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午前10時00分   開議 

○議長（菊地文一君） ただいまから本日の会議を開

きます。 

 直ちに本日の議事日程に入ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第１ 一般質問 

○議長（菊地文一君） 日程第１、一般質問を行いま

す。順次質問を許します。新政会代表、下斗米一男君。 

〔新政会代表下斗米一男君登壇〕 

○22番（下斗米一男君） おはようございます。私は

新久慈市が誕生しての最初に開かれる６月定例議会に、

新政会を代表して一般質問をいたします。我が新久慈

市は沿岸北部の拠点都市としての期待と夢を膨らませ

て、今まさにスタートしたところでございます。 

 新久慈市の初代市長となられた山内市長の今後４年

間の市政運営に、４万市民とともに私の期待も込めて

登壇をいたしました。昨日の質問と重複する点が幾つ

かありますが、割愛することなくできるだけ簡潔に、

以下、通告に従って質問いたします。 

 最初は市長所信表明演述について質問します。 

 １点目は、予算編成方針についてです。 

 新設すなわち対等合併として誕生した新久慈市にお

いては、市民の融和と市民生活の安全・安心が最も大

切にされるべきと思うが、市長はどのように考えて18

年度予算案を編成したのか、その特徴と重点項目につ
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いてお伺いします。 

 ２点目は、地域コミュニティ振興事業についてです。

市長の言う「協働によるまちづくり」と市民の融和を

図ることと、特にも山形町住民の意見を市政運営に生

かすことを大切にすべきと思うが、目的と具体的内容

についてお伺いします。 

 ３点目は、市民一人一人が快適に暮らせる環境共生

都市を実現するために、新エネルギーの活用に向けて

バイオマスタウン構想を策定するとありますが、その

内容と今後の取り組みについてお伺いします。 

 次に、広域行政事務組合と広域連合との統合につい

て質問します。 

 管内の市町村合併も一段落したところですので、先

送りされていた両団体の統合に向けての取り組みにつ

いてお伺いします。 

 次に、防災対策について質問します。 

 １点目は、18年度の重点的に取り組む施策にある自

主防災組織結成の進捗状況についてお伺いします。 

 ２点目は、新たに合併によって山形町の広い山林も

含まれたことで今までにも増して、がけ崩れ、地すべ

り、土砂災害等の予防が重要であると思います。そう

した山地災害の防災対策についてお伺いします。 

 次に、福祉行政について質問します。 

 今回の介護保険の改正により、施設介護から在宅介

護へと移行するような支援策として設置される地域包

括支援センターの機能と具体的な運営についてお伺い

します。 

 次に、農業振興については、品目横断的経営安定対

策についてですが、認定農業者、集落営農組織等、一

定の基準を満たした担い手に対象を絞り、助成を行う

品目横断的経営安定対策については、農業を基幹産業

と位置づけ農業振興を図る当市としては認定農業者を

育成、拡大し、担い手とするべきという考え方に立っ

て、次の５点について質問します。 

 １点目は、平成19年度から導入される経営安定対策

の担い手確保について、どのように取り組むのか。 

 ２点目は、制度の中身が対象農家に浸透していない

と思うが、どのようにして制度の周知を図るのか。 

 ３点目は、規模要件として個別農家４ヘクタール、

集落営農組織20ヘクタールとなっているが、特例とし

て規模要件の緩和があるのか。 

 ４点目は、認定農業者数を拡大し、新制度の対象者

とすべきと思うが所見を伺います。 

 ５点目は、認定農業者の育成拡大のため、経営改善

計画の目標農業所得を引き下げる考えがないかお聞か

せください。 

 次に、林業振興について質問します。 

 １点目は、所信表明演述の中でも述べております木

の地産地消の推進についてですが、当地方の木をどの

ように利用し、山の活性化につなげていくのか具体的

内容についてお伺いします。 

 ２点目は、生産者用ほだ木造成への補助事業を実施

するとしているが、その具体的内容についてお伺いし

ます。 

 ３点目は、マツタケ山環境整備実証事業の具体的内

容についてお伺いします。 

 次に、漁業振興について質問します。 

 １点目は、港湾整備による潮の流れについてですが、

これに関する質問は平成14年６月議会でも反射波の影

響ということで質問が出されております。その中で、

「発生予測が難しく、消波ブロックの設置により対応

する。また、国に対して構造設計等の調査研究による

対策を要望している」と答弁しておりますが、仄聞す

るところによりますと、海岸がしけのとき、今までも

予想しない場所で波が道路に来ているとのことです。

そこで調査研究等を行ったと思いますが、その調査結

果をお伺いします。 

 ２点目は、久慈港に併設され漁港として利用されて

おります久慈浜小型船の船だまりは、しけがあるごと

に砂で埋まり、また、少々の波でも入港ができないな

ど利用が制限されております。そこで、その対策とし

て、港湾計画に位置づけられております諏訪下地区堀

込港の船だまりを早急に整備すべきであると考えます

がお伺いをします。 

 次に、商業振興については、中心市街地活性化につ

いて次の３点を質問します。 

 １点目は、改正まちづくり三法が成立されたことに

より、中心市街地活性化法も改正され、それに伴い新

たに中心市街地活性化基本計画の策定が必要になりま

すが、今後の取り組みについてお伺いします。 

 ２点目は、中心市街地活性化法の改正により、商工

会議所及び株式会社街の駅・久慈が中心となって現在

進めている、物産館等街なか再生核施設整備事業の国

に対する補助金申請手続等についてお伺いします。 
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 ３点目は、にぎわいのあるまちづくりに必要不可欠

であった、旧県立久慈病院跡地の取得に伴う中心市街

地活性化のための具体的活用方法をお伺いします。 

 次に、観光振興について質問します。 

 今や、観光振興は各分野の産業との取り組みを図る

とともに、地域の特色を生かした広域観光が重要であ

ります。そこで、近隣市町村等との連携による広域観

光ルート確立の具体的取り組みについてお伺いします。 

 次に、土木行政については７点を質問します。 

 １点目は、久慈川右岸すなわち大成橋上流の未整備

堤防の築堤については長年の懸案事項と認識しており

ます。大沢地内の集落の浸水被害対策を初め、通学・

通勤の交通安全の観点からはかり知れない効果がある

と確信いたします。用地の協力が得られたと仄聞して

いるが、今後の整備見通しについてお伺いします。 

 ２点目は、久慈川左岸の自転車と歩行者専用道の今

後の整備見通しについてお伺いします。 

 ３点目は、この４月、岩手県は今後、県内の建設業

は県営工事等の公共投資の減少傾向が続き、経営環境

が一層厳しさを増すことが確実視される中で、平成22

年度において仮定としながらも、建設業事業所数は現

在の約6,800社から5,000社に、建設業従業者数は現在

の約６万2,500人から５万人に、あるいは県格付業者

数は現在の県内1,986社から大きく減少するという大

胆な推計に基づいた「建設業対策中期戦略プランのあ

らまし」が発表されました。これに対する市の対応に

ついてお伺いします。 

 ４点目は、県道野田長内線は、久喜から久喜小学校

への途中、土砂崩れが発生し片側通行となっているが、

通学路、バス路線でもあり一日も早い整備が必要と思

いますが、改良整備見通しについてお伺いします。 

 ５点目は、児童・生徒の安全確保のため、国道281

号大川目町山口地区の岩井橋から山口橋まで歩道を設

置すべきと思いますが、設置計画についてお伺いしま

す。 

 ６点目は、新たに策定される「久慈市公営住宅スト

ック総合活用計画」の内容と整備見通しについてお伺

いします。 

 ７点目は、巽山公園等の都市公園の整備見通しにつ

いてお伺いします。 

 最後は、教育行政について４点を質問します。 

 １点目は、今、新久慈市のスタートを考えるとき、

旧市村の文化財は何物にもかえがたい先人の礎であり、

私たちが未来に残していく責務がある貴重な財産であ

ると考えます。そこで、この貴重な文化財の保護及び

整理・展示が必要と思うが取り組みについてお伺いし

ます。 

 ２点目は、最近、登下校の際、全国的に児童・生徒

が被害に遭う凶暴な事件が相次いでいるが、市内児

童・生徒の安全確保の取り組みについてお伺いします。 

 ３点目は、これまた長年の懸案であった給食セン

ター施設の移転改築に向けて用地の地積・地質調査を

するとあるが、この学校給食センター整備計画につい

てお伺いします。 

 ４点目は、期待された18年度予算案には盛り込まれ

ませんでしたが、老朽化が進む久慈小学校の校舎改築

の見通しについてお伺いします。 

 以上で、私の登壇しての質問を終わります。 

○議長（菊地文一君） 山内市長。 

〔市長山内隆文君登壇〕 

○市長（山内隆文君） 新政会代表、下斗米一男議員

のご質問にお答えをいたします。 

 最初に、市長所信表明演述についてお答えをいたし

ます。 

 まず、予算編成方針につきましては、昨日の清風会

代表、小栁議員にお答えいたしましたとおり、将来に

わたり持続可能で健全な行財政運営の推進と旧久慈市、

旧山形村それぞれが進めてまいりましたまちづくりを

継承することを基本に編成したところであります。 

 また、重点項目につきましても、昨日の清風会代表、

小栁議員にお答えいたしましたとおり、協働によるま

ちづくり、産業振興・雇用の場の創出確保、子育て支

援・高齢者支援、内外の交流促進、基盤の整備に重点

的に取り組んでまいりたいと考えております。 

 また、地域コミュニティ振興事業の目的と具体的内

容につきましては、昨日の清風会代表、小栁議員にお

答えいたしましたとおり、活力ある地域社会を創出す

るために、市内で組織される団体等が行います地域振

興を目的とした活動などに対しまして、支援を行うも

のでありますので、ご了承願います。 

 次に、バイオマスタウン構想の内容についてであり

ますが、農林水産省等が推進いたしますバイオマスの

発生から利用まで効率的なプロセスで結ばれました利

活用システムの構築に市として取り組むものでありま
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す。 

 当地区で盛んなブロイラーなど畜産系廃棄物に関し、

民間事業者が中心となって発電の事業化についての検

討が行われておりますことから、これを核としながら

森林資源や水産資源及び廃食用油の利活用策等につき

まして、旧市村の新エネルギービジョンや環境基本計

画を参考としながら賦存エネルギーの確認とともに、

事業化に当たっての課題を整理し、補助制度など財源

の確保策を見きわめながら検討してまいりたいと考え

ております。 

 今後の取り組みについてでありますが、関係資料の

収集・分析や関係者のヒアリング等を行いながら、９

月ごろをめどに策定委員会を立ち上げ、平成18年度内

の策定を目指して取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

 次に、久慈地区広域行政事務組合と久慈広域連合と

の統合に向けての取り組みについてお答えをいたしま

す。 

 二つの広域団体は、これまでともに管内６市町村で

構成されておりましたが、本年１月と３月の合併によ

りまして洋野町及び新久慈市が誕生したことに伴い、

４市町村で再編成されております。平成14年度から協

議・検討を重ねてまいりました統合問題につきまして

は、市町村合併のかかわりで平成16年３月から協議を

一たん休止いたしておりましたが、今般、合併特例法

に基づく管内の市町村合併が一段落したことから、久

慈地区広域行政事務組合を久慈広域連合に統合するべ

く協議を再開したところであります。 

 次に、防災対策についてお答えをいたします。 

 まず、自主防災組織結成についてでありますが、川

崎町町内会及び久慈湊地区にあっては、久慈市消防団

第２分団１部の地域消防協力会が中心となりまして、

昨年９月より準備を進めてきたところであります。そ

の進捗状況でありますが、川崎町町内会は４月22日の

定期総会におきまして自主防災会設立を決議し、早期

発足に向けて５月29日に役員会が開催されたところで

あります。 

 また、久慈湊地区でありますが、久慈市消防団第２

分団１部を構成する京の森・旭町地区から湊町・大湊

地区までの９町内会によります自主防災会の連合組織

として、過ぐる６月11日に設立総会が開催されたとこ

ろであります。 

 次に、山地災害の防災対策についてでありますが、

市内における土砂災害危険箇所数は、急傾斜地崩壊危

険箇所222カ所、土石流危険渓流167カ所、地すべり危

険箇所21カ所となっております。 

 県では、この基礎調査をもとに、建物が破壊され、

住民に大きな被害の生じるおそれがある土石流危険渓

流50カ所、急傾斜地崩壊危険箇所30カ所につきまして、

市町村長の意見を聞いた上で、危険箇所に居住する住

民の合意形成が図られた箇所を土砂災害警戒危険区域

及び土砂災害特別警戒区域に指定することとしており

ます。 

 すべての危険箇所を対策工事により安全な状態にす

るためには、膨大な時間と費用を要しますことから、

住民に対しまして危険の周知など防災意識の向上を図

るために、土砂災害危険箇所の点検パトロールを初め、

土砂災害周知看板設置などにより防災対策を講じてい

るところでありますが、今後も県に対し、山地防災対

策等の促進につきまして強く要望してまいりたいと考

えております。 

 また、県の治山事業として山地災害危険地区が指定

され、治山施設の設置や防災機能の高い森林の整備を

行っているところであります。 

 なお、土砂災害防止法に基づきます土砂災害特別警

戒区域内にある既存不適格住宅を対象といたしまして、

今年度から県事業として、住宅移転促進支援事業が制

度化されたところでありますので、事業の周知に努め

てまいりたいと考えております。 

 次に、福祉行政についてお答えをいたします。 

 地域包括支援センターの機能と具体的な運営につい

てでありますが、地域包括支援センターは主に高齢者

総合相談、それから権利擁護・虐待の早期発見・防止、

さらには介護予防ケアマネジメント、続きまして地域

ケア支援事業の４業種を担当するものであり、そのた

めに保健師、社会福祉主事、主任ケアマネジャーの３

職種３名の職員を配置したところであります。 

 具体的運営でありますが、相談・権利擁護・虐待の

防止につきましては、窓口相談のほか訪問相談も実施

いたしておりまして、状況により警察署、振興局、社

会福祉協議会等と連携し対応することとなります。介

護予防事業につきましては、市の保健師が中心となり

新予防給付のケアプランを作成するほかに、介護サー

ビス事業所等と連携し、実効ある予防事業を実施して
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まいりたいと考えております。 

 また、地域に根差したセンターとするために、町内

会や各種ボランティア団体等と連携し、住民参加型の

地域づくりにも貢献できるよう検討してまいりたいと

考えております。 

 次に、農業振興についてお答えをいたします。 

 まず、品目横断的経営安定対策の導入に向けた取り

組みについてでありますが、この対策は、これまでの

全農家を対象として品目ごとに講じてきた対策を、一

定の要件を満たす担い手に対象を絞り、経営全体に着

目した対策に転換するものであります。 

 担い手の基本的な要件といたしましては、個人等で

は認定農業者で４ヘクタール以上の経営規模があるこ

と、集落営農組織等では組織の経理を一括して行うと

ともに農業生産法人化計画を有し、20ヘクタール以上

の経営規模であることが要件となっております。 

 市の対応策でありますが、これまで担い手確保とし

ての農地集積等を図るために、米の生産目標数量の担

い手への重点化配分、また、集落営農組織等に向けて

の取り組みに対する助成といたしまして、久慈市水田

農業推進協議会におきまして、集落営農実践活動支援

事業の実施、さらには、本年度、新たに農業生産法人

等の要件達成に向けての経費支援として農業生産法人

等育成支援事業を実施したところであります。 

 今後も、農業者の理解を深めながら、関係機関、団

体等と連携を図り、経営規模要件や加入対象者要件な

ど本対策の導入に向けて条件整備を進めてまいりたい

と考えております。 

 また、制度の周知方法でありますが、昨年度は市内

22カ所での集落説明会を開催し、今年度は生産者への

チラシの配布を行い、制度の周知に努めているところ

でありますが、今後におきましても、さらなる周知徹

底を図ってまいりたいと考えております。 

 また、規模要件の緩和でありますが、現時点では知

事特認で最大、認定農業者は2.6ヘクタール、集落営

農組織等で10ヘクタールまで緩和可能となっておりま

す。なお、現在、国会におきまして「農業の担い手に

対する経営安定のための交付金の交付に関する法律」

について審議中であります。 

 次に、認定農業者を拡大し、新制度の対象者とすべ

きとのことでありますが、個人では、認定農業者であ

ることが要件となっておりますので、意欲のある農業

者を認定農業者として誘導すべく、鋭意努めてまいり

たいと考えております。 

 また、そのための方策といたしまして、地域農業の

担い手である認定農業者の育成拡大を目指し、農業経

営改善計画の目標所得の引き下げについて検討してま

いりたいと考えております。 

 次に、林業振興についてお答えをいたします。 

 まず、木の地産地消の具体的内容についてでありま

すが、市内で産出されました間伐材の利用促進を図り

ますため、昨年度におきましては、木製ベンチを製作

し、本年度はリサイクルボックス、プランターの製作

を計画しているところであります。市民が集う商店街

や公共施設等に設置するとともに、間伐材製品の普及

ＰＲに努め、森林整備の必要性を周知してまいりたい

と考えております。 

 また、公共施設への地元材の活用につきましては、

新山根温泉の増築に際し利用を図ったところであり、

今後においても公共建築物への利用促進を図ってまい

りたいと考えております。 

 次に、生産用ほだ木造成への補助事業についてであ

りますが、原木シイタケの生産拡大と品質向上等を図

りますため、「岩手しいたけ生産施設整備事業費補助

金事業」によりまして、生産組合等が実施いたします

対象事業費に対し、県が３分の１、市が６分の１を補

助するものであります。 

 なお、平成18年度に計画している組合数は７組合を

見込んでいるところであります。 

 次に、マツタケ山環境整備実証事業の内容について

でありますが、特用林産物であるマツタケの産地化を

図るため、アカマツ林を整備することによりまして、

アカマツに共生して成長するマツタケの発生を促そう

とするものであります。 

 この実証事業に当たりましては、地域公民館、久慈

東高等学校及び市民参加のもとに、岩手県の技術指導

等の協力を得て、特用林産物の振興を図ってまいりた

いと考えているところであります。 

 次に、漁業振興についてお答えをいたします。 

 まず、港湾整備によります潮の流れについての調査

結果についてでありますが、東北地方整備局釜石港湾

事務所が久慈港環境調査を実施しておりまして、久慈

港事務所に確認をいたしましたところ、潮の流れにつ

きましては、以前と比べて大きな違いは見られないと
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のことで、今後においても、引き続き調査を実施する

と伺っているところであります。 

 次に、港湾計画の船だまり整備についてであります

が、久慈地方振興局土木部に確認いたしましたところ、

今年度、一部測量調査を行うと伺っているところであ

り、早期整備に向け、県に要望してまいりたいと考え

ているところであります。 

 次に、商業振興についてお答えをいたします。 

 まず、中心市街地活性化法の改正に伴う新たな基本

計画の策定についてでありますが、今回の法改正によ

りまして、地方自治体は中心市街地が地域住民等の生

活と交流の場であることを踏まえつつ、地域における

社会的、経済的及び文化的活動の拠点となるにふさわ

しい魅力ある市街地の形成を図ることを基本とした計

画の策定を行い、国の認定を要することとなったもの

であります。そして、この認定を受けた事業の推進に

当たりましては、国が集中的かつ効果的に支援を行う

こととされております。 

 現在、まちづくり会社等によって進められておりま

す物産館等核施設整備を推進するためには、改正法に

基づく新たな基本計画の策定と内閣総理大臣の認定を

受ける必要があります。当市といたしましては、速や

かにこの基本計画を策定し、本年度内の国の認定を受

けるべく、今議会に計画策定経費の予算を計上してい

るところであります。 

 次に、法改正に伴う街なか再生核施設整備の補助金

申請手続等についてでありますが、市が基本計画を策

定し、国の認定を受けた後において、事業主体である

まちづくり会社が国に対して「戦略的中心市街地中小

商業等活性化支援事業」の補助申請を行うという手順

でございまして、現段階でのスケジュールといたしま

しては、計画の認定は年内を、補助申請は来年１月を

想定しているところであります。 

 次に、旧県立久慈病院跡地取得後の具体的活用方法

につきましては、昨日の政和会代表、髙屋敷議員にお

答えしたとおりでありますが、街なか再生施設整備と

の一体化による「にぎわいと憩いの空間のリンク」を

コンセプトとして今後、具体の整備内容について検討

していくものであり、市民共有の財産として中心市街

地活性化に寄与する活用を行ってまいりたいと考えて

おります。 

 次に、近隣市町村等との連携による広域観光ルート

確立の具体的取り組みについてでありますが、広域的

な連携や広域観光ルートの確立は、今後観光による誘

客を進める上で非常に重要であると認識しております。 

 これまで久慈広域管内におきましては、市町村が連

携しての観光商品づくりの必要性から、平成15年12月、

久慈広域観光協議会を設立し、積極的に事業展開をし

ているところであります。 

 また、近隣市町村との連携につきましては、さきに

行われました「平庭高原つつじまつり」における葛巻

町との合同開催や、八戸市や宮古市などとの連携強化

を進めるための事務レベル協議を進めているところで

あります。 

 なお、本年度の具体策といたしましては、久慈広域

観光協議会と連携して、仮称ではありますが「くじ・

はちのへ観光物産連携強化事業実施検討会」による両

地域の観光施設を周遊するモニターツアーの造成を行

いますほか、岩手県が主体となって三陸地域の観光資

源を活用した着地型の新たな観光ルートの形成を図る

ために「三陸縦断観光ルート整備事業」に参加するな

ど、新たな広域観光ルートの確立に向けて民間組織と

連携し取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、土木行政についてお答えをいたします。 

 まず、久慈川右岸未整備堤防の用地協力と今後の整

備見通しについてでありますが、当該区間の築堤につ

きましては、具体的な用地交渉は進めていないが、一

部地権者から協力の意向を示していただいているとこ

ろであると、久慈地方振興局土木部から伺っておりま

すので、早期に整備が図られるよう引き続き要望して

まいりたいと考えております。 

 次に、久慈川左岸の自転車と歩行者専用道の今後の

整備見通しについてでありますが、久慈川河川公園は、

市民のレクリエーション、憩いの場として昭和55年度

着工し、平成13年度までの長期にわたり整備されたと

ころであります。久慈川左岸の自転車歩行者専用道路

は、経年劣化により、くぼみ等が見られますことから

穴埋め等維持修繕に努めてきたところであります。 

 今後におきましても、公園利用者の安全確保のため、

維持管理・整備に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、岩手県の建設業対策中期戦略プランに対する

市の対応についてでありますが、県では県営工事等の

公共投資の減少傾向が続き、経営環境が一層厳しさを

増すことが予想されるため、今後の建設業対策に向け
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た支援制度等の内容や環境整備の方向性を、建設業対

策中期戦略プランとして取りまとめ、今年４月から推

進しているところであると、久慈地方振興局土木部か

ら伺っているところであります。 

 当地域における建設業を取り巻く環境は、公共投資

の減少等によりまして一段と厳しさを増しており、支

援体制の構築や建設業の構造改革を図るほか、雇用安

定の確保等が課題であると、このように考えておりま

す。市といたしましては、県が戦略プラン推進のため、

久慈地方振興局に設置いたしました地域建設業相談セ

ンターと連携を図り、情報収集等に努めながら、独自

の支援策であります農外企業等農業参入支援補助金に

よります対応のほかに、可能な支援策を検討してまい

りたいと考えております。 

 次に、県道野田長内線の改良整備の見通しについて

でありますが、ご質問の久喜小学校付近ののり面崩落

箇所の復旧整備につきましては、現在、測量設計業務

を進めているところであり、その成果をもって工事の

実施を行い、今年度中に整備完了の予定であると、久

慈地方振興局土木部から伺っているところであります。 

 次に、国道281号の大川目町山口地区の歩道設置計

画についてでありますが、現道への歩道設置は用地が

相続登記未了土地となっており、用地取得等に問題が

あることから歩道の設置は困難であると、久慈地方振

興局土木部から伺っているところであります。 

 次に、公営住宅ストック総合活用計画の内容と整備

見通しについてお答えをいたします。 

 まず、計画の内容でありますが、この計画は市が管

理する既存市営住宅を対象に、地域の特性、ニーズ等

に合った効率的な活用を図ることによりまして、良質

な市営住宅の供給を行うことを目的に策定するもので

あり、旧久慈市におきましては、平成13年度に建てか

え後の既存住宅の維持保全管理計画や団地の統廃合、

建てかえ計画等を内容とし策定したものでありますが、

旧山形村との合併により新市となりましたことから、

今後、新たな公営住宅ストック総合活用計画の策定が

必要と考えております。 

 このことから、住宅の整備につきましては、早い時

期に新市の公営住宅ストック総合活用計画を策定し、

財政事情等を勘案しながら計画的に整備推進に努めて

まいりたいと考えております。 

 次に、都市公園の整備見通しについてお答えをいた

します。 

 都市公園は、市民のレクリエーションの空間となり

ますほか、良好な都市景観の形成、都市環境の改善、

豊かな地域づくりに資する交流の空間など、多様な機

能を有する都市の根幹的な施設であり、これまでも巽

山公園、久慈川河川公園を初め９カ所の公園を整備し、

市民の利用に供しております。特にも巽山公園は市街

地に開設され、多くの市民から憩いの場として親しま

れておりますが、遊具施設等の老朽化が見られ、一部

危険な遊具を撤去したところであります。 

 今後における施設整備につきましては、財政事情等

を勘案の上に、市民に親しまれるシンボル公園として 

逐次整備に努めてまいりたいと考えております。 

 以上で、新政会代表、下斗米一男議員に対する私か

らの答弁を終わります。 

○議長（菊地文一君） 鹿糠教育長。 

〔教育長鹿糠芳夫君登壇〕 

○教育長（鹿糠芳夫君） 新政会代表、下斗米一男議

員のご質問にお答えいたします。 

 最初に、文化財保護の取り組みについてであります

が、これまで民具等の文化財を調査し、台帳による

データベース化を図るなど保護対策を進めてきており

ます。また、収集した埋蔵文化財や民俗資料等につい

ては、毎年、企画展を開催し、貴重な資料の周知に努

めております。 

 今後におきましても、先人がはぐくんできた伝統・

文化の保護と活用に努めてまいります。 

 次に、児童・生徒の安全確保の取り組みにつきまし

ては、昨日の政和会代表、髙屋敷議員ほかにお答えい

たしましたとおり、各小中学校の通学路の把握、安全

教育の徹底、防犯についての指導及びスクールガード

の養成、ボランティアによるパトロールを初めとする

地域の取り組み、各種研修会の開催などにより、学校、

家庭、地域、そして行政が連携を強めながら、児童･

生徒の安全対策を進めてまいります。 

 次に、学校給食センター整備計画についてでありま

すが、政和会代表、髙屋敷議員にお答えしたとおり、

将来的な需要や衛生基準などを踏まえながら、本年度

は測量調査設計を実施したいと考えております。また、

平成19年度には実施設計を、20年度に建設工事に着手

し、平成21年４月の開業を目指したいと考えておりま

す。 
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 次に、久慈小学校の校舎改築の見通しについてであ

