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午前10時00分   開議 

○議長（菊地文一君） おはようございます。 

 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。 

 入る前に、欠席通告がありましたので、皆さんにご

報告いたします。 

 １番木ノ下祐治議員、28番蒲野寛議員、29番清水崇

文議員、35番東繁富議員の４名の議員から欠席通告が

出されております。４名ともご不幸のため欠席であり

ますので、ご理解、ご了承のほどお願い申し上げます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

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。政和会代表、中沢卓男君。 

〔政和会代表中沢卓男君登壇〕 

○７番（中沢卓男君） おはようございます。 

 私は、政和会を代表いたしまして、市政の当面する

諸課題について一般質問させていただきます。 

 質問に先立ちまして、先般の市長選挙におきまして

すばらしい成績で当選なされ、初代久慈市長になられ

ました山内市長に、心から祝意を申し上げます。 

 また、低迷する経済情勢、雇用情勢、そして厳しい

財政事情での市政執行となるわけでございますが、公

約実現に向けて、さらなる市勢発展のためご活躍され

ることをご祈念申し上げます。 

 また、私も新久慈市議員として、微力ではございま
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すが、市勢発展のため全力を傾ける所存でございます

ので、議員諸兄、当局職員の皆様には、ご指導、ご鞭

撻のほどをよろしくお願い申し上げまして、質問に入

らせていただきます。 

 最初の質問は、合併の成果について２点質問させて

いただきます。 

 １点目は、３月６日に旧久慈市と山形村の合併によ

り新久慈市誕生となり７カ月経過いたしましたが、そ

の成果をどのようにとらえ、また市民の声をどのよう

に把握しているのか、お伺いいたします。 

 ２点目は、新市建設計画の中で、前期５カ年の最も

主要な施策は何なのかお示しください。 

 ２番目に、市政改革について２点質問させていただ

きます。 

 １点目は、公の施設の廃止、統合、民営化などの進

捗状況についてお伺いいたします。 

 ２点目は、指定管理者制度についてであります。今

議会に提案される平庭高原スキー場の指定管理につい

て、ホームページなどを通じて全国公募なされたよう

ですが、全国公募のねらいとしたところは何なのか、

お伺いいたします。 

 ３番目に、防災行政について３点質問させていただ

きます。 

 １点目は、政府の地震調査委員会の予測によります

と、今後マグニチュード7.6規模の地震発生は99％と

極めて高いとされ、住民の方々はとても危機感を持っ

ております。そこで、避難経路や避難場所の整備が重

要と思うわけです。十分な整備の充実が図られている

か、お尋ねいたします。 

 ２点目は、テレビ、ラジオ、携帯電話の難視聴・不

感地域解消への取り組み状況についてお伺いいたしま

す。 

 ３点目は、八戸市では、本年度から大地震や火災な

どに備えて、ひとり暮らしの高齢者の方々で助けを必

要とする人と、それに手を差し伸べる地域支援者を任

意で台帳に登録してもらう災害時台帳作成をするとし

ているが、災害時台帳があれば、災害時の救出や避難

誘導の際に自主防災連合会の組織にも役立てられると

思いますが、当市での作成について考えをお聞かせく

ださい。 

 ４番目に、まちづくりについてであります。 

 行政と市民との協働によるまちづくりの具体的な取

り組みについてお伺いいたします。 

 ５番目に、自然保護についてであります。 

 久慈川、長内川、夏井川の水質環境がよくなり、久

慈川、夏井川の合流する河口付近にシジミがたくさん

生息しております。市民の一人としても大変うれしい

ことです。そこで、自然保護の観点からも、河川にた

くさんの生物が生息できるように環境整備が必要と思

われますが、考えをお伺いいたします。 

 ６番目に、福祉行政についてであります。 

 高齢者等の介護保険に関する知識や理解が十分でな

い住民の方もいらっしゃると思いますが、民生委員さ

ん、区長さん等との連携が十分図られているのか、お

伺いいたします。 

 ７番目に、農林水産業の振興について２点質問させ

ていただきます。 

 １点目は、原油高騰により農林水産業の方々は大変

困っております。原油高騰による農林水産業への影響

についてお伺いいたします。 

 ２点目は、松くい虫の進入防止策、駆除の徹底策に

ついてお伺いいたします。 

 ８番目に、物産館等街なか再生核施設整備計画の進

捗状況についてお伺いいたします。 

 ９番目に、秋まつりの前夜祭の会場が駅前から市役

所に変更になった理由と商店街への影響についてお伺

いいたします。 

 10番目に、観光振興について２点質問をさせていた

だきます。 

 １点目は、平庭高原の闘牛は、東北では平庭大会だ

けですが、観光客誘致に向けた取り組み状況と今後の

具体策についてお伺いいたします。 

 ２点目は、観光客入り込み状況と今後の対策につい

てお伺いいたします。 

 11番目に、雇用問題について２点質問させていただ

きます。 

 １点目は、長引く不況も、都市部では回復の兆しが

出ていると言われておりますが、市内の景気状況を含

めた市内の雇用状況をお伺いいたします。 

 ２点目は、若者の雇用対策、さらに定住に向けた具

体策についてお伺いいたします。 

 12番目に、産業振興について２点質問させていただ

きます。 

 １点目は、県は、基本方向の策定を進めている県
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北・沿岸振興について取り組みを強化するため、企業

誘致などを初め、食産業や観光などの各分野で専門の

推進組織を設置する方針と、また各産業振興策で、市

町村、地域関係者と役割分担や取り組み時期を明確に

する工程表も作成し、県だけでなく、県北・沿岸地域

全体で推進できるよう体制を強化するとしておりま

すが、当市が期待するものは何かをお伺いいたしま

す。 

 また、盛岡東京電波株式会社の酸化亜鉛の大型単結

晶化に成功したことにより、市場におけるさまざまな

分野に大きな期待が寄せられており、固体照明などに

使用されれば１兆円産業にもなり得る可能性があると

言われております。一戸工場には、育成炉の中型炉が

５基整備され、本格的に稼働できれば、さらに育成炉、

中型炉が５基できるよう整備されております。酸化亜

鉛の加工場に久慈工場の拡張も考えられます。県北地

域の誘致企業として最も期待されております。久慈市

ではどのようにとらえているのかお伺いいたします。 

 ２点目は、くし刺し産業を含めた地場産業の育成に

ついてお伺いいたします。 

 13番目に、建設行政について６点質問させていただ

きます。 

 １点目に、湊水門４号の上流河川の整備についてお

伺いいたします。 

 ２点目に、県道野田長内線の整備についてお伺いい

たします。 

 ３点目に、県道、市道、生活道の整備の充実につい

てお伺いいたします。 

 ４点目に、赤線、青線の実態の把握と状況をお聞か

せください。 

 ５点目に、道路、橋梁等の無主物構築物の性質と実

態調査についてお伺いいたします。 

 ６点目に、工事の基本設計額の積算根拠についてお

示しください。また、平成17年度の旧久慈市、山形村

の設計額に対する請負率についてお伺いいたします。 

 14番目に、教育行政について３点質問させていただ

きます。 

 １点目は、７月31日午後１時50分ごろ、埼玉県ふじ

み野市の市営プールのふぐあいにより、小学２年生の

女児が給水口に吸い込まれ水死という痛ましい事故が

あり、文部科学省が８月７日、全国の調査をまとめた

結果によりますと、37都道府県で給排水口管内に吸い

込み防止金具が設置されていないプールが1,596件あ

ることが判明しましたが、当市における調査の安全点

検の結果についてお伺いいたします。 

 ２点目は、旧久慈商業高校校舎の活用について、県

教育委員会との活用検討協議の進捗状況をお聞かせく

ださい。 

 ３点目は、スポーツ振興について、県民体育大会、

北奥羽体育大会の成果と反省点についてお伺いいたし

ます。 

 以上で、登壇しての私の一般質問を終わります。 

○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） 政和会代表、中沢卓男議員の

ご質問にお答えをいたします。 

 最初に、合併の成果についてでありますが、今年度

は、合併合意事項の反映・実行に鋭意努めているとこ

ろであり、おおむね順調に進捗しているものと認識を

いたしております。 

 市民の声につきましては、市長室の開放や「市長へ

の手紙」を実施するなど、把握に努めているところで

あり、さらに本年８月には、市民2,000人を対象に、

合併評価や行政評価等住民アンケート調査を実施いた

したところであります。現在、取りまとめ・集計を行

っているところでありますが、結果の調整、分析によ

りまして、課題等に対応するとともに、久慈市総合計

画に反映させてまいりたいと考えております。 

 また、基本構想審議会及び市政懇談会におきまして

も、市民の意見・提言の把握に努め、市政運営に生か

してまいりたいと考えております。 

 また、新市建設計画の前期５カ年の主要施策につい

てでありますが、光ケーブルによります情報通信網を

整備する夢ネット事業や地域活動や文化継承活動等を

支援いたします地域コミュニティ振興事業を基幹事業

として実施するとともに、中心市街地の活性化を図る

街なか再生推進事業、また教育環境の整備のための来

内小学校及び久慈小学校改築事業などを計画している

ところであります。 

 なお、新市建設計画は、平成17年度から平成27年度

までの計画期間内に実施する事業を盛り込んだもので

ありますが、具体的な事業実施年度につきましては、

今後策定いたします久慈市総合計画の中で検討してま

いりたいと考えております。 
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 次に、市政改革についてお答えをいたします。 

 まず、公の施設の廃止、統合、民営化などの進捗状

況についてでありますが、この市政改革プログラム及

び公の施設の存廃アクションプランに沿って、これま

でに市民体育館ほか74施設を指定管理者制度に移行し、

長内保育園につきましては、社会福祉法人に委譲して

きたところであります。 

 次に、平庭高原スキー場の指定管理の公募について

お答えをいたします。 

 指定管理者の選定につきましては、市といたしまし

ては、公正を期さなければならないこと、また適正な

運営の確保を図るため原則公募してまいりました。特

にも今回の平庭高原スキー場は、専門的な知識や技術

が必要な特殊な施設であり、県内に該当事業者も少な

く、適正な競争を確保すべく公募としたところであり

ます。 

 公募の結果、１者からの申請があり、これを受け、

指定管理者選定審査会におきまして、申請者からの提

案のありました業務実施計画、収支計画について、書

類審査、また面接審査を行い、平庭観光開発株式会社

を指定管理者の候補者として選定したところでありま

す。 

 次に、防災行政についてお答えをいたします。 

 まず、避難経路、避難場所の整備充実についてであ

りますが、避難経路は、私有地を含め、現況をもとに、

避難の効率化を最大限に生かすため地区住民が設定す

る経路でありますことから、その整備に当たっては、

地域の皆様の主体的判断により進められるものと認識

をいたしております。 

 また、避難場所の整備充実につきましては、津波避

難施設標識の設置など、今後、財政状況を勘案しなが

ら整備を進めてまいりたいと考えております。 

 次に、難視聴・不感地域解消への取り組み状況につ

いてお答えをいたします。 

 まず、2011年７月の地上デジタル放送への完全移行

に伴い、新たな難視聴地域の発生が懸念されますこと

から、放送事業者による視聴エリア整備の徹底、簡易

ギャップフィラー導入を可能とする法整備、難視聴対

策に対する財政支援等を岩手県市長会等を通じ、強く

要望しているところであります。 

 また、携帯電話の不感地域の解消でありますが、本

年８月に小久慈町大沢田地区が新たにエリア化された

ところであり、また本年度中に侍浜町麦生地区、小久

慈町岩瀬張地区の２カ所が予定されていると伺ってい

るところであります。エリア拡大につきましては、携

帯電話事業者の採算性の問題など厳しい状況にありま

すが、光ケーブル網の活用を含め今後も継続して要請

してまいりたいと考えております。 

 次に、災害時台帳についてお答えをいたします。 

 高齢者、支援者等を任意で台帳に登録し、災害時の

救出や避難誘導の際に役立てる災害時台帳の作成につ

いてでありますが、個人情報に配慮しながら、他の先

進事例、民生委員や関係機関と連携・協議し、今後の

高齢者、要援護者の災害時の救出のあり方について調

査・研究してまいりたいと考えております。 

 次に、まちづくりについてお答えをいたします。 

 行政と市民との協働によるまちづくりにつきまして

は、本年７月にＮＰＯ・ボランティアとの協働ガイド

ラインを策定し取り組みを進めており、本年度は、地

域づくり、協働などをテーマとして、市民、各団体を

対象とした講演会等の開催を予定しているところであ

ります。 

 また、今年度から実施いたしました地域コミュニテ

ィ振興事業、市民協働道路維持補修事業等により、協

働によるまちづくりを鋭意推進しているところであり

ます。 

 次に、自然保護についてお答えをいたします。 

 久慈川・夏井川合流付近のシジミの生息域の環境整

備についてでありますが、久慈湾の海水と久慈川・夏

井川の淡水がまじった河口付近は、川のもたらす栄養

分が豊富なため、魚のほかシジミなど多くの生物が生

息する汽水域となっております。 

 今後におきましても、源流から河口に至るまで豊か

で良好な水環境を維持していくことが大切であると認

識しておりますことから、公共下水道事業の普及推進

とあわせ、生活排水対策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。 

 介護保険について民生委員等との連携を図り、住民

への制度の周知を図るべきとのご質問についてであり

ますが、今年度につきましては、住民説明会や各地区

民生児童委員協議会等におきまして、介護保険制度に

ついて説明を行ってきたところであります。 

 現在、地域包括支援センターを核といたしました民
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生児童委員等や老人クラブ等の団体、介護サービス事

業所などとのネットワーク化に向け準備を進めている

ところであり、今後、本ネットワークを活用し、民生

児童委員などとの連携による住民周知を図ってまいり

たいと考えております。 

 次に、農林水産業の振興についてお答えをいたしま

す。 

 まず、原油高騰の影響についてでありますが、アジ

アを中心とする急激な需要の伸びとともに、投機など

の金融面での要因などが加わり、今後とも原油の高騰

は続くものと予想されております。 

 この原油の高騰は、燃料費や資材の高騰など、農林

水産業に大きな影響を与え、特にも水産業への影響が

大きく、平成17年４月のＡ重油の価格と現在の価格を

比較いたしますと５割を超える上げ幅となっており、

漁業用燃油価格の高騰は、魚価の低迷と合わせ漁業経

営に深刻な影響を及ぼし、憂慮しているところであり

ます。 

 次に、松くい虫の進入防止策についてでありますが、

被害状況は、県南地域11市町村に及んでいると伺って

おります。 

 岩手県としては、松くい虫対策として被害の最先端

地域と未被害地域の境界に２ないし４キロメートル程

度の松くい虫被害防除監視帯を設置するとともに、関

係市町村に被害防除監視員を配置し、被害拡大防止や

縮小に努めていると久慈地方振興局林務部から伺って

いるところであります。 

 当市においては、現在のところ被害は確認されてお

りませんが、今後とも県及び森林所有者等と連携を図

りながら、情報収集と共有化に努めてまいりたいと考

えております。 

 次に、街なか再生核施設についてお答えをいたしま

す。 

 物産館等街なか再生核施設整備計画の進捗状況につ

きましては、昨日の清風会代表、皆川議員にお答えし

たとおり、市、久慈商工会議所、さらには株式会社街

の駅・久慈の三者が一体となって、事業進捗とにぎわ

いのまちづくりを推進してまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、久慈秋まつり前夜祭会場の変更理由と商店街