りますが、昨日の清風会代表、小栁議員にお答えした

とおり、新市建設計画にも盛り込まれておりますので、

学校給食センターの改築進度に合わせ、鋭意取り組ん

でまいります。 

 以上で、私からの答弁を終わります。 

○議長（菊地文一君） 再質問、関連質問を許します。

22番下斗米一男君。 

○22番（下斗米一男君） それでは、再質問をさせて

いただきます。 

 まず、１番目の予算編成にかかわってでございます。 

 昨日の質疑でも大分強調されたようですが、いわゆ

る山形町民の不満が大いにあるという、私は一番この

点を心配をしておるところでございまして、合併協議

の間においても双方が対等合併であるということを強

調しながら見守ってきたと思っておりますが、そこで、

また市長にお伺いします。 

 先日の合併記念式典においても、お二人の小中の子

供さんたちが作文を発表されました。その中でも、人

の優しさを大切にしたい、あるいは今ある自然を大切

にしたい、特にも中学校の子供さんは、山を大切にす

ることが海を守ることだと、そういうことも述べてお

りました。改めて、私どもがふだん話をしている、

「山は海の恋人」ですか、そういう言葉が本当に大切

なものだということをあの場で教えられました。 

 そういったことで、市民の融和、そして特にも山形

町民の意見を取り入れる大切さをどのように考慮して

市政運営に携わるのか、改めてお伺いをしたい。特に

も前列におられます三役の方々、工藤助役、外舘助役、

そして角総合支所長、ともどもその思いをご披露いた

だければと思います。よろしくお願いを申し上げます。 

 ２点目、建設業の支援プラン、中期戦略プランです。

これは、確かに岩手県が発表したものでございます。

しかし、決して地方自治体に無関係というわけにはま

いりません。我が久慈市は、県あるいはよその市町村

で実施されていない中で建設業の新分野参入に補助制

度を設けて支援をして雇用対策等を実施されておりま

す。このことは本当に大変高く評価をいたします。し

かし、今回のプランは平等、公正、そういう競争の名

のもとに建設業者が減少するということは、地域の安

全・安心に直接かかわることだと思います。 

 除雪において国が機械を貸与し、地域民がそれを活

用して除雪をするというそういう機運も生まれてきて

おりますけれども、しかし、現実的にはまだまだ建設

業者の技術力あるいは機械力が必要であろうと、これ

が私ども久慈市の実態であろうと思います。 

 そういったことからして、決して様子を見ましょう

ということにはならないと思いますので、改めて業者

が減少するということに対してのお考えをお聞かせを

願いたいと思います。 

 それから、中心市街地活性化についてお伺いします。

昨日も議論されております、今計画されている街なか

再生核施設、採算が合うだろうかという話です。しか

し、現時点での久慈地域の中心市街地、私は何度も申

し上げておりますけれども、秋まつりを全市民的な行

事として行われるというあの地域が現状のままでいい

かと、これは決して皆さん方もそうではないと思いま

す。ならば、もう少し温かい気持ちを持って応援して

ほしいなというのが、あの地域に住む住民の一人とし

て本当に感じるところでございます。 

 税制一つとっても、市街地ということでかなり高額

の固定資産税を市ではいただいているはずです。長内

地区のショッピングセンター、あの地区との固定資産

税の比較一つとってもいまだに大きな開きがあろうか

と思います。そういう同じ土俵で戦えない状況の中で

頑張っている商工業者に、市としてどう市民の理解を

得られるような今回の事業推進をしていくのか、その

周知徹底方についてもお聞かせを願いたいと思います。 

 それから、山地災害。確かに県が指定し、特別警戒

区域をトータルで80カ所市内に指定をされたと、そう

いう一つ一つ事業はなされておりますけれども、しか

し、それがどこまで市民に周知徹底されているのかな

という心配もございます。 

 そこで、一つの提案でございますが、私、先日、岩

手大学農学部の井良沢道也さんという方で、山地災害

の専門家であるようでございますが、その方が久慈も

山地災害が多い地域ですよという講演をしておりまし

た。そういう先生の勉強会を開催する考えはないか、

土石流の生の映像等も見せながらの講演でございまし

たので、私は市民には有意義な講演会となろうかと思

いますのでお伺いをしたいと思います。 

 以上、とりあえず質問いたします。 

○議長（菊地文一君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 何点かご質問がございました
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が、私は市の中における交流といった点について答弁

をさせていただきたいと思います。 

 旧山形村、旧久慈市それぞれがこれまで117年、あ

るいは51年間の歴史の中で築いてきた制度、仕組みと

いうものがあったわけであります。新市への移行に伴

いまして、これらの制度、仕組みというものが少しく

変わってきている、このことがまずあろうかと思いま

す。この制度、仕組みについて、私どもしっかりと説

明を果たしていく、このことによって、まずは制度そ

のものをご理解いただくところから始めなければなら

ないなというふうに思っております。 

 制度、仕組みについてご理解を十分にいただかない

状況でありますそのことから、不満、不平といったも

のが出てくるのであろうと、このように思っておりま

す。まずは制度、仕組み等々について、私どもしっか

りと説明責任を果たしてまいりたいというふうに思

っているところであります。 

 また、それは個々の事務事業の中でも行われるわけ

でありますけれども、同時に地区懇談会あるいは市長

室開放なども継続実施していこうということでありま

すけれども、これはこの久慈市役所内部、本庁だけで

はなくて総合支所の方に出向いて行うといった工夫も

凝らしていきたいというふうに思っているところでご

ざいます。いずれ、それぞれ新市となって地域は残り

ます。その地域が輝かなければ、市全体の輝きもない

ものと私は思っておりますので、それぞれの地域にお

いて人々が生き生きと活動できるような環境整備に努

めてまいりたい、このように考えているところであり

ます。 

○議長（菊地文一君） 工藤助役。 

○助役（工藤孝男君） 山形町との融和についてでご

ざいますが、私は旧久慈市、旧山形村が合併しました

ことにより、海、山、里、それに都市機能が加わりま

して、非常に大きな発展可能性が広がったというふう

に考えてございます。この発展可能性を十分に生かす

に当たりましては、やはり下斗米議員ご指摘のとおり、

両市村民の融和というものが非常に大事なのではない

かというふうに考えてございます。 

 旧山形村には平庭高原の美しい自然、そして、ホウ

レンソウ、短角牛などの地域特産物、バッタリー村を

初めといたしましたすぐれた山村文化、そういったも

のがございます。こうしたものを今後の市勢の発展に

生かしていくためには、やはり地域の方々の市民同士

の交流といいますか、そういったものを図りながら両

市村民が一体となった醸成感を築き、そしてお互いの

地域文化といったものを認め合いながら、ともに新し

い地域づくりを目指して進むということが重要ではな

いかというふうに考えてございまして、私もこれまで

の経験を生かし、また、新たな視点に立ちまして地域

が一体となって、１足す１が２ではなくて３、あるい

は４になるように、そういった振興に向けて各施策を

講じてまいりたいというふうに考えてございます。 

○議長（菊地文一君） 外舘助役。 

○助役（外舘正敏君） 私は、旧久慈市と旧山形村の

融和を図るためには、まずもって旧市村の職員一人一

人が新市の一員としての自覚を持って職務に当たるこ

とがまず大事であろうという認識をしているところで

あります。そのためには、職員との情報を共有しなが

ら意識改革を進めていかなければならないというふう

に思っております。 

 いずれ合併によって市民の皆さんが不自由すること

があってはならないというふうに思います。市民の皆

さんが本当に合併してよかったと実感できるような環

境を整えることが、私どもの責務だと思っているとこ

ろでございます。このことは、新市建設計画や事務事

業の協定項目を職員一人一人が改めて自分のものとし

て着実に実行していく、このことが非常に大事になっ

ているというふうに思っております。 

 いずれ両市村、それぞれいいものを持っております。

例えば、農林水産、観光資源、保健・福祉、医療・教

育など、お互いのいい点を生かして融合させることが、

これからの合併によっての市民の満足度の向上につな

がるというふうに確信をしているところでございます。 

 以上です。 

○議長（菊地文一君） 角山形総合支所長。 

○山形総合支所長（角一志君） 新市におきましては、

住民交流促進による融和と一体感の醸成が喫緊の課題

でありますことから、交流機会をつくるための各種事

業が計画されているところであります。例えば、先日、

平庭高原で開催されました平庭高原まつりや産業まつ

りなどにおける、祭りや物産の交流、市民体育大会な

どによるスポーツ交流、また、旧市旧村住民の相互施

設訪問による住民の交流が予定されております。今後

とも、早期に市民一体感づくりのため、関係機関及び
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団体等と連携した市民レベルでの交流を図ってまいり

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 卯道産業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） 中心市街地の活性化

について、お答えを申し上げたいと思います。 

 中心市街地の状況といいますのは、先ほど議員ご指

摘のような状況にあるわけでございます。こういった

中心市街地の状況を何とか再生しようということで、

ここ数年来、民間の方々が英知を結集いたしまして、

大変なご努力をいたしているところでございます。 

 市といたしましても、再生に向けた事業につきまし

て連携・協働をしながら推進に取り組んでいるところ

でございます。今般、まちづくり三法の改正があった

わけでございまして、この部分について一定のハード

ルが高くなったところでもございます。中心市街地活

性化の所期の目的が達成されますように、関係者と一

体になって強力に推進をしてまいりたいと考えている

ところでございます。 

○議長（菊地文一君） 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） 中期戦略プランにかか

わってのご質問にお答えいたしますが、議員の方から

も先ほどご指摘いただきましたのですが、公共投資の

減少が続く中で、県の方では経営戦略を各種の支援策

を打ち出したところでございます。振興局におきまし

ては相談センターの開設や、あるいは県におきまして

18年度の具体的な支援策等を打ち出したところではご

ざいますが、市におきましても農外企業の参入等支援

策を講じているところでございます。 

 議員おっしゃいますように、このような減少が続く

と仮定した場合、確かに安心で安全な生活あるいは除

雪、災害、各種の事業に対して支障を来すことが想定

されるわけですけれども、我々は災害あるいは除雪対

応につきましても、これまでと同様の、例えば近隣の

市町村の応援をいただくとか、あるいはリースで借り

上げするとかというふうな形で市民サービスの低下を

招かないように努力してまいりたいと、かように考え

てございますのでご理解を賜りたいと存じます。 

 山地災害の井良沢先生の呼集のお話の件でございま

すが、市はこれまでも何度となく災害に見舞われ、特

にも山地災害というものに対する意識は昨今、津波等

にかかわって薄れてきているというふうな嫌いがなき

にしもあらずかなと、そのようにも思ってございます

が、いずれご質問のございました山地災害の防災意識

を図る上でも、講演等も重要なＰＲの方法というふう

に考えてございますので、市といたしましても防災対

策上の一環として今後、講演等の開催については検討

してまいりたいとそのように考えてございます。 

○議長（菊地文一君） 22番下斗米一男君。 

○22番（下斗米一男君） ご配慮ありがとうございま

す。また、４名の方々のご答弁本当にありがとうござ

いました。今後ともよろしくお願いします。 

 あえてお話をしたいのは、この建設業の戦略プラン、

いわゆる減少するということはどういうことかと。例

えば、県内に1,000社になりますという仮定とはいえ、

久慈地区に何社が残りますということではないわけで

す。私が心配するのはこのことなんです。公正・公平、

市民あるいは国民、あるいはマスコミ報道等が正しい

という報道、理解がされても現実に建設業者がどの地

区に何社残るのですかという話になるわけです。 

 そのことが、今回発表された最大の理念と申します

か心配の種だと、私はそう理解して、あえて議長にお

願いして再質問させていただきました。そういうバラ

ンスというものが今の行政の中でとられるものかどう

か、あるいは市としてそこまで考えてこれからどう対

応されるのか、ひとつご答弁をお願いします。 

○議長（菊地文一君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 大変に難しい課題であるとこ

のように認識をいたしております。岩手県の現在の状

況を見ただけでも、例えば、人口、面積に比較してど

の地域が建設業者数あるいは従業員数が多いのか少な

いのか、こういったことの現況を踏まえた上で今後ど

うあるべきかといったことについて、恐らく県は考え

ているものと、このように判断をいたしております。 

 私ども、この地域は建設業が占める割合というのが

他の地域に比べて大変に高い状況にございます。従業

員数等々も他の地域に比べて多い人数が働いておられ

ます。そういった中で、今後公共事業等が減少してい

く中で、果たしてどの規模が適正であるのか、このこ

とについては、なかなか行政として本来判断できるも

のではないと私は思っております。なぜかなれば、例

えば、公共事業が減少したとしても、民需というもの

が多く存在すれば、当然そこに需要というものが発生

するわけでございます。いろいろな要因、要素が絡
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まって初めてそこに適正という言葉が適切かどうか、

企業数あるいは従業員数等が決まっていくべきものだ

と、こう思っておりまして、行政から何社が妥当であ

るという結論を出すのは、いささか私自身は疑問に

思っているところであります。 

 いずれ建設業が果たしてまいりました地域に対する

貢献、さまざまな社会的な活動、こういったものが減

少していくと、このことは大変に大きな課題であると

このように認識をいたしているところでありますが、

私ども行政とすれば、実態を踏まえて、欠けていく施

策に対しては別の観点から補てんをしていく。先ほど

部長からも答弁がありました、例えば、除雪等に対し

て万が一、業者数等が減じて今の体制ではできないと

いうことになれば、別途その対策を講じていって、市

民の皆様に対する行政サービスを低下させない。この

ことが私どもの課題であるとこのように考えておりま

す。 

 いずれ当地域における建設業の果たすべき役割、あ

るいは占める地位、こういったものは大変に大きいこ

とから漫然と減少を見過ごすのではなくて、市として

もさまざまな支援策を講じながら、この厳しい時期を

乗り越えていきたいとこのように考えております。 

○議長（菊地文一君） １番木ノ下祐治君。 

○１番（木ノ下祐治君） それでは、下斗米議員の質

問に関連いたしまして何点か質問させていただきます。 

 林業振興について、木の地産地消についてこれは大

いに推進すべきであると思います。当市は、全体の

82％が山林であるわけですが、しかし、その木を育て

るためには、間伐を実施したり、山の手入れが必要で

あります。当然、その木をみんな売れればいいので

しょうが、売れない木が出てくるわけであります。油

の高くなった今日、地元の雑木や間伐材を利用してま

きストーブの普及を図り、燃料にまきを使用してはと

考えるが、まきストーブの普及の考え方についてお聞

かせください。 

 ２点目は、原木シイタケの栽培でございます。 

 原木栽培は、原木と種駒の購入のときにまとまった

資金が毎年必要であります。これに対して、一時貸し

付ける制度があれば助かると話を聞きます。また、18

年６月から、生シイタケは原木と菌床を区分けして

シールを張ることが義務づけられました。それにして

も、あまりにも価格に開きがあり過ぎると思われるが、

どのようにとらえているかお伺いします。 

 ３点目は、マツタケ山環境整備実証事業に当たり、

大野高校の実証林を見学していますが、さきの中村校

長やその関係者に対してそれなりの話をしております

か。久慈東高校がマツタケ山づくりを始める話が出た

ときに、山づくりにかかわった人たちから、「一言あ

いさつがあってもいいのでは。話がないな」と言われ

ましたが、その辺はどのようになっておりますでしょ

うか。 

 もう１点、これは商工観光課の方になりますか、よ

くわからないんですが、これ中小企業貸し付け事業の

ほか、ふるさと創造基金を活用した方だと思うんです

が、東北３県の銀行、岩手銀行、青森銀行、秋田銀行

で行っております、特徴ある技術、製品を持ち寄った

方が一堂に会して共同ビジネスなるものをやっておる

ようでございますが、創業３年以内の方を公募して、

今年は東京で11月に行うようであります。 

 そこに、久慈の女性の方でありますが、先ほども申

しましたが、ふるさと創造基金を活用している方では

ないかなと思いますが、それに、笑われるような話な

んですが、東京でまきを売ってみないかと、そういう

銀行の方からお誘いがあったようでございます。当然

その方は参加してみようという意欲を持ったようでご

ざいますが、ご存じならばお聞かせください。また、

この地方といいますか、広域からでもよろしいですが

何人参加する方があるか、ちょっと把握していません

か、お尋ねいたします。内容わかりませんか。当局で

わかれば。 

○議長（菊地文一君） 中森農林水産部長。 

○農林水産部長（中森健二君） それでは、お答えを

申し上げます。 

 林業振興にかかわってご質問をいただきましたが、

最初に、まきストーブ普及の考え方ということでござ

います。確かに議員おっしゃるとおり、燃料の高騰と

いうふうなことで最近は消費者が大変難儀してござい

ますが、まきストーブが普及することによって、所有

者が森林を整備するというふうなことにつながること

が予想されまして、したがいまして私どもといたしま

しては、まきストーブの普及の考え方について今後、

具体に検討してみたいというふうに考えているところ

でございます。 

 それから、原木シイタケ栽培の支援ということでご
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ざいますが、市長の方からもご答弁申し上げましたが、

岩手しいたけ生産施設整備事業費補助金事業によりま

して、県と市合わせて２分の１のほだ木に対する補助

を現在しているところでございます。それで、生シイ

タケと干しシイタケ、いわゆる菌床シイタケと原木シ

イタケの単価差というふうなことでございますが、こ

の価格差については、一般的には干しシイタケの方が

高く取引をされるというふうには伺っているところで

ございます。 

 それから、マツタケの実証にかかわりまして、先進

校でございます大野高校にあいさつをしたのかという

ことだと思っておりますが、６月２日に久慈市民を対

象とした実証地の環境整備をしたところでございます。

その際に、これまで大野高校にはご指導等を賜ってき

たところでございますが、あいさつをしていないとい

う状況でございますので、今後は指導を得ながら、連

携しながら環境整備に努めてまいりたいというふうに

考えます。 

 それから、４番目の、ふるさと創造基金にかかわっ

て都市圏の方でまきを売る考えがないのかということ

でございましたが、私の方では、詳細なその辺の情報

というのはちょっと持ってございませんのでご了承願

いたいというふうに存じます。産業振興部長の方で情

報があるということでございますので。 

○議長（菊地文一君） 卯道産業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） それでは、中小企業

等の支援事業の関係でご質問がありましたが、北東北

３行ビジネス商談会の関係でございますが、これにつ

きましては、岩手銀行、青森銀行、秋田銀行、この北

東北の三つの銀行が金融機関と取引のある企業を対象

に商談会を開いているものでございまして、所在の銀

行でそれぞれ過去３回開催をし、年々実績が増加して

いるというふうなことのようでございまして、成約件

数が昨年では157件という状況にあるようでございま

す。 

 内容的に見ますと、一定の生産なり製造をしている

企業の商談会、マッチングをしているということのよ

うでございますが、ここの関係で久慈市からの参加と

いうことでございますが、平成17年度にふるさと創造

基金を活用いたしまして、新分野に進出をいたしまし

た大西義晴商店がまきの販売をしているわけでござい

ますが、現在、仙台の方の業者と連携しながら供給し

ているようでございますが、これの販路拡大に向けて

参加したいというふうなそういう情報をいただいてい

るところでございます。 

 それから、広域管内でございますが、キノコ・山菜

加工食品の企業がこの商談会に参画をして取引の拡大

をしていると、そういうふうな状況にあるようでござ

います。私どもといたしましては、今月14日でござい

ますが、久慈地区の売れる商品づくり相談会・商談会

というものを開催いたしまして、地域で製造される地

場産品の販路拡大に向けた取り組みをしたいというふ

うに思っているところでございまして、21社の参加予

定となっているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 木ノ下祐治君。 

○１番（木ノ下祐治君） 先ほど、まきストーブの普

及の話をしましたけれども、昨年の冬にまきストーブ

を買いに行ってもストーブが品切れで思うように手に

入らなかったと仄聞しますが、また今年もそういうこ

とが考えられるのではないかと、多少早いのでしょう

が、対策を考えておくべきではないかと思いますがお

伺いします。 

 マツタケ山の方の話なんですが、私も大野高校のマ

ツタケ山づくりの方々とは親しくつき合いをしている

関係で、そのような話が私のところに来たと思います

が、周りとうまくつき合っていくためには一言のあい

さつがやはり大事であろうとこのように思いますので、

その辺、よろしくおつき合いをお願いいたします。 

○議長（菊地文一君） 答弁はいいですね。 

 ２番下川原光昭君。 

○２番（下川原光昭君） 下斗米一男議員が質問いた

しました３番、防災対策、①自主防災組織結成につい

て、２点目は８番の商業振興中、中心市街地活性化に

ついて、11番の教育行政、②児童・生徒の安全確保の

取り組みについて、④久慈小学校校舎改築について関

連質問をいたします。 

 まず、防災対策の自主防災組織の結成については、

先ほど市長の方から、川崎町地区につきましては早期

結成予定で、湊地区につきましては去る11日に結成し

たということでありますが、平成18年度の一般会計予

算の概要の中にあります自主防災組織を結成した場合、 

資機材の整備の補助とありますが、その資機材の内容

についてお伺いをいたします。 
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 次に、中心市街地でありますが、この中心市街地の

活性化のためにいろいろな地域住民、または委員会の

方が一生懸命になっていろいろなイベントをしている

ところであります。春は春まつり、夏はヤマセあきん

どまつり、秋は久慈秋まつり、そして冬は17年度から

実施しております冬の市等があるわけですけれども、

ここの場所を交通規制をし─なかなか地域と商店

街と組合を最大限に活用できていないわけであります

ので、個々の各イベント・祭り時に特区を設けて交通

規制を私はするべきだと思いますので、その考えにつ

いてお伺いをいたします。 

 教育行政の児童・生徒の安全確保になりますけれど

も、岩手県の住民団体等が５月７日現在、39団体とい

ろいろな見守り隊等を結成しておるわけですけれども、

去年の末に小久慈小のパトロール隊が結成されて活動

しております。その中に、今年からになりますけれど

も、警察で青色回転灯を使用できるということになっ

て、小久慈地区でも８台の青色回転灯がこの６月中に

配布になるということになっております。このことに

よって大きい範囲、またスピーディーな防犯活動が今

年はできると思います。この回転灯への支援の考えに

ついてお伺いをいたします。 

 もう１点、久慈小学校改築になりますけれども、合

併特例債の項目に上がっております久慈小学校なんで

すが、先ほど教育長は鋭意努力していくということで

すけれども、この学校校舎建築予定地は今の場所が適

当と思われているのか、別の場所を想定しているのか

についてお伺いをいたします。 

 以上です。 

○議長（菊地文一君） 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 防災対策にかかわっ

てのご質問にお答えをいたします。 

 自主防災組織に助成する対象となるものについての

内容ということでありますが、予算が可決すれば要綱

それらを整備する考えでありますけれども、現在考え

ておりますのは、消火用に用いるようなヘルメット、

水バケツなど、あるいは避難用の場合によってはリヤ

カーとかそういったものが必要になってくると思いま

す。また、場合によっては救出・救護用でありますと

はしご、そういったものが必要になってくると思いま

す。そういうものを考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（菊地文一君） 卯道産業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） 中心市街地で開催さ

れますイベント開催時の道路使用の関係についてお答

え申し上げたいと思いますが、交通確保と交通安全確

保の観点から年々許可条件が厳しくなっているという

のが実態でございます。イベント開催の趣旨等を説明

申し上げながら許可条件の緩和、また、催事に合った

ような使用方法ができるようにお願いをしてまいりた

いというふうに思っているところでございます。また、

特区の活用につきましては、検討させていただきたい

というふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 岩泉市民生活部長。 

○市民生活部長（岩泉敏明君） 小久慈小学校が実施

している青色回転灯への支援ということでありますが、

これにつきましては今８台につけると、１台当たり２

万円かかるということでございます。そういった中で、

そうすると合計16万円ほどかかるわけでございますが、

これにつきまして、現在はＰＴＡの方でやるという考

え方でございますが、その点は今後、教育委員会の方

とも相談をしながら、そしてまた学校とも相談しなが

ら、ＰＴＡの方とも相談しながらその辺を対応してま

いりたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 鹿糠教育長。 

○教育長（鹿糠芳夫君） 久慈小の建設予定地につい

てでございますが、現在地を考えているところござい

ます。ただ、久慈小は久慈広域を代表する学校であり

ます。センタースクールとしてふさわしい学校として

原則考えていきたいわけですが、校地については多少

狭隘かなという印象を持っておりますが、それらもい

ろいろ踏まえながら今後検討していきたいと、いずれ

現在地での改築を考えておるところでございますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（菊地文一君） ２番下川原光昭君。 

○２番（下川原光昭君） 自主防災組織のことになり

ますけれども、今部長から答弁いただきましたバケツ、

ヘルメット、はしご等機材、資材になるわけですけれ

ども、この資材を湊地区の保管場所になるところは、

多分私は湊分館になるだろうと思っています。ただ、

この湊分館も津波襲来の地域というか建物であるわけ

です。その襲来するところに保管をしていて、当然に
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私は避難をするときはそれを持って高台に行けるとは

思いません。 

 去年の６月定例議会にもこの質問をしたわけですけ

れども、部長は答弁の中で、湊地区につきましてはモ

デル地域として取り組みたいと答弁しておりますので、

その取り組み状況をお聞かせ願います。このとき同時

に避難した場所にトイレも屋根もないという地域で、

この暖かい、そして日中の場合は周りがよく判断でき

て恐怖心等はないわけですけれども、最悪の雪降りの

真冬の夜中、こういう事態の場合、避難弱者でありま

す方々がスムーズに避難ができるのか。もしできたと

しても、雪降りの真夜中に冷たくたたずんでいていい

のかということになるわけで、この地域の第二次避難

ということも考えられるわけですけれども、なかなか

に老人福祉センターまでは遠いわけですので、トイレ

の設置とか屋根をつけて早急にシートでくるむとか、

そういう安心した避難場所の設置を私は急ぐべきだと

思いますので、二つのことについて答弁をお願いいた

します。 

 あと、中心市街地のことですけれども、青森県の十

和田市では、中心市街地にぎわい特区が今年で２年目

ということで先進事例もあるわけですので、この久慈

地域の交通事情は私も十分把握しておりますが、行政

による特区の設定で、半強制的と言えば失礼かと思い

ますけれども、交通規制をできるのではないかなと思

っておりますので、ぜひ先進地を考慮しながら研究し、

努力していただきたいと思いますので、その考え方も

よろしくお願いいたします。 

 もう１点、児童・生徒の安全についてですけれども、

去る３月１日に久慈市で防犯パトロール員の委託をし

たところであります。この方々には名札・プレートと

同時に帽子を支給しておりますけれども、この防犯パ

トロール員の統一した服装というんですか、ジャンパ

ー等になるわけですけれども、この統一したジャンパ

ーについては、各地域の防犯協会のものを使用してい

る。この色については黄緑もあればオレンジもあるし、

黄色等もあるということでまちまちになっている。 

 まちまちは多少我慢したとしても、その方々が使用

しているジャンパーに防犯パトロール員という名前す

らない。確かに名札は前についてあるわけですけれど

も、後ろから見たときは、この人は何をしているのか

よく理解をされないということもあるそうですので、

このことについては、久慈市のパトロール員を委託し

たわけですので、統一したバックプレートといいます

か、そういうものをつけて地域の安全に努めるべきと

私は思いますので、その考え方についてもお願いいた

します。 

 あと、最後の青色回転灯のことですけれども、部長

が今答弁をしましたとおり、約２万円から３万円、回

転灯と左右のドアに各防犯協会の名称が入っていなけ

ればならないということでありますが、小久慈地区の

方々はいろいろな地域と連携をし、この金額を予算立

てしたと私は思っております。湊地区においても、パ

トロールというネームプレートを学校で配布している

わけですけれども、この予算を各ＰＴＡが用立てると

いうことについては、そのすべてについて予算を組め

る状況にはないわけですので、これからこの青色回転

灯のパトロールは、先ほど申しましたとおり、速やか

な移動、広範囲な巡回ができると思いますので、もう

一度よろしくお願いいたします。 

○議長（菊地文一君） 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 自主防についてのご

質問にお答えをいたします。 

 ただいま、議員がおっしゃいましたとおり、その地

域にはそこに住んでいないとわからないような事情が

たくさんございます。したがいまして、この自主防の

設立と同時に、直ちにその地域に合った避難計画をつ

くっていただくということが次の手順になります。 

 その中において、どのような避難経路を想定して、

どのように避難場所を決めてそちらに避難をするかと

いうことになるわけでございまして、そういった中で

地域の方と一緒になって、もし支障があったりした場

合にどのように対応するかというような取り組みをし

てまいらなければならない。そして、それにつきまし

ては、急を要することでありますから早急に取り組む

べきだというふうに思っております。 

 そのモデルとなって、そのモデルが成功することに

よって、他の地域にも普及を図っていきたいというふ

うに思っているところでございます。 

 以上です。 

○議長（菊地文一君） 卯道産業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） にぎわい特区の関係

でございますが、これにつきましては、どのような諸

条件があって導入することができたのか、先進事例等
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の視察、研究等をしてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 岩泉市民生活部長。 

○市民生活部長（岩泉敏明君） 防犯パトロール員の

服装の件でございますが、これは本来そういったもの

をそろえてからということであればよろしかったわけ

でございますが、ただ、今までの事故、事件等が発生

した中で、やはり急遽こういったものを率先してやる

べきだという考え方からこれが始まったものでござい

ます。本来であれば、地域の子供たちを地域で守ると

いう姿の方が望ましいわけでございますが、こういっ

たことを考えながら今回ボランティアによっての防犯

の活動を実施したということでございます。いずれこ

の服装については過般の会議等でも出てございます。

服装を統一すべきだとかそういったものは出てござい

ますので、それにつきましては今後検討してまいりた

いというふうに考えております。 

 それから、青色回転灯の件でございますが、先ほど

申し上げましたとおり、地域の防犯という考え方から

いきますと地域でということでありますが、ただ、そ

れはＰＴＡ等にもかなりの予算とかそういったものも

ございますでしょうから、先ほど申し上げましたとお

り、教育委員会あるいはＰＴＡ等と協議しながらこれ

は引き続いて検討してまいりたいというふうに考えて

おります。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 先ほど自主防災組織

の助成について答弁した中に誤りがありましたので、

訂正させていただきたいと思います。それは補正予算

が可決して要綱を制定するという発言でございますが、

それは当初予算の中で措置をしておりまして、自主防

がつくられた段階で要綱を制定するということとして

おりましたので訂正させていただきます。 

 失礼いたしました。 

○議長（菊地文一君） ３番澤里富雄君。 

○３番（澤里富雄君） 下斗米議員の質問に関連して、

何点か質問をいたします。 

 私からも３番の防災対策についてお伺いしたいと思

います。宮城県沖地震発生が高い確率で予想される中、

自主防災組織の必要性が高まっており、災害への備え

に万全を期すべきですが、昨日の質疑の中でも出まし

たし、先ほど下川原議員からもお話がありましたが、

湊地区に自主防が結成されたと。そのほかに川崎町も

結成予定であるということでありますが、そのほか会

社あるいは職場等の単位での自主防災組織の結成の動

きがないかどうかお伺いいたします。 

 また、この自主防災組織が結成された場合、現存の

消防団とのかかわりはどのようになるのかお伺いをい

たします。 

 次に、市長演述の中で、消防防災対策のかなめとし

て消防団員の確保に努め、新市として新しい組織体制

となった消防団の充実を図ると述べられておりますが、

新市になった現在の消防団員の充足率はどれぐらいに

なっているのかお伺いをいたします。 

 次に、10の土木行政についてでございますが、④の

県道野田長内線の改良整備で久喜地区の土砂崩れにつ

いてでございますが、現在測量設計中で今年度中に整

備予定と先ほど答弁がございましたが、久喜から三崎

に向かう上り坂は幅員も非常に狭隘で、急カーブ、急

勾配が連続しております。しかも、土砂崩れの反対側

が現在ガードレールもありません。そのガードレール

の下が急傾斜になって極めて危険な状況にあります。

これから雨季になり、二次災害がとても心配されるわ

けで、緊急を要すると思います。 

 久喜小、三崎中の通学路でもあり、また、あそこは

バス路線であり、三崎・小袖地区へのライフラインで

もあり、極めて重要な路線であります。県への重点要

望事項でもありますが、ぜひ優先順位を上げて要望し、

早期に整備が図られるよう再度、整備見通しについて

お伺いをいたします。 

 次に、同じく土木行政の⑥の公営住宅ストック総合

活用計画についてでございますけれども、前の同計画

は平成13年に策定され、市政改革プログラムにおいて

宇部町の和野平団地が当時、応募率が0.4倍と低かっ

たために廃止となったわけですけれども、つい最近、

８戸全部入居しています。社会情勢も変化しておりま

すし、市民のニーズ、需要形態も大きく変わっている

と思いますが、今後もこの応募率をもって計画を進め

ていくのかお伺いをいたします。 

 次に、教育行政の児童・生徒の安全確保について、

防犯ブザーについてでございますけれども、防犯ブ

ザーで危うく難を逃れた実例があるわけですけれども、

防犯ブザー普及率は全国で52％の普及とされておりま
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すが、市内のある学校で、全校生徒に学校で用意して

配付しているとのことですが、当市における普及はど

のようになっているのかお伺いいたします。 

 その学校にお聞きしましたところ、結構この防犯ブ

ザーは故障が多いそうです。雨にぬれただけで鳴らな

くなったりすることがあるそうですし、それから電池

式らしいのですが、電池の交換等を要するそうで保守

にもかかるそうですが、それでも、それだから持たな

いというわけにもいかないと思うわけです。 

 自分の子供は自分たちで守るという観点から、親も

負担した方がいいのではないかなというお話をされて

いましたけれども、行政、学校で全額負担するのでは

なく、物を大切にするという心をはぐくむためにも、

また、きのうの答弁でしたか、環境整備の中で考える

というような答弁をたしかいただいたような気がしま

すけれども、一部補助により普及率を高める方法はい

かがでしょうか。 

 以上、ご答弁をお願いいたします。 

○議長（菊地文一君） 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 消防防災にかかわっ

てのご質問にお答えをいたします。 

 初めに、消防団員の充足率でございますが、現在

94.8％となってございます。この人数につきましては、

去年の４月１日現在で申しますと旧久慈市、旧山形村

合わせましてトータルした定員数に対する人数の割合

が90.8％ということでございましたので、それが

94.8％にふえているという状況にございます。 

 それから、企業の自主防の動きにつきましてでござ

いますが、これにつきましては、私どもではとらえて

おりません。そういう動きがあるということは伺って

いないところでございます。もしそのようなことがあ

りますと、議員ご心配のとおり、消防団とのかかわり、

きめ細かな取り決めをしておかなければならないので

はないかと思いますが、いずれそのようなことについ

ては承知していないところでございます。 

 以上です。 

○議長（菊地文一君） 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） 県道野田長内線の整備

状況でございますが、議員おっしゃるとおり、確かに

崩落がございまして一部撤去し、地区の住民には迷惑

をかけているような状況でございますが、先ほど市長

の方からご答弁申し上げましたように、今測量調査を

実施中で今年度中に復旧したいと、そのように伺って

いるところでございますが、今回崩落した前後につき

ましても、非常に崩落が予測されるような状況にある

というふうなことで県の方でも心配してございますが、

19年度事業において何とか対応できるようにしたいと、

そのように県の方では整備計画を立てているようでご

ざいます。 

 また、いわゆるバス路線、通学路線等にもなってご

ざいますが、ガードレールがなくて危険な箇所等につ

いては、県の方に話をしながら早急に対応していただ

くようお願いしてまいりたいと存じます。 

 それから、宇部和野平地区の市営住宅にかかわって

のご質問でございますが、現在、ストック活用計画で

は統合というふうな形で計画してございますが、これ

につきましては、これまでの計画と同様、変化はござ

いません。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 大湊教育次長。 

○教育次長（大湊清信君） 防犯ブザーの関係でお答

えを申し上げたいと思います。 

 私どもの方の資料によりますと、防犯ブザーそのも

のの携帯を励行している学校が２校、そのほかに一部

あっせんをしている学校が５校、合わせて７校で防犯

ブザー対応をしているというふうに承知しております。 

 ただ、これにつきましては、昨日も申し上げました

とおり、１種類の器具だけではなくて、いろいろな意

味で各地区での見守りとか、さまざまなスクールガー

ドとかいろいろな制度、いろいろな考え方を地域の力

を結集して子供たちの安全を守っていきたいという意

味で昨日申し上げましたけれども、この防犯ブザーの

購入関係につきましては、学校あるいは保護者の方々

と意見を交えながら検討してまいりたいとこのように

考えております。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） ３番澤里富雄君。 

○３番（澤里富雄君） それでは、再質問を行いたい

と思いますけれども、防災対策ですけれども、団員の

充足率が合併して94.8％ということですけれども、こ

の前の新聞にも報道されておりますけれども、総務省

の消防庁は会社の勤務中に災害出動や訓練に参加した

場合、ボランティア休暇扱いとするなど、社員の消防

団活動に理解を示す会社を、消防団協力事業所として
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認定する制度が導入されたとの報道がありましたけれ

ども、会社側には社会貢献をＰＲするメリットがあり、

団員増加に期待するねらいがあるとのことですけれど

も、このことは市内の会社に要望すべきと思いますけ

れども、この制度をどのようにとらえるのか。また、

当市の団員の占める会社員の割合はどれぐらいあるの

かお伺いをいたします。 

 それから、先ほどの久喜の崩落地点ですけれども、

けさも行って状況を見ましたけれども、崩れた反対側

にガードレールがないというのは非常に危険です。下

が物すごい何十メーターの急勾配になって、もし二次

災害で通行中、けさもたくさんの通学生等が歩いてい

ましたし、あの時点で落ちてくれば大変なことになる

なというようなことを感じてきましたので、ぜひ、こ

れは早急に整備を図っていただきたいと、このように

思います。 

 それから、公営住宅のストック総合計画ですけれど

も、存廃アクションプランで先ほどもお話ししたとお

り、和野平団地の廃止が予定されておりますし、また、

久慈小の改築により、栄町地区の市営住宅も移転改築

になるわけですけれども、現在入居している人たちの

転居の際ですけれども、前に聞いたときは他の地区に

優先的に入居していただくという答弁をいただいた経

緯がありますけれども、どこに転居を推薦するのか。

また、建てかえにより家賃の上昇は避けられないもの

と考えますけれども、公営住宅の入居者というのは比

較的低所得者層の入居者が多いわけです。低所得者層

が安心して住めるような市営住宅の整備計画が必要だ

と思いますけれども、その手法等についてもお伺いい

たします。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 消防団協力事業所に

おけるボランティア休暇等にかかわってのご質問でご

ざいますが、この団員の中で、会社員は何人いるのか

ということについては、実はしっかりした数字をとら

えていないところでございます。その点と、ただいま

のこの制度の導入の働きかけにつきましては、団と協

議をいたしましてその実態を把握し、その制度内容を

研究して進めてみたいと考えます。ご了承願いたいと

思います。 

○議長（菊地文一君） 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） 再度ご質問いただきま

した野田長内線につきましては、ガードレール等を早

急に対応するよう県の方に要請してまいりたいと、そ

のように考えてございます。 

 それから、和野平が廃止になった場合に、現在８戸

ございますが、そのうち７戸に入居してございますが、

この方々については優先的に萩ヶ丘地区あるいは栄町

地区に入居するように取り計らってまいりたいと思い

ますし、ストック活用計画に際しましては、皆様のご

意見を拝聴しながら、建てかえの際に効率的な計画が

図られるよう考えてまいりたいと思います。 

○議長（菊地文一君） この際、昼食のため休憩いた

します。再開は午後１時といたします。 

午前11時54分   休憩 

──────────────────── 

午後１時00分   再開 

○議長（菊地文一君） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

 新政会代表、下斗米一男君の一般質問を継続し、関

連質問を許します。11番中平浩志君。 

○11番（中平浩志君） それでは、下斗米議員の一般

質問に関連して何点かお伺いいたします。 

 初めに、広域行政事務組合と連合との統合について。

先ほど、これから協議を再開するということで答弁を

いただきましたけれども、これはかなり年月がたって

おりますし、いつごろをめどに統廃合、目標年度です

ね、を考えてこれから協議をしていくのか、具体的に

再度お聞かせください。 

 それと、防災対策の山地災害についてでございます。

県の方ではパトロールとか看板等、またいろいろな箇

所を指定しながらやっているわけですけれども、新市

になりまして面積もかなり広くなりました。もちろん、

今までは海の方、また山もありますが山の範囲も広く

なったということになると、この山地災害というのが

より身近な問題として取り上げられなければならない

問題じゃないかなというふうに思います。 

 これから地域住民に対して、そういった危険箇所等

きちんと防災マップ等をつくりながら啓蒙活動をして

いくことが、いざというときに大事なことじゃないか

なというふうに思っておりますので市独自としての取

り組みについてお伺いいたします。 

 次は、７番の漁業振興。港湾整備による潮の流れ、
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当局とすれば大きな違いはないよというふうなことで

答弁されました。もちろん、港湾整備はこれからどん

どん国から予算をつけていただきながら整備をしてい

かなければならない問題ですけれども、その反面、漁

業関係者の話を聞きますと、先ほど下斗米議員もお話

をしたとおり、今まで波が上がってこないような場所

まで上がってきている箇所等もあるというふうに言っ

ておられます。やはりどの地域をどういうふうな形で

調査しているのか定かではございませんけれども、そ

ういった地域住民の声というのも取り入れながら、ど

ういうふうな対処がいいとか、私もちょっと素人なも

のですから言い方がわかりませんけれども、大きな違

いがないと言いながらも、これからどういうふうな形

で対処していくのか、きちんとまた国に対しても要望

していかなければならないのではないかなというふう

に思いますので、お聞かせください。 

 次が商業振興か観光振興になるのか、あれなんです

けれども、５月30日のデーリー東北に載っていました

けれども、久慈の企業に関しては三八は魅力的、三八

の企業に関しては久慈は関心ないよというふうなアン

ケート調査を久慈地区広域商工観光振興協議会が行っ

ております。これはやはり観光的な側面から見ても、

それだけ久慈地域には魅力がないというふうに八戸の

近辺から見られている側面もあるし、なおかつ商業的

な部分に関しても人口的なものも少ないし、これから

商売するためにこちらに来てもなかなか魅力がないと。

ただ、久慈から見れば、八戸近辺はすごい人口的な密

度もありますし、魅力的だと感じる。そのギャップと

いうのが非常に大きいのかなというふうに思われます。

これはもう本当に商業振興にもかかわりますし、観光

振興にもかかわりますけれども、そういったギャップ

の部分をいかに埋めるかということがこれから大事な

部分じゃないかなというふうに思われますので、その

考えについてお聞かせください。 

 次が、県道野田長内線の改良整備、先ほどは久喜地

区の崩落現場になりましたけれども、私は一般的な話

として、これはもう私だけじゃなくて皆さん方何年も

前から話が出ているとおり、今の野田長内線、海岸通

りになりますけれども、この海岸通りをもっと上の方

に大尻地区から持っていく方法というのがないのかと

いうことで、県に対しても要望しているというふうに

は思っておりますけれども、そういった部分で再度お

伺いいたしたいなというふうに思います。 

 次は、教育行政の①文化財の保護、整理・展示です。

台帳によって記載とか企画展を開催しているという

ことですけれども、いつ企画展をやっているのか私

ちょっと認識不足だったのですけれども、いずれにし

てもこういったいいもの、いい文化、きちんと残して

いくというのが我々今住んでいる、今生きている者の

重要な役割だというふうに思っておりますし、今こう

いうものがあるよということをきちんと市民の皆さん

方にお知らせするということも非常に大切なことじゃ

ないかなというふうに思いますので、ただ単に台帳に

記載とか企画展じゃなくて、もっと皆さん方に見える

ような形でこういった整理・展示の方法がないのかど

うか、検討しているのかどうかをお伺いいたします。 

 以上です。 

○議長（菊地文一君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 私からは、一部事務組合と広

域連合の統合につきまして答弁をさせていただきます。 

 合併が一段落をいたしました後、今年の３月29日

だったと記憶をいたしておりますけれども、このとき

に管内の市町村長の協議の場がございました。その場

におきまして、まず基本的なことを確認をいたしま

しょう、統合に向けて進めてよろしいかどうかの認識

をまず一致させたところでございます。そして今後、

事務レベル協議あるいは助役等協議、これらを重ねな

がら前に進めてまいりましょうといったところの合意

といいますか、それぞれの意識確認ができたところで

ございます。それに基づきまして、今申し上げました

とおり事務レベル、あるいは助役等の会議を開催いた

しているところでございます。時期については、あく

までも希望でございますけれども、明年度、平成19年

度には一定の方向性を見出したいものだというふうに

考えているところであります。 

 いずれそれぞれの市町村が抱えております認識と

いったものにずれがあったのでは、この統合もなかな

かに難しかろうとこのように思っておりますので、認

識を一致させるために、例えば、それぞれが単独で現

在のサービスを提供した場合にどのぐらいの経費がそ

れぞれの市町村にかかるものなのか、それと比較して

統合をして共同処理をしていった場合に負担がどのぐ

らい軽減されるのか、こういったことも含めて検討し

てまいりましょう、こういった話し合いをした上で、
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今現在協議が続けられているところでございますので

ご理解を賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（菊地文一君） 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） 山地防災にかかわりま

してのご質問にお答えを申し上げますが、山地防災に

つきましては、先ほど市長の方からもご答弁申し上げ

ましたように、市内には300カ所を超える危険箇所が

ございまして、これらの住民に対する周知が肝要と考

えてございますが、これまでもパトロールあるいは看

板設置等を実施してまいりましたが、今後におきまし

ても、看板設置等の対策を講じながら住民に周知をし

てまいりたいというふうに考えてございますが、なお、

この危険箇所につきましては、土砂災害防止法に基づ

いて、警戒区域が15地区において本年度指定されるこ

ととなってございます。これに伴いまして、住宅の移

転の支援事業等が制度化されることになってございま

すので、総体的な周知とあわせ、この移転支援事業等

についても周知してまいりたいと、かように考えてご

ざいます。 

 それから、県道野田長内線のルート変更にかかわっ

て、これまでもルート変更についてどのような対応を

しているのかというふうなご質問でございますが、こ

れにつきましては、前に市の方でも要望いたしまして、

県の方でもルート変更について検討した経緯がござい

ますが、膨大な時間、膨大な事業費を要するというふ

うなことで、現段階ではこのルート変更における改良

整備は困難と。したがいまして、現在の海岸ルートを

防災工事を含めながら対応してまいりたいと、このよ

うに県の方から伺っているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 卯道産業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） 湾口防波堤の整備に

伴います潮流の変化の関係についてでございますが、

これにつきましては、湾口防波堤の工事を進めており

ます釜石港湾事務所の方で、毎年環境調査を実施いた

しているものでございまして、春になりますと、釜石

港湾事務所主催によります関係者に対する工事の説明

の際にあわせ、説明をさせていただいているところで

ございます。内容につきましては、潮流の変化につき

ましては、夏と冬、年２回調査を進めているというこ

とで、工事着手以来、毎年調査をしているものでござ

いまして、市長答弁で申し上げましたように、特に大

きな変化がないという調査の結果ということで説明が

なされているところでございます。 

 そうは申しながら、一方で湾内で生活、漁業の生産

を営んでいる方々から潮流の変化等に伴います一定の

変化の兆し等のお話をいただいているところでござい

ます。これにつきましては、その場での協議もござい

ますが、お話を伺いながら釜石港湾事務所の久慈の工

事事務所もございますし、それから要望等の際に釜石

港湾事務所にお伝えを申し上げていきたいというふう

に考えているところでございます。 

 それから、デーリー東北紙に載りました久慈地区広

域商工観光振興協議会のアンケート調査の結果でござ

いますが、ただいま議員からご指摘のありましたよ

うなギャップといいますか、受けとめ方の温度差と

いうものがあるところでございまして、私どもといた

しましても大変興味深いアンケート調査の結果だとい

うふうにとらえているところでございます。現在、三

八エリアと交流を深めたい、連携を深めたいというと

ころでいろいろな施策の展開等について、これから協

議を進めてまいる予定になっているところでございま

すが、それと、もう一つには、これまで八戸エリアに

対しまして、久慈広域圏の商工観光協議会としてここ

数年、観光物産の展示、それからＰＲ等を行ってきて

いるところでございまして、その辺のところの調査結

果を踏まえながら、さらに事業の展開と連携等を深め

てまいりたいとこのように考えているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 大湊教育次長。 

○教育次長（大湊清信君） 文化財の保護の観点から

展示の関係のご質問がございましたけれども、これま

で先人を顕彰するという意味で、小田観螢さんとか小

田為綱さんの展示、それから民俗資料、あるいは埋蔵

文化財の発掘資料の展示、それらを企画展として行っ

てきたところでございますが、今後とも周知方法ある

いは展示方法等に工夫を加えて、ぜひ市民の皆さんに

先人の遺産というのを展示して、ご理解いただくよう

な姿勢をとってまいりたいというふうに考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 11番中平浩志君。 

○11番（中平浩志君） 再度、また質問させていただ
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きます。 