への影響についてお答えをいたします。 

 前夜祭会場の変更に伴い、商店街への影響は多少あ

ると思料されるところでありますが、ＪＲ久慈駅前広

場は狭隘で、会場設営はＪＲバス最終便の発車後とい

う時間的制約下にあり、これまで事故等の危険性が指

摘されてきたことから、山車の運行や観客の安全性・

利便性を第一義に、市役所前庭を選定したものである

と久慈秋まつり実行委員会から伺っているところであ

ります。 

 なお、今回の会場変更の背景には、久慈警察署から

安全運行等について強い指導があり、前夜祭会場を含

めて祭り全体の運営について検討されたものであると

伺っておりますので、ご了承願います。 

 次に、観光振興についてお答えをいたします。 

 まず、闘牛についてであります。 

 本市は、日本短角種の産地であるとともに、闘牛素

牛の供給基地として、新潟県や沖縄県といった闘牛の

本場へ素牛を供給し、その多くが名牛となって活躍し

ております。 

 平庭闘牛大会は、いわて平庭高原闘牛会の主催で、

昭和58年から、例年春とお盆の時期に年２回開催され

ており、今年７月開催のしらかば場所には、県内外か

ら約1,000人の来場があり、迫力ある取り組みを堪能

いただいたところであります。 

 また、今年から秋の行楽シーズンにも、県内民放テ

レビ局の協賛をいただき、10月15日、平庭闘牛大会も

みじ場所の開催が計画されており、同日、平庭市大感

謝祭が開催されますことから、エリア一帯で観光客の

集客が図られるものと思っております。 

 観光客誘致に向けた今後の具体策についてでありま

すが、大会のＰＲのため、９月中をめどに、闘牛会独

自のホームページを開設するほか、一口オーナー制度

や闘牛サポーター制度を実施すると伺っており、大い

に期待をしているところであります。 

 市といたしましても、闘牛会を中心に、市観光協会

や関係機関等と連携を図りながら、東北唯一の闘牛の

継続発展のために支援してまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、観光振興に係る観光客の入り込み状況と今後

の対策についてでありますが、平成17年の観光客入り

込み数は53万2,541人で、前年に比較いたしましてマ

イナス3.4％、１万8,944人の減となっております。 

 この要因といたしましては、概括的には、ゴールデ

ンウイークが飛び石連休であったことやＮＨＫ大河ド
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ラマの影響により平泉方面に観光客が誘引されたこと、

また地域的要因としては、当圏域の観光素材は天候に

左右されやすい状況にあり、天候不順の影響による各

イベントへの入場者数減少が影響していると認識をい

たしております。 

 今後、久慈広域観光協議会と関係機関・団体が連携

し、観光素材の見直しや受け入れ態勢の充実、広域観

光ルートの設定を進めるとともに、首都圏・関西圏の

旅行エージェントに対する旅行商品の提案、さらには

各種イベントのプログラムの見直しによる魅力アップ

を行い、体験やゆとりをテーマとした着地型旅行商品

の造成と３圏域との連携事業を進め、観光客誘致に努

めてまいりたいと考えております。 

 次に、雇用問題についてお答えをいたします。 

 まず、市内の雇用状況についてであります。 

 ご承知のとおり、日本経済の状況につきましては、

個人消費、設備投資、輸出の三本柱がともに堅調であ

り、昨年12月には、13年ぶりに有効求人倍率が１倍台

になり、雇用面も改善され、今後も自律的な回復基調

が続くものと予想されております。 

 また、県内の経済状況は、製造業の一部に持ち直し

の動きが見られるものの、個人消費は低調に推移する

など、全体としては足踏み状態で推移しており、国内

の回復テンポに比べ依然として地域格差が見られ、ま

た、業種間においても景況感に格差があるところであ

ります。 

 一方、市内の雇用状況につきましては、平成18年６

月の有効求人倍率が0.40倍で、前年に比べ0.14ポイン

ト改善されているものの、依然として県内下位の状況

にあります。業種別に見ますと、製造業、サービス業、

卸小売業においては、新規求人数が前年同月を上回っ

ておりますが、その雇用形態は、パート採用や期限つ

き採用が多く、また建設業は前年同月比マイナス

4.6％で、業種間のばらつきがある状況にあります。 

 次に、若者の雇用対策及び定住に向けた具体策につ

いてお答えをいたします。 

 まず、平成18年３月の高等学校卒業者の就職状況に

ついてでありますが、就職希望者276人中275人が就職

決定しているところであります。このうち管内就職者

は60人で全就職者の21.8％となっております。 

 平成19年３月卒業予定者の状況でありますが、就職

希望者299人中、管内での就職希望者は81人で全体の

27.1％の状況となっております。 

 一方、管内の新規学卒者の離職状況は、１年目は

30％台、２年目は40％台、３年目は50ないし60％台と

高い離職率となっており、希望する職種と就職のミス

マッチの解消や職業観、勤労観の醸成が必要であると

認識をいたしております。 

 若者の雇用確保のために、８月上旬から職業安定所

等担当職員によります企業訪問を実施しており、去る

８月８日には、私も久慈公共職業安定所長とともに、

市内企業へ求人枠の拡大について要請を行ったところ

であります。 

 ジョブカフェいわてサテライト久慈におきましては、

離職等の若年者への就職支援などを行っており、平成

18年４月から７月までの利用者は814人で、このうち

33人の就職が決定したと伺っているところであります。 

 若年者の定住のために、関係機関・団体等と連携を

図りながら、職業観の醸成や企業誘致及び産業振興等

により雇用の場の創出に努めてまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、産業振興についてお答えをいたします。 

 まず、企業誘致についてでありますが、昨年の北日

本造船株式会社の誘致は、県との緊密な連携のもとで

立地決定に至ったものと考えており、県北・沿岸振興

に特化して支援体制が強化されれば、これまで以上に

県と連携、協働して取り組むことができることとなり、

企業誘致のチャンスや企業の要望にスピーディーに、

しかもワンストップで対応することが可能となり、よ

り効果的な企業の誘致活動が展開できるものと期待し

ているところであります。 

 次に、東京電波株式会社の酸化亜鉛単結晶にかかわ

ってのご質問についてでありますが、酸化亜鉛は、発

光ダイオードの基板などへの応用が期待される新素材

で、同社が世界で初めて開発に成功し、電機メーカー

や医療機器メーカーなどから引き合いがあり、現在、

盛岡東京電波株式会社一戸工場において生産を開始し

ております。 

 当市にございます盛岡東京電波株式会社久慈工場は、

東京電波株式会社グループ内で唯一、世界最小の超小

型水晶振動子を生産するなど、グループ内での主力工

場となっていると伺っております。今後、携帯電話な

どの通信機器の小型化が進むにつれ、ますます重要性

を増すものと考えておりますので、引き続き、久慈工
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場のフォローアップを行うとともに、酸化亜鉛に関し

ましても、久慈での可能性について情報収集を行うと

ともに、親会社であります東京電波株式会社に対し、

久慈での展開についての検討を働きかけてまいりたい

と考えております。 

 次に、地場産業の育成についてお答えをいたします。 

 地域経済の活性化のためには、地場産業の持続的な

発展が不可欠であると認識しており、地場産業の安定

的な経営のために、各種融資制度等の支援を継続して

まいりたいと考えております。 

 また、技術革新や経営規模の拡大、他分野への進出

を希望する企業につきましては、国・県及び各種団体

等における多様な支援メニューの中から、経営戦略に

応じた制度の導入について、商工団体の主体的な役割

を基本とし、各機関等と連携を図りながら推進してま

いりたいと考えております。 

 市といたしましても、これまで久慈ふるさと創造基

金貸付事業や農外企業の参入などの制度を創設し支援

してきたところであります。これらに加え、本年は、

岩手大学に市職員を共同研究員として派遣するなど、

産学官及び各研究機関との連携や企業間における連携

につきましても積極的に支援するなど、地場産業の育

成に努めてまいりたいと考えております。 

 最後に、建設行政についてお答えをいたします。 

 まず、湊川の河川整備について、その必要性は認識

しているところでありますが、今後、他の河川の整備

状況や財政事情等を勘案しながら、整備手法等につい

て検討してまいるべきものと考えております。 

 次に、県道野田長内線の整備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、測量設計業務が完了しており、その

成果をもって、９月末には工事に着手し、今年度末の

整備完了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、道路整備についてでありますが、道路は、安

全で快適な生活等を支える上で最も基本的な社会基盤

であり、その整備に対しましては、市民の関心が高く、

多くの要望をいただいているところであります。 

 その整備促進につきましては、これまでも、県道に

ついては早期整備が図られるよう市の重点事項として

鋭意要望に努めておりますほか、市民生活に欠くこと

のできない市道につきましても、幹線道路、その他道

路別に、重要性、緊急性及び地域の理解、熟度等を勘

案しながら、可能な限り取り組んでいるところであり

ます。今後におきましても、経済的で効率的な整備を

図ってまいりたいと考えております。 

 次に、赤線、青線の実態把握の状況についてであり

ますが、赤線、青線の譲与対象財産については、国土

調査図が整備されている区域にあっては当該地図の写

しで、また、その他の区域にあっては公図の写しを用

いて特定したところであり、平成17年３月１日をもっ

て譲与を受けているところであります。 

 市内における赤線、青線の状況でありますが、赤線

は6,849路線、青線は4,053河川となっており、譲与図

面により管理しているところであります。 

 次に、無主物構築物についてでありますが、管理者

以外の者が道路や河川に工作物の設置を行う場合は許

可を受ける必要がありますが、いわゆる所有者不明の

工作物が存在するケースは、占用許可を受けていない

場合に生じるものと考えております。 

 また、無許可工作物につきましては、まれに古い施

設に見受けられることがありますが、そのことが判明

した場合や工作物の改築時等において申請していただ

き、改めて許可している状況であり、県においても同

様の対応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。その実態につきましては、今後、

把握に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、工事設計額の積算根拠と請負率についてであ

りますが、まず、積算根拠につきましては、国土交通

省や岩手県が定めます土木工事積算基準書、公共建築

工事積算基準書等に基づき、岩手県統一の単価等によ

り積算しているところであります。 

 また、平成17年度工事の請負率につきましては、旧

久慈市分が、工事件数89件で、最高96.5％、最低

43.1％、平均90.9％となっております。また、旧山形

村分は、工事件数29件で、最高99.0％、最低95.6％、

平均97.5％となっております。 

 以上で、政和会代表、中沢卓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） 政和会代表、中沢卓男議員

のご質問にお答えいたします。 

 最初に、プールの安全についてでありますが、昨日



－88－ 

の新政会代表、澤里議員ほかにお答えしたとおり、全

プールに異常がないことを確認しております。今後と

も、開場前の点検を徹底するなど、万全を期してまい

ります。 

 次に、旧久慈商業高校校舎の活用についてでありま

すが、長内中学校及び学校給食センターの老朽化に伴

う移転先として、本年２月に、県教育委員会に対し、

活用に係る県有財産の譲与及び用地無償貸付申請を行

ったところであります。現在、県教育委員会では、国

からの財産処分の承認を待って一連の事務を進めたい

としており、この承認が早期になされるよう、県を通

じ国に対し働きかけているところであります。 

 最後に、スポーツ振興についてお答えいたします。 

 県民体育大会では、20の競技に出場し、クレー射撃、

柔道などの５競技で、また北奥羽総合体育大会では、

16の競技に出場し、弓道、ソフトテニスなど６競技が

上位に入賞しており、徐々にではありますが、強化の

成果があらわれているものと考えております。 

 一方、成績不振から脱却できない競技もありますの

で、市体育協会及び種目別協会との連携を密にしなが

ら、指導者講習会や実技講習会などの事業を実施し、

競技力の向上に努めてまいります。 

 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。

７番中沢卓男君。 

○７番（中沢卓男君） １点だけお伺いしたいと思い

ます。 

 誘致企業についてでありますけれども、盛岡東京電

波会社ですが、この県北といたしましても大変有望な

会社である、このように思っているところであります。

それで、久慈市、九戸村、一戸町の３市町村との話し

合いで、誘致に向けた話し合いなんかをこれからする

予定とか、考えがあるのか、お伺いしたいと思います。 

 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） 企業誘致の関係につ

きましてお答えを申し上げたいと思います。 

 東京電波久慈工場につきましては、先般、土曜日の

テレビ岩手の「岩手のモノづくり」の中でも取り上げ

られておりまして、現在、超小型水晶振動子の主力製

造工場ということで、東京電波の中で大変大きな位置

づけになっているところでございます。 

 これにつきまして、さらに酸化亜鉛の関係にかかわ

って、一戸工場に設備が投資され生産を開始している

わけでございますが、この関係につきましては、県の

企業誘致担当部と連携をとりながらいろいろ進めてき

ているところでございます。 

 ご質問のありました関係自治体での情報の共有とい

うものは、これまで特に図っておらなかったところで

ございますが、必要に応じてそういう体制、情報交換

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） ６番小倉建一君。 

○６番（小倉建一君） 中沢議員の質問に関連しまし

て質問いたします。 

 まず、市政改革にかかわってお伺いいたします。 

 公の施設の取り組みにつきましては、アクションプ

ラン等により進められておりますが、特に保育園の民

間委譲についてお伺いいたします。平成19年度以降の

委譲の準備状況について、具体的にお伺いいたします。 

 次に、難視聴・不感地域解消にかかわっての質問で

ございますが、大川目町火葬場付近では携帯電話が使

えない状況が続いております。緊急連絡等で困ってい

る方も多く見受けられております。この地域の不感解

消をどのように考え、どのようにしていくか、お伺い

したいと思います。 

 次に、街なか再生核施設にかかわってお伺いいたし

ます。 

 レトロ通りの整備につきましては、株式会社街の駅

が担当と聞いております。この場所の用地買収等につ

きましては、昨日の答弁では、既に契約済みとのこと

であります。用地買収の面積、用地買収費、補償費等

についてお示し願いたいと思います。 

 次に、観光客の入り込みについてお伺いします。 

 入り込み数の算定におきましては、各県大会規模以

上のスポーツ大会あるいはそれ同様の各種イベント等

の参加者も含まれているのか、お伺いいたします。 

 次に、久慈市の最重要課題であります雇用問題につ

いてもお伺いします。 

 期待を持って誘致されました北日本造船であります

が、当初57人の雇用があったとのことでありました。

先ほどは、管内での離職率も高くなってきているとい

うようなことも答弁でありましたが、８月末現在、こ

の北日本造船の雇用の関係で動きがあったかどうかお
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伺いします。 

 次は、道路整備にかかわってお伺いします。 

 市道大川目線と火葬場を結ぶ路線を市道認定し整備

するための用地交渉につきましては、前回、６月議会

の答弁でも、積極的に進めたいとの答弁がありました

が、その後の進捗状況についてお伺いいたします。 

 次に、旧久慈商業高校校舎の活用について質問いた

しますが、現在、国の承認待ちというようなことであ

りましたが、この交渉の中では、用地、そして施設の

取得等についても協議されていることと思いますが、

その内容についてお伺いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 外舘助役。 

○助役（外舘正敏君） それでは、私からは、保育園

の改革プログラムのかかわりの中で、保育園の委譲と

いうことでご答弁申し上げたいと思いますが、アクシ

ョンプランに基づいて、平成18年度から長内保育園を

民間の社会福祉法人に委譲したところであります。現

在、その民間に委譲した成果等について検証している

ところでありますが、19年度以降については、小久慈

保育園あるいは侍浜保育園、あるいは久喜保育園、そ

れから夏井保育園、大尻保育園というふうなことで、

19年度以降に計画をしているところでありますけれど

も、それぞれ、設置した当時の背景というものがござ

います。あるいは、例えば土地の取得にかかわっての

件、それからへき地保育園等については、果たして民

間に委譲した場合に、民間の法人で経営できるのかと

いうふうなこともあります。そういうふうなこと等か

ら、いろいろ総合的に判断をしながら、平成19年度以

降に向けて委譲が可能かどうかということについて検

討していきたいというふうに思っているところであり

ます。 

 いずれ、今、長内保育園について検証しているとこ

ろでありますので、ご理解いただきたいと思います。 

 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） 携帯電話の不感解消

についてのご質問にお答えをいたします。 

 大川目町の一部を初め、市内には不感地帯が存在し

ております。それで、民間の携帯電話の会社が運営す

るものですから、そちらの方に整備についていろいろ

と鋭意お願いしているところでございます。会社の方

からもいろいろとご尽力をいただいているところでご

ざいますが、なかなか思うようには整備をしてくれな

い。その原因はといいますと、採算がとれないといっ

たことにあるということのようでございます。したが

いまして、夢ネットの光ケーブルを利用すれば、その

敷設に係る経費というものがかなり節減できるといっ

たことから実現性が出てくるわけでございますので、

今そういったところについて、この大川目の一部も含

めましてあちこち、何とか一つでも解消できるように

一生懸命取り組んでいるところでございますので、ご

理解いただきたいと思います。 

○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） ３点の質問にお答え

を申し上げたいと思います。 

 最初に、レトロ通りの用地の関係にかかわっての質

問でございますが、まちづくり会社の方から伺ってお

りますのは、用地面積は全体で759平方メートル、土

地の取得価格が5,286万7,000円ということでございま

す。これ以外に、建物の分が１棟315万円というふう

に伺っているところでございます。 

 それから、２点目の観光客の入り込み数の算出の部

分でございますが、イベントにつきましては算入をし

ております。それからスポーツの部分が含まれるのか

ということでございますが、私どもといたしましては、

昨年開催されましたスポレクいわて等は算入しており

ます。基本的には、観光協会等が、スポーツ開催があ

りまして、出店をして、土産品等を販売している、そ

ういった行事につきましては算定しているものでござ

いまして、通常のスポーツの開催時については、算定

いたしておりません。 

 それから、３点目の雇用関係の件でございますが、

北日本造船は、当初81人体制でスタートしたもので、

これにつきましては、現在も変わっていないものでご

ざいます。ただ、当初採用いたしました２名の方がお

やめになりまして、そのお二方については補充をして

いると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） 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） 大川目から小久慈に通

ずる市道認定にかかわっての用地交渉経過でございま

すが、昨年度まではお一人の方からご了解を得られて

おりましたが、またさらに今年度、もうお一方の方か
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らご理解をいただいております。今後とも、引き続き、

理解を得られるように努めてまいりたい、かように考

えてございます。 

○議長（菊地文一君） 大湊教育次長。 

○教育次長（大湊清信君） 旧久慈商業高校の関係で

ございますが、県教委に対しまして、校地の無償貸し

付け、それから校舎等建物の無償譲与ということを要

望しております。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） ６番小倉建一君。 

○６番（小倉建一君） 再度質問いたしますが、先ほ

どの保育園の委譲につきましては、平成19年度どうな

るか、検討後になるかと思いますが、19年度スタート

の保育園であるとすれば準備がそろそろ必要かなと思

っておりますので、その辺の具体的な動きについて、

19年度に向けた動きについて再度お伺いいたします。 

 もう一つ、市政改革にかかわりまして、北限閣の廃

止問題でありますが、４月からの活用についての見通

しを具体的にお知らせ願います。 

 レトロ通りの関係ですが、契約額等をお伺いしたわ

けですが、この用地買収あるいは補償費等につきまし

ては、この経費についての出る金はどこから出るかと

いうのをお伺いしたいわけです。市からの補助金も含

まれるか、あるいは国・県の補助金も導入されるのか

をお伺いしたいと思います。 

 また、確認はしていないわけですが、レトロ通り予

定地の地下には油のタンクが埋蔵されているというよ

うなことを伺っておりますが、今回の買収地の中に含

まれているかどうかについてもお伺いいたします。 

 観光客の入り込み数につきましては、スポーツ大会

等は入っていないということですが、大きいスポーツ

大会、全国規模等の大会等も誘致が必要だと思います

し、あるいは大学運動部等の合宿等の誘致も必要かな

と思っております。 

 また、先ほどのイベント等の参加者等についても誘

致が必要かと思っておりますが、先日も新聞に出てお

りました、県内体育指導委員の県大会があり約200人

の人が久慈に来ているということですので、ほとんど

の方が泊まっていった、このように思っております。

市の経済にも大きな影響があったと思われますが、こ

のような大会あるいは合宿等にも観光客誘致と一緒に

力を入れるべきだと思っております。そういう大会等

の誘致の取り組み状況、あるいは今後の取り組みの考

え方等についてお伺いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（菊地文一君） 外舘助役。 

○助役（外舘正敏君） 保育園の委譲について、平成

19年度に向けてどう取り組んでいるかということであ

りますけれども、先ほどもご答弁申し上げております

が、18年４月から民間に委譲しております。その委譲

した運営状況等について、ことし１年間検証をしなが

ら、評価をしながら、19年度以降どの保育園の委譲に

取り組むかということについて検討していきたいとい

うふうに思いますので、ご理解いただきたいと思いま

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） それでは、レトロ通

りの用地取得の財源についてお答え申し上げたいと思

います。 

 今般、物産館等街なか再生核施設整備のためにまち

づくり会社が設立されたわけでございまして、これに

出資を募っておるわけでございますが、この出資が財

源になるものでございます。 

 それから、レトロ通りの一部地権者のところに、ガ

ソリンスタンドを経営して、その地下タンクがあると

いうふうなことでございますが、地下タンクは存在し

ているというふうに伺っているところでございます。 

 それから、２点目の北限閣の活用の見通しでござい

ますが、公的な利用がないということで、民間での活

用について、１次募集の際にはなかったわけですが、

現在２次募集をしているところでございます。２者ほ

どから申し込みがございまして、宿泊・宴会機能を残

して経営したいというのが１者ございます。この１者

は広域圏の方でございます。それからもう１者は、首

都圏の企業でございますが、関連企業15社ほどあるよ

うでございますが、これらの企業の皆さんの研修機能、

それから保養機能を持った施設としての活用を検討し

たいというふうなことで提案をいただいているもので

ございまして、今、提案の内容について審査をいたし

ているところでございます。この状況を検討しながら、

来春の北限閣の利用形態が定まってくるものというふ

うに考えているところでございます。 

 それから、３点目の観光客誘致、誘客の関係にかか

わりまして、全国的・全県的な大会についての誘致を
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図るべきというふうなことでございますが、第一義的

には、それぞれの分野で大会が持ち回りで開催されて

いる部分が非常に多いわけでございます。そういった

部分で、それらとの情報を共有しながら進めてまいり

たいというふうに思っているところでございますが、

私どもは、そういった誘致をされて、久慈市で開催さ

れる場合、観光協会を初めとした土産品を扱っている

業者の皆さんを取りまとめいたしまして、そういった

郷土の産品のあっせんをいたしているところでござい

ますので、いずれ経済効果の非常に大きい部分でござ

いますので、取り組みをしてまいりたいというふうに

考えているところでございます。 

○議長（菊地文一君） ６番小倉建一君。 

○６番（小倉建一君） もう一度質問いたしますが、

保育園につきましては、１年間検証ということは、確

認しますが、平成19年度はないということで確認でよ

ろしいでしょうか、お伺いします。 

 もう一つ、北限閣につきましてですが、２者から今

あるというようなことでありました。市としてはどの

ような活用をされるべきと考えているのか、まず基本

的な市の考え方をお伺いしたいと思います。 

 もう一つ、レトロ通りですが、このタンクがあると

すれば、油が当時入っていたわけですが、残っている

かどうかというのはちょっとわからないわけですが、

この撤去等、法的根拠がないのかどうかについてお伺

いしますし、法的根拠があって撤去する場合はどれく

らいの費用になるかというのが、心配ありますので、

お伺いしたいと思います。 

 もう１点、観光についてでありますが、例えば、こ

れまでは教育委員会の方で大学の柔道部の合宿誘致等

を進めてきたわけですが、今後この観光客誘致と一緒

に、こういう観光客に数えるような誘致でありますの

で、市長部局の方での担当がいいかなと思っておりま

すが、それについてお伺いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 外舘助役。 

○助役（外舘正敏君） 保育園にかかわっては、現時

点では予定していないところでございますので、ご理

解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） 大学、高校等のスポーツ合宿

等にかかわってのご質問がございました。確かに効果

は大きいものがある、このように思っております。た

だ、これを一過性のものとしてしまっては何の意味も

ない。やはり継続して来ていただくことが最も重要な

ポイントだろう、このように思っております。そして、

そのことをなし遂げるためには、実は最も大切なこと

は、市民の皆さんの来た方々に対するもてなしをどう

するかといったところの仕組み、ソフトづくりが最も

重要なポイントだろうと私は思っております。 

 山形地区においては、教育旅行といったことでの取

り組みをこれまで続けてきておりますし、これが拡大

をしている状況にあります。そのことを見ますと、や

はり地域に住まいする人たちが、そのことについて深

い理解を示して、支援体制をしっかりと組んでいる、

こういったことで継続発展してきたものだろう、この

ように私は認識いたしております。したがいまして、

今後、大学あるいは高校等のスポーツ合宿、あるいは

他の分野の合宿といったことについて、私どもの可能

性を模索しながら、同時に、市民の皆さんとどういっ

た形でもてなしの態勢を築くことができるのか、研

究・検討を重ねてまいりたい、このように考えており

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） 北限閣の活用の基本

的な考え方というふうなことでございますが、担当部

といたしましては、北限閣の設置目的が継承されるも

のであれば非常にありがたいなというふうに考えるも

のでございます。雇用が確保され、地元の産品が活用

されて、一定の集客力があって、経営収支が安定する

ような、そういうふうな活用であればうれしいという

ところでございます。 

 次善の利用形態としては、当初の目的、施設設置の

目的が果たされない場合については、施設が有効利用

されまして、他の分野で活用される、そういうふうな

のが望ましいというふうに基本的には考えているとこ

ろでございます。 

 それから、２点目のレトロ通り関係のガソリンスタ

ンドの地下タンクの関係でございますが、この撤去ま

たはその法的な根拠等につきましては、現在承知をい

たしていないところでございまして、事業主体の方と

協議をしながら確認をしてまいりたいというふうに考

えております。 

○議長（菊地文一君） 16番桑田鉄男君。 
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○16番（桑田鉄男君） 中沢議員の質問に関連しまし