 まず、防災の山地災害のことについてでありますけ

れども、確かに、県で重防地区に指定されながら、ま

た住宅の移転費用等についても周知徹底するというこ

とでございますけれども、ただ、観光地について、例

えばこの辺でいいますと、内間木洞とか平庭とか山根

温泉等もあります。そういった観光地における災害対

策といいますか、やっている側、企業側がいかに防災

対策意識を持つかどうかというのも、これから重要な

部分なのかなというふうに思います。やはり行政側だ

けがここは危険箇所ですよと思っていても、例えば観

光施設を運営している主体側が全くそういう認識がな

ければ、またこれも大変だと思う。やはりきちんとし

た観光受け入れ態勢として、そういった部分もこれか

らきちんと考えていかなければならない部分じゃない

かなというふうに思いますので、再度お聞かせくださ

い。 

 それと、引き続きまして、これは今の話に通じます

けれども、大人だけというのももうちょっと考え方を

変えて、これから次の時代を担う子供たちについても、

防災意識というのをきちんと理解していただくという

ふうな観点からすれば、教育委員会の方でも総合学習

の場で、そういった部分に関してどんどん学習させて

いただくというふうな考え方はないのかどうかお聞か

せ願いたいというふうに思います。 

 それとあと、教育委員会の方の今の文化財になりま

すけれども、端的に言って、前から言っているとおり、

私どもも議員の立場として、行政視察等に行かせてい

ただいておりますけれども、どうしても久慈にないの

は文化財の展示場、常時展示している場所がどうして

もないのかなというふうに常日ごろ思っております。 

 そういうことを考えれば、財政事情等は非常に厳し

いのはわかっておりますけれども、そういうことを含

めて、これから常に考えて実行していく考えはないか

ということをお聞かせください。 

 以上です。 

○議長（菊地文一君） 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） 防災意識の問題でござ

いますが、議員ご指摘のとおり、観光客の入り込みが

多くなり、安心して観光していただくとそういうふう

な点からも、各施設の経営者あるいは管理者等が自分

自身の意識を持って、その防災対策に取り組むという

ことが肝要、そのように私も感じております。 

 これからいろいろ災害のパンフレット等が県の方か

らも流れてきておりますので、その辺を利活用しなが

ら、防災意識の向上にそれらの方々と努めてまいりた

いと思ってございますので、ご理解を賜りたいと存じ

ます。 

○議長（菊地文一君） 鹿糠教育長。 

○教育長（鹿糠芳夫君） まず、学校における防災教

育の関係でございますが、ご指摘のように、これは特

にも最近、さまざまな形での防災問題が出されており

ますし、自然災害等の問題も大きなものがありますの

で、これは学校教育の場でも重点的に取り上げていき

たいとそのように考えています。 

 それから、文化財の展示場の関係でございますが、

これにつきましては、今の財政事情下で新しい施設に

ついては極めて厳しいものがありますが、しかしなが

ら、現在収蔵している文化財等もたくさんございます。

ただいま次長が答弁しましたように、展示の方法を工

夫しながら公開するということですが、常設的に展示

できるようなことについては、いろいろな新しい施設

でなくても、どこかの工夫を凝らして展示スペースを

確保するとかそういったことについて検討していきた

いというふうに考えているところでございます。 

 以上であります。 

○議長（菊地文一君） 12番播磨忠一君。 

○12番（播磨忠一君） それでは、下斗米議員の質問

に関連いたしまして、何点か質問させていただきます

が、１点目といたしまして、中心市街地活性化につい

てであります。中心市街地活性化法の大きな改正点は、

これまで商工会議所等が進めてきましたＴＭＯが担っ

てきた役割を改めて市町村や商工会議所、あるいは都

市整備の公的機関、さらには地権者等で構成する中心

市街地活性化協議会に事実上移管するということであ

るわけですが、また、改正法による国の具体的な支援

の条件を細かく示すという基本方針は８月ごろに決定

されるということはご案内のとおりなわけであります

が、この問題につきましては、進め方、取り組み方と

いたしましては、事業の認定あるいは補助金等の手続

の予定等については答弁をいただいたわけでございま

すが、私が今申し上げましたように、今回の改正はよ

り市の果たす役割が非常に重要になってきているわけ

でございますので、それに対応するためには、活性化
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協議会の早急な立ち上げも必要でありますが、私はあ

わせてこの事業をより強力に進めるためには、庁内に

中心市街地活性化対策室というようなものを設けてそ

の取り組みを行うべきだと思っております。 

 もちろん、これまでも庁内の関係部課を中心に積極

的に取り組みをしてきたということは十分承知してい

るわけでございますが、しかし、法の改正によって、

国の支援が市の事業計画に対して非常に厳しくなって

きているわけでございますので、早急に強力に進めな

ければ、私は商工会議所あるいは街の駅・久慈が平成

20年４月のオープンを目指してきた現在の物産館等街

なか再生核施設の整備事業がおくれるのではないかと

心配しているわけでございます。 

 それとあわせて、この事業が失敗するようなことに

なりますと、中心商店街の活性化というのは非常に難

しくなってくるのではないかと予想しているわけでご

ざいますが、そのためにも、ぜひ庁内に対策室を設け

て取り組むべきだと思いますが、市長のお考えについ

てお伺いいたします。 

 次に、中心市街地活性化にかかわってでございます

が、改正まちづくり三法の中で都市計画法もあわせて

改正されたわけでございますので、それについてお伺

いしたいと思いますが、ご案内のとおり今回の改正の

ポイントは、これまで以上に大型商業施設が郊外に出

店することを厳しく規制しているわけでございます。

そのために、都市計画法の決定権を持っている市町村

がどのようなまちづくりをするかという明確なビジョ

ンが求められているのではないかと私は思っているわ

けでございます。 

 そのことにより、指定する用途地域の見直しが当然

出てくるものと思われるわけでございますが、県にお

いても規制に向けての検討が始められているというこ

とでございますが、そこで市では指定する用途地域の

見直しをどのように考え、どのように進めようとして

いるのかについてお伺いいたします。 

 次に、観光振興についてお伺いいたします。 

 当市も観光振興を新市の発展計画の重要な事業と位

置づけてこれまで以上に取り組んでいるわけでござい

ますが、観光振興を進めるためには、施設整備あるい

は誘客を図るための各種のイベント、宣伝活動等が大

切なわけでございますが、そこで事業の誘客にかか

わって２点お伺いいたします。 

 １点目として、より多くの観光客を誘致するために

は、広域圏内の協力・連携ももちろん大切なわけでご

ざいますが、あわせて現在、観光を初めとしていろい

ろな面で広域化が行われているわけでございます。 

その中において、やはり観光を進めるためにも、さら

に誘客を進めるためにも、二戸、八戸、宮古等の隣接

の広域圏とも今まで以上に連携をしながら誘客に努め

るべきだと思いますが、これまで取り組んできたこと

とあわせて今後の取り組みについてお伺いをいたしま

す。 

 ２点目としては、10月に第37回久慈地方産業まつり

と、第35回躍進いわての産業まつりが久慈市で同時開

催されるわけでございますが、私は産業まつりは地場

産品の販売の促進や、あるいは地場産品の開発等を図

るとともに、あわせて観光振興のかかわりも非常に重

要な役目を持っていると思っているわけでございます。

そこで、この両物産展を好機として観光等のＰＲを積

極的にすべきだと思うわけでございますので、その取

り組み方をどのようにお考えになっているかについて

お伺いいたします。 

 以上です。 

○議長（菊地文一君） 工藤助役。 

○助役（工藤孝男君） 中心市街地活性化に向けた庁

内組織の整備につきまして、私の方からお答えしたい

と思います。 

 ご案内のとおり、従来街なかの再生に向けた取り組

みを進めてきたところでございますが、いわゆるまち

づくり三法の改正に伴いまして、中心市街地の活性化

計画、基本計画というようなものを策定いたしまして

中心市街地の一体となった整備を促進するということ

が重要になってきてございます。民間の動きを活性化

させるということも非常に重要ではございますが、庁

内関係課の連携した取り組みというものが非常に重要

になるというふうに考えてございますので、今後、庁

内に推進のための横断的な組織をつくりまして進めた

いというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） まちづくり三法の改正

によりまして、都市計画の用途地域の見直しのご質問

でございますが、現在１万平方メートル以上の建物に

対する用途の規制は６用途地域で可能となっているわ
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けですが、これは３用途地域に限定しようとするもの

でございまして、まちづくり三法の改正の中では、現

段階ではそれを３地域に限定するということを明記す

ればよろしいと。ただし、現在、国会を通過したわけ

ですが、今後の詳細については経過措置等を含めて18

カ月程度の時間をかけながらこの内容について検討し、

用途の見直しを図っていくと。当然これは、住民説明

会等さまざまな法的手続を踏みながら、その用途の見

直しを図ってまいらなければならないというふうに

思ってございます。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 卯道産業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） 観光振興の関係につ

いてお答えを申し上げたいと思います。 

 まず、１点目の、二戸、八戸、宮古等との連携、こ

れまでの具体的な取り組みと今後の方向性ということ

でございますが、まず二戸エリアとの観光交流、ルー

ト設定等でございますが、これにつきましては、穀彩

王国実行委員会の立ち上げをいたしまして、いろいろ

な取り組みをしているところでございまして、主に仙

台であるとか青森であるとか、そういった方面にツ

アーの造成、商品の開発をしまして久慈・二戸エリア

への誘客に努めているところでございます。これにつ

きましては、今年度も拡大・継続実施してまいりたい、

このように考えているところでございます。 

 それから、宮古エリアの関係でございますが、昨年、

国立公園指定50周年ということで、陸中海岸国立公園

協会が中心になりまして、さまざまなイベントを開催

したところでございまして、特にもこの協議会により

まして関西方面への誘客に努めるということで、いろ

いろなエージェントへの働きかけをしているところで

ございます。この件に関しましては、宮古を中心とし

たエリアに対しての誘客は図られているようでござい

ますが、残念ながら久慈地方には少し少ないという状

況がございます。 

 こういったことでございますので、今年度も関西へ

の誘客に努めるということでございますので、宮古の

事務局と連携をとりながら、久慈地方の観光ルートの

設定をいたしまして提案をしてエージェントの方に働

きかけをしていきたい、こういうふうに考えていると

ころでございます。 

 それから、八戸との連携につきましては、これまで

久慈地区広域商工観光振興協議会、久慈広域観光協議

会が中心になりまして、いろいろな物産展を開くとと

もに観光のＰＲをしているところでございます。特に

も久慈広域観光協議会は、八戸への観光商品の提示を

いたしまして、久慈広域に観光ルートの設定、それか

ら体験型観光ができるようなそういう内容の商品を開

発いたしまして誘客に努めているところでございまし

て、相当数の八戸からの誘客があるという実情にござ

います。 

 それから、次に、躍進いわての産業まつりの開催と

いうことでございまして、ただいま議員からご指摘を

いただきましたが、私どももこれを非常にいいチャン

スととらえまして、ただいま申し上げましたような観

光関係につきまして今回これをＰＲして推進していき

たい、このように考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 12番播磨忠一君。 

○12番（播磨忠一君） では、２点にかかわって再度

質問させていただきますが、１点目は、中心市街地に

かかわっての庁内の組織ということで、助役から前向

きな答弁をいただいたわけでございますが、市長も

常々、市街地の活性化は施設の整備だけでなく、全商

店街あるいは旧県立病院跡地を含めた整備が必要だと

いうことをおっしゃっているわけでございますが、私

も全くそのとおりなわけでございます。 

 私は、そのためにも今回庁内に対策室、もう少し強

く言えば助役をキャップとしてもらって取り組みをし

てもらいたいわけでございますが、それはいわゆる核

施設の活性化を含め、あるいは旧県立病院跡地の利用、

そして先ほど質問いたしました都市計画の改正等の問

題等もあるわけでございますが、これらを円滑に進め

るためにはどうしても強力な庁内の組織、対策室みた

いなものが必要だと思いますので、くどいようですが

再度この件についてお伺いいたします。 

 それから、もう一つは、改正都市計画法でございま

すけれども、部長から答弁をいただきましたけれども、

私は郊外店の規制を進めるためには、この都市計画法

が必要だと思っているわけでございますが、せっかく

中心商店街でいろいろな施設整備等を図っても、他方

においてどんどん郊外に大型店や商業施設が出店する

ようなことになると、これは何も効果が出ないのでは

ないかということが当然考えられるわけでございます
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ので、都市計画の改正につきましても早急に取り組ん

でもらいたいということを最後にお願いしたいと思い

ます。 

 以上です。 

○議長（菊地文一君） 工藤助役。 

○助役（工藤孝男君） 庁内の推進組織についてでご

ざいますが、お話のありましたように、私がキャップ

になるべきものというふうに存じております。また、

改正都市計画法の関係についてでございますが、いわ

ゆるコンパクトシティというふうな言葉がございます。

要するに、中心市街地の中にさまざまな機能を集約さ

せることによりまして、効率のよいまちづくりを進め

ようということが一つの理念として出されているわけ

でございますので、そういった趣旨も踏まえながら郊

外への商業施設の立地、そういったものについても一

定の歯どめといいますか、規制につながることになる

かもしれませんが、そういったことも含めまして今後、

検討を進めてまいりたいというふうに考えてございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 21番中塚佳男君。 

○21番（中塚佳男君） 下斗米議員の質問に関連して

２点質問いたします。 

 最初は、防災対策にかかわってお伺いいたします。 

 先ほど同僚議員の下川原議員、澤里議員から質問が

ありまして、当局の方からも大変細かいところまで答

弁がありましたけれども、私は自主防災にかかわって

１点質問したいと思います。久慈湊地区が一番災害を

心配しているのは津波でございます。津波が発生した

場合、これに必要な資機材等の対応が先ほど市から細

かく説明ありましたけれども、津波のときに避難する

ため、バケツとかヘルメットとかそういうものは各家

庭にもあるかと思いますけれども、車いす、これが恐

らく町内にも一つか二つしかないであろうと思います。

そういうことで、この車いすを消防団の屯所あるいは

公民館に即対応していただきたいと思います。その数

等は地区によって違いますけれども、その対応が可能

かどうかお伺いいたします。 

 ２点目は、漁業振興にかかわって久慈浜小型船の船

だまりについてお伺いいたします。 

 この船だまりは、築造完成当時からしけが来れば砂

がすぐたまるという関係上、非常に利用率が悪い港に

なっておりますし、ことしももう既に１回砂を掘った

と伺っております。県では毎年1,000万円ほどの予算

を予定しているそうでございます。そういうことで、

１年に２回ないし３回掘っているのが現状でございま

す。そして、掘った砂を今までは港のすぐ隣の久慈浜

生産部の砂浜に戻しておりましたけれども、今年は担

当者がかわり、掘った砂を売るんだとこういうことを

言っているそうでございます。それで、久慈浜生産部

は非常に対応に困っておるようでございます。 

 そういうことで、漁業協同組合生産部は市当局と連

携して県の方にこういうことのないよう強く要望して

いただきたいと思います。それとまた、諏訪下地区に

今年、小型船の船だまりを予定しているようでござい

ます。それに予算がついて測量をする予定になってい

るというご答弁が先ほどありましたが、その船だまり

用地の面積もわかりましたらあわせてお伺いいたしま

す。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 自主防災組織にかか

わってのご質問にお答えをいたします。 

 この自主防災組織の育成に対する助成でございます

けれども、これは設立時に自主防災組織が行う地域の

防災活動に必要だとする設備に対しまして助成をしよ

うとするものでございます。したがいまして、その防

災活動に必要だというお話でございます。そういう実

態を地元の方が判断したのであれば、定額で今考えて

おりますが、その中で措置をするということになりま

す。地域の設立そのものに対しての助成ということで

ございます。よろしくご了解願います。 

○議長（菊地文一君） 卯道産業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） 諏訪下の船だまり、

通称で久慈浜の船だまりのところでございますが、た

だいまご指摘のありました堆砂した砂の処分の関係に

つきましては、ただいま初めてお伺いをしましたので、

実態を調査の上、港湾管理者の方に確認をしてまいり

たいというふうに思っているところでございます。 

 それから、機能移転を予定しております堀込港湾

への移転分の面積でございますが、面積については

ちょっと確認をしておりませんで、40メートル、25隻

の船だまりを整備するというふうに計画上伺っている

ところでございます。 
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 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 32番八木巻二郎君。 

○32番（八木巻二郎君） 関連して３点質問いたしま

す。 

 まず、第１点は農業振興についてでございますが、

品目横断的な経営安定対策の答弁をいただきました。

これは現在の大きな農政課題だろうというふうに認識

をいたしております。先ほど、市長答弁の中でも現在

国会で審議中ということでございます。衆議院は通過

したようですが、今参議院で審議中というふうに理解

をしております。 

 それで、３月議会にもこの問題は議論されたわけで

ございます。そういったことも踏まえながら質問いた

しますが、まず、登壇者、それと私の考え方は、助成

の対象は認定農業者と、集落営農組織であるのだとい

うことになっております。しかしながら、この考え方

は久慈市の場合、認定農業者を育成拡大してこれを担

い手として対象者に育てるべきだという考え方に立っ

ております。そういうことから申しますと、答弁の中

でもそういう方向の答弁があったというふうに理解を

いたしております。 

 まず、規模要件の緩和も知事特認でやるんだと。そ

れから、所得目標についても引き下げの検討をするん

だということでございます。やはり集落営農組織もこ

れはあえて否定はしませんけれども、関係者の理解が

ないままこれを強行するようなことがあっては、なか

なか成功しないと思います。 

 それと、農家の意識として個別経営志向が強いとい

うこと、それから組織の中での経理の一元化、そうい

った難しい問題等がありましてなかなかそれに乗り切

れないというふうに私は思っております。それで、こ

の対象から漏れた場合、やはり農業の切り捨て、ある

いは中小農家が排除されるというような印象を持って

おります。そういうことで認定農業者を育てて規模は

基準を下げても育てていくことが必要ではないかとい

う考え方でございます。 

 そういうことで、答弁はいただきましたが、あえて

申し上げますとこの規模要件、2.6の10ヘクタールと

いうことになったようですが、この地域はまだまだ規

模が小さいわけでして、これをもう少し引き下げる考

えはないのか、あるいはこれは知事の特認のようです

けれどもそういう要請をすべきではないかなというふ

うに思います。 

 それから、今の時点の提案でございますが、10年前

の平成６年ごろ、農業基本構想が策定される際に、久

慈市では農政課内に経営改善支援センターというもの

を設置したわけです。そして認定農業者を育成するん

だということで、専門指導員を配置したということで

す。やはり、第一次産業を基幹産業とする久慈市に

あっては、そういうこともこれから考える必要がある

のではないかというふうに思いますが、その点を、こ

れは政策的な問題でございますので市長からのご答弁

をいただきたいと思います。 

 それから、第２点は、土木行政の①でございますが、

これは場所的にはもうご承知のとおりでございますが、

久慈川右岸、大成橋上流への堤防の築堤の件でござい

ますが、長年の懸案事項でございます。今までそれぞ

れの議員が質問してまいりました。しかしながらこれ

まで進展がなかったということで、その答弁の内容は、

これまで市でも県でも築堤をすべきだということは認

識をしておるということで、ネックといいますか、問

題点は用地の協力が得られないということだったわけ

でございます。そして今回、私が用地の協力が得られ

るということをキャッチしたということで、それを含

めて質問したわけですが、答弁にもそれが入っており

ます。 

 結局これまでの問題点が一歩前進ということで、こ

れを緒にしてやはり強力に進めるべきだというふうに

思います。それで、この問題については、メーンはや

はり人命を守るという浸水対策でございますが、私も

かねて数回この問題を提案しておりますが、大川目方

面からの久慈高校あるいは東高校の通学道路としての

位置づけ、それから通勤のための道路、サイクリング

ロードとかいろいろ効用があるわけです。そういうこ

とで、メーンは人命を災害から守るという浸水対策で

ございますが、これは所信表明演述の中にも入ってお

りますが、これをぜひ実行していただきたいというふ

うに思いますが、これからの取り組み方についてお尋

ねをいたします。 

 それから、土木行政の⑤でございますが、山口地区

の歩道設置の問題でございます。この答弁は、相続登

記が困難だということで答弁をいただきましたが、私

の認識では、20年近く前になりますが、国道281号で

ああいう連檐戸数がある中で歩道のない場所はここだ
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けだというふうに言われておりました。そこで、県の

土木の方でも歩道計画を立てて地元の説明会をやり、

そして移転計画までやって、されば用地交渉というと

ころまで進んだわけですが、これは私の認識では、山

口橋から下流、中学校あたりまでこれは共有地になっ

ております。それで関係者が全国に散らばっていると。

当時の土木の担当者もこれはとても見込みがないとい

うことで断念した経緯があると私は承知をしておりま

す。しかし、そういう認識に立って、あえて岩井橋か

ら山口橋までの歩道ということで、やはりこれも所信

表明演述にあるように安全な交通環境をつくるんだと

いう観点、特に子供を守るという観点からいきますと、

ぜひこの歩道を設置しなければならないというふうに

思います。今、社会的な責任として、子供を守るとい

うことが大きくクローズアップされておりますが、そ

の主流は今までは交通事故から子供を守るということ

だったわけですが、最近秋田の事件等がありまして、

そちらの方にかなりシフトされていって、交通安全の

件はちょっと希薄になったのではないかなと思ってお

りますけれども、それではいかんというふうに思いま

す。 

 そういうことで、ぜひ、「困難」という答弁をいた

だきましたが、必要性を認めて、これを県の方に要望

するべきだというふうに思いますが、考え方をお伺い

します。この件については、合併になったわけですが、

合併協議中に旧山形村の有力な政治家から、特に私が

大川目ということで、岩井橋の下流ですけれども、こ

の場所を拡幅するなり歩道を設置しなければというこ

とが言われておりました。あえて個名は申し上げませ

んけれども、そういうことも言われておりますので、

合併に伴って人的交流も盛んになる。したがいまして、

車の交通量が多くなるということからしても、子供を

守る観点から、ぜひ歩道設置を前向きに検討すべき、

要望すべきというふうに思いますが、考え方をお聞か

せいただきたいと思います。 

○議長（菊地文一君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 私から２点お答えをいたしま

す。 

 １点は、指導員等の配置をすべきではないかという

ことと、ただいま最後にお話がありました山口地区の

歩道設置のことについてであります。 

 指導員の配置は平成６年ごろに久慈市としても行っ

ていたという実態にあったわけであります。その後、

例えば作目的に専門性をどうするかというようなこと、

あるいは県の機関として県北の試験場でありますとか、

あるいは農業改良普及センター等々の再編の問題がご

ざいます。この農業改良普及センターの再編の眼目の

一つは、そういった専門性を発揮できるような体制に

していこうと、こういったふうに聞いているところで

ございますが、そういった動き等もとらまえて検討す

べき事項であろうかとこのように思っておりまして、

現在のところ、直ちに指導員を配置するという考えに

は立っておりませんので、ご理解を賜りますようお願

いを申し上げます。 

 それから、この山口地区の歩道設置についてであり

ますが、実は私も20数年前に、当時の若いお母さん方

と一緒に歩いて現地を踏査したことがございました。

私自身もあの地区には歩道設置が必要であるとこう

いった認識でありましたためにご一緒させていただい

たわけであります。そしてその結果、県の方でも長年

とまっていた事業を動かそうということでご努力をい

ただいた経緯がございます。しかし、残念ながら、今

ご指摘のとおり、いわば共有地、相続未登記、相続を

まだ完了していないということでどんどん地権者数が

ふえていく、いわば共有地の格好になってしまって

おって、なかなかに集約することが難しいと、こう

いった判断でございましたし、もう一方、地区民の方

には、歩道まで要らないのではないのかと、むしろそ

ういったご意見を持つ方も所有者の中にはおられまし

て、なかなかにその土地の提供について、意見を集約

することができなかったと、こういった経緯がござい

ます。 

 当時、私も若うございましたので、強制収用などは

できないのかと、こういったところまでお話をさせて

いただいたのでありますけれども、そこまですること

は難しいと、こういった判断で現在に至っていると認

識をいたしております。願わくば、土地所有者等の皆

さんのご理解をいただきながら、そういったことの実

現に向かうことができればと願っております。これか

らも私自身も努力してまいりますが、どうぞ地区の

方々に対する説明あるいはそういったことについても

お力添えを賜ればというふうに思っているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 



－180－ 

○議長（菊地文一君） 中森農林水産部長。 

○農林水産部長（中森健二君） 品目横断的経営安定

対策の内容につきましては、議員お話しのとおりでご

ざいます。それで、今回の制度の国の考え方でござい

ますけれども、担い手を対象とした制度支援だと、そ

ういうふうに転換するというふうな方向性を打ち出し

ているところでございまして、先ほど認定農業者で

2.6ヘクタールまでの緩和措置という知事特認がござ

いますが、これは最大で2.6までの緩和というふうな

ことで決定したようでございます。したがいまして、

今後、さらに緩和できるような状況に動きがなりまし

たならば、対応してまいりたいというふうに考えてご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） 久慈川右岸の未整備な