て、私からも何点か質問をさせていただきます。 

 最初に、今、小倉議員からも質問があったんですが、

公の施設の存廃の関係についてお尋ねします。 

 今の国民宿舎北限閣について、庁内での利活用はな

いということで、外部ということで２者からあるとい

うお話がございました。私は、この合併に伴いまして、

総務企画部付で交流促進担当部長さんがいる部ができ

たわけでございます。旧山形村では、いわゆる交流促

進が大変進んでいる、成果を上げているということで

の、それを継承したいということでの部の設置かなと

思っています。 

 そういうことで、交流促進という面からこの施設の

利活用ができるのではないか、そのように思ったわけ

でございます。交流促進の面から、この施設の利活用

について検討した経緯があるのかないのかについてお

尋ねします。 

 また、今、部長の方から、外部２者からいろいろ提

案等がされているという話がございましたが、大変困

った状況もございます。といいますのは、この２者の

うちの広域圏の方の方だろうとは思うんですが、地域

の方々にいろいろな情報を流しているという状況がご

ざいます。といいますのは、私どもがやることになっ

た、そして今の従業員については、例えば、男性は雇

わない、女性はそのまま使うとか、そのような話をし

ているとかというのが聞こえます。北限閣の従業員の

方等も聞いているような話もしてございます。そうで

なくても、来年の３月以降、４月からどうなるのかな

というような感じを従業員の方々は持っていると思い

ますが、その中でそういった情報が流れるということ

は、この方等にとっては大変なことだなというように

も思っております。その辺の指導体制といいますか、

提案された方々への指導体制等についても、どのよう

にしているのかについてお尋ねしたいと思います。 

 次の防災行政ということで、難視聴とか不感地域の

解消の質問をしているわけでございます。災害時、今、

ふだんでもいろいろな情報が得られやすい状況にござ

います。これはあるコマーシャルか何かでも言ってい

たんですが、災害時に一番その地域の方々が欲しがっ

ているのは、いわゆる情報だと言われております。そ

ういうことからすれば、今、民間事業者の参入といっ

ても、採算性とかいろいろなことで大変厳しいとは言

っていますが、いずれ合併の際の夢ネット事業のこと

でも、夢ネット事業が導入されれば、テレビ、ラジオ、

携帯電話の難視聴・不感地域も解消されるのだ、そう

いうふうな住民懇談会の席等での説明もされたこと

で―説明する側はそう言っていないにしても、住

民の側はそのようにとっている、そのように私どもも

たびたび言われております。そういうことからしても、

この民間事業者の参入等については、ぜひとも積極的

に取り組んで、この解消には取り組むべきと思います

が、考えをお尋ねします。 

 あと、質問の７番目の農林水産業の振興、原油高騰

の影響についてでございます。 

 先ほどの市長の答弁の中でも、特にも水産業に影響

があるんだということでございます。特に船舶用の重

油、去年と比べまして５割を超える値上げだ、今後も

続くだろうという答弁でございました。私もそのよう

に思っています。この原油高騰によりまして、資材と

か、もちろん今お話をしました燃油は値段が上がって

いるわけでございます。にもかかわらず、いわゆる水

産物、水揚げ物は値段が上がらない、逆に下がるよう

な状況になるわけでございます。漁船漁業者の方々か

ら私どももよく話をされるのは、行政でこの原油の高

騰を抑えろと言ってもなかなか難しいだろうが、市等

でもいろいろ、この水産物の付加価値を高めるとか、

そういうことを検討されまして、幾らかでも高く売れ

るような状況にしてほしいというふうな声が聞かれる

わけでございます。そのことについてもお考えをお尋

ねしたいと思います。 

 建設行政のところの県道野田長内線の整備について

でございます。 

 崩落地域につきましては、測量設計等も終わりまし

て、今年度中にはできるんだということでございます。

きのうの夕方からですか、久喜地区、この道路の延長

だと思いますが、高波で通れなくなった、今そのよう

な状況のようでございます。皆さん、担当部でもご承

知のとおり、この路線は久喜地区のそこだけでなく、

例えば小袖に至る線も狭隘でもあり、またカーブ等も

多くて大変通行に支障を来す路線でございます。抜本

的な改良につきましてもそろそろ検討する時期ではな

いかと思うんですが、そのことについてもお尋ねいた

します。 

 とりあえず以上です。 
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○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） ケータイの不感地帯

のご質問にお答えいたします。 

 議員がおっしゃいますとおり、携帯電話は生活にと

って欠かせない道具となってきているところでござい

ます。災害時には規制がかかりますことから、どの程

度有効かどうかという問題が残りますけれども、いず

れ生活にとって欠かせないものとなってきていると認

識しているところでございます。したがいまして、民

間のケータイ会社に一生懸命働きかけをしているとこ

ろでございます。 

 あるケータイ会社では、ようやく現地に来て調査を

するといったようなところまでなっておりますので、

これが実現するように、一つでも二つでも実現するよ

うに、実際にそういう動きをしておりますので、何と

か頑張っているところでございますので、ご理解いた

だきたいと思います。 

○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） 原油高騰にかかわっ

て、水産物の付加価値化を進めるべきだというふうな

お話でございます。 

 議員おっしゃるとおり、そういう方向で現在、漁協、

あるいは水産部等と連携をとりながら、付加価値化の

開発に向けての取り組みを進めているところでござい

ますので、ご理解いただきたいと思います。 

 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） それでは、北限閣の

利用につきまして、交流促進の面から検討したことが

あるかということでございますが、この部分につきま

しては、まず第１に、庁内での行政各分野の検討があ

るかないか照会をし、確認をしたところでございます

が、その際には、利活用案がなかったというところで

ございます。 

 それから、現在申請しております方が、いろいろと

地元で情報提供しながら動いているというふうなお話

でございますが、当方にはそういった情報が実は入っ

ておりませんで、今初めてお伺いしたところでござい

ます。これにつきましては、事実関係を確認した上で、

適正に対応してまいりたい、このように考えておりま

すので、ご了承をお願いしたいと思います。 

 それから、先ほど小倉議員からレトロ通りの関係で、

ガソリンスタンドのオイルタンクの取り扱いの関係、

調査の上、お答えしますということでございましたが、

これにつきましては、消防法によりまして、事業者が

撤去し、検査を受ける必要があるということでござい

ます。これにつきましては、所有者が一連の処理をし、

用地を更地にして、その上でまちづくり会社が購入す

るということで協議が調っているということでござい

ます。ご了承をお願いいたします。 

○議長（菊地文一君） 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） 県道野田長内線にかか

わりまして、抜本的な改良が必要なのではないかとい

うふうなご質問でございますが、これにつきましては、

県の方でも抜本的な改良というふうなことで、現ルー

トと別なルートを絵にかいた状況がありますが、こう

いう経済状況の中では、抜本的な改良は、莫大な事業

費がかかるので無理だというふうなことで、現道につ

きまして部分改良しながら取り組んでまいりたいと思

ってございますし、県の方にも重点事項要望として毎

年お願いしているような状況にもございます。先月に

は、小袖生産部の方でも部分的な改良について県の方

に要望を市と一緒にしているような状況でございます

が、今後におきましても、この野田長内線につきまし

ては、改良整備が推進されるように鋭意取り組んでま

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） 16番桑田鉄男君。 

○16番（桑田鉄男君） 北限閣の件でございます。部

長の方から、事実関係を確認しながら、いろいろ指導

等したいというお答えでございました。ぜひともその

ようにしてほしいと思いますし、何かいろいろな情報

等がございましたら、職員の方々等にも説明する場を

ぜひとも設けるべきと思いますし、そのことについて

も考えをお尋ねしたいと思います。 

 さっき、交流促進という面からということでお尋ね

したわけでございます。せっかく交流促進担当部長お

いでですので、下舘部長の方からも、ひとつそのこと

について考えなりをお聞かせいただければと思います。 

 あと、さっき原油高騰の影響で水産物等の価格の話

をしました。これは、今原油が高くなったからやると

いうのではなくて、これまでも担当部でも努力されて

いると思いますし、こういうことを機会に、ぜひとも

いろいろな関係団体等とも協議をしながら、ぜひ強力

に進めていくべきだ、そのように思います。見えるよ
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うな形になるようにぜひともすべきと思います。再度

お尋ねします。 

 あと、雇用問題についてお尋ねします。 

 県内の有効求人倍率、７月で８年７カ月ぶりの高水

準ということで0.8倍ということが新聞報道されてい

ました。当地域は県内でも低い方ですから、こういう

数字にはならないわけです。先ほどの市長の答弁です

と、６月で0.4倍というお話でございました。先ほど

の答弁の中で、ことしの春卒業した方、就職を希望し

た方はほぼ就職されているということのようです。私

も今、高校生等ともよく会って話をするんですが、か

なり地元にいたいという方が多いです。そういうこと

からすれば、若い人が地域に残るということは、地域

の活性化にもつながるわけでございます。そういうこ

とからすれば、地元に就職できるような環境の整備、

これは行政が一生懸命やらなければならないことだと

思います。 

 そういう中で、先ほど北日本造船の話も出ました。

受注増で本社機能を少し強化するとか、新しい工場を

つくるとかで、久慈工場についても、当初２年ぐらい

先で100人体制というのが、来春をめどに100人体制と

いうことで、これは非常に明るい話題なわけでござい

ます。その件につきまして、担当部の方で何か情報を

つかんでおりましたらお伺いしたいと思います。 

○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） 水産物の付加価値化

の関係でございます。 

 現在、市では、岩手大学との共同研究等で、未利用

資源の利活用というふうなものについて研究している

ところでございますが、その中でも、水産物について

どのような付加価値化が考えられるかというふうなこ

とも、あわせて今研究、勉強中でございます。そうい

うことで、今後は付加価値化に向けて取り組んでまい

りたいというふうなことでございますので、ご理解を

お願いしたいと思います。 

○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） 北限閣の関係でござ

いますが、広域圏の申請者には、実は私、今週中にお

会いする予定になっておりますので、その辺のところ

は、お会いして、確認をして、対応してまいりたいと

いうように考えているところでございます。 

 それから、職員に対する説明の部分でございますが、

実は、経過等を含めまして近いうちに説明会を開催す

るということになっておりますので、ご了承をお願い

したいと思います。 

 それから、雇用関係の部分でございますが、高校を

終わって、地元志向が強いというふうなのは、学校の

先生からも、進路指導の先生からも伺っているところ

でございます。市長を先頭にいたしまして、市内各企

業を回って、いろいろ雇用枠の拡大等についてもお願

いしておるところでございますが、基本的には、地域

産業の振興、それから企業誘致等によりまして雇用の

場を拡大していく必要があるだろうと考えておりまし

て、それらの取り組みをしてまいりたいというふうに

考えております。 

 それから、北日本造船の関係でございますが、これ

につきましては、八戸工場等の増設ということで新聞

紙上に載っているところでございます。具体に情報と

してやりとりはまだ出ておらないわけでございますが、

船の建造が大幅に増強されるということでございまし

て、久慈工場の方がかなり忙しくなる部分もあるとい

うふうに伺っているところでございます。 

 具体的な採用枠等については、これから協議をし、

詰めてまいりたいというふうに考えております。 

○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） 交流促進の方面

からということで北限閣のことについてのご質問でご

ざいますが、施設については、私も大変貴重な施設で

あるだろうな、このように思っております。しかしな

がら、これからその交流促進という面で利活用してい

くという場面になりますと、やはりかなりの改修その

他が絡んでくるだろうなと。そういう部分も含めて、

今後さらに、そういういわゆる交流の場面、あるいは

そういう体験等々でおいでいただいたときに、どのく

らいの利活用ができるのかという部分を考えていった

場合に、やはり、私も２度ほどお邪魔させていただい

て、施設を見させていただきましたが、これから使っ

ていく上で少し、結構な改修費等々も必要になってく

るだろうということで、検討が必要なのかなというふ

うに私自身は感じておりました。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 24番大沢俊光君。 

○24番（大沢俊光君） 中沢議員の一般質問に対して、

何点か関連でお尋ねしたいと思います。 
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 まず、通告の順で行きたいんですが、１番の合併に

ついてという項目でございます。 

 ここは、住民から望まれて慎重審議で合併の方向が

定まり、７カ月が経過いたしました。合併は、目的で

はなく始まりだ、スタートだ、お互いにそう認識し合

っていい方向に進んでいるというふうな先ほどのご答

弁をいただいたところでございます。その中での最重

要は、やっぱり新市建設計画に基づいた履行をするこ

とが、住民の住みよいまちづくりであり、願いがかな

う最短の道だ、こういうふうに認識しているわけです。 

 特にも、私ども議員は、合併する際に当たっての法

定定数では現在の39名ではないわけでありますけれど

も、この建設計画を見届けたり、確実に実行してもら

うというふうなことでの特例の中で活動をしておるわ

けでございます。 

 そんな中でのおおむね10カ年の展望がある中での、

この前期５カ年、先ほど主要な施策について、光ファ

イバー、夢ネット事業、地域コミュニティ事業、ある

いは中心市街地の活性化、久慈小学校、来内小学校の

建設、これら等を言葉にしていただき、なおかつ、平

成17年から27年にかけての久慈市の総合計画の中に細

部について検討し盛り込んでいく、こういうことで考

え方については安心したところてございます。いずれ

私どもとのやりとりも大切なわけでありますが、市民、

住民に対するこういう考え方なり、手法なり、進め方、

合併のメリット、よさ、あるいは当初考えていた、あ

るいは盛り込んだ内容を住民に機会あるごとに篤と説

明し、それを実行していくことが大変重要であります

けれども、その考え方について、まずお尋ねをしたい

と思います。 

 それから４番、まちづくりについて。市長が掲げて

おる合併の中の項目にもあるわけでございますが、市

民と協働によるまちづくりということで、目標を掲げ、

推移しているという話をいただきました。一つ、今回

予算計上されておったと思うのでありますけれども、

土木、建設の項目だったと思うのでありますが、協働

の施策によるその使途といいますか展望、予算を計上

しながら、その協働のまちづくりの考え方についてお

尋ねしたいと思います。 

 それから８番、街なか再生核施設。これは今申しま

したとおり、中心街の活性化は、合併による重要施策

の項目という位置づけの中で表現がありますとおり、

大変重要な政策であり、市民が心配し、当事者が大変

苦労しておるところだというふうに感じておるところ

でございます。一言で言うならば、新市のビッグ政策、

あるいはまちづくり政策の体系としての重点政策、こ

ういう位置づけだろうと思いますし、そういうことで

の私どもは大所高所からの審議権というものを行使し

ながら意見を述べてきたところであり、これからも述

べていきたいと考えるわけであります。 

 そこで、新体制で久慈市の体制が市民にわかる、あ

るいは関係者にわかるような一歩進んだ形ができたな

と。といいますのは、機構改革の中で、７月から産業

振興部の中に中心市街地活性化推進室を設けた。そし

て、なおかつ久慈市街なか再生推進本部と、関係者と

合同で取り組む体制ができたなと。そういう面では、

一つ大きなクリアといいますか前進が見られたという

ふうに思うわけでありますが、この辺を関係者だけで

とどめることなく、こういう考え方なり、推進体制と

いうものを住民、市民、あるいは消費者も含めて、巻

き込んで、知識の集合、英知の集積というものを盛り

込みながら、国に対する計画は12月末といいますけれ

ども、焦らずに、拙速にならないようなことに留意し

ながら目的を達成するために推進してもらいたい、こ

う思うわけであります。この住民、市民、関係者との

まちづくりの目的の共有化の醸成やら環境づくりとい

うのが大切だと思うのでありますが、その考え方につ

いてお尋ねしたいと思います。 

 それから次は、雇用問題のところは説明で了解いた

しました。 

 12番の産業振興のところで、質問要旨のところに中

沢さんが、県は県北・沿岸地域の企業誘致を食産業、

観光、各分野で推進対策強化を目指し、専属チームを

設置して支援体制を強化するとしているが、当市が期

待するものは何かというのを通告し、説明をいただい

たところでありますが、これまた、私どものまちは、

県のくくりの中では日本一広い県土の中にある久慈市

なわけであります。そんな中で、県民の生活圏域や振

興局再編論議を機に、いわゆる県土の均衡ある発展や

格差是正に向けた県政が、その立場にある関係者等が

気づいたと言えば語弊があるわけですけれども、いよ

いよその是正展望に向けて動き出したなと。きょうの

新聞にも出たわけでありますけれども、県民の一人と

して、この地方のあり方、沿岸部のあり方について意
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見をパブリックコメントとして発信した者としては、