堤防の件でございますが、これまでも議員からたびた

びご指摘をいただいておるところでございます。市長

の方からもご答弁申し上げましたように、一部地権者

から用地の協力が得られたというふうな部分でござい

ますが、まだ詳細な描きはできていないようでござい

ますが、おおむね10名内外の地権者がいるやに伺って

ございます。 

 県におきましても、これまでも久慈川の右岸の未整

備な堤防につきましては、予算要望は県内部での話で

恐縮ですが、しているようでございますが、なかなか

に予算が獲得できないと。長内川につきましては、昨

年度から着工すべく予算は確保できているようでござ

いますが、久慈川につきましては現在のところ予算化

されていないと。我々といたしましても、今後も粘り

強く引き続き要望してまいりたい、一日も早く堤防を

つなげてまいりたいとこのように考えてございますの

でご理解を賜りたいと存じます。 

○議長（菊地文一君） 32番八木巻二郎君。 

○32番（八木巻二郎君） ２点について再質問いたし

ますが、この久慈川の大成橋上流右岸の堤防築堤の件

でございますが、これは平成11年の集中豪雨の際、あ

そこに20世帯ぐらいの民家があるわけですが、それが

ほとんど浸水したということでございます。それから、

避難し得ないで取り残された人もあるという大変な事

態になったわけですが、ご承知と思いますけれども、

これは昭和59年に陳情がなされております。そして59

年の９月に議会で採択になっております。そして、そ

れを今まで全然進展がないということになれば、私は

別として、住民の方から見れば行政の怠慢というふう

に受けとめられるのではないかというふうに思います。 

 そういうことで、陳情書の代表者も２名あるわけで

すが、いずれも他界をしております。残念な気持ちで

お亡くなりになったというふうに思いますけれども、

これは地権者が10名ぐらいということですが、やはり

県が事業主体でございますので、県で用地交渉をする

ということになるわけですが、やはりお願いをする方

の立場、きのうも県の代行で夏井線を頼めというよう

な話、その場合は用地は地元負担なんだというような

話もありましたが、そういうことからしても、やはり

県と打ち合わせをしながら用地交渉にも積極的に参加

をすべきだというふうに思います。そして、要望する

ことが実現に向って大きなメリットがあるのではない

かというふうに思います。 

 そして、もう一つの手法とすれば、一部協力が得ら

れると。そして陳情の代表者もかなりの距離があるよ

うですが、その人はよしとして、あと、結局どうして

もできない困難な場合は河川敷にちょっとはみ出して

もやるべきではないかという手法もあると思うんです

けれども、そこら辺も十分協議しながら進めていただ

きたいというふうに思います。そのお考えをお尋ねい

たします。 

 それから、山口地区の歩道については十分ご理解を

いただいているようでございますが、先ほどちょっと

考え方、認識のずれがあるわけですが、相続登記がで

きないというようなことは、山口橋の下流から中学校

付近までだというふうに私は理解しています。岩井橋

から山口橋までは昔からの民家でございまして、個々

の権利者があるわけでございまして、できれば片側で

もいいから歩道をつくってもらいたいということで、

中学校の場合は、山口橋から大橋森線のいわゆる左岸

堤防を行って中学校に入ると、それから、小学校の場

合は、山口橋から森中線に入って、そして森下線に

入って小学校に行く、そして安全を確保するというよ

うな交通体系をとればいいのではないかというふうに

思いますので、これまた再度のご答弁をお願いいたし

ます。 

○議長（菊地文一君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） ただいまご指摘のありました、
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私の認識の間違いといいますか、あったかもしれませ

ん。私が申し上げたかったのは、共有地であれ、相続

未登記であれ、いずれ地域の土地所有者の方々のご理

解を得られなかったというのが当時の状況でございま

す。したがって、今後、共有地の場所であれ、相続末

登記の状況のものであれ、そういったものの土地所有

者のご理解というものをまずいただくために努力をし

ていきたいということであります。これが第１点。 

 それから、今農道整備といったところが関連をして

くるわけでございますけれども、そういったところに

ついて、通学児童たちの安全をどのように確保してい

くのか、今後の課題であるとこのように認識をいたし

ておりますので、ご理解をよろしくお願いを申し上げ

ます。 

○議長（菊地文一君） 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） 久慈川右岸の堤防にか

かわります再度のご質問でございますが、市の方も積

極的に用地交渉に加わったらというふうなお話でござ

いますが、これまでもさまざまな県営事業についても

市の方でも積極的に協力してまいっておりますので、

これからもそのように考えてございますし、構造的な

部分でのご指摘もございますが、その辺につきまして

も、今後また県ともご相談してまいりたいとかように

思ってございますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

 以上です。 

○議長（菊地文一君） 再質問、関連質問を打ち切り

ます。 

 次に、山形会代表、砂川利男君。 

〔山形会代表砂川利男君登壇〕 

○８番（砂川利男君） ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

─ ─ ─                     

 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─      

○議長（菊地文一君） 砂川利男議員に申し上げます。

ただいまの発言中、一般質問通告に係る議会事務局の

対応に関する発言について、議事進行上の検討を要す

るため、会議を暫時休憩しますので、発言を中止願い

ます。 

 この際、暫時休憩します。 

午後２時05分   休憩 

──────────────────── 

午後３時31分   再開 

○議長（菊地文一君） 休憩前に引き続き、会議を開

きます。 

 この際、山形会代表の砂川議員の先ほどの質問に先

立っての発言に、砂川議員本人が適正を欠いた発言で

あったので、おわびを申し上げたいという申し出があ

りましたので、砂川議員の発言を許します。８番砂川

利男君。 

○８番（砂川利男君） 先ほどの私の発言について、

適切さを欠くという部分があったことに対しまして、

大変おわびを申し上げます。 

 大変失礼しました。 

○議長（菊地文一君） ただいまの砂川議員のおわび

の発言でございますが、了承することにご異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（菊地文一君） 異議なしと認めます。 

 それでは、山形会代表、砂川利男君の一般質問を継

続します。８番砂川利男君。 

〔山形会代表砂川利男君登壇〕 

○８番（砂川利男君） それでは、私は、山形会を代

表いたしまして、また、久慈市民の一人として、８項

目にわたり質問させていただきます。 

 それでは、１番、光ケーブルの敷設による基盤整備

についてお尋ねをいたします。 

 光ケーブルを活用し情報通信網の整備をするという

ことで、第１段階の工事は市の施設、公共施設間をつ

なぐと説明されてきたわけでありますが、現状はどの

ような状況にあるのかお尋ねいたします。そして、第

２段階は各世帯までをつなぐと説明されているわけで

すが、全世帯に光ケーブルが接続され、完了の時期は
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いつごろになるのか、また、夢ネット事業イメージに

よると携帯電話会社への光ケーブル網の貸し出しとあ

りますが、どのような電話会社へ貸し出しするように

なっているのかお尋ねいたします。新市建設計画18

ページにおいて、事業のねらいの中で広い面積を有す

ることになる新市内の情報格差を解消云々とあります

が、市当局の言われる情報格差とは、どのような状況

に対して情報格差と表現されているのか具体的にわか

りやすくご説明をいただきたい。 

 次に、固定電話加入権料についてお尋ねいたします。 

 私はこの件について、旧山形議会において取り上げ

た経緯に基づいて、確認のためお尋ねいたします。 

 電電公社が1985年、今から21年前に民営化され、今

日の日本電信電話会社、俗に言うＮＴＴになり、国民

の財産を丸ごと名称を変えたに等しい会社が、六、七

年で５兆3,600億もため込む日本最大規模の会社なわ

けであります。この会社の利益の源泉は、国民から電

話加入権料として集めた４兆7,000億にあるといって

も過言ではない。膨大な利益を生み出す営業実態の中

には、アダルトＱ２の拡大等で突然法外な電話料金の

請求等がされたり、大きな社会問題等が1993年、今か

ら13年前に報道されたりしたわけでありますが、今日

ではこのような報道がないけれど、アダルトＱ２、も

しくはこれに似たようなことが全くなくなったとは思

えない。 

 電電公社時代には無料の番号案内も、今では１回目

60円プラス消費税で63円、同じことを聞くのに２回目

は５割も高くなり、税込みで94.5円支払いしなければ

ならないわけであります。まさに、この実態は私から

申し上げれば、悪どさのきわめつけと言わざるを得な

いわけであります。例えば、小売店に入って、品物の

種類とか、品物の名前を聞くたびにお金を支払いしな

ければ、品物の名前や商品について聞くことができな

いという現実が何の問題にもならないで白昼堂々とＮ

ＴＴさんはまかり通っていると思うわけであります。

固定電話新規加入者が支払う７万2,000円を久慈市１

万5,035世帯にすると10億8,252万円になり、この加入

権が18年４月１日から３万5,000円にて買い取ると報

道されてきたわけであります。このまま五、六年後に

は10億8,252万円の加入権が紙くず同然になるおそれ

があると思うわけであります。 

 私は、この件に関して、旧山形村長に県内の市町村

会の賛同を求め、監督官庁及び日本電信電話会社に方

針の撤回を求めるようにと質問した際に、村長の答弁

によると、ＮＴＴは加入権料を廃止した場合、加入権

料は電話網整備のための一時負担金であるとして払い

戻しに応じない方針で、その場合、無価値となります

と答弁しているわけであります。 

 このことから言えることは、当市における電話網の

整備とは、携帯電話の不感地域の解消と言えると思い

ますので、久慈市１万5,035世帯に10億8,252万円を返

すか、またはＮＴＴドコモの携帯電話が久慈全域で使

用できるように監督官庁並びに日本電信電話会社に対

して強い要求をしていただき、従来方針を直ちに撤回

するように強い要求をすべきと思うが、市当局のご所

見をお尋ねいたします。 

 次に、エコパーク平庭高原事業についてお尋ねいた

します。 

 この事業は平成６年12月当時、山形村平庭高原整備

事業構想策定（山形村）として、事業費100億円規模

で実現を目指した事業でありますが、その後、大きな

変動に伴い、計画の見直しを余儀なくされ、平成７年

には22億に下げさせられ、当時の村当局の努力により

県企画調整部より事業費25億円で事業期間平成８年か

ら平成12年度目標が示されてきたものが二転三転し、

平成17年12月７日、平庭地域開発促進協議会総会にお

いて、県より施設設計整備スケジュール等説明がなさ

れ、事業費17億円で平成18年度造成工事を、本体建築

工事が平成19年度実施と言われてきたものが、平成18

年１月６日には何と５億円という規模の話になってき

たわけであります。 

 この計画が始まってから13年の経過で申せば、何と

11回も見直しされ、平成18年１月６日には100億から

５億になったわけであります。県では５億の予算で

100億規模の事業を実現してくれるものと私は理解し

ているわけですが、新市の取り組みとして、今後どの

ような状況にあるのかご説明をいただきたい。 

 次に、資源の利活用についてお尋ねいたします。 

 資源と申してもいろいろあるわけですが、旧山形村

では地域資源活用の一環として、旧山形村地域新エネ

ルギービジョンを策定した経緯で申し上げることに深

いご理解を賜わりたい。 

 新エネルギーなるものが片田舎の山形村などで策定

可能の根本は、京都議定書によると申し上げたい。
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1997年、今から９年前に地球温暖化防止京都会議にお

いて、法的拘束力のある削減目標が定められ、我が国

では2008年から2012年の間に６％の削減が義務づけら

れたわけであります。このことにおいて、我が国にお

ける原油依存から脱化石燃料、脱原子力が世論として

盛り上がる中で、新エネルギーとして太陽光や風力発

電、さらに木質系バイオ、家畜排せつ物系に取り組む

自治体が出てきたことは、皆様方すでにご承知のとお

りであります。 

 このような状況を踏まえて、旧山形村では新エネル

ギー導入に当たって、畜産系排せつ物と木質系バイオ

に取り組むためにビジョン策定委員会を立ち上げて取

り組み、平成15年２月には地域エネルギービジョン策

定等業務報告書が作成されたわけですが、この件につ

いて合併協議会等でどのような協議がされ、新市に移

行するに当たってどのような協議をされたのかお尋ね

いたします。 

 私は、この問題は、時の流れに沿った重要な問題と

思うわけであります。なぜかと申し上げれば、国が推

進する事業として平成15年４月１日に生産振興対策事

業実施要綱として農林水産事務次官依命通知が出され、

その後においてもバイオマス利活用フロンティア整備

事業実施要綱等が出ているわけであります。バイオマ

スについては平成18年３月にバイオマス日本総合戦略

が閣議決定され、最終改正が平成18年４月３日に農林

水産事務次官依命通知17環456号としてバイオマスの

環づくり交付金実施要綱として公表されているわけで

あります。 

 このことを新市建設計画、また、久慈市過疎地域自

立促進計画で見ると、いずれの分野にもさらっと触れ

た程度と言わざるを得ないわけですが、市当局におい

ても既に久慈型の新エネルギービジョンが策定されて

あるのであればそのビジョンをお示しいただきたい。 

私の理解が間違いでなければ、久慈湾は日本で五指に

入る外洋からの波の強さが特徴であるとされており、

寒流親潮の支配する海域と伺っており、人伝えに聞く

と、昆布やワカメは低温海水域でなければ品質のよい

ものが生産できないと聞くわけです。このことから、

久慈湾は願ってもない条件と言えるわけであります。 

 しかも、海藻に最も適したとも言える昆布ブロック

なるものが当久慈市において開発されたように思いま

すが、このことにおいて海藻類の大量生産の期待が高

まっていると聞く中で、既に関係各界の皆様方がご努

力されている今日、今さら私ごとき者が申し上げるま

でもないわけですが、海藻類の大量生産するには、昆

布ブロックが大量に必要になる。昆布ブロックを大量

に生産するには、現状では化石燃料が必要となる。そ

こで、新エネルギー問題に取り組むべきと申し上げた

い。 

 家畜排せつ物からのガス抽出、今後大量排出可能の

間伐材と海とを組み合わせることにおいて、新市にふ

さわしい新エネルギー生産工場が可能な立地条件を兼

ね備えていると思うわけであります。その条件の一つ

として、例えば木質系バイオマスに取り組むことにお

いて森林業振興に、畜産排せつ物系バイオマスに取り

組むことで畜産農業振興に、昆布ブロック生産拡大に

取り組むことで漁業振興等に大きな期待をすることが

できると思いますので、新しい久慈市独自の新エネ

ルギービジョンを策定すべきと思うが、市当局のご所

見をお尋ねいたします。 

 次に、生活道路の整備についてお尋ねいたします。 

 平成18年３月に配付を受けた資料の過疎地域とみな

される区域にかかわる久慈市過疎地域自立促進計画

23ページ③の中で、生活道路としての市道整備率はや

や低目にあるが、今後においても利用率の高い道路を

優先に整備していく必要があると明記してありますが、

利用率の高い道路を優先させる法的根拠を示していた

だきたい。旧山形村振興発展計画の中に明神から瀬月

内間の道路整備がうたわれてきたと思っているが、今

後の見通しはどのようになるのか、また、同じ資料25

ページに平庭改良舗装とうたわれているが、今後どの

ような取り組みになるのかお尋ねいたします。 

 次に、小規模飲料水供給施設整備についてお尋ねい

たします。 

 この問題につきましては、旧山形議会で議論され、

平成17年11月７日に来内地区簡易給水施設の改善計画

が出され、事業年度として平成18年度ということで来

たわけであります。どのような状況にあるのかお尋ね

いたします。 

 次に、アスベスト水道管敷設がえについてお尋ねい

たします。 

 私は、旧山形議会第10回定例会において取り上げた

経緯がありますが、いまだに旧山形村内にアスベスト

水道管が埋設されておりますので、早急に敷設がえを
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していただきたい。アスベスト問題は命にかかわる問

題だからであります。 

 僭越ながら私が調べたところで申し上げると、アス

ベストの語源はギリシャ語と言われ、消すことができ

ないという言葉に由来するとされており、いかに消す

ことができなくて危険かについて数例を申し上げたい。 

 アスベスト製品製造工場で働いていた父親がアスベ

スト肺で亡くなった。奥様は悪性腫で亡くなりました。

３人の子供のうち、２人は悪性中皮腫と診断され、奥

さんも子供も工場に行ったこともないのにどこでアス

ベストを吸ったのでしょう。原因は父親の作業服につ

いてきたアスベスト繊維でした。作業服を洗濯する前

に、奥さんがパタパタとほこりを落とすときに、奥さ

んも子供たちもアスベスト繊維を吸い込んだのでした

とあります。 

 また、エタニットパイプ社は埼玉県大宮、香川県高

松、佐賀県鳥栖工場でアスベスト管を製造してきたこ

とになっている。高松工場では満願の定年退職になる

と死んでしまうという意味で、「まんころ」という言

葉が日常的に使われているそうであります。アスベス

ト繊維を吸い込んでがんにならない安全な濃度はない

と考えられておるわけであります。 

 今申し上げたように、アスベストの危険性は大変な

もので、今や静かな時限爆弾とも称されているわけで

あります。さらに申し上げると、東京都の水道水１

リットルにアスベストが40万本から180万本の測定値

が出たと発表になっているわけであります。また、藤

田水質研究所では、江東区地域の水を世界一の電子顕

微鏡メーカー、オランダのフィリップス社で分析した

ところ、100万本から200万本のアスベスト繊維が検出

されたことになっている。さらに、東京都立衛生研究

所では、市販のアルコール飲料水、清酒、ワインに含

まれるアスベスト含有量の測定をしたところ、１リッ

トル中に340万から570万本のアスベストが入っている

ことが測定されており、もちろんビールにも入ってい

ることが確認されているわけであります。 

 このことは、昭和58年から62年当時の調査と言われ

ているが、決して無視することはできないとの思いで

旧山形議会で質問した際に、旧山形村長の答弁による

と、新市に移行されてもできるだけ早急に敷設がえを

する必要があると考えておりますので、そういう方向

で、この建設計画等見直しの際にはご理解をいただく

べく努力を重ねてまいりますとの答弁を承っておりま

すので、山形町川井簡水929メートル、小国簡水260

メートル埋設されているアスベスト水道管では、安心

して飲める水道管と言いがたいので、一日も早い敷設

がえの工事をやっていただきたいが、現状はどのよう

な状況にあるのかお尋ねいたします。 

 次に、小学校危険校舎及び屋内体育館の耐震診断及

び改築についてお尋ねいたします。 

 これまで施設の老朽化等に伴い、多くの学校校舎等

が改築されてきたと思いますが、今後改築しなければ

ならない校舎がどれくらいあることになっているのか

お尋ねいたします。 

○議長（菊地文一君） 山内市長。 

〔市長山内隆文君登壇〕 

○市長（山内隆文君） 山形会代表、砂川利男議員の

ご質問にお答えをいたします。 

 最初に、光ケーブルの敷設による基盤整備について

お答えをいたします。 

 まず、光ケーブルの敷設工事の実施状況であります

が、市内73カ所の公共施設を接続し、総延長が約205

キロメートルに及ぶ光ケーブルネットワークの敷設を

本年３月に完了したところであります。 

 次に、各世帯までつなぐ、いわゆる第２段階の工事

の完了時期についてでありますが、新市建設計画にお

きましては、ケーブルテレビ整備事業を導入し、テレ

ビの地上デジタル放送化に伴う難視聴対策や情報通信、

さらにはネットワークを活用しての携帯電話回線の構

築などを想定しております。 

 事業の実施年度につきましては、新市において総合

的に調整していく必要があると考えておりまして、今

後、整備手法も含め検討してまいりたいと考えており

ます。 

 次に、光ケーブル網の電話会社への貸し出しについ

てでありますが、携帯電話のエリア拡大を推進するた

めには、光ケーブル網をエントランス回線として貸し

出しすることにより、事業者の採算性の向上を図るこ

とができることから、既存の携帯電話会社への貸し出

しを想定しているところであります。 

 次に、情報格差についてでありますが、情報格差と

は、一般的には情報通信技術、特にインターネットな

どでありますが、この恩恵を受けることのできる人と、

できない人の間に生じる格差と言われております。昨
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今のインターネットへの高速大容量接続であるブロー

ドバンドが普及するにつれ、整備の進みぐあいにより

ましてブロードバンドを利用できる地域と、利用でき

ない地域との情報アクセスの格差が生じてきていると

ころでありまして、いわゆるインターネットなどの各

種情報を容易に取得できる環境であるかどうか、さら

には、各種情報機器の操作に熟知しているかなどに

よって生じる機会や待遇の差異であるととらえている

ところであります。 

 次に、東日本電信電話株式会社の固定電話加入権に

ついてお答えをいたします。 

 監督官庁及びＮＴＴ東日本に対しまして電話加入権

の返還を要請すべきとのことでありますが、固定電話

加入権は、ＮＴＴが電話加入権の財産的価値を保障し

ているものではなく、申込者と電話会社との契約に基

づき、申込者が施設設置負担金を支払った際に付与さ

れるものでありますことから、固定電話の加入を解除

した際にも返還されないものと解されると伺っており

ます。 

 一方、社会実態として、電話加入権の取引市場が形

成されておりますが、最近の市場環境の変化やＮＴＴ

による施設設置負担金の値下げ等によりまして、取引

価格が低下しているとの報道がなされているところで

あります。 

 いずれにいたしましても、電話加入権の取り扱いに

つきましては、基本的には加入契約者と電話会社との

契約に基づくものでありますし、市におきましても、

施設設置負担金の性質上、保有している電話回線につ

いて返還要請をすることは考えていないところであり

ますのでご理解を願います。 

 次に、携帯電話の通話エリア拡大の要請についてで

ありますが、これまでも旧２市村におきましてそれぞ

れ要望してきているところであり、採算性の問題等で

厳しい状況であると伺っております。しかし、事業者

におきましても、エリア整備の社会的責任を一定程度

負うものと理解しているところでありまして、さきの

答弁でも申し上げましたとおり、光ケーブル網の活用

等も含め、エリア拡大の要請を継続してまいりたいと

考えております。 

 次に、エコパーク平庭高原事業についてお答えをい

たします。 

 現在計画されている事業は、平庭高原地域の本市山

形町内に入浴施設と葛巻町内に体験・学習施設を整備

するもので、総事業費５億円となっているところであ

ります。 

 ご指摘のとおり、平成17年12月時点におきましては、

本市分では宿泊機能もあわせ持った滞在施設の計画で

ありました。両市村分合わせて総事業費17億円であり

ましたが、県の財政事情等から事業費が急遽削減され

たものであります。市では、平庭高原地域を観光の拠

点として位置づけて、観光・交流事業を展開しており

ますことから、今後さらなる交流人口拡大のためにも、

エコパーク平庭高原実施計画全体の事業内容が着実に

推進されることを県に強く要望し、葛巻町と連携しな

がら実現に努力してまいりたいと考えております。 

 次に、資源の利活用についてお答えをいたします。 

 まず、旧山形村で策定をいたしました「山形村新エ

ネルギービジョン」が合併協議会においてどのような

協議がなされたかについてでありますが、旧山形村は

平成14年度にゼロエミッションの村を目指して、また、

旧久慈市は平成12年度に自然環境と共生したエコ・エ

ネルギータウンを目指してそれぞれ新エネルギービ

ジョンを策定しているものの、財政状況、賦存エネル

ギーの関係、運転経費などの課題解決が必要であるこ

とから、発電などの大型の新エネルギー施設の設置は

見送ったところであります。合併協議では、新市にお

いて財政状況等を勘案しながらビジョンの再編等を行

うことで調整されているところであります。 

 次に、久慈市独自のエネルギービジョンの策定につ

いてでありますが、現行の両市村のエネルギービジョ

ンを再編して推進してまいりたいと考えております。

なお、今年度は、当地域に賦存するバイオマス資源の

総合的な利活用のために、バイオマスタウン構想を策

定することといたしているところであります。 

 次に、生活道路の整備についてお答えをいたします。 

 まず、久慈市過疎地域自立促進計画で、利用率の高

い道路を優先させるとしていることについてでありま

すが、道路は、安全で快適な生活や社会・経済活動を

支える上で最も基本的な社会基盤であり、特にも市民

生活に身近な市道等の整備につきましては、市民の皆

さんの関心が高く、多くの要望をいただいているとこ

ろであります。その実施に当たりましては、限られた

予算の中で経済的で効率的な整備を図る観点から、必

要性や重要性を初め、緊急性などを考慮の上、対応し
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てまいりたいと考えております。 

 次に、山形町明神から瀬月内間の市道来内線の道路

整備についてでありますが、昨年実施した道路設計を

もとに、このたび道路整備に係る地権者等説明会を実

施したところであり、今後、全地権者の皆さんに対し

現地において個別に道路計画を説明することといたし

ておりまして、事業への理解や協力を得た上で工事着

手してまいりたいと考えております。 

 次に、市道平庭線についてでありますが、現在、国

道281号から平庭高原スキー場を経て林道九戸高原ふ

るさと線との交差部までの区間を整備中でありますが、

一部用地の相続関係により未買収区間がありますこと

から、その買収に向けて鋭意取り組むとともに、工事

可能区間の整備を進めてまいりたいと考えております。 

 次に、小規模飲用水供給施設整備についてお答えを

いたします。 

 山形町来内地区の簡易給水施設についてであります

が、本施設は当時の来内給水施設利用組合、現在では

来内水道組合となっております、この組合が昭和55年

に集落環境施設整備事業の一環として整備したもので

ありますが、築後25年が経過し、設備の故障が目立ち、

また、ろ過池の洗浄などにも大変ご苦労されていると

伺っているところであります。 

 市では、こうした状況等を踏まえ、平成18年度実施

に向けまして今議会に予算を計上しているところであ

り、今後、当該施設を管理運営しております来内水道

組合と協議してまいりたいと考えております。 

 最後に、アスベスト水道管敷設につきましては、昨

日の政和会代表、髙屋敷議員にお答えいたしましたと

おりでありますが、川井地区につきましては、今年度

から着工し、小国地区につきましても経営状況を勘案

しながら計画的に整備してまいりたいと考えておりま

す。 

 以上で、山形会代表、砂川利男議員に対する私から

の答弁を終わります。 

○議長（菊地文一君） 鹿糠教育長。 

〔教育長鹿糠芳夫君登壇〕 

○教育長（鹿糠芳夫君） 山形会代表、砂川利男議員

の小学校危険校舎及び体育館の耐震診断についてのご

質問にお答えいたします。 

 改築を要する小学校校舎及び体育館についてであり

ますが、これまで耐震診断を実施した小学校は、校舎

６校10棟、体育館４校４棟となっております。耐震診

断の結果、補強工事が必要とされる校舎は３校５棟、

体育館３校３棟で、うち補強工事済みの校舎は１校２

棟となっております。このことから、補強工事及び診

断の必要な校舎は６校13棟、体育館で７校７棟となり

ます。 

 以上で、私からの答弁を終わります。 

○議長（菊地文一君） 再質問、関連質問を許します。

８番砂川利男君。 

○８番（砂川利男君） 光ケーブルについて再質問を

させていただきます。 

 第２段階の計画については、まだ具体的に決まって

いないようでございますが、なるべく早い段階におい

て計画を私どもに示していただくようお願いをいたし

ます。その点についてお答えをお願いいたします。 

 それから、固定電話の加入権につきましては、ご説

明をいただきましたが、私は、極端な言い方を申し上

げるならば、ＮＴＴサイドの答弁だと言わざるを得ま

せんので、私は久慈市１万5,035世帯のために、みず

からが個人の財産として提供した電話の加入権が将来

的には紙くず同然になるという状況は、いかなる国の

政策であろうとも財産権の剥奪と言わざるを得ません

ので、そのようなことがないように監督官庁に対する

強い要請を要求していただくようお願いいたします。

この点について、もう一度お答えをいただきたいと思

います。 

 それから、生活道路についての利用率についてでご

ざいますが、利用率のあるところとか利便性の優先順

位、そういったもろもろの条件を勘案して取り組んで

いくということでございますが、私は世の中のシステ

ムの中で、利用率が低くても、財政的に赤字でも、波

及効果がなくても投資し続ける力は政治であり、行政

の決断ならではの特有のものだと思っておりますので、

利用率が低いとか波及効果が少ないとかいう問題は商

業ベースの理論だと思いますので、政治の決断はそん

なものではないと私は思っておりますので、ぜひとも、

そこに住む人が幾ら戸数が少なくても、幾ら利用する

人が少なくても、その人にとっては非常に切実な日々

を暮らすわけでございますので、そこに深いご理解を

賜わりたいと思いますので、この点についてももう一

度ご答弁をお願いいたします。 

 それから、アスベスト水道管についてでございます
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が、私は旧山形村議会で質問させていただいたときは、

929メートルが山形村川井地区にあるというご説明を

いただいておりましたが、昨日の質問の答弁の中にお

いては、川井地区が1,180メートルだか何かの答弁が

あったようでございますが、そうしますと、山形村の

川井地区のアスベスト水道管が私にお答えをした929

メートルのほかに千百何メートル何がしのアスベスト

水道管があることになっているのか、この数字の違い

の内訳をご説明をいただきたいと思います。 

 それから、資源の利活用についてでございますが、

今後、久慈市ではバイオマスタウン構想なるものを推

進していくんだというようにお答えをいただきました

が、これは、私はまさしく久慈市においてもこのバイ

オマスタウン構想なるものを一日も早く取り組んでい

くべきだと思いますので、これは力強く進めていただ

くよう切にお願いをいたします。 

 以上についてお答えをお願いいたします。 

○議長（菊地文一君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 何点かご質問がございました

が、私からは、まず、固定電話加入権のことについて

お答えをいたします。 

 先ほども答弁を申し上げましたところであります。

議員は個人の財産権とこういった解釈に基づくご質問

であります。私どもは、それに対しまして施設設置負

担金、こういった概念でもってとらえているところで

ございます。この判断を最終的に法的にどう決めるか

は裁判所等での判決が確定をされるものだと、このよ

うに考えておりますが、現段階でそのような判決が出

されているとは承知しておりません。したがいまして、

私どもは先ほど申し上げた、施設設置負担金という概

念に基づくものであるということで、返還を求めない

ということを決めているものでありますので、ご理解

を賜わりたいと存じます。 

 それから、道路整備等公共事業全般のことかと思う

のでありますが、利用率等々についてのご質問が再度

ございました。このことについては、先ほど答弁した

ことに尽きるわけでありますが、例えば、同じ緊急性

があった場合により効果の上がるところ、こういった

ものを優先せざるを得ない。限られた財源であります。

これが潤沢な財源であれば、同時に整備することも可

能でありましょうけれども、どうしても私ども行政と

いったものには政治的な側面も当然にございますけれ

ども、財政といった裏づけがなければできないという

ことであります。 

 そうした際に、市民の方々からご理解を得るために

は、やはりきちんとした理念といったものをお示しを

していかなければならないというふうに思っておりま

す。したがって、利用率でありますとか緊急性、それ

から、まさに議員お話しのような、例えば交流促進の

ための道路整備であるとか、こういったような位置づ

けといったものをしっかりとした上で、市民の皆様か

ら理解をいただいて優先順位を決定していくと、こう

いうことになろうかと思います。この点につきまして

も、深いご理解を賜わりますようにお願いを申し上げ

ます。 

 私からは以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 光ケーブル整備事業

の第２段階の整備についてのご質問でありますけれど

も、この第２段階の早期の整備というものは市民の

サービスあるいは満足度を高めるために、早期の整備

を目指しているところではございますが、今後その整

備手法、簡易型の中継局等新しい方法も出ております

ので、そういったものを研究してさらに検討を進めて

まいりたいと考えているところでありますのでご了承

願いたいと思います。 

○議長（菊地文一君） 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） 山形町地区のアスベス

ト管の延長でございますが、川井地区に929メートル、

小国地区に260メートル、計で1,189メートル、このよ

うになってございます。 

○議長（菊地文一君） 卯道産業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） バイオマスタウン構

想策定の関係についてお答えを申し上げたいと思いま

す。 

 旧山形村が策定をいたしましたゼロエミッションを

目指して、それから旧久慈市が策定いたしました、自

然環境と共生したエコ・エネルギータウンを目指して、

この新エネルギービジョンの理念を実現するためにタ

ウン構想を進めてまいりたいと、このように考えてい

るところでございます。 

○議長（菊地文一君） ８番砂川利男君。 

○８番（砂川利男君） そのエコタウン構想というも

のは、いつごろまでに概略がまとめられるのかご説明
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をいただきたいと思います。 

 それから、その光ケーブルにつきましては、旧山形

村と旧久慈市が合併するに当たっての最大の目玉と

いっても言い過ぎでない、膨大なお金を使う事業でご

ざいます。その事業導入に当たる説明を我々が受けた

点については、１回目は水道管に例えるならば本管を

敷いて、第２段階は軒下まで敷いて実施していくと、

それによって携帯電話等の不感地域の解消にもなる。

また、今後において、テレビ等も放送が大幅に変わる

と、中身が変わってくる等々の状況を整備していくた

めに、光ケーブルというものはどうしても必要なんだ

という説明のもとに、こんな立派なものだし、利便性

の高いものである以上は、これはやはりむやみに反対

できないという意味から賛成をしてきた経緯がござい

ますので、第２段階の軒下までの光ケーブルの敷設は、

今後考えていくんだというようなものではなくて、早

急に第２の計画を示していただかなければならないと

思っておりますので、この点についても明確にお答え

をいただきたいと思います。 

 それから、建設計画の中において、テレビ受像機と

いう言葉が出ておりますが、このテレビ受像機、私の

古い感覚で申し上げれば、テレビそのものが私は受像

機といっても言い過ぎでないと思うわけでありますが、

テレビ受像機とテレビではどのように違うのかの説明

をお願いいたします。 

○議長（菊地文一君） 卯道産業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） バイオマスタウン構

想の策定の時期でございますが、これにつきましては、

これから久慈バイオマスタウン構想策定委員会を設置

いたしまして協議をし、年度内に策定を目指している

ものでございます。 

○議長（菊地文一君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 夢ネットにかかわって第２段

階を早く示すべきであると、こういうお話であります。

私ども、先ほど答弁申し上げたとおり、今回は第１段

階として公の施設を結んでいったということでござい

ます。次の第２段階、これはやはり相当に延長が長く

なってまいります。どの地区、例えばテレビの難視聴

の解消を優先的に行わなければならない地域でありま

すとか、あるいは災害発生時にその情報が伝達しにく

い地域、さまざまそれぞれの地域地域による特色がご

ざいます。そういった中で、優先度を決めながらまさ

に敷設をしていく、こういったことになるわけであり

まして、まさに公正・公平の観点からそういったとこ

ろの検討もしながら計画を進めていかなければならな

い状況にあります。したがって、今そのことを詰めて

いくという段階でありますので、現時点で何年何月に

全地域に敷設が終わるというところまで言えない、こ

ういった状況にありますのでご理解を賜わりたいと思

います。 

 また、この間、携帯電話の不感地域等が現在もある

わけでありますが、これの解消に向けて先ほど答弁申

し上げたとおり、私どもなりにいろいろと努力をして

おります。ただ、これは携帯電話等は事業者が行う事

業でございますので、その参入というものを促すとい

う手法しか行政ではとり得ないということであります。

この中で、例えば、電波塔をつくるに当たって、１基

数千万円要するとした場合に、私どもの夢ネットを活

用していただくならばその初期投資額が抑えられる、

こういったことがございます。したがって、あとは夢

ネットを利用した際にかかる経費、それから携帯電話

を飛ばす会社側の利益、この辺の分岐点がどこにある

のかということを会社側、事業者側ともよくよくと打

ち合わせをしながら進めていくということであります

が、幸い今、こういった私どもの提案に対して関心を

示していただいている携帯電話会社等もございますの

で、そういったところを進めてまいりたい、これが第

１段階での取り組みでございます。 

 それから、テレビ受像機とテレビとはどう違うのか 

とこういったご質問でありますが、テレビ受像機とい

うのは、先にテレビジョンのお話をいたしますが、物

の資料によりますと、画像を電気信号に変換し、電波、

ケーブルなどで送り、画像に再生する放送通信の方式

であって、画像を再生する装置とこういうふうに定義

されているところでございます。 

 受像機という言葉、私もしっかりとした概念、ある

いは同義語なのかなとこうも思ったりするわけであり

ますが、現在の電波で拾える画像、今後地上波デジタ

ルに移行するに伴って受けることができません。その

ために新たなチューナーあるいはアンテナ、こういっ

たものが現在のテレビを活用して見る場合には必要に

なってくる。ですから、受像機という機能はすべてい

わゆる今のテレビは持っているわけでありますが、ど

の電波を拾えるか機能の違いがある。ここを私どもは
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こういった夢ネットを活用しながら解消していくこと

ができないのか、そういったことを研究しているとこ

ろでございますので、ご理解を賜わりたいと思います。 

○議長（菊地文一君） 18番落安忠次君。 

○18番（落安忠次君） 砂川議員の一般質問に関連し、

１番のことについてお伺いいたします。 

 光ケーブルのことですが、2011年７月にアナログ放

送から地上波デジタル放送に移行すると言われている

が、現在、難視聴地域を共同受信施設で対応している

が、光ケーブルを使用して問題なく更新して久慈全域

各戸で見られるかお伺いいたします。 

○議長（菊地文一君） 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 地上波デジタル放送

についてのご質問でございますけれども、これの電波

は現在、久慈の半崎地区に共同で中継塔を建てるとい

う予定で進んでいるところでございます。 

 その電波というのは大変直進性の強い電波でござい

まして、何か障害がありますと届かなくなるといった

ような状況でございます。それで、もう１基が和佐羅

比山にあるわけですが、そこからまた久慈市内の別の

地域もカバーすることができるという状況にございま

す。まだそれでも難視聴地帯が生じるという状況にご

ざいますが、そこをカバーする方法として、光ケーブ

ル夢ネットを利用してそういった難視聴地帯をなくす

ということを考えているところでございます。 

 ただ、その方法のもう一つとして考えられているの

が、ギャップフィラーという簡易中継局でございます。

それをただいまの状況であれば、各公共施設に光ケー

ブルがそれぞれ隅々まで行っているわけですが、そこ

からさらに電波を発生し、そして各世帯まで届けると

いう方法も考えられると。現在これは釜石でも実験中

でございまして、そちらは成功していると聞いており

ますが、経費が安いといったようなこともありまして、

安いというのであってさらに有効であるということで

あれば、やはり検討課題に加えていかなければならな

いものではないかといったようなことで検討を進めて

いるところでございます。 

 以上です。 

○議長（菊地文一君） 18番落安忠次君。 

○18番（落安忠次君） いろいろとあるようですが、

そのようにご検討して2011年までには全戸で見られる

ようにお願いして終わります。 

○議長（菊地文一君） 27番下舘祥二君。 

○27番（下舘祥二君） 関連質問１点だけ質問させて

いただきます。市長にお尋ねいたします。 

 新市のエネルギービジョンについてでございますが、

木質バイオマスということがあるわけでございますが、

林業振興の観点からも非常に大切と考えますが、先ほ

ど来、お答えが若干ダブるかもしれませんが、もう少

し詳しくお答えいただければ。お考えをお聞かせいた

だきます。 

○議長（菊地文一君） 卯道産業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） それではお答え申し

上げます。 

 バイオマスにはいろいろな分野があるわけでござい

ますが、その中で木質ということでございまして、バ

イオマスの考え方でございますが、製材として木を使

う場合はそちらの製品として使うというふうなことで

ございます。製材後の残渣の部分であるとか、それか

ら間伐材の有効的な利用を図っていくとか、そういっ

た部分で活用をしていくというふうなものでございま

して、旧山形村のビジョンにおきましては、公共施設

へのペレットボイラーの導入などというふうなことで、

岩手型ペレットストーブの普及等、そういったものを

計画をしているというふうなことでございます。 

 私どもの今回立てようとしておりますバイオマスタ

ウン構想といいますのは、民間事業者でいろいろな計

画が多様に取り組みをされているわけでございますが、

そういった内容のものをエネルギービジョンの中から

バイオマスに着目してその構想を立てようというもの

でございます。多少具体的な動きもありますのでそう

いった情報、それから賦存のエネルギーの状況等を調

べながら計画の策定をしてまいりたい、このように考

えているところでございます。 

○議長（菊地文一君） 27番下舘祥二君。 

○27番（下舘祥二君） 旧山形村議会で８年ほど前

でございますか、議員全員でスウェーデンのヴェク

ショー市というところに行きまして、つぶさに木質の

バイオマスを研修してまいったわけでございます。で

すから、バイオマス自体がどういうふうな形でやられ

ているかというのはわかるわけでございますが、市自

体で、エネルギービジョンの中でどういうふうな位置

づけで進めていくおつもりなのかということをお聞き

したかったわけですが、いかがでございましょうか。 
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○議長（菊地文一君） 卯道産業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） バイオマスそのもの

の利活用について総合的に検討していくということで

ございます。その中で、木質系のバイオマスに具体的

にということでございますが、私どもとしましては、

先ほど答弁申し上げましたように、新エネルギービ

ジョンにつきましては、双方の市村で立案をしました

ビジョンを再編しながら推進をしてまいりたい、こう

いうふうな考え方に立っているものでございまして、

旧久慈市の部分に具体の木質の利用構想というふうな

のが、特に計画として具体のものが出ておりませんで

したので、旧山形村の中に具体のものとしてあるとい

うことでございますので、それらの部分の内容を確認

しながら推進をしてまいりたいと、こういうふうに考

えているところでございます。 

○議長（菊地文一君） 37番大上精一君。 

○37番（大上精一君） 山形会を代表して質問されま

した砂川利男議員の質問に関連して、３点ほどお伺い

をさせていただきます。 

 今、何回となくお尋ねをされている同僚議員の質問

に関連するわけでありますけれども、この光ケーブル

の話が持ち上がって、合併する段階でもいろいろお互

い話し合ったわけでありますが、いずれ我々が参った

というのは、デジタル化になって2011年にはいろいろ

手だてをしなければ見られなくなる、電波そのものが

変わるというご説明でございましたので、これでは

参ったなと思っています。ありがたいことに、合併協

でもいろいろ検討されて、その方向に対処するように

努めていただきましたので安心はしているわけであり

ますが、いずれ2011年までにはしていただけるんだな

というふうに思ってもよろしいのでしょうか。 

 それから、エコパーク事業でございますけれども、

これも代表の砂川議員がおっしゃったとおり、県の方

ではこういう世の中になりましたので、財政難である

がゆえにこういう状況になりましたということを再三

再四言われて、最後愕然としたわけでありますけれど

も、最初は夢を見ていたわけでありますが、やめたと

いうことではありませんで、おふろはつくるというよ

うな話で終わっているわけでありますが、そのおふろ

をつくるにしても、本年度造成工事をするというよう

な説明を受けたなというふうに私は思っておりますが、

そこはどうなっているのかお伺いをしたいわけであり

ます。 

 それから、この通告書の５番目でございますけれど

も、生活道路について、いろいろご心配をいただいて

計画に乗っけていただいていることはありがたく思っ

ているわけでございます。ただ、一番困るのは、どこ

の道路におきましても地権者の同意がなければ、これ

は当然クリアできないことでありまして、我々も地域

の代表として一生懸命、地権者住民にご理解いただけ

るようにお話はしているつもりでございますけれども、

何しろ登記とか相続とかいったようなことについては、

どうも口出しはできないのが本音でございますので、

そうはいっても、せっかくそこまで進めていただいて

いるわけでありますから一生懸命努力して、できるだ

け早く完成するようにお願いしたいなとそういうふう

に思います。 

 それと、嵯峨部長からもお話がありましたし、先月

中旬の地権者等との説明会に、私も行きましたが、ご

説明をいただいたわけであります。それで、結論から

申し上げますけれども、非常に道路自体、路線形につ

いて急勾配、急カーブを緩和するための路線形を描い

てもらったわけでありますが、そこまではいいのです

けれども、それを実行に移す段階になると、うちの前

の道路が３メートルも高くなるといったようなところ

も出たり、どうもここは困ったものだなということで、

住民の方々もそういうのがあればもう少し検討してい

ただかないと困るということを言われておりますので、

ひとつまた早急にお話をしていただいて、地域だけで

使う道路ではありませんので、皆さんが歩くわけであ

りますので、お互いの道路だという認識で、ひとつ踏

ん張っていただきたいということをお願いをしておき

たいというふうに思います。 

 それと、平庭線でございますが、要はここでござい

ます、相続関係の問題があるんですが、そこを除いた

部分は買収されているのか、かなりの距離がまだ総延

長的にはあるわけでありますけれども、とりあえず私

が話しすると当局はおわかりになるかなとは思うんで

すが、川代地区というところでふるさと林道が九戸村

から入ってきたものが平庭線にドッキングするわけで

あります。ここから上流の平庭峠に向かっての話を今

しているわけでありますが、ここにも相当心配してい

ただく相続関係の方もあるわけでありますけれども、

残っておられるところがどうなっているのか、そうい
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うところをお聞かせいただき、対処していただきたい

というふうにお願いを申し上げます。 

 それから、６番目でございますが、小規模の水道供

給施設でございますけれども、これも村議会のときか

ら再三再四お願いをして、予算的にも盛られておるよ

うでありますので心配なくできるようにひとつお願い

を申し上げたいと。組合の方でもそれなりにみんなで

話し合って当局の方にもお願いしているようでありま

すので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 それから８番目でございますが、来内小学校だけで

はありませんが、市の方では合併協定項目の中にもあ

ったように思うんですけれども、久慈小学校、去年あ

たりから随分と心配されて話をされているわけであり

ますが、私どもの来内小学校については、今年は設計

段階というところに入るという説明を村議会で当局に

いただいてきておりますので、そのとおり進められて

いるのか、地区民は期待をしながら待っているわけで

ありますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 以上、とりあえず質問を申し上げます。 

○議長（菊地文一君） 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 光ケーブルにかか

わってのご質問にお答えをいたします。 

 この地上波デジタル放送につきましては、総務省で

も新たな難視聴地域はつくらないということで、さら

に、地方自治体が持っている光ケーブル網等、そう

いったものとの協力を得ながら難視聴を生じないよう

にしたいとこういう発言をしているところでございま

すので、先のことではありますが、国の姿勢からも大

丈夫、見られなくなるということはないと考えている

ところでございます。 

○議長（菊地文一君） 下舘総務企画部付部長。 

○総務企画部付部長（下舘満吉君） エコパーク事業

のふろの造成関係についてのことでございますけれど

も、これにつきましては、県の方から示されているの

は、18年度に造成工事をするということで聞いており

ますし、これからまた担当者等による三者協議会とい

うのが実施されてまいりますので、それによって期日

等、いつごろから始まるのかという等々については示

されるものと思っておりますのでよろしくお願いいた

します。 

○議長（菊地文一君） 岩泉市民生活部長。 

○市民生活部長（岩泉敏明君） 来内の小規模飲用水

の供給施設の整備でございますが、これも市長から先

ほどご答弁申し上げましたのですが、これにつきまし

ては、旧山形村のときに17年６月からいろいろ協議を

なさっているみたいでございます。そういった経緯も

ありまして、実は平成18年６月に組合の方に確認をし

たところであります。そうしたら、今準備の段階でご

ざいますというお話をいただいておりますので、今後

協議を進めていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） １点は来内線のことと

いうふうに受けとめましたが、用地説明会をし、住民

の理解を進めてまいらなければならないわけでござい

ますが、確かに議員ご指摘のとおり、全体計画の中で

道路の線形を考えますと、個人の入り口とか非常に段

差が出るという状況もあるようでございますが、いず

れまた現地において、個別に地権者の皆さんのご理解

をいただきながら、なるべく地権者の方々のご要望に

沿うような形で計画してまいりたいと思いますが、全

体の道路線形あるいは勾配等の関係もございまして、

皆様方からある程度ご理解を賜わらなければならない

箇所も出てくるのではないかと、そのように考えてご

ざいます。 

 それから、平庭線でございますが、議員おっしゃい

ますように、相続の関係で１名の方の用地がまだ未解

決というふうに伺ってございます。これにつきまして

は鋭意努力し、解決に向けて頑張ってまいりたいと考

えておりますが、残りの区間につきましてはまだ用地

整備可能エリアもございますので、いずれ用地の可能

なエリアの方を先行しながら、未解決の用地について

も並行しながら解決に向けて努力してまいりたいと思

います。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 大湊教育次長。 

○教育次長（大湊清信君） 来内小学校の改築の関係

でございますけれども、本年度測量調査等を実施いた

しまして、来年度着工を目指してまいりたいというふ

うに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 中森農林水産部長。 

○農林水産部長（中森健二君） ふるさと林道九戸高

原線のことだと思います。このことにつきましては、
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筆界未定というふうなことで伺ってございまして、用

地買収ができないところが３カ所ほどあるとそのよう

に総合支所の方から伺ってはございますが、この中で

地権者の方が居住場所不明というふうなことのようで

ございます。そういうふうなことでございますので、

これらの見通しがつき次第、対応してまいりたいとい

うふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 簡潔に37番大上精一君。 

○37番（大上精一君） 簡潔にという議長のご配慮で

ございますので、持ち時間９分ございますが、前に終

わりたいというふうに思います。 

 大変前向き的なご答弁をいただきまして、私本当に

ほっとしているわけであります。今おっしゃられたよ

うに進めていただければいいなというのが本音でござ

います。一つ、この８番の小学校の建築に当たっては、

８学区が旧村にはあったわけでありますけれども、こ

の我が地区の学校が一つ残っておったわけであります

が、ここにまた保育園というのも併設というか30年の

前でしょうか、山形村立来内中学校だったわけであり

ますが、火災で校舎、体育館が焼けたとき、プレハブ

を建ててもらってそこで仮校舎でやったわけでありま

す。その後に統合中学校に統合したわけで中学生がい

なくなった、その空きプレハブを利用して保育園をや

っていただいたわけです。いずれやっていただいたこ

とは大変、建物はどうであってもありがたかったわけ

でありますが、この小学校を間借りしてやっていると

いう状況であります。今度、常任委員会でもあさって

でしょうか、見ていただくわけでありますので、じ

っくり見ていただきたいと思うんですが、ここら辺が

村当局自体の答弁としては、もちろん中身についても

そうだと思うんですけれども、文部省あるいは保育園

関係ということで、非常に絡みがある、一番お願いを

したいのは、私どもの地域ＰＴＡの方々の考えとして

は、一つでいいと。一つやめていいからまずつくって

ほしい。そしてつくる際には、３メーター以上の積雪

量がある地域でありますので雪で困らないような学校、

それと寒くない学校、維持費がかからない学校とこう

いう三つをクリアしていただけるようなご配慮をしな

がら進めていただければ大変ありがたいなということ

でございますので、もう一度ひとつお願いしたいと思

います。 

○議長（菊地文一君） 外舘助役。 

○助役（外舘正敏君） では、私から、今の来内小学

校にかかわっての保育園ということにお答えしたいと

思いますが、僻地保育所ということで校舎の中に設置

をして保育所を運営しているというのは承知している

ところでございます。いずれ改築に向けては、この保

育所についても教育委員会と協議をしながら、今ご質

問があったように国の方では幼保一元化というふうな

ことも進めているわけでありますので、委員会の方と

も具体的に協議をしながらどうあればいいのかという

ことについて進めていきたいというふうに思っていま

すので、ご了承願いたいと思います。 

 以上です。 

○議長（菊地文一君） 再質問、関連質問を打ち切り

ます。 

 継続して質問を続けます。日本共産党久慈市議団代

表、城内仲悦君。 

〔日本共産党久慈市議団代表城内仲悦君登

壇〕 

○31番（城内仲悦君） 私は、日本共産党久慈市議団

を代表し、山内市長及び鹿糠教育長に、当面する市政

の課題について質問するものであります。 

 新自由主義下でグローバル化が進む中で、人々は激

烈な競争の中に投げ込まれて、ストレスで体も心もす

り切れようとしています。自治体の過度のスリム化、

民間委託化は、市長の言う「人輝き、活力みなぎるま

ち」づくりに反することになるのではないか危惧を感

じているところであります。 

 それでは、通告の順に従い質問いたします。 

 質問の第１は、新久慈市の財政見通しについてであ

ります。地方交付税は10年間、両市村分は保障される

前提で合併したわけでありますが、国の動向を見ると

大変心配な動きがあります。そこで、新市建設計画は

計画どおり実施する保障があるのかお尋ねいたします。 

 質問の第２は、合併に伴う人事行政についてであり

ます。今回の市村合併に伴い、特別参与が新設をされ、

特別職の一般職への採用が行われました。そこで２点

質問いたします。 

 第１点は、今回実施された人事の積極的意義は何か。 

 第２点は、特別職の優遇を図るような人事は、住民

感情、住民の目線に合致するものなのかお聞かせくだ

さい。 
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 質問の第３は、街なか再生核施設事業についてであ