大変意義深いものを感じておるところでございます。 

 そこで、市長、この新聞にも市長の考え方といいま

すか意見が述べられていますけれども、この県の県北

に対する沿岸振興基本方向案が示されたことに対する

市の協調の基本スタンス、基本姿勢について、市長の

考え方を改めてお尋ねしたいと思います。 

 それから、ここの中の地場産業の育成、大変重要だ

ということで一生懸命さがわかりました。ここでは私、

小さな地場産業で一生懸命頑張っている内容について

の事例をちょっと出したいわけでありますが、宇部町

にくし刺し加工で一生懸命、一度ＪＡさんがやった施

設が、休んでおったのが復活する、地元の、これは固

有名詞は出しませんが、有限会社吉成食品工業さんが

借り受けてスタートして、現在35名雇用しています。

そういうことで、大変ありがたいな、いわゆる雇用問

題、先ほども、若者が地元を志向するんだという話

等々いろいろ考えれば、これをさらに充実させていく

行政の支援体制といいますか、おのずと限界があるわ

けですけれども、制度面とか、フォロー、こういう中

小企業、零細な事業者が一生懸命やっていることに対

する行政の対応についてお伺いしたい。 

 まず、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） 私からは、昨日知事から発表

されました県北・沿岸圏域における産業振興の基本方

向、その取り組みの指針についての感想といったこと

についてのお尋ねについてお答えしたいと思います。 

 これまで私どもは、この議論が県議会等を通じて立

ち上がった際に、緊急提言という形で、本年１月だっ

たと思いますが、旧久慈市時代にも、この地域の課題

について分析したものを集約いたしまして県に提案し

ております。さらに、合併後におきまして、新市とし

ての課題について、知事との意見交換会、あるいは重

点要望項目、こういったものを伝えながら、地域振興

について新たな方針を確立していただきたいといった

ことを申し上げてきたところでございます。 

 そうした中、今般示された案でありますけれども、

私どもが申し上げてきたこと、その内容の一部は取り

入れていただいておりますが、すべてがすべてを取り

入れたものにはまだなっていないというふうに私から

は見受けられます。 

 例えば、県が認識の中で示しておりますけれども、

例えば、インフラ整備について、このような分析をし

ております。県では、「インフラ整備の進捗と活用施

策の展開が十分に連動していない」、このような表現

をしているわけであります。これは、確かに字面だけ

を追えばそのようにも受け取れるわけでありますけれ

ども、既にインフラ整備は終わったのであって、それ

が活用されていませんという意味であれば、これは私

どもの認識と大分違うということにもなるわけであり

ます。昨日発表されたばかりでありますので、まだ詳

細について分析したものではございませんけれども、

表面だけを見れば、こういった認識の違いというのは

どこかにあるのかなと。これらのことについて、さら

に県とよく協議を重ねながら、今後県が策定する予定

となっております地域振興ビジョン、これの策定に向

けて、私どもの意のあるところをお酌み取りいただき

ながら、実のある計画に練り上げていただきたいとい

うふうに思っております。 

 また、特にものづくり産業面は、食産業分野といっ

たところで県北地域が位置づけられているようであり

ます。私もこの第１次産業を中心としたものづくり産

業、これは当然に重要な課題であるけれども、同時に、

また工業的な、つまり第２次産業といった分野につい

て、もう少しく厚みを増すべきではないのかな、こう

いうふうにも思っているわけであります。いずれ、こ

のたび示されました指針といったものが、この県北地

域の振興に着実につながるように、県とともに力を合

わせてよりよき方向を目指してまいりたい、このよう

に思っております。 

○議長（菊地文一君） 工藤助役。 

○助役（工藤孝男君） 街なか再生につきましては、

私の方から答弁させていただきたいというふうに存じ

ます。 

 議員からお話のありましたとおり、幅広い議論を巻

き起こすべきではないかということにつきましては、

まさにそのとおりであるというふうに認識しておりま

す。今般の中心市街地活性化法につきましては、従来

の商業施設に力点を置きました中心市街地の活性化計

画ではなくて、それに加えて、街なか居住であります

とか、投資型福利施設の整備の問題など、幅広い、い

わゆるまちづくりの観点からの計画策定が求められて

おります。 



－97－ 

 今般、中心市街地活性化協議会のための準備会が発

足いたしましたが、そういう観点からの人選もなされ

ているというふうに私どもは認識しておりますし、議

員のお話がありましたとおり、そういった方向で幅広

い方々の参画を得ながら計画を練り上げていきたいと

いうふうに考えております。 

 ただ、議員からお話のありましたじっくりというこ

とにつきましては、いずれにいたしましても12月まで

に認定をいただきたいということでございますので、

走りながら考えるという部分も当然必要かなというふ

うに存じております。 

 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） 行政と市民との協働に

よるまちづくりにかかわってのご質問にお答えいたし

ますが、この事業は、今年度新たに予算を計上したと

ころでございまして、具体的には市道等を基本に考え

てございまして、工事と申しますか、そういうふうな

種類につきましては、維持修繕工事を主体に取り組ん

でまいりたい。道路の小規模な整備とか、側溝の設置

とか、小規模な維持補修等を考えてございまして、主

に原材料の支給というふうなことで、住民の方々から

は労力を提供していただくと。あるいは建設車両等が

ない場合は、建設車両の借り上げとか、そういうふう

なものでの対応で、市が原材料等を負担して、労力を

提供していただき、市道等の維持、修繕、補修をして

いきたいというふうな主な内容でございます。 

 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） 合併にかかわっての

新市建設計画の取り組み状況について住民に説明すべ

きではないかということでございますけれども、これ

につきましては、じっくりとということでございます

が、市政懇談会をこれから予定しておりまして、その

中では、基本構想、市政改革プログラムについて考え

てございますが、この基本構想の際に、あわせて説明

もしたいと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） 卯道産業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） 地場企業の支援の関

係でございますが、宇部町のこの加工企業につきまし

ては、私どもも、商工会議所のコーディネーターと一

緒に企業訪問をいたしているところでございます。そ

の際に、中小企業の経営革新のいろいろな制度の内容

等については説明をさせていただいているところでご

ざいますが、企業からの具体的な相談の内容によりま

して、それぞれ支援策について検討してまいりたい、

このように考えております。 

○議長（菊地文一君） 24番大沢俊光君。 

○24番（大沢俊光君） 時間が迫っていますので、要

約して始めます。 

 まちづくりと街なか再生事業の中でのかかわりです

が、いわゆる三法ですか、これの改正によるまちづく

りの中で、都市計画法ともかかわりがあって、昨日も

議論されたわけですが、そういう中で、私の認識はち

ょっと、全国的な話の中で久慈市はそうではないだろ

うと思うんですけれども、配慮していただきたい点が

あります。このデベロッパー、土地開発業者、あるい

は宅地開発業者、こういうものに左右されない独自の

まちづくりというものに配慮をいただきたいというの

が１点。 

 それから、先ほどのくし刺し加工の関係ですが、こ

の方が、青森県の階上町ですか、そちらでもやってお

って、全体では55名ほど雇っておられる。融資関係で、

久慈市内の分の拡大の中で、地元銀行に相談したら体

裁よく断られた。それで、青森県の方では積極的に対

応してくれたというふうな事例もあったようです。小

さなことですけれども、ひとつそういう聞き取りをし

たり、対応しながらも、困っている方の内容をよく把

握し、あともう一つは、宇部町の分については、処理

水のろ過関係が、施設の能力を超えているのかどうか

知りませんが、大変苦慮されている、こういうこと等

があるようでございますので、ひとつ対応をよろしく

お願い申し上げたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 工藤助役。 

○助役（工藤孝男君） 街なか再生に関連いたしまし

て都市計画マスタープランのお話がございました。い

ずれ、コンパクトシティを目指す久慈市のまちづくり

のあり方、これを基本に据えて、これから検討してま

いりたいと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） 卯道産業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） 融資の関係につきま

しては、一般論といたしましては、企業にはメーンバ

ンクがあって、それぞれの経営収支なり、その経営戦
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略に応じて、取引の部分での融資等の部分があろうか

と思いますが、ただいま県境を越えた部分での融資の

取り扱いが異なっているという部分についても承知し

ておりませんでしたので、企業訪問し、確認をして、

必要な支援等についてご相談申し上げてまいりたいと

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） この際、昼食のため暫時休憩

いたします。 

 再開は午後１時といたします。 

午前11時49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。 

 政和会代表、中沢卓男君の一般質問を継続し、関連

質問を許します。25番山榮君。 

○25番（山榮君） 中沢議員の質問に関連して何点

か質問いたします。 

 まず、通告の順番に従ってやりますが、初めに、難

視聴・不感地域の解消についてということでお伺いし

ますが、災害の場合に情報収集する手段としては、ラ

ジオが一番ではないか、このように思っております。

そういうことで、以前にも質問した経過もございます

けれども、今回の登壇者の質問に対してラジオについ

ては触れられていなかったので、お考えをお聞かせく

ださい。 

 それから、2011年から地上デジタル放送に全面切り

かえられるということで、きのうの皆川議員とのやり

とり以来いろいろ、どこも大丈夫、心配のないように

調査研究中だ、今後とも勉強して不便をかけないよう

にします、こういうように受け取ったわけでございま

す。それにしても、今までの例からいっても、なかな

かその場になってから、結果として参入する業者がな

かったとか、あるいは自然条件、山の中だからだめだ

と、結果的にはそういうことで置き去りにされる、こ

ういうことがまま今までもあったわけでございます。

そういうことで、間もなくそういう時期が到来するわ

けでございまして、その不便な地域に住む者にとって

は非常に不安なわけでございます。そういう意味で、

大丈夫だと、きちんとした、安心して待っていられる

ような答弁を期待して質問します。 

 それから、携帯電話については、先ほど、本年度中

継局をつくる分、あるいは翌年度以降についても地域

を挙げて説明があったわけでございますが、その中に

は、残念ながら山根のことは出てきません。山根につ

いては、定住人口は、ご案内のように非常に少ないわ

けですけれども、温泉とか、くるま市、あるいは山形

との交流が盛んになることによって、内間木洞に行く

人、遠島山に登る人とか、いろいろそういう意味で入

り込みの人口がふえているわけでございます。そうい

う意味で、そういう人たちのためにも、やっぱり山根

はケータイも通じないでだめだなと言われないように

していただきたいということで、これも今までお願い

してきているわけですが、そこで、役所の方ではいつ

ごろまでにそういう要望にこたえるために準備をして

いてくださっているのか、お知らせください。 

 次に、２番目として、松くい虫についてということ

で通告してあるわけですが、お伺いするわけですが、

幸いまだ久慈には発生していないという説明でしたし、

入り込んでこないように十分な対策をするということ

で、これはそのとおりでございますが、何とか進入を

阻止していただくように頑張っていただきたいと思っ

ております。 

 そこで、関連するわけですが、三、四日前に山形県

の最上地方に行く機会がございまして、最上川の川筋

を下りながら周りの山を見ておりましたら、秋の山の

ような色になっておるということで、てっきり私は松

くい虫だろうと思って、松くい虫の被害ですかという

質問をしたら、いや、違います、松くい虫でない、ナ

ラくい虫だと。こういう何かふざけたような説明をさ

れたわけですが、実際に気をつけて見たら、ナラの木

の葉っぱが虫に食われて真っ赤になっている。そして、

さらにブナの葉っぱも被害を受けている。こういった

ようなことで無残に色がついているわけでございます。

そういうことで、そのことについて、あるいはそうい

うものがこちらの方にもどこかで発生しているのか、

また何か情報があるのか、あるとすればどういう対策

をされるのか、お伺いしたいと思います。 

 次に、３番目に、道路の整備充実に関連してお伺い

するわけですが、一つは、毎回質問しておりますので、

同じ答弁にならないように、進展したお話をお伺いし

たいと思って質問しますが、野田山形線の橋場地内の

ことでございます。盆前に未改修地区を県の役人様ら
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しき人が歩いておったけれども、何も具体的な話もし

てくれなかったし情報もない。これは地元の人の話で

ございますけれども、何か道路をつくってくれるかな

と思うような人が川端の方を歩いていた、こういう情

報があります。そういうことで、何かその後少しでも

進展があったのかなと。路線を絞るという話が出てか

らもうしばらくになります。地元としても、いよいよ

動き出すのかなと思って期待しておったら、またそれ

からもうしばらく放置されている、こういう状況でご

ざいますが、何か進展がなかったかどうかお伺いいた

します。 

 それからもう一つ、これも県道野田山形線の関連で

お伺いしますが、堀割の十字路、交差点といいますか、

ここで盆過ぎに、盆から後でも大きい事故が二つほど

発生しています。そのほかに、表ざたにならない事故

も含めればかなりの事故が起きております。中にはオ

ートバイが丸焼けになったというような事故もありま

した。そういうことで、ここは、利用者の声を聞きま

すと、信号があればいいとか、あるいは標識がどうと

か、いろいろ話はありますけれども、結果として、や

っぱり何か構造上の問題があるのではないか、こうい

うことを私も感じます。そういうことで、現地を確認

して、早急にこの改良方を要望すべきでないかと思い

ますが、お考えをお聞かせいただきたいと思います。 

 なお、これに関連いたしまして、道路標識、この突

き当たりが十字路ですよとか、あるいは三差路ですよ

とか、いろいろ道路の標識があるわけですが、この標

識そのものが実に全く話にならない欠陥標識ではない

かということで、けさ、議会に来しまに確認してきま

したが、いかにも全くでたらめな標識で、それも事故

の原因になっているのかなということを感じてまいり

ました。そういうことで、くれぐれも現地を確認して

いただいて適切な対策を求めていただきたい、こう思

いますが、お考えをお伺いいたします。 

 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） 携帯電話あるいはラ

ジオ等の不感に関するご質問にお答えをいたします。 

 初めに、ラジオの不感についてでございますけれど

も、そのラジオが聞けないところが市内の各所にある

ということは承知しているところでございます。ただ

いまのご質問は、災害時においてそれが問題にならな

いかということでございますが、ＮＨＫ盛岡放送局の

方に問い合わせをしておりまして、第１放送と第２放

送では、災害時に災害情報を放送することとしており

ますと。特に第２放送につきましては、大電力放送を

その場合には行う。そして、この地域におきましては、

どちらかの放送が受信可能なエリアとなっているとい

うことでございます。山間部であったり、峠があった

りということで、地形的な要因によりましてラジオの

受信状況がよくないということがあるということは、

盛岡放送局では申し上げておりますけれども、どちら

かの周波数で受信してほしいというところでございま

す。いずれ、何とか聞くことができる状況にはあると

いう説明を受けているところでございます。 

 次に、地上デジタル放送についてでございますけれ

ども、議員ご承知のとおり、現在のところ、今アナロ

グ放送を受けているところが100％受信できるという

確証がない、まあ難しいだろうというふうに言われて

おります。それについて私どもは今いろいろな方法を

検討しているところでございまして、これがその地上

デジタル放送が開始されるまでに大丈夫だというよう

になるように努力しているところでございますので、

よろしくご理解いただきたいと思います。 

 それから、携帯電話につきましてでございますが、

この携帯電話の不感地域につきましては、市内全域の

不感地帯を携帯電話の会社の方にお示しして、説明を

して、そして理解をしていただく。そして、それに対

して夢ネットを利用した設備をしていただけないかと

いうことを提案しているところでございます。それに

つきましては、感触とすれば決して悪いわけではない

です。それで、何とか私どもの要望に対しまして理解

を示しております。ただ、採算の問題があるものです

から、いろいろなところでそれが実現できるかどうか

というところが、すぐ設備できないということでござ

います。そこについて、実現できるようにいろいろな

提案をしておりまして、回線の流れのぐあいとか、回

線の利用の仕方、そういったものもうちの方でも提案

しながら、それが実現できるように、今、機会を逃さ

ないように努力しているところでございますので、ご

理解いただきたいと思います。 

○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） 松くい虫の防止対策

ということにお答え申し上げます。 
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 いずれ県及び森林所有者等と連携を図りながら、こ