ります。まちづくり会社の関係者からも「この事業の

見通しが立たない」という声がいまだに聞こえてきま

す。この事業について３点質問いたします。 

 第１点は、用地確保、移転補償の内訳を示していた

だきたい。 

 第２点は、この事業の全体事業費の規模と内容につ

いて示していただきたい。 

 第３点は、この事業の中心商店街への波及効果につ

いて具体的に示していただきたい。 

 質問の第４は、交通安全対策についてであります。

次の３点について質問します。 

 第１点は、久慈市門前地内、県立久慈東高校前、市

道改良に伴う交差点への信号機設置の見通しについて。 

 第２点は、川貫地内、国道281号への押しボタン式

の歩行者用の信号機設置の見通しについて、それぞれ

お聞かせください。 

 第３点は、駐車違反取り締まりの民間委託化の問題

についてであります。取り締まりが厳しくなることか

ら、商店街の方々から「商いに悪影響が心配」との声

が私のところにも届いていますが、商店街等から市に

対して駐車禁止緩和要請等が届いていないかお聞かせ

ください。 

 質問の第５は、子供の安全対策についてであります。 

 子供の命が危ない、ニュースを見るのが怖いくらい

子供が大人の手によって殺されたことが報道されてい

ます。理不尽なことが起きている社会を住民も自治体

も一体となって変えていかなければなりません。そこ

で２点質問します。 

 第１点は、町内会や老人クラブ等が登下校中の子供

たちの安全安心運動を展開しているが、実施状況につ

いてお聞かせください。 

 第２点は、学童保育事業は、放課後留守家庭の子供

たちの生活の場、安心・安全な場所として社会的にも

認知されたものと考えます。久慈市が施設の改築を含

め、積極的に学童保育事業を推進していることに心か

ら感謝と敬意を表するものであります。現在５校の小

学校区に学童保育所が設置されていますが、すべての

小学校区へ設置することは緊急の課題ではないでしょ

うか。そこで、学童保育所設置計画を示していただき

たい。 

 質問の第６は、県立久慈病院の医師確保等について

であります。３点質問いたします。 

 第１点は、麻酔科の医師確保について。 

 第２点は、禁煙外来の設置を働きかけることについ

て。 

 第３点は、久慈病院運営協議会の機能強化を図るこ

とについてであります。ご所見を求めるものでありま

す。 

 質問の第７は、介護保険制度についてであります。

新予防給付開始による混乱が起きていることが報道さ

れています。そこで、予防プランの作成体制が確立を

されているのかお尋ねいたします。 

 第２点は、ヘルパーによる生活援助が制限されるお

それがあるのではないかお尋ねいたします。 

 質問の第８は、品目横断的経営安定対策についてで

あります。 

 欧米諸国は、健全な農村漁村の維持が安定した社会

にとって不可欠という立場で、積極的な振興策をとっ

ています。自公政府の農政改革は、こうした世界の動

きに逆行する暴挙です。日本の農業と農村を崩壊させ

ることになります。 

 政府の改革の問題点は、①すべての農家を対象とす

る価格政策は廃止、②大多数の農家を排除し、集落に

混乱と亀裂をもたらす、③対象となる担い手のやる気

さえ奪う、④生産者米価の下落を一層促進する、⑤こ

の背景には、貿易や投資の拡大のために農業は要らな

いという主張がある。以上が日本共産党の見解の骨子

であります。 

 そこで質問ですが、第１点は、市の取り組みの現状

と新しい対策の問題点について示していただきたい。 

 第２点は、新しい対策から締め出される対象外の農

家への振興策を示していただきたい。 

 第３点は、学校給食の食材確保の問題であります。

ＪＡいわてくじ農協の役員が改選になりました。県内

の紫波町や矢巾町等は、既に農協とタイアップして、

地産地消により学校給食の食材を確保しているわけで

あります。新専務理事は、「食育の問題を含め積極的

に対応していきたい」と言っております。農協と連携

を深め、供給体制の確立を図っていただきたいと考え

ますが、ご所見を求めるものであります。 

 質問の第９は、国土調査問題についてであります。 

 国土調査法第１条は、「この法律は、国土の開発及

び保全並びにその利用の高度化に資するとともに、あ
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わせて地籍の明確化を図るため、国土の実態を科学的

且つ総合的に調査することを目的とする。」とうたっ

ています。久慈市が昭和46年から49年に実施したやり

方は、この第１条に反する状況があったのではないか。

地権者の立ち会いがないままの測量が行われたことが

今日の境界問題を発生させています。 

 そこで２点質問します。 

 第１点は、昭和46年から49年に行われた国土調査に

誤りがあった件に対する市の責任のとり方についてお

示しいただきたい。 

 第２点は、今述べた期間に行われた国土調査の錯誤

等が原因で裁判になった件数とその結果についてお聞

かせいただきたい。 

 質問の第10は、新エネルギーの推進についてであり

ます。 

 第１点は、バイオマスタウン構想の策定の考え方と

策定時期を示していただきたい。 

 第２点は、どんぐり工房では、使用済みの食用油を

リサイクルし、軽油代替燃料（バイオディーゼル・Ｂ

ＤＦ）の生産を開始しているが、市として協力体制の

整備を図るべきと考えますが、ご所見をお聞かせくだ

さい。 

 質問の第11は、公共下水道の普及についてでありま

す。 

 既に供用開始している地域の下水道の利用率が低く、

宝の持ち腐れの状況があると聞いていますが、利用促

進策を示していただきたい。 

 質問の第12は、山形小学校、学校用地問題について

であります。次の３点についてただすものであります。 

 第１点は、昭和50年当時、学校用地が借地だったの

は事実かお聞かせください。 

 第２点は、昭和51年以降に、用地買収または寄附採

納を受けた事実があるのかお聞かせください。 

 第３点は、学校用地の中に、現在、借地部分がある

のかお聞かせください。 

 以上で登壇しての質問を終わりますが、積極的な答

弁を期待し降壇をいたします。 

○議長（菊地文一君） この際、本日の議事日程終了

まで会議時間を延長いたします。ご了承、ご協力をお

願いします。山内市長。 

〔市長山内隆文君登壇〕 

○市長（山内隆文君） 日本共産党久慈市議団代表、

城内仲悦議員のご質問にお答えをいたします。 

 最初に、新久慈市の財政見通しについてお答えをい

たします。 

 地方交付税につきましては、現在、国の経済財政諮

問会議におきまして、平成19年度以降の地方交付税の

あり方について議論がなされており、予断を許さない

状況にありますが、合併した市町村につきましては、

合併特例法により、合併後10カ年度は合併がなかった

ものと仮定して算定した普通交付税の額を保障するこ

ととされております。 

 今後におきましても、安定的な財政運営に必要な地

方交付税総額の確保に向けまして、全国市長会等を通

じまして要望してまいりたいと考えております。 

 次に、合併に伴う人事行政についてお答えをいたし

ます。 

 特別参与の任用につきましては、合併に伴う新市発

足に当たり、旧両市村行政の円滑な移行と新市建設計

画の推進、住民の一体感の醸成に資するために、非常

勤特別職として設置したものであります。 

 また、特別職から一般職への採用でありますが、山

形町地域の振興や市内外の交流促進など、新市が抱え

る行政課題解決と、合併に伴う事務事業の円滑な執行

を図るために、旧山形村助役としての行政事務の実績

等を踏まえ、市幹部職員として採用したものでありま

して、特別優遇を図ったものではありません。いずれ

所管いたしますその職責を果たすことによりまして、

市民の理解は得られるものと確信をいたしております。 

 次に、街なか再生核施設整備事業についてお答えを

いたします。 

 まず、用地確保、移転補償についてでありますが、

本事業に伴う用地面積は6,610平方メートルであり、

このうち市が取得する面積は5,610平方メートル、街

づくり会社が取得する面積は1,000平方メートルと

なっております。 

 移転補償の内容についてでありますが、盛岡いすゞ

モーター株式会社久慈営業所及び株式会社金子デーゼ

ル商会にかかわる建物４棟、機械設備及び工作物４件、

営業補償２事業所、動産４件、その他移転雑費等とな

っているところであります。 

 次に、全体事業費の規模及び内容についてでありま

すが、事業費は10億9,000万円余であり、その内容は

観光交流センター建物整備に４億4,000万円余、イベ
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ント広場を含む外構整備に４億4,000万円余、道路整

備に１億円、各商店会における高質空間形成施設整備

に１億円余となっております。 

 なお、街づくり会社が整備する物産館等に係る投資

計画は３億2,000万円程度と伺っているところであり

ます。 

 次に、中心商店街への波及効果についてであります

が、直接的には11商店会を対象として実施いたします

ふれあい空間、ポケットパーク等の高質空間形成施設

整備により、来街者にやさしくわかりやすい街並みを

創造することとしているところでありますが、街なか

再生核施設への流入人口を既存商店街に誘導する仕組

みと展開につきましては、商店会・商業者みずからに

よる積極的な取り組みが不可欠であると考えるもので

あります。 

 したがいまして、その共通認識のもとに、一刻も早

く取り組み内容について協議し、具体的な活動につな

げていただきたいと切望するものであり、市といたし

ましても久慈商工会議所と一体となって意識の醸成と

活動支援に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、交通安全対策についてお答えをいたします。 

 最初に、久慈東高校前交差点への信号機の設置見通

しについてお答えをいたします。 

 久慈地区交通安全対策協議会では、年１回、広域管

内の交通安全の確保に向け、関係機関合同で危険箇所

や交通関連施設等の点検を行っておりまして、設置の

必要が認められる信号機などの交通安全施設につきま

しては、警察署が所掌する交通規制対策協議会での協

議を経て、岩手県公安委員会に上申し決定されるもの

であります。当該箇所は17年度に点検を行い、信号機

の速やかな設置について要望をしてきたところであり、

本年度、県において予算化され、現在、工事発注に向

けて事務を進めているとのことであり、でき得る限り

早い時期に設置する考えであると久慈警察署より伺っ

ているところであります。 

 次に、国道281号川貫地区への押しボタン式信号機

の設置見通しでありますが、当該箇所につきましても、

先と同様に交通安全施設等の点検において確認をし、

平成15年度から継続要望してきているところであり、

本年度においても引き続き要望してまいる考えであり

ます。 

 次に、駐車違反の取り締まり強化に関する商店街か

らの駐車禁止緩和要請の有無についてでありますが、

道路交通法の改正によりまして、６月１日から違法駐

車の取り締まりが強化されたところであります。従来

の時間を定めての継続的な停止を違法駐車とする扱い

に加えまして、運転手が車両等から離れ、直ちに運転

することができない状態を放置車両として違法駐車に

認定する扱いとなったところであります。 

 なお、岩手県内における民間委託による取り締まり

は、現在、盛岡地区３署、これは盛岡西、盛岡東、紫

波の３署と伺っておりますが、これら３署の対象地域

であるとのことであります。また、市内における警察

署への問い合わせは、違法駐車となる場合の形態や取

り締まりの方法等についてでありまして、商店街等か

らの駐車禁止の緩和等の要請は受けていないとのこと

であります。 

 いずれにいたしましても、新制度により市民が混乱

をしないよう関係機関・団体等と連携をし、周知・啓

発等に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、子供の安全対策についてお答えをいたします。 

 登下校中の子供たちの安全安心運動の実施状況につ

いてでありますが、昨年来、児童・生徒が犠牲となる

痛ましい事故・事件が相次いで発生し、憂慮すべき事

態にあります。 

 市を初め、久慈市防犯協会及び久慈地区防犯協会連

合会では、市内各地域防犯協会のほか広域各市町村の

防犯協会に対し、子供の安全確保に向け学校等と連携

した安全対策への取り組みの強化を依頼してきたとこ

ろであります。 

 また、その対策の一環として、地域防犯協会の会員

を初め老人クラブ、消防協力会等々、市民ボランティ

アによる防犯パトロール員を募り、本年３月から154

名のパトロール員が各地区において、また、小学校に

おきましても独自に防犯パトロール隊を組織し、登下

校時の子供の見守り等安全確保のための活動を展開し

ているところであります。 

 加えまして、去る６月９日には、久慈地区防犯協会

及び久慈警察署が連携をいたしまして「子供を守る緊

急集会」を開催し、共通認識のもとに活動の活発化を

図っていくこととしているところであります。 

 いずれにいたしましても、子供の安全の確保は地域

全体で担うべき責務であると考えており、学校、地域、

ＰＴＡ、防犯団体等各機関が連携した取り組みが重要
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であり、今後とも防犯意識の醸成や取り組みの強化に

努めてまいる考えであります。 

 また、学童保育所設置計画についてでありますが、

現在５カ所で学童保育を実施いたしております。平成

16年度には待浜学童、平成17年度は長内学童を改修整

備したところであり、今年度は久慈湊学童の整備に向

けて取り組んでいるところであります。学童の運営に

つきましては、父母会等に委託する方式により事業の

推進を図っているところであり、各小学校区における

保護者のニーズの存在と運営組織の確立が前提条件で

あると考えております。 

 なお、現在のところ、新たな学童保育所設置に係る

具体的な要望が出されていない状況にありますが、今

後、全小学校区を対象にニーズを把握するとともに、

可能性について調査したいと考えております。 

 次に、県立久慈病院の医師確保等についてお答えを

いたします。 

 まず、麻酔科の医師確保についてでありますが、３

月に麻酔科の常勤医師が不在となる情報を得まして、

３月24日に県立久慈病院長に麻酔科医師の継続配置を

要望したところであります。 

 県立久慈病院からは、岩手医科大学に派遣要請をし

た結果、岩手医科大学の麻酔科の医師が増員した場合、

優先的に常勤医師を派遣してもらえることになってい

ると伺っているところでありますが、麻酔科医師の早

期確保につきましては、岩手県に対する重点事項要望

等で引き続き要望してまいりたいと考えております。 

 次に、県立久慈病院への禁煙外来設置の働きかけに

ついてでありますが、今後において、県立久慈病院と

協議してまいりたいと考えております。 

 次に、県立久慈病院運営協議会の機能強化について

でありますが、運営協議会は、病院の運営に関して市

民からの意見、提言、要望をいただき、病院の運営に

生かすことなどを目的に設置されていると認識してお

り、その機能を十分発揮できるよう、事務局である県

立久慈病院に要請してまいりたいと考えております。 

 次に、介護保険制度についてお答えをいたします。 

 まず、予防プランの作成体制についてでありますが、

地域包括支援センターの職員３名のほかに、市保健師

との連携や居宅支援事業所に対する一部委託などによ

り対応してまいりたいと考えております。 

 次に、ヘルパーによる生活援助の制限でありますが、

新制度では、要介護者の生活援助に要する時間が１回

につき最大90分に制限されております。ただし、必要

により２時間以上の間隔を置いた場合には、複数回訪

問できることとなっておりますことから、大きなサー

ビスの低下にはならないものと考えております。 

 次に、品目横断的経営安定対策についてお答えをい

たします。 

 現状と問題点でありますが、さきの新政会代表、下

斗米議員にお答えしたとおり、この対策は、これまで

の全農家を対象として品目ごとに講じてきた対策を、

担い手に対象を絞り、経営全体に着目した対策に転換

するものであります。 

 当市の現状といたしましては、対策の要件を満たす

対象者は、現時点で認定農業者で３人、集落営農組織

等では該当がなく、対策の要件が生産状況等から厳し

い内容となっているものと認識をいたしております。 

 その対応策として、農地集積等を図るために、米の

生産目標数量を担い手へ重点化配分を行うなど、条件

整備に努めているところであります。 

 また、対象外の生産者への振興策についてでありま

すが、国は、小規模な農家等が対策の担い手の一員と

なる方策として集落営農を推進しているところであり

ます。市といたしましても、対象外となる農家が少な

くなるように、久慈市水田農業推進協議会におきまし

て、集落営農に向けての取り組みに対する助成として、

集落営農実践活動支援事業や農業生産法人等育成支援

事業を実施しているところであります。 

 次に、学校給食の食材確保のための供給体制の確立

についてでありますが、この確立には、食の安全につ

いての関心がますます強くなる中で、地元の食材の安

定した生産、供給が必要であり、地産地消による農業

振興の観点からも供給体制の確立が必要と認識をいた

しております。このことからも、関係機関、団体等の

理解と連携を深めてまいりたいと考えております。 

 次に、国土調査問題についてお答えをいたします。 

 ご承知のとおり、国土調査は市が境界を確定するも

のではなく、当事者同士の合意で確定するものであり、

合意に至らない場合は筆界未定となるものであります。

なお、調査後、地籍図、地籍簿の20日間の閲覧期間を

設けているものであり、異議ある場合には、その旨を

申し立てできる仕組みとなっております。仮に調査確

定後に確認漏れ等錯誤があった場合には、土地所有者、
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利害関係人からの修正申し出を受けて修正を行うもの

であります。 

 また、国土調査後の境界紛争等で裁判になった件数

とその結果についてでありますが、これまで市が把握

しておりますのは、岩手弁護士会・盛岡地方裁判所か

らの照会及び土地所有者からの報告があった３件であ

りまして、１件は和解、１件は原告の勝訴、１件は敗

訴と伺っているところであります。 

 次に、新エネルギーの推進についてお答えをいたし

ます。 

 まず、バイオマスタウン構想の策定の考え方と策定

時期につきましては、さきの新政会代表、下斗米議員

にお答えいたしましたとおり、構想を平成18年度内の

策定を目指して取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、どんぐり工房の使用済み食用油のリサイクル

に対しまして協力体制の整備を図るべきではとの提言

についてでありますが、どんぐり工房では本年３月末

より試作を始め、市内の飲食店、ホテル、学校給食セ

ンター、長内保育園などから使用済み食用油を引き取

り、それを原料に軽油代替燃料を精製し、６月１日に

は実走テストが行われたと伺っております。今後、ど

んぐり工房のリサイクルシステムや処理能力などを把

握するとともに、軽油代替燃料の精製・利用に関し、

広報などを通じ情報提供するとともに啓発に努めてま

いりたいと考えております。 

 次に、公共下水道の普及についてお答えをいたしま

す。 

 公共下水道の利用促進策でありますが、本年３月31

日現在、普及人口8,131人に対しまして、水洗化人口

3,752人、水洗化率46.1％となっております。未水洗

化の主な理由は経営不振、低所得、高齢、年金生活等

経済的な要因が主なものとなっております。こうした

ことから、水洗化促進のため、これまでも水洗便所改

造資金融資制度の見直し、戸別訪問、文書、パンフ

レットによる要請活動、地区説明会、展示相談会等に

取り組んできたところであります。 

 今後の利用促進の向上策でありますが、従来の活動

を継続し、さらに今年度は下水道課に普及グループを

新設させるなど、促進活動をより一層強化し、水洗化

率の向上を図ってまいりたいと考えております。 

 以上で、日本共産党久慈市議団代表、城内仲悦議員

に対する私からの答弁を終わります。 

○議長（菊地文一君） 鹿糠教育長。 

〔教育長鹿糠芳夫君登壇〕 

○教育長（鹿糠芳夫君） 日本共産党久慈市議団代表、

城内仲悦議員のご質問にお答えをいたします。 

 山形小学校用地問題についてでありますが、まず、

昭和50年当時、山形小学校用地の一部を借地で使用し

ていた経緯については承知しております。また、校舎

敷地分については、昭和50年から平成３年にかけて買

収しておりまして、このほかに、昭和47年に校庭敷地

部分の寄附を受けております。したがいまして、現在

の学校用地には借地部分はないものと認識しておりま

す。 

 以上で、私からの答弁を終わります。 

○議長（菊地文一君） 再質問、関連質問を許します。

31番城内仲悦君。 

○31番（城内仲悦君） 再質問します。 

 第１に、今、山形小学校の部分ですが、１番目の昭

和50年当時借地だったという答弁があったわけですけ

れども、その際の借地契約書があるのか、それでその

際の借地契約先はだれなのか。もし、その契約書がな

いということがあったとすれば、なぜそれがないのか

その理由についてをまずお聞かせいただきたいという

ふうに思います。それが第１点です。 

 第２点は、地方交付税の問題で、10年は保障されて

いるが19年度以降について総務省では、国の動きは大

変危うい状況も出てきているということで、市長会を

通じて頑張っていくという表現があったんですけれど

も、この問題はやはり交付税をきちんと確保していく

ということが、今後財政運営における極めて重要な点

だと思うので、その点の確保は本当に全力を挙げて

やっていただきたいと思うので、再度その点は答弁を

願いたいと思います。 

 三つ目は、特別参与の問題で、市長は旧市村の行政

あるいは一体化の醸成に必要だという答弁であったの

ですが、ただ、助役２人体制という状況の中で、特別

参与の所管が今答弁あったような状況ですけれども、

果たして非常勤という状況の中で市長が言う仕事が十

分発揮されるのか。期間も来年度はどうするんだと聞

いたときに、たしかきのうの答弁では、期間は言えな

いという話であったのですが、そういう点も含めて、

報酬月額は38万8,000円ですから、年間だと400万を超
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える報酬なわけです。そういった意味で、この間市長

は臨時職員の給料も下げているという状況がある中で、

こういった状況を市民が見たときに、やはり市民感情

からいうとどうなのかなというのを私は思うのでその

点。やはり必要な金の使い方を考えたときに、一方で

は臨時職員の賃金を減額すると、一方では特別参与と

いう形でやるということについては、一定の批判があ

るのではないかと思うので、その点の考え方をもう一

度お聞かせいただきたいというふうに思います。 

 街なか再生の問題ですが、答弁では市の分が総額10

億9,000万、それから街づくり会社の分が３億2,000万

ですから約14億というお金が投下されるということが

あるわけです。それで、土地買収は先ほど説明なかっ

たですけれども、移転補償の内訳が出ていませんが、

その点も含めて再度答弁をいただきたいんですけれど

も、そういう高額なお金が投資されようとしていると。 

 それで今度、まちづくり三法が改正になって当然今

までの計画を再度練り直しをしなければならないし、

協議会で市が責任を持ってやらなければならないとい

う状況が出てきています。たしか今年度当初予算270

万計上になったかと思いますが、新たにそのお金をか

けて再度計画をつくり直さなければならないというこ

とですけれども、結局、市の考えていることはその

270万をかけて、現在やっていることを追認した形で

の計画にして、新たに国の認可を得ようとしているの

か、その点私はちょっと納得いかないところなんです

けれども、その点の内容についてもお聞かせをいただ

きたいというふうに思います。 

 次に、国土調査の問題です。 

 答弁は、当事者間の合意で確定するんだと、それは

そのとおりです。しかも私、第１条を申し上げました

ように、科学的な調査が必要なんだということです。

それで、昭和46年から49年までの間、久慈市がやった

ことは立ち会いを求めないで測量したんですよ。この

ことは、何回も私は議会でこれまで言ってきました。 

事実として認めているんです。その結果、あとから錯

誤としてわかってきたんです。したがって、昭和46年

から49年の間の調査に対して市の責任はあると思うん

ですよね。第１条の科学的な調査に反しているんじゃ

ないですか。この点を明らかにしてほしい。 

 それから、錯誤があって市民の方が市に来た場合に、

関係者の同意がないと境界を確定できないんです。そ

うですよね。それで、相手が同意しない限りできない

から裁判になるんです。先ほど弁護士会の報告で、和

解が１件、原告勝訴が１件、原告敗訴が１件という話

をしましたが、私が知り得る範囲では、仙台高裁で原

告が勝ったのが１件、つい先日、盛岡地裁で原告が

勝ったのが１件。私はこの２件は存じ上げております

が、しかも、今回の盛岡地裁においては、久慈市の職

員が証人として出向いております。 

 そういった中で原告が勝訴しているんです。この際

に数十万のお金がかかっているんです。ところが費用

は、原告が当然自分の分は払うわけです。その費用を

私は、全額払えとは言いませんけれども、そういう要

綱なりつくって、この昭和46年、49年の国調に起こっ

たふぐあいの解決をするために、市としてそういう費

用を一定程度補助するなりそういう制度をつくるべき

だと私は思いますが、お聞かせを願いたいというふう

に思います。 

 次に、食用油からバイオディーゼルを生み出す仕事

がどんぐり工房で始まりました。極めていい事業です

よ。それで、お聞きしましたら、１日の能力は100

リッターだそうです。週５日間、１カ月20日で2,000

リッター、そのぐらい集めればもう事業として非常に

採算ベースに乗ると。そういった意味では、広報等で

周知していくという答弁ありましたけれども、これは

事業所と、もうちょっと密にして、あそこの施設を支

援していくことになりますから、この点について、も

うちょっと市としても、業者だけじゃなくて家庭でも

使っているわけですから、家庭からも集めるシステム

をどうつくっていくかというものを含めて私は検討し

ていただきたいし、その窓口もどこが担当するのか

はっきりしていただきたいと思いますが、その点をお

聞かせください。 

 それと、この機械のリース料は月５万8,000円で６

年間払わなければならないそうです。そうすると大体

400万超えていますね。こういったお金についても、

市として補助する検討が必要ではないかというふうに

思うんですが、お聞かせを願いたいと思います。 

 もう１点、農業の問題です。先ほど市長の答弁では、

久慈市の該当者がほとんど皆無に近いと。３名あるい

は集落営農ではなしという状況ですよね。市長、この

施策について、言えば悪いけれども政府がやってきた

農業政策でまともに成功した例は今までない。しかも
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今回は、ほとんどの農家を排除する。私も米をつくっ

ていますけれども、私も排除になるんです。いわゆる

支援対象にならない。これは市長も田んぼをつくる状

況を見てわかっていると思うんですが、水田というの

は水路がないと米をつくれないんです。水田と畑の違

いは水路があるなしの違いなんです。したがって、水

田の水路は一農家だけでは管理できないんですよ。上

流、下流があって農家が共同してやるといういわゆる

集落がないとできないのが私は水田だと思うんです。

そういった意味で、私はこの担当も非常に苦労してい

ると思う。だから、県に対しても国に対しても今年の

秋までに担い手を報告しろというふうに来ていますけ

れども、もっと時間がほしいとか、あるいはもう少し

やり方を、規模のことは言っていますけれども、もっ

と時間がないと、しかも現実に合わない数字を持って

きたって今のような状況ですから、私はそういう要請

を市としてやってほしいし、東北管内の議会とか農業

委員会では、この政策の撤回を求める請願の採択とか

意見書もどんどん上がっているんです。そういった意

味では、やはり実態に合わないということを市として

もきちんと声を上げてほしいというふうに思うんです

がお聞かせください。 

 もう１点ですが、学校給食の関係で食材の関係で関

係機関と連携をしていきたいという答弁があったとこ

ろですけれども、例えばお米、調べた17年度、11月か

ら３月までは久慈産を使っているんです。４月から12

月まで岩手県産米を使っている、旧久慈市ですけれど

も。そうすると５カ月は久慈産米、７カ月は岩手県産

米なんです。なぜかというと、供給体制が不十分だと

いうところから生まれているようなんです。そういっ

た意味では、農協との連携をしっかりとっていくと、

そういう話し合いをしていくと。そういった中で肉類

も久慈産はゼロですし、旧山形でも米は地元産ゼロで

すし、そういった意味では地元の食材を使っていくた

めに、新しい役員体制になった農協との連携を進めて

いく方向を打ち出してほしいのですが、その点お聞か

せいただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（菊地文一君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 何点かご質問がございました。

私から答えられる部分につきましては、極力私から答

えてまいります。残余の問題につきましては、関係部

長等から答弁させますので、ご理解を賜わります。 

 まず、交付税の件でありますけれども、交付税はご

承知のとおり地方固有の財源であると、こういった認

識を私自身も持っております。そういった中で総額確

保、これらは全国市長会等々を通じながら国に対して

強く働きかけを行っているところでありますが、一方、

国におきましては、ご承知のとおり、三位一体改革に

倣ってでしょうか、最近は歳入歳出一体改革とこう

いったことでこの交付税等の問題も議論しているよう

であります。 

 私、これは私見でありますけれども、中間的な支出

である交付税を、総額を抑制していくといった国の議

論、これはまことに私どもの主張とは相入れない議論

であると、このように思っております。最終的な支出

の部分を議論することなく、中間的な支出の部分であ

るこの交付税を、総額抑制をしていくんだと、こうい

った乱暴な議論がまかり通るようなことではならんと、

このように思っておりまして、あらゆる機会を通じま

してこのことを訴えてまいりたいとこのように思って

おります。 

 それから、特別参与の件でございますけれども、合

併に伴いまして、まず第一に必要なことは一体感の醸

成であるとこのように思っております。また同時に、

答弁でもたびたび申し上げておりますけれども、新市

建設計画、事務事業調整等の着実な履行、執行が必要

であるということ。さらに加えて申し上げますならば、

新たな市としての総合発展計画、総合計画を策定をし

ていかなければならないということでございますし、

さまざまな多くの課題を新市は抱えております。 

 こういった状況にありますことから、当時、村行政

をあずかっておられたその立場の方に、持てる力を十

分に発揮していただきながら、今申し上げた目的達成

のために活躍をしていただこうというのが私どもの採

用の趣旨でございます。この特別参与の仕事としては、

庁議への参画がございますし、重要な施策決定に際す

る意見をいただくことなどもございますし、あるいは

市を代表する形でいろいろな行事に参画をしていただ

いたり、要請活動、これらについても行っていただい

ているところであります。 

 いずれ先ほども答弁申し上げましたとおり、市民の

方々からは、このことについてはご理解をいただいて

いるものと私は認識をいたしているところであります。 
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 それから、品目横断的経営安定対策についてでござ

います。私の率直な感想を申し上げますと、要件、こ

れは面積要件等々を含めてでありますが、この要件が

この地域にはなかなかに合わない要件であるとの認識

を持っております。できる得るものならば知事特認

といったものを、要件の緩和ができるわけであります

が、さらに緩和できるようなことをお願いをしていか

なければならない。また、国の流れでありますけれど

も、これはご承知のとおり、ＷＴＯの関連等から世界

の中でも農業政策といったものを展開するという要請

もまた日本は受けているわけでありますし、果たして

いかなければならない。 

 そういった中で、産業としての米づくり、あるいは

集落を維持し、そこを活性化させていくという観点か

らの農業、こういったものをどうミックスしていくか、

実現していくかといったことが本当に大きな課題であ

ると思っております。 

 したがって、たまたまでありますけれども、東北地

方農政局長が久慈にお見えになる機会があるようであ

ります。こういった機会をとらえるなり、あるいは私

どもから出向いて行くなりしながら、この地域の実態

といったものについて、国においてしっかりと理解を

していただいた上で政策を決定していただきたい旨の

要請を行ってまいりたいと考えております。 

○議長（菊地文一君） 卯道産業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） 街なか再生の関係に

ついてお答えを申し上げたいと思います。 

 法改正に伴う対応の関係でございますが、今般の法

律の改正に伴いまして、市町村が中心市街地活性化の

基本計画を策定をし、それを国の認定を受けるという

制度になったものでございます。今般、この中心市街

地活性化の基本的な方針について国が示すというふう

なことになっておるところでございまして、まだその

内容については通知が出ていないところでございます

が、これから確認をして取り組んでまいりたいという

ふうに思っているところでございます。 

 この計画の策定に当たりまして、中心市街地活性化

協議会というものを立ち上げて広く意見を伺い、そし

て、この活性化協議会が国の認定を受けました基本計

画の推進に当たっては、一定の振興に当たっての意見

を申し述べることができるというふうなことで、非常

にこの活性化協議会の役割というものが大きくなるも

のでございます。 

 現在、この街なか再生の事業を推進しておりますＴ

ＭＯの機関については、法制度上はなくなることにな

るわけでございますが、改正法の説明等を見ますと、

引き続きＴＭＯが大きな主体的な役割として新法の中

で取り組みをしていただきたいというふうなことに

なっているものでございます。 

 いずれにいたしましても、私どもが現在進めており

ます計画は、新しい活性化基本計画の中でそのまま位

置づけをしてまいりたいとこのように考えているもの

でございます。現在の計画を一応見直しをしたり、そ

れから関係者が参画するというふうな新たな取り組み

が必要になってまいりますので、今回の法改正を前向

きに受けとめまして、さらに事業の熟度というものを

高めてまいりたい、このように考えているところでご

ざいます。 

 それから、バイオディーゼルの関係につきましてで

ございますが、私どもも、どんぐり工房の方から内容

等を伺ったところでございます。一番困っております

のは原料の入手の関係でございました。植物性の廃油

というふうなことでございまして、動物性ラードにつ

いては使用できないというふうなことでございまして、

その原料の調達が大変というふうなことでございまし

た。 

 ただいま議員からご指摘のありました、家庭からの

収集ということでございますが、家庭からの収集に加

えて広く地域ぐるみでの取り組みというふうなものも

必要になるのではないかなというふうに思っていると

ころでございます。すばらしい事業でございますので、

新エネルギービジョンのところでこういった事業の取

り組みについて啓発したり、取り組みを支援するとい

うことになっておりますので、積極的な取り組みをし

て支援をしてまいりたいと、このように考えていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 中森農林水産部長。 

○農林水産部長（中森健二君） 国土調査についてお

答えを申し上げます。 

 城内議員は昭和46年から49年の国土調査については、

立ち会いをしていないというふうなご見解でございま

すが、当時の国土調査のやり方でございますけれども、

昭和56年以前につきましては、当該土地の所有者その
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他の利害関係人またはその代理人の立ち会いを求める

ということになってございました。昭和56年以降でご

ざいますが、国土庁土地局長通達によりまして、立会

人の氏名の記載が義務化されております。その後、平

成５年には、これも国土庁土地局長の通達でございま

すけれども、立会人の署名に加えまして押印が義務化

されてございます。そういうことで、確かに当時の国

土調査は、立ち会いをしたのかどうかという確認がで

きない部分が221件ほどございまして、久慈市が事業

主体となっておりましたので、久慈市が国土調査に

よって修正をしてございます。 

 そういう状況でございますけれども、いずれ先ほど

市長の方からも申し上げましたが、これは当事者同士

の合意で確定するものだという原則に基づきまして市

は認識してございます。そういうことで、市の責任と

して、裁判費用の負担について制度化をする考えはな

いのかというふうなことでございますけれども、これ

につきましては、市としてはその義務を果たす責務は

ないとこのように考えてございますのでご理解をいた

だきたいと思います。 

 それから、次に、給食の食材につきまして、供給体

制の確立をすべきというふうなことでございます。 

 議員のお話のとおり、供給体制の確立は重要とその

ように考えてございまして、農協とさらに具体に協議

をしてみたいと、このように考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 大湊教育次長。 

○教育次長（大湊清信君） 山形小学校用地の関係で

ございますが、これにつきましては、昭和50年当時、

賃貸借の契約があったかということでございますけれ

ども、50年当時につきましては、契約書云々につきま

しては、私の方では承知できませんでした。ただ、58

年10月１日付の約定書によりまして、賃貸借の債権・

債務の関係がわかったということは、書類で承知して

おります。内容につきましては、お三方の方から土地

をお借りしておったということで、これについては58

年10月１日の約定書で、賃借料にかわる補償というこ

とでお支払いをしているという内容になっております。 

 以上です。 

○議長（菊地文一君） 城内議員。 

○31番（城内仲悦君） ２点お伺いします。 

 １点は学童保育所ですが、市長からニーズの把握を

するんだということで前向きな答弁をいただいたとこ

ろですけれども、私どもの方には、宇部小学校区ある

いは大川目小学校区等とも何とか欲しいと、つくりた

いというつぶやきが聞こえてきているんです。これに

は場所と指導員と父母会なりが必要なわけで、これは

久慈市なら久慈市連絡協議会、あるいは県には岩手県

連絡協議会等もあるわけで、そういった意味では、そ

ういうところとの連携も含めて、この点はぜひ実現を

するためにお力をかしていただきたいと思うんですが、

再度答弁をいただきたいと思います。 

 それから、もう一つは、駐車違反の取り締まりの民

間委託の問題ですが、確かに盛岡圏では３署ですけれ

ども、ほかの警察署でもこれと同じやり方、結局警察

官や交通巡視員の取り締まりもこの方法に変わると、

したがって、前のやり方でなくて久慈市内においても

警察官は市長が言ったように、車から離れれば違反な

んだという形で捕まえるんだということになりますと、

駐車場がまだまだ少ない久慈市の中心商店街の方々で

は本当に駐車場までみずから設置できない、そういう

余裕がない、余裕がある人はいいけれども、ない場合

もあると。そうすると買い物に来た方が安心して買い

物ができないという状況があるわけで、そういった意

味で私のところには、商店主から何とか駐車違反につ

いても市街地の商店街の規制について、市としても緩

和について働きかけてほしいと。それで、この規制を

民間委託するときに、駐車禁止を解除、緩和した道路

の総延長は、2004年１月から今年３月までで約２万

200区間、１万5,800キロが解除または緩和になってい

ます。そういった意味では、久慈市内のああいうメー

ンストリートの通路をそういった緩和なり駐車禁止の

解除地域にできないのかということも含めて、これを

検討してみていただきたいと思いますので、答弁をい

ただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（菊地文一君） 佐々木健康福祉部長。 

○健康福祉部長（佐々木信蔵君） 学童保育所につい

てお答えをいたします。 

 市長が答弁したように、学童保育の運営につきまし

ては、父母の会等に委託をする方式により事業を展開、

推進しているところでございます。委託する際の要件

としては、社会福祉事業法の届け出を出しているかと

か、指導員がいるかとかいうふうな部分等がございま
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すが、いずれ相談に乗ってまいりたいというふうに考

えておりますのでよろしくお願いをいたします。 

○議長（菊地文一君） 卯道産業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） 商店街の駐車場問題

についてお答えを申し上げたいと思います。 

 中心部を通っております国道281号は幹線でござい

ますので、これまでもいろいろな議論のあったところ

でございますが、引き続き検討してまいらなければな

らないというふうに思っております。そういった中で、

まちを訪れる人たちの利便性等の向上を図るための実

験事業に商店街が取り組むというふうなことを今年度

予定しているものでございまして、五つの商店会が共

同いたしまして八つの駐車場、150台の連携をいたし

ましてこはくの街・久慈ハートフルパーキング事業と

いうふうなことで、買い物に来た方の利便性の向上を

図るというふうなそういう取り組みを予定しているも

のでございまして、こういった商店街、商店の方の自

主的な取り組みというものに大いに期待をいたしてい

るところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 30番小野寺勝也君。 

○30番（小野寺勝也君） 関連質問いたします。 

 山形小学校の用地問題についてお尋ねをいたします。 

 地域の子供たちの教育振興のために地権者が用地を

お貸しくださって、教育振興に寄与されたということ

については、敬意を表するわけであります。それに対

して、行政が一貫した道理ある対応をしてきたのかど

うかという点で、いささか疑問なしとしないので若干

お尋ねします。 

 その第１点は、小学校の校舎敷地です。戦後から現

在まで建設場所が基本的に同じ場所であることに間違

いがないのかどうか。第１点。 

 それから、第２点は、先ほど昭和50年当時までの借

地だったと。賃貸借契約書を承知していないというこ

とですが、これは、後で予算委員会もあるわけですか

ら、賃貸借契約書があったのかどうか、どういう内容

だったのか調べていただきたい。 

 第３点、教育委員会から資料でいただいた、先ほど

ちょっとあった昭和58年の協定書のこの附属文書によ

ると、賃貸借積算の基礎になったナンバー１からナン

バー５までありますね。このナンバー１、535坪、こ

れは昭和50年まで。ナンバー４、60坪、ナンバー５、

197坪、これは昭和52年までその借地料が払われてお

りますね。なぜ、それ以降、借地料が支払われなく

なったのかそれぞれお聞かせください。 

 第４点、学校用地がいわゆる土地名義人と地権者の

双方が存在するというもとで、一部は土地名義人、一

部は地権者から、先ほど答弁ありましたが、昭和50年

から平成３年までですか、買収をしているわけですが、

なぜそういう違いが出てきたのか、その理由は何なの

かお聞かせをいただきたいと思います。 

○議長（菊地文一君） 大湊教育次長。 

○教育次長（大湊清信君） ただいまご質問ありまし

た３点につきましては、現在、資料を持ち合わせてお

りませんので調査の上、お答えしたいと思います。ま

た、賃貸借契約の有無については、これは約定書にも

ありましたとおり、賃貸契約そのものは存在しなかっ

たというふうには類推できるところでありますけれど

も、これについても調査してまいりたいというふうに

考えております。 

 以上です。 

○議長（菊地文一君） 答弁できる方いませんか。30

番小野寺勝也君。 

○30番（小野寺勝也君） 答弁できない、調べて出す

ということでよろしいですね。それでは、この問題に

ついてもう２点お尋ねをいたします。 

 昭和48年４月１日付、これは山形小学校用地に関す

る土地賃貸借契約書及びこの契約書に伴っての覚書が

あるというふうに聞いているんですが、その点の存在

を承知していますか。この契約書の覚書によると、土

地名義人は地権者に所有権があることを覚書上認めて

いるんですね。しかるに、先ほどあった昭和50年３月

に、村はこの土地名義人から用地を買収している、２

年後の昭和50年ですね。これはいかなる理由によるも

のかですね。 

 それから２点目ですが、しかも、この買収をしたと

される場所は学校校舎の敷地と言われている。しかも、

この床下に赤線があると国調ではなっています。この

買収面積は1,770平方メートルと言われておりますが、

この土地の中に、先ほど言った赤線面積が幾らあった

のか。そして、これはいわゆる国有財産ですね、です

から、その買収代金はどのような扱いをしたのか。そ

れについてお答えください。もし、お答えできないと

するならば、少なくとも予算委員会までにお調べいた
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だいて、その契約書等があるのであれば資料として提

示をいただきたいということであります。 

 次に、介護保険の問題についてお聞かせをいただき

ます。いわゆる要支援１、ケアプランを作成しなけれ

ばならないわけですが、先ほどの答弁で、支援セン

ター、保健師あるいは委託で対応するということでし

た。ところが久慈市の場合はどうですか。実際問題と

して、委託する場合に委託料が半分になりましたね、

4,000円程度ですか。さらに、１人で８件以上ケアプ

ランの作成はだめだというふうに聞いているんですが、

そういう状況の中で果たして対応できるのかどうか。

いわゆるケアプランの作成ですが全体で何名ぐらいに

なりますか。そして、先ほど答弁いただいた体制でで

きるのかどうかという点、お聞かせをいただきたい。 

 それから、２点目ですが、これは医療制度とも関連

するわけですが、療養病床が全国で38万から15万床に

６割削減になるということが出ていますよね。もしそ

うなった場合に、久慈市でこの療養病床が何床で、そ

れが削減された場合どうなるのかという点であります。

実は、現在でも介護待機者が399名ぐらい管内でいる

わけですが、そのうち103名ぐらいは現在病院に入院

されているんです。この病院のベッドがこういうふう

に６割も削減されるとなった場合に、まさに行き場が

なくなるという状況が出てくると思うんですが、この

点の対応策についてもお聞かせをいただきたいと思い

ます。 

 それから、街なか再生についてお尋ねをいたします。 

 この街なか再生、先ほど全体の事業費10億9,000万

という話をされましたが、プラスいわゆる今回の土地

取得、移転補償、５億800万ですか、結局17億を超え

る全体の投資額ということになろうかと思いますが、

これは確認させてください。それでよろしいでしょう

か。同時に、私はこの問題では、多額の投資だという

こと。それからさらに、きのう来出ているように、街

なかの活性化は必要だと。しかし、急にこれだけの多

額の投資が果たしてどうなのかと、そして、ある程度

採算も考えなくてはならないでしょう、そういう見通

しでどうなんだという声があるのも事実だと思うんで

す。 

 そういう点では、きのうも出ていましたけれども、

行政評価の問題で、事後評価でなしに事前評価、外部

による事前評価をやる必要があるのではないかという

ふうに思うんですけれどもいかがでしょう。お聞かせ

をいただきたいと思います。 

 それから、人事行政について１点。きのう来出てい

るわけですが、この間県内で合併が10カ所ありました

ね。そういう中で、特別参与あるいは特別職から一般

職への切りかえという事例が県内にあるのかどうか、

私はあったとしてもせいぜい１カ所ぐらいではないの

かなと思うわけですけれどもお聞かせください。 

○議長（菊地文一君） 佐々木健康福祉部長。 

○健康福祉部長（佐々木信蔵君） 地域包括支援セン

ターでのケアプラン作成ができるのかということにつ

いてのお答えをします。 

 実は、地域包括支援センターでは、保健推進課のケ

アマネジャーの資格をもっている保健師合わせて７人

ほどの兼務発令をしております。いずれ件数が多く

なっても、そういう形で課をつないで課と課の連携を

とりながらこの件数に対応していこうということで組

織的な部分で連携をとっているところでございます。 

 あと、療養病床の関係でございますが、国では38万

床あるベッドを、将来的には15万床に医療型だけにす

ると、残りの25万床についてはなくすというふうなこ

とでございます。それで、国では第４期の介護保険事

業計画を作成する際に、老人保健施設あるいは有料老

人ホーム、ケアハウス等で補てんをやる、賄ってもら

うというようなことでは出しておりますが、その内容

についてはまだわからないところでございます。それ

から、管内の療養病床等の数でございますが147ござ

います。ですが、先ほど申し上げたように、国ではそ

の減少の補てんをどういうふうにするかという部分が

見えておりませんので、これは単純にどのぐらい減る

かという部分についてはわからないところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 街なか再生、それから人事行

政にかかわって私から答弁をさせていただきます。 

 街なか再生については過大投資ではなかろうかと、

多額の投資をしているのではないかと、その指摘は間

違っておりません。お示ししたとおりの額を投じて街

なか再生をしていこうというものでございます。 

 そうした中で、先ほど来説明をしておりますとおり、

行政として行うべき事業については整理をさせていた
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だいておりますし、民間が行う事業についても説明を

してきたとおりであります。したがって、株式会社と

してその収益が上がる、上がらないのことについては、

これはしっかりと民間サイドで精査をしていただくと

いうことが必要であります。同時に、行政がさまざま

な施設整備等を行っていくわけでありますが、この目

的は、内外の交流の拠点機能として効果を発揮しても

らう、あるいは市民の潤いの空間、憩いの空間として

活用していただく、さまざまな機能を有するものでご

ざいまして、直ちに計算上、損益がどこかということ

は行政の立場からは判断できないところでありますの

で、その点はご理解を賜わります。 

 その上で、事前の評価につきましては、そういった

観点からこれまでもＴＭＯ機関あるいは商工会議所、

さまざまな市民団体、庁内内部での検討を重ねてまい

りました結果、こういった事業をまとめ、提案をさせ

ていただいているところでございますので、事前評価

の考えは持っておりませんことをご理解をいただきま

す。 

 それから、人事行政について、県内合併他市の例は

あるのかないのかということでありますが、八幡平市

では旧首長が助役に任用されていると伺っております

し、盛岡市では旧村長が区長という形で任用されてい

るというふうに伺っているところであります。いずれ

私どもはそういった他市の例を参考にするというより

は、当市の課題をどう解決していくのか、こういった

観点から選任をさせていただいたものでありますので、

ご理解を賜りますようお願いを申し上げます。 

 失礼いたしました。訂正をさせていただきます。八

幡平市と申し上げましたが、二戸市の助役に浄法寺町

長であった方が任用されているというふうに訂正をさ

せていただきます。 

○議長（菊地文一君） 卯道産業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） 街なか再生の関係に

ついてお答えを申し上げたいと思います。 

 事業費の関係でございますが、私どもでお示しして

おります10億9,200万余の中に用地費、補償費等が含

まれているものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 大湊教育次長。 

○教育次長（大湊清信君） 山形小学校の用地の関係

でございますが、小学校そのもの、校舎そのものにつ

きましては昭和47年に建築、体育館については昭和48

年に建築というふうに承知しております。それで、こ

れの賃貸借関係につきましては、その時点から始まっ

ておったというのが約定書で類推できるところでござ

います。その中の校舎用地部分につきましては1,770

平方メートルあったというふうに承知しておりまして、

ここの部分の賃貸借そのものについては昭和47年から

50年までお支払いをしていたと、補償をしていたとい

うふうに承知しております。また、これにつきまして

は、昭和50年３月に売買契約が成立して、その売買金

額をお支払いしているというふうに承知しております。

そこはちょうど校舎と体育館が建っている部分という

ふうにご承知おき願いたいと思いますが、そこの中に

赤線が存在したかということでございますが、これに

ついては、私どもの方の調査では、平成７年の国土調

査の際に赤線が復活したというふうに承知しておりま

す。詳細につきましては、国土調査担当の方からお話

し申し上げたいと思いますけれども、そういうところ

で赤線はその時点で出てきたと、平成７年の国土調査

の段階で赤線そのものが出てきたというふうに承知し

ております。 

 それから、昭和48年４月１日付の契約そのものの存

在でございますが、これについては現在、私どもの方

では手持ち資料がございませんので、再度調査をした

いと思います。 

 以上です。 

○議長（菊地文一君） 再質問、関連質問を打ち切り

ます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

散会 

○議長（菊地文一君） 以上で本日の議事日程は終了

しました。 

 本日はこれで散会いたします。 

午後６時05分   散会 

 