の松くい虫に対する情報収集に努めてまいりたいと考

えてございますが、今、県の振興局林務部におきまし

ては、被害防止監視員という方を１名配属いたしまし

て、この状況把握に努めているというふうなことでご

ざいます。 

 それから、先ほどナラあるいはブナの松くい虫に対

する、松くい虫といいますか、何虫といいますか、ち

ょっとあれなんですが、影響があったやにお聞きいた

しましたが、当地域では、ナラ及びブナへの被害はあ

るというふうな情報はいただいてはございません。県

の方とも、その辺について問い合わせをしながら確認

していきたい、そ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） 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） 県道野田長内線にかか

わりましてのご質問にお答え申し上げます。 

 まず、１点目の橋場地区の改良整備に向けて何か動

きがあったのかというご質問でございますが、これに

ついては、新しい動きがあったというふうな情報は得

ておりません。 

 続きまして、堀割地区の交差点、あるいは標識等の

問題でございますが、いずれ道路をつくる際に、道路

改良の基準に基づいて道路が整備されているものでご

ざいまして、交差点にかかわっても同様の基準に基づ

いて整備されたものと認識してございますが、いずれ

交通事故等も発生している、あるいはその道路標識が

未整備なのが原因なのかもしれないし、それから案内

標識が不備であるというふうなこと等もございますの

で、いずれその案内標識等、現地を調査しながら、今

後、標識等の設置も含めて交通事故の軽減になるよう

に県とも協議してまいりたい、かように考えでござい

ますので、ご理解賜りたいと存じます。 

○議長（菊地文一君） 26番髙屋敷英則君。 

○26番（髙屋敷英則君） それでは、中沢議員の一般

質問に関連いたしまして二、三ご質問申し上げます。 

 通告順に行きますと、まず１番の合併についてとい

う、この項につきましては、先ほど市長の方から、

2,000人の市民を対象にアンケートを実施したという

ようなお話がございましたけれども、どのような内容

のアンケートであったのか、もし差し支えなければ、

その点をお知らせ願いたいというふうに思います。 

 ２点目は、指定管理の件についてでございますけれ

ども、この指定管理の基本的な公正・公平・公募と、

特殊性のあるものについては全国公募というような考

え方を先ほどお知らせいただいたわけでございます。

今回の平庭高原のスキー場施設の指定管理については、

これは１者だけが応募があったというようなお話がご

ざいました。これには驚いたわけですが、本当に１者

だったのか、あるいは何かその辺に事情があって１者

で終わってしまったのかという気はあるんですけれど

も、個人的には、大変いい結果だったというふうに思

っております。 

 そこで、この指定管理の選定をする際の選定委員会

のようなものをつくるんだろうというふうに思ってい

るんですが、この構成というものが一体どういうもの

になっているのか、この点についてお伺いします。 

 それから、この件については２点目として、久慈市

の体育施設等を指定管理している久慈市の体育協会と

いうものがあるんですけれども、この体育協会さんが、

実は指定管理に公募する際に、あるいは指定管理とし

て選定された後もそうなんですが、非常に公募に関し

ては、そして、あるいはまた特殊性があるというよう

なことで全国公募になるというようなことになると、

全国の大手の管理会社を相手に太刀打ちをしなければ

ならない、とてもとても勝負にならない。これでは体

育協会そのものが、法人としてつぶれてしまうのでは

ないかというような大変大きな不安、戦々恐々とした

ような不安を抱いているようでございます。 

 先ほどの市長の答弁の中にありましたとおり、やは

り74の施設を指定管理しているわけでございますので、

その中には非常に特殊性のあるもの、全国公募をしな

ければやはりいけないようなもの、そういうものもあ

るでしょうし、あるいは公募になじまないような施設

もあるだろうというようなことで、この74施設をそれ

ぞれに大きく大別しながら、基本的な、こういう施設

に関してはこういう考え方なんだよというものを明確

にしていただければ非常にありがたい、このように思

うわけでございまして、その点について伺いたいとい

うふうに思います。 

 それから、選定の基準について、これについても先

ほどるるご説明があったわけでございますが、そうし

た中でも一つ気になっていることがございます。それ

は、企業あるいは法人、こういうものの社会的なボラ
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ンティア活動、あるいは奉仕、そういうような過去の

実績というものが、こういう一つの基準の中に考慮さ

れるようなシステムといいますか、基準といいますか、

そのようなものが考慮されるような形のものがあるの

かどうか、この点についてお伺いしたいというふうに

思います。 

 それから、雇用対策についてでございますけれども、

これについても、本当に広い範囲から先ほどご答弁い

ただきました。市内の高校卒業生等の就職の状況だと

か、あるいはジョブカフェの支援のそういう形とか、

あるいは離職率とか、あるいはパートとか非正規雇用

の社員、そういうような問題点とか、いろいろな角度

からご答弁をいただきました。それはそれで非常にわ

かるわけでございますけれども、岩手県では雇用創出

目標というものの数値を掲げているようでございます。

ついこの４月ですか、６月ですか４月でしたかちょっ

と忘れましたけれども、年間の雇用創出目標、これを、

景気が回復してきたということなんでしょうが、上方

修正している。３万600人から３万6,000人という形で

上方修正しているということでございます。そういう

ものが、例えば雇用創出の目標値、目標数、そういう

ものが久慈市には設定されてあるのか、この点につい

てお伺いしたいというふうに思います。 

 それから、これは１カ月ほど前のテレビのニュース

で、ちょっと見逃してしまえば簡単に見逃してしまい

そうな雇用に関するニュースが流れておりました。そ

れは、厚生労働省が、30歳未満の若者について正社員

としてふやす意向があるかどうかということについて、

企業にアンケートをとって調査をした、そういうよう

なことがあったわけでございます。アンケートをした、

調査をした企業の36.3％が正社員をふやす、そういう

回答をしたところが36.3％ありました。反対に、正社

員を減らすというような回答をした企業が6.3％とい

うことで、この36.3％という数字は、こういう調査に

しては前向きないい結果が出たものだというふうに思

っております。 

 この景気が回復をして、要するに、今この時期だか

らこそ、これからの団塊の世代が大量に退職をする時

代も来るわけでございます。そういう意味では、その

企業の高齢化した体質を今変えていかなければならな

い。新しい若い力によって新たな技術開発というもの

もしていかなければいけない。そういう企業のこれか

ら先、将来を見通した、そういうような、こういうふ

うに変えていかなければならないという非常に積極的

なものをこの数値の中から私は感じたわけでございま

す。 

 私は管内、久慈市のいろいろな企業の皆さんに対し

ても、そのような形で、今、都市部では景気が回復し

ている、それから先ほどの市長さんのお話のとおり、

県は、そして市は、そういうようなことで、市の場合

には、まだまだ景気の回復感というものが実感できな

いというような、一言で言えばそのようなお話でござ

いましたけれども、一つの社会の流れとしては、企業

は、これから将来に向けて自分自身をやはり変えてい

かなければいけない、そういう自覚を持ってきている、

そういう自覚が問われている時代だと思うので、私は、

その久慈市のいろいろな企業の皆さん方にも、こうい

うような調査を、アンケートを実施してみたらどうな

のかなと。そういう企業の皆さん方が、もしその回答

の中で、正社員をふやすんだ、これからの将来の会社

のためにふやしていくんだというような結果が出れば、

これは、久慈というまちそのものの魅力というものに

つながっていくんだろうと。 

 逆に、今のような形で、企業はどちらかというと非

正規雇用社員、そういう方々を多く抱えることによっ

て企業そのものの延命を図っているのが現状であるわ

けでございますけれども、そういう傾向が、やはりこ

れからも、まだ景気が回復していないのでやっていか

なければならないというようなことで、正社員をふや

すというような逆の結果が大きく出てしまうようなこ

とになると、これは若い方々の久慈というまちに対す

る夢が小さくなってしまう。そういう意味では、やは

りこの企業の皆さんの意識を、実態を調査して、新し

い雇用の角度というんですか、新しい角度からメスを

入れながらこの雇用対策というものも考えていった方

がいいのではないかというふうに思うんですが、こう

した点についてはどのようにお考えになるのか、お伺

いしたいというふうに思います。 

 とりあえず、以上の点についてお願いします。 

○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） まず、市民アンケー

トについてのご質問にお答えいたします。 

 このアンケートは、市民満足度の調査ということで

アンケートを実施したものでございます。これは、総
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合計画策定のために行うということ、合併満足度を調

査するために行う、市民との協働の可能性について調

査をする、そして行政評価の外部評価として行うんだ

という目的を持って実施いたしました。 

 大きな項目としましては、生活環境の整備、あるい

は地域活動について、行財政運営について、そしてま

ちの未来像について、合併について、その他自由に記

載ができるという形をとって実施したものであります。 

 回答率は、８月31日付でございますが、有効なもの

にもちろん限っての回答率でございますけれども、

24.7％となっているところでございます。 

 それから次に、指定管理者についてのご質問にお答

えいたします。 

 まず、選定委員会の公平性についてということでご

ざいますけれども、これにつきましては、委員が９人

おりますが、その９人が、それぞれ効率的な施設の管

理運営についてという、大きな項目で申しますとそう

いった点、あるいは施設の維持管理について効率的に、

どのように使われたり、提案がなされているか、ある

いは利用者のサービスの向上をどのように考えている、

あるいはどう取り組もうとしているのか、そういった

こと、そして、もう一つご質問がありましたが、団体

等が地域への貢献度、こういったものがいかに見込ま

れるかといった点についても配点いたしまして、そし

て、今回の場合は確かに１者の応募しかなかったわけ

ですけれども、１者であっても、これは65点以上獲得

しなければ選定しないという基準を設けて実施してい

るところでございます。 

 また、公募が原則であるわけです。なぜ公募が原則

かといいますと、もちろん法の趣旨にのっとっている

わけですけれども、いかに民間事業者のノウハウを活

用して、住民サービスの向上と経費の節減ができるか

ということが目的でございますので、その提案を広く

求めなければいけないという考え方に立ったものでご

ざいます。これは、地元であれば有利な面もむしろあ

るのではないかと思います。それは、提案の仕方、管

理をしたいという方の考え方によるものだと思います。

決して中央が有利とか、地元が不利とかということで

はないと考えているところでございます。 

 それから、地域に密着した施設等がございます。そ

れは、例えば久慈市の場合であると公園等がございま

すが、それが地元の方々と密着している、あるいは、

例えば具体的な施設になりますと、半崎の集会施設、

そういったものもございますが、それは、そういった

ようなところは地元の方が管理した方が最も効果が上

がるといったようなことで、そういう場合には１者指

定いたしまして、提案いただいて、きちんと選定いた

しまして、そしてお願いしているということでござい

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） 雇用対策についてお

答え申し上げたいと思います。 

 久慈市として雇用目標を定めているのかというご質

問でございますが、全体としての定めはしておらない

ところでございます。国の助成事業を受けまして、久

慈市雇用開発促進協議会が実施しております地域提案

型雇用創造促進事業、いわゆる通称パッケージ事業と

言っているわけでございますが、この事業につきまし

ては、66名の雇用創出を目標に事業の展開に取り組み

をしているところでございます。 

 あと、それから、緊急雇用ということで去年まで取

り組みをしてまいりまして、今年からは、久慈市就労

機会創出特別事業ということで、臨時的な業務でござ

いますが、雇用確保を図るという部分につきましては

26名、延べ人数で3,621人というふうなことでの雇用

創出目標を掲げているところでございます。 

 それから、若年対策の部分での雇用関係のご質問で

ございましたが、総務省のアンケート調査に基づいて

のご質問でございましたが、実は総務省におきまして

は、2002年からのようでございますが、労働力調査と

いうことで、企業が正社員の雇用拡大にどのような取

り組みをしているかということでの調査をしているよ

うでございます。これが、調査以来初めて、本年の４

月から６月期の正社員雇用が非正社員の雇用を上回っ

たというふうな状況にあるようでございます。要因と

いたしましては、ご質問の趣旨にありましたように、

団塊世代の退職を控えて、技能伝承の受け手としての

若年者の正式採用が拡大しているということで、企業

の経営戦略そのものによるそういうふうな取り組みが

なされてきているということのようでございます。 

 そこで、ご指摘のありました市内企業での関係でご

ざいますが、実は、当地域の産業の集積といいますの

は、残念ながら、ものづくり企業の集積が非常に少な
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い地域柄でございます。そういった意味で、トータル

的に申し上げまして、技術の伝承というふうな部分の

ところが今少し少ないのかなという受けとめをしてい

るところでございます。加えて、誘致いたしました東

京電波、立地いたしまして12年目というふうなことで

ございまして、社員そのものが非常に若いという状況

等もございます。ご指摘のありました市内企業の取り

組み、これからの企業の考え方というのは、調査に値

するものというふうに考えているところでございまし

て、その視点に立って、関係者、関係団体と協議しな

がら、その辺の取り組みについて検討してまいりたい

と思います。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 34番濱欠明宏君。 

○34番（濱欠明宏君） それでは、政和会代表、中沢

卓男議員に関連しまして質問を何点かさせていただき

たいと思います。 

 初めに、昨日来の答弁を聞いておりまして、ふと思

ったのがありました。例えば舗装率の問題、これは平

成17年度末として発表になったわけですけれども、従

前、旧久慈市の場合、そんな数字だったかな、何とな

く上がった気がするなというふうな思いをして実は聞

いておりまして、これも合併効果による数字のアップ

だったかな、山形の舗装率がよかったがゆえに、久慈

市の分が上がったのかな、こんなふうにも思ったり、

あるいは財政指標については、平成17年の決算で数値

が出てきたというようなことでありました。 

 私は、それらを聞きながら、例えば新市建設計画前

期５カ年の主要な施策ということで、光ケーブル、あ

るいは地域コミュニティ、街なか再生、あるいは来

内・久慈小学校云々というふうな話があったわけであ

ります。６月議会が一番の平成18年度の予算執行に当

たっての大きな本格予算を審議した。そうなりますと、

昨日の財政指標と６月議会の予算が執行に移る、この

際に、この数値がどういうふうになってくるんだろう

かな。私は、新年度のこの予算執行に向けて、財政指

標の数値の積算をきのうのこの財政指標とあわせて、

見込みについてどのように積算なさっているかお聞き

いたしたいと思います。 

 それから、難視聴・不感地域の解消についてであり

ますけれども、これまで、アナログにかかわっては、

共同受信の組合があったわけですけれども、組合の皆

さんはやはり不安になっております。このデジタル化

に向けての補修といいますか、そのテレビを見るため

の措置をどうしてもしなければならんということで、

私ども、玉の脇にもあるわけですけれども、400万円

ぐらいかかるのではないかというような見込みを立て

て、テレビ組合の方では不安に思っております。 

 さまざまな工夫等々の話もあったわけですけれども、

いずれ市の方針がこの共同施設にかかわっても出てく

るだろうと。手法についても、こういった形でやろう

というふうに私は具体的に出てくるんだろうと思うわ

けですけれども、それらの組合に対する具体的な説明

会を開催する予定があるのかどうか、お聞かせ願いた

いと思います。 

 観光振興にかかわって観光客の入り込みというふう

なことでありますけれども、海水浴シーズンも終わり

ました。舟渡海水浴場の今年の入り込みはどうだった

のか、昨年に比してどうだったのか、お聞かせ願いた

いと思います。特にも、シーズン前に、舟渡海水浴場

は県の中でもベスト５に入るきれいな海だというテレ

ビ報道もあったわけでありまして、非常に鼻を高くし

たといいますか、そんな観光資源になっていると。私

は現場に行って、前にも議会で議論しましたけれども、

やはりこの海水浴場の砂浜化というのはこれから必要

なのではないかなと。特にも、そういうきれいな海で

泳ぐ人たちにも、私は、ことしは去年に比して大分観

光客が来たのではないか、そんな思いをしております

ので、それらの整備も来年に向けて早く、適切な海水

浴場になるような手法を検討していただきたいと思う

わけですけれども、考え方についてお伺いしたいと思

います。 

 あと、付随しましてこのレストハウスがあります。

なかなかに受け手がないということで苦労してお願い

しているという実態でありますけれども、このレスト

ハウスの将来の管理運営のあり方について、どのよう

な方針を持っておられるのかお聞かせ願いたいと思い

ます。 

 それから、建設行政、市道の問題であります。100

を超える路線があるというふうなことであります。重

要度、緊急度等を勘案し、あるいは財政を勘案して整

備手法を検討して進めたい、こういう答弁であります。 

 辺地債を導入する際に、点数というのが議会の資料

として配付されて議論になってきました。私は市道に
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ついても、やはり今後も100を超える路線が着実に整

備されていくためにも、重要度あるいは緊急度等を点

数化をして、そして整備に着手する、もちろん補助事

業を導入できる市道、あるいはもう単独でなければで

きない市道、いろいろあるわけです。Ａランク、Ｂラ

ンクと分かれるわけですが、それらについても、総合

的に点数制度というものも導入して、この市道の整備

に当たるべきではないかと思うわけですけれども、そ

れらの考え方についてお聞かせいただきたいと思いま

す。 

 それから、青線、赤線、新たに国から移譲されて、

いわば市の財産ということになるわけであります。こ

れまでも国調があったわけでありまして、その際には、

どなたが赤線、青線を、立ち会うという意味での責任

といいますか、どこの課でそれに立ち会ってきたのか。

それから、今後、市のまさに財産管理になるわけです

けれども、国調が導入される地域の青線、赤線の立ち

会いをどこでやるのか、これらについてもお聞かせ願

いたいと思います。 

 そして、６月議会でも若干議論しました避難経路の

かかわりの橋の件です。市長からは、橋から子供が落

ちた、あるいはけがをした云々という事故が起きた際

の責任のあり方については、どこかと問われても、今

の段階ではお答えするすべを持っておらないという一

般質問の関連質問の際の答弁でありましたが、その後

どのようになっておられるのか、この責任問題につい

て、わかればお聞かせ願いたいと思います。 

 それから、工事の設計請負であります。旧久慈市あ

るいは旧山形村の件数、あるいは請負率が出たわけで

ございます。私は、行政の積算根拠があって、きちん

とした積算がなされている、それが基本的な工事の安

全を確保し、立派な製品として、完成品としてその積

算根拠があると私は思うんです。これが極端に、先ほ

どの答弁の中では、43.1％という請負という結果で仕

事をなさるというふうなことになりますと、私は、そ

の事業をやった方が、果たして本当にそれで仕事にな

っているのだろうか、つまり赤字になってやしないの

か。赤字をさせてまで、私は、公共事業を入札させて、

仕事をさせることに問題はないのか、そんな思いを実

はしております。 

 旧山形村の場合には99から95％、積算根拠が適正で

あれば、経営努力の範疇の中の数字なんだろうと思い

ます。しかし、久慈市の場合は、96から43.1％、平均

が90％ということになっていますが、つい最近の事例

を聞きますと60％台でやりとりしているという例も聞

きます。私は、異常事態だというふうに思っておりま

して、そのためにも最低価格の制度の導入等も含めて

検討が必要なのではないだろうか。いい仕事をしても

らって、そしてもうけていただいて、そして税を払っ

ていただく、そんな形で行政と請負業者が相互の関係

があって、私は満足度の向上につながっていくのかな、

こんな思いもしておりますので、この最低価格につい

ての検討をもはや開始しなければ遅いぐらいの時期で

はないかと思うわけですが、考え方についてお聞かせ

いただきたい。 

 あと、教育行政でありますが、商業高校の移転とい

いますか、長内中学校への問題ですが、今、国の承認

を待っているというふうなことです。私は時期、つま

り中学校、国から許可が出た。そして、長内中学校が

久慈商業を利用できるというふうなことになったとし

ても、この時期が、例えば受験の時期とか、そういう

ふうなことになりますと、子供らにもいろいろと影響

が出てくるのではないか。そういった意味では、やは

り卒業時期は省くというふうなことでの対応は、当然

教育委員会は考えておるわけですけれども、それらの

時期についてどういった思いをなさっているかお聞か

せいただきたい。 

 以上であります。 

○議長（菊地文一君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 私からは１点、無主物といい

ますか、所有者不明の施設に関する点についてお答え

いたします。 

 万が一、その施設でもって事故等が発生した場合、

どういう責任体系が生ずるのか、こういったご趣旨の

質問であります。これはまだ整理はし切れてはおりま

せんけれども、先ほど少しく触れましたとおり、第一

義的には設置者であろうと思います。ただ、その設置

者が不明であるとなった場合に、その施設が、そのあ

る場所に設置されているわけですが、その場所を管理

する者、こういったものが第二義的には責任を負うも

のというふうに思います。 

 ただ、しかし、問題は、そうなった場合に、それが

許可されて設置されているのかどうかということにな

ろうかと思うのであります。もし許可ないままに設置
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されていたとすれば、その場所、土地を管理するのは、

恐らく想定されるのは、許可した覚えはないので直ち

に撤去しなさい、そういったことでの管理責任を果た

す、こういった道を選択する可能性もなきにしもあら

ず、このように私は思っております。したがって、先

ほど答弁で申し上げましたとおり、やはりその管理す

る者に対して設置の許可をいただいているということ

がなされることが必要であろう。その上で責任体制を

はっきりするということが最も望ましい姿であろう、

このように答弁させていただきました。 

○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） 初めに、財政指標に

ついてのご質問にお答えいたします。 

 この平成18年度の予算についても同じような、どの

ような財政指標になるのかというご質問でございます

けれども、この財政指標につきましては、決算が出ま

せんと求めることができないものでございますので、

その点はご理解いただきたいと思います。 

 ただ、この基準となりますのが標準財政規模でござ

いまして、これは交付税に大きく左右される。この制

度が大きく動くと、この数値も大きく動く要素がある

という状況にございます。それで大変心配しているわ

けでございますが、現段階では、何とか現状維持でき

るのではないか、そして、そうなるようにプライマリ

ーバランス等を図りながら財政運営をしているところ

でございます。 

 それから、地上デジタルにかかわってのご質問にお

答えいたしますが、このアナログ放送の組合に説明会

を開催する予定はあるのかということでございますけ

れども、この共聴施設は、古かったり、さまざまな状

況がございまして、使えるもの、使えないものといっ

たようなものがあると認識しているところであります。

そういった状況を踏まえながら、それぞれ地域にとっ

てどれが最もふさわしい形なのかということを見きわ

めて、見きわめたら、すぐ説明会を開催したいという

ふうに考えているところでございます。 

 それから、工事請負率にかかわってのご質問にお答

えいたします。 

 議員ご心配の低い請負率ということでございますけ

れども、これにつきましては、今年の６月１日から、

最低制限価格制度を実施しているところでございます

ので、その点は、心配するような事態にはならないと

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） 卯道産業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） 舟渡海水浴場の入り

込みと整備等につきましてお答え申し上げたいと思い

ます。 

 今年は、７月が低温でございまして、400人ほど減

でございましたが、８月は好天に恵まれまして1,800

人ほどふえ、トータルでは1,400人ふえまして１万

2,300人の利用があったところでございます。 

 舟渡海水浴場につきましては、以前は、砂浜の非常

に海水浴条件に恵まれた場所でございましたが、久慈

湾の海流の変化によりまして、砂の滞留する場所が変

化しまして、現在は砂が滞留しないという状況になっ

ているところでございます。これにつきましては、舟

渡海水浴場の隣接地といいますか、背後のところにも

広場がございますし、そういった部分のトータル的な

部分でのこの整備はどういうあり方であればいいのか、

そういった部分につきまして検討してまいりたいとい

うふうに思います。 

 それから、舟渡レストハウスの関係でございますが、

設置当初は大変な好評でございまして、お客様のにぎ

わいが大変あったところでございますが、現在は、夏

の１カ月半、２カ月開館するというふうな状況になっ

ているところでございます。舟渡地区は、陸中海岸国

立公園の北の玄関口にも当たるわけでございますし、

それから、小袖海岸のロケーションにつきましては、

訪れた方々、それからまた、改めて紹介いたしました

エージェントの方々が、非常に魅力的なポイントだと

いうとらえ方をいたしているところでございます。そ

ういった意味で、これからの観光行政の中で非常に大

切な景勝地であるというふうに理解しているところで

ございまして、観光関係の皆さんと連携しながら総合

的に検討してまいりたい、このように考えます。 

 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） 市道整備についてのご

質問にお答えいたしますが、点数制度での対応をした

らいかがというふうなご指摘でございますが、補助事

業あるいは起債事業等については、ヒアリングを受け

て実施しているわけでございますが、先ほど議員の方

からもご指摘がありましたように、100を超える路線
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の要望が来てございます。その中で15ないし20路線を

我々は年度でピックアップいたしまして、常に申し上

げてございますが、指標を設けまして、必要性、重要

性、緊急性、熟度、あるいは総合発展計画に登載され

ているか、これらの問題を、例えば必要性については、

除雪が困難ではないかとか、公共施設の配置状況はど

うなのかとか、利用世帯はどうなのか、さまざまなこ

とを検討しながら、点数化をしながら採択していると

いうふうな状況でございますので、ご理解賜りたいと

存じます。 

 それから、青線、赤線の問題でございますが、平成

17年３月以前につきましては国の方で確認しまして、

国の方が立会しているというふうな状況でございます

し、それ以降のものにつきましては、譲渡を受けた

市が立会するというふうなことになろうかと存じま

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） 商業高校の利活用に関わっ

て、移転の時期等について。 

 子供たちが、例えば卒業式とか受験シーズンとか、

影響が出ないようにという指摘はもっともでございま

して、子供中心に考えていくことでございますので、

これについては、学校長とも十分意見交換しながら進

めていきたい、そういうふうに思います。 

○議長（菊地文一君） 34番濱欠明宏君。 

○34番（濱欠明宏君） １点だけ。財政指標の関係で

した。 

 決算が出ないとわからないという非常に淡白な答弁

だったなと。船舶の船長が例えば市長だ、航海長は総

務企画部長だというふうに思っていて、地図のコンパ

スを見ながらどこに到着するんだという際には、やは

り航海長の腕というのは頼りになるわけです。 

 当然に私は財政を執行させるに当たって、この公債

比率とか経常収支比率とか、その辺はいろいろ積算を

見込みを立てながら私は執行していると思っているわ

けですけれども、そういうふうな考え方でいいでしょ

う。再答弁をお願いします。 

○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） ただいまの財政指標

でございますけれども、これは公債費比率でいいます

と20％以下を目標にする、起債制限比率で、もう今は

古い指数になりますが12％以下、経常収支比率80％以

下という具体的目標を定めて、そしてそれに向けて予

算編成して、健全財政を保つように努力をしていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 再質問、関連質問を打ち切り

ます。 

 次に、白樺会代表、二橋修君。 

〔白樺会代表二橋修君登壇〕 

○９番（二橋修君） 私は、白樺会を代表いたしまし

て、身近な問題を中心に質問をしたいと思います。 

 最初の質問は、県から市への権限移譲についてであ

ります。 

 県は、昨年４月に629項目の事務を移せる県事務の

市町村への移譲指針を策定いたしました。さらに今年

度は370項目を追加しております。県によりますと、

あくまで押しつけではなく、権限を持つことで住民と

の協働が広がり、住民自治を進める機会にしてほしい

としております。 

 受け入れる行政側では、行財政改革によって職員数

が削減されていく中で、仕事の量がふえていくなど、

問題点も指摘されております。具体的な項目は、これ

から検討していくとのことでありますが、当市は、県

からどのような許認可事務の権限移譲を進めようとし

ているのか、また、その結果、住民サービス、市民福

祉の向上にどのようにつながっていくものなのか、お

伺いするものであります。 

 次に、バスの運行について質問いたします。 

 川井－小国間などのＪＲバス既定路線の問題であり

ます。 

 この件は、合併前にもいろいろ議論されてきたわけ

であります。当時、地区懇談会等においては、行政側

は、努めてこの路線は継続していけるよう最大限の努

力をすると地域住民に約束をしております。市民が先

月から利用可能になったスクールバスとの関係と、こ

の路線バス運行事業の今後の見通しについてお尋ねす

るものであります。 

 ３番目は、自然保護についてであります。海の方に

も同じような問題がたくさんあろうかと思いますが、

今回は山の方について質問したいと思います。 

 ご案内のとおり、当市、特にも山形地域は遠島山、

平庭岳など美しい山々が連なっております。この山々
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には、大自然の贈り物といわれる天然の山菜、キノコ、

高山植物など、春夏秋冬を楽しませてくれる自然があ

ります。しかし近年、一部の心なき人々の乱獲により

まして、生産量の減少、あげくの果ては、缶、ごみの

投げ捨てなど、自然が破壊されつつあります。このま

ま放置しておきますと、もとに再現するまで５年、10

年かかる場所、また再現不可能な場所もあります。私

は、行政、管理署、所有者、組合等と協議をし、早急

に対応策を講じていくべきだと考えておりますが、市

長のご見解をお聞かせいただきたいと思います。 

 次に、高齢者のひとり暮らしの安全対策について質

問いたします。 

 地震、津波、台風、そして火災、水害、土砂災害な

ど、日常では考えられないような災害が全国各地で頻

繁に発生しております。そのたびに、とうとい高齢者

の生命が失われております。みずからを守る自助と、

ともに地域社会で助け合う共助の重要性が指摘されて

おります。超高齢化時代の進む中で、災害時、緊急時

における安全誘導策を市はどのように考えているのか、

お伺いをするものであります。 

 ５番目に、クマによる農作物等の被害対策について

お尋ねいたします。 

 例年この時期には、管内至るところにクマの出没が

頻繁に報告されております。特にも山間部、山形地区

においては、毎日のように目撃情報が飛び回っている

状態でございます。子供たちの通学路を横切ったとか、

軒下を歩いていたとか、まさに人的被害がいつ出ても

おかしくない状況になっております。また、家畜飼料

用や食用、出荷直前のトウモロコシなどに大きな被害

が出ております。 

 子供たちのクマよけ鈴、電気牧さく等、一定の効果

が出ているのも事実でございますが、このような現実

を踏まえ、市として、クマとの共生の問題、農作物等

の被害問題などにどのように対処していくのか、その

対応策をお尋ねいたします。 

 林業振興については、二つ質問をいたします。 

 初めに、平成19年度に県行造林と公社造林が一元化

されることになっておりますが、これら事業量の増大

対策、雇用拡大対策及びこれからの森林整備に対する

市の考え方をお伺いいたします。 

 二つ目は、いわての森林
も り

づくり推進事業についてで

あります。 

 この事業については、林家の皆さんの意向調査など

を実施し、林地整備事業の委託業者選定基準を当地方

の実情に見合ったような選定見直しなどを県に働きか

けていくべきだと思っておりますが、市長のお考えを

お尋ねいたします。 

 ７番目は、観光について質問いたします。 

 春の平庭高原つつじまつり、先般行われましたガタ

ゴンまつりなど、たくさんの観光客の皆さんに来てい

ただき、内外ともによい評価をいただいており、盛大

に行われました。このようなお祭りや闘牛、「塩の

道」牛方道中など、地域の特色ある伝統行事は、拡大、

継続していくべきだと思いますが、今後の見通しをお

伺いいたします。 

 次に、道路整備についてお尋ねいたします。 

 市道川井関線の改良工事についてであります。私も

毎日この道路を利用しておりますが、小中学生の通学

時間は、幾度となく危険な思いをしております。歩道

もなく、道路幅も狭く、交通量も結構多い路線であり

ます。特にも、冬期間は車のすれ違いさえ困難をきわ

めております。現在においても改良工事を実施してい

る箇所も見当たらないわけであります。地域住民、利

用者の皆さんから強く早期の完成が望まれております

が、進捗状況と今後の計画、見通しについてお伺いす

るものであります。 

 ９番目は、地域まちづくり委員会についてでありま

す。 

 先般、初会合が総合支所で開かれ、地域コミュニテ

ィ振興事業に、山形地域分15件が採択されたと聞いて

おります。この委員会は、合併に伴い発足した地域振

興を審議する委員会であると私は認識しておりますが、

この委員会の役割と市長が期待する今後のあり方とあ

わせ、初会合の内容をお伺いするものであります。 

 次に、山形地区の時報チャイムについて質問いたし

ます。 

 山形地区においてこれまで１日３回、朝、昼、夕と

防災無線を使い時報チャイムを流して住民にその時を

知らせてきたわけであります。ところが、近ごろ昼の

時報が鳴っていない、停止状態にありましたが、その

理由と今後の計画をお尋ねいたします。 

 ご案内のとおり、山形地区は、農業、林業、畜産と

屋外で仕事をしている人たちが大変多いわけでありま

す。地域住民の皆さんから、昼の時報チャイムは必要
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との声も聞かされております。お考えをお聞かせいた

だきたいと思います。 

 最後に、教育行政について二つお尋ねいたします。 

 一つ目は、小規模校の学校運営についてであります。 

 少子化に伴い、全国的に小規模校がふえております。

当市も例外に漏れず、小規模校より少ない、極小規模

校とでもいいますか、教頭、養護教諭も配置できない

ような学校がふえております。児童生徒を中心に考え

てみれば、標準校に比べますと大きな負を背負ってい

るように思われます。今後避けては通れない統廃合を

含め、小規模校の学校運営についてのご所見を教育長

にお伺いするものであります。 

 二つ目は、スクールバスの利用についてであります。 

 数年前から、高校生、中学生の減少から中高生が同

一のバスで通学できるようになりました。当時はいろ

いろ問題が指摘されたわけですが、幸いにも大きな問

題は起きていないと聞いております。 

 今回の試みは、いろいろな角度から見ましても、私

自身大変歓迎するものでございます。しかし、生徒と

市民が同乗するわけでありますから、危惧される事項

が出てくると思われます。その主な想定事項と対応策、

あわせてドライバーの教育と権限についてお尋ねいた

します。 

 以上をもちまして、私の登壇しての一般質問を終わ

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） 白樺会代表、二橋修議員のご

質問にお答えをいたします。 

 最初に、県から市への権限移譲についてであります

が、昨日の清風会代表、皆川議員にお答えいたしまし

たとおり、現在、久慈地方振興局と権限移譲研究会を

設置し、協議、検討を進めているところでございます。

協議に当たりましては、市内部で事務が完結し、事務

の迅速化、効率化等を通じて市民サービスの向上につ

ながることを基本に、移譲事務に要する必要経費の措

置でありますとか、事務処理に係る技術的・人的支援

等についても検討を加えながら進めてまいりたいと考

えております。 

 次に、バスの運行についてお答えをいたします。 

 川井－小国間のバス運行は、平成８年のＪＲバスの

路線廃止を受けまして、現在まで代替バスとしてＪＲ

バスに運行を委託してきたところであります。 

 当路線の運行につきましては、運行経費と運賃収入

の差額を委託料として支出している現状から、乗車人

員の減少による運賃収入の減、あるいはまた燃料価格

上昇によります経費の増加等、まことに厳しい状況に

あると認識をいたしております。 

 今後におきましては、ＪＲバスと連携し、運行地域

を中心に、利用の促進に努めてまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、自然保護にかかわってのご質問にお答えをい

たします。 

 まず、最初にお断りを申し上げたいのでありますが、

当初ご質問の要旨を、自然破壊といったところに要旨

があるのかと思いまして、そちらの答弁を主に準備い

たしたところでございます。まず、このことをご理解

賜りながら答弁をさせていただきます。 

 廃棄物の不法投棄による自然破壊の問題についてで

ありますが、市では、自然環境や景観の保全上支障の

ある廃棄物の不法投棄や不適正処理の防止のために、

10人の環境パトロール員を委嘱し、巡回監視を行って

おります。また、本年６月には、全国市長会の提言に

より創設されました全国ごみ不法投棄監視ウイークの

一斉行動に参加いたしまして、集中的に監視活動を行

ってきたところでございます。しかし、残念なことに、

ご指摘にもありましたとおり、原因者不明の不法投棄

が相次いで発見されるなど、その対応に大変苦慮して

いるところであります。 

 今後におきましても、久慈地方振興局、久慈警察署

を初めとする関係機関・団体等との連携をさらに強化

し、自然の恵沢を将来にわたり享受できるよう、不法

投棄の根絶に努めてまいりたい、このように考えてお

ります。 

 なお、乱獲による天然物の保護につきましては、所

有権、入会権等、いわゆる物権について整理しなけれ

ばならない課題もあろうかと私は思っております。し

たがいまして、今後、例えば山林所有者あるいは地域

生産組織、さらにまた地域住民等、関係者等の主体的

取り組みは何があるのかといったこと等について、関

係者とよくよく意見を交わしながら対応策を模索して

まいりたい、このように考えております。 

 次に、高齢者のひとり暮らしの安全対策についてお

答えをいたします。 
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 災害時・緊急時における安全誘導策についてであり

ますが、高齢者のひとり暮らしなどの災害時要援護者

が避難を要すると判断されるような災害が発生した場

合、町内会、自主防災組織、消防団等の協力を得なが

ら、災害時要援護者の方々の避難誘導を優先して行い

ます。 

 また、６月に実施いたしました久慈市津波避難訓練

におきまして、久慈湊自主防災会連合会並びに川崎町

の自主防災会及び久慈市消防団と連携をいたしまして、

災害時要援護者の警戒広報並びに避難誘導訓練を実施

したところであります。 

 今後、高齢者のひとり暮らしなどの災害時要援護者

の情報収集及び避難方法等につきまして、自主防災組

織等の関係機関に協力を要請し、検討を進めてまいり

たいと考えております。 

 次に、クマ対策についてお答えをいたします。 

 今年度のツキノワグマによる被害は、８月28日現在、

26カ所で、被害面積は1,659平方メートル、デントコ

ーンなどの農作物の被害の報告を受けているところで

あります。 

 被害対策につきましては、これまで、電気さく設置

に対する支援を実施しているところであります。また、

ツキノワグマ駆除につきましては、鳥獣の保護及び狩

猟の適正化に関する法律によりまして、岩手県の許可

が必要でありますことから、久慈地方振興局保健福祉

環境部に協議しながら、被害調査等を進めているとこ

ろであります。 

 次に、林業振興についてお答えをいたします。 

 まず、公社造林等の事業量の確保対策についてであ

りますが、県行造林と公社造林が平成19年度に一元化

されることに伴い、岩手県では、今後の森林整備事業

計画について、現在策定中であると伺っているところ

であります。このことから、今後の事業量の減が心配

されるところでありますが、森林整備の拡充と雇用の

確保が図られるよう、県に強く要望をしてまいりたい

と考えております。 

 次に、いわての森林
も り

づくり推進事業についてであり

ますが、この事業は、いわての森林
も り

づくり県民税を財

源として、森林の持つ公益的機能の確保と森林環境を

保全するため、本年度から実施されるものであります。 

 現在、久慈地方振興局林務部において、当地域の整

備対象森林の確保に努めているところと伺っておりま

す。ただしかし、保安林指定等が要件となっておりま

すことから、いまだ本事業を承諾する森林所有者はな

いとのことでありますので、林家の意向調査について

要請をしてまいりたいと考えております。 

 また、委託事業者選定については、幅広く事業者を

参画させることにより、事業執行の一層の透明性の確

保と、より質の高い事業の実行確保を図るために、指

名競争入札制度を導入するものであると久慈地方振興

局林務部から伺っているところでありますが、今後、

地元雇用に資する発注形態になるよう要請してまいり

たいと考えております。 

 次に、観光にかかわってお答えをいたします。 

 ガタゴンまつりや闘牛、「塩の道」牛方道中など、

伝統行事についてであります。 

 今年で13回目を数えましたガタゴンまつりでありま

すが、合併後初の開催として多くの参加者でにぎわい、

また闘牛大会につきましても、昭和58年からこれまで

途切れることなく開催され、東北唯一の闘牛大会とし

て人気の高いイベントとなり、また「塩の道」牛方道

中の再現につきましても、恒例のつつじまつりに欠か

すことのできない行事となっていることは、ご案内の

とおりであります。 

 このように、地域住民が取り組み育ててきた伝統行

事は、新市においても大変貴重な財産であると認識を

いたしておりまして、今後とも継続されることで、地

域の振興及び活性化に結びつくものと考えます。 

 いずれの行事におきましても、地域及び関係者の皆

さんの熱心なご尽力により開催されてきておりますこ

とから、この熱意の継続と後継者の育成が大事であり、

市といたしましても、このような伝統行事の継続のた

め、引き続き支援してまいりたいと考えております。 

 次に、道路整備についてお答えをいたします。 

 まず、市道川井関線道路改良工事の進捗状況につい

てでありますが、計画延長約2,000メートルに対しま

して、平成17年度末の完成延長は約960メートル、進

捗率で申し上げますと約48％となっており、今年度は、

市道成谷線までの約100メートルの整備を予定してい

るところであります。 

 また、今後の見通しについてでありますが、市道成

谷線との交差地点から岩井野地区側につきましては、

関係地権者の理解と協力をいただきながら整備を進め

てまいりたいと考えております。 
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 次に、地域まちづくり委員会についてお答えをいた

します。 

 この地域まちづくり委員会は、山形町における地域

振興に関する事項を調査、審議するため、市長の諮問

機関として設置し、年５回程度の会議を予定しており、

今後、新市の将来像として掲げております「夢・希

望・未来に向かって ひと輝くまち」の実現のために、

住民の積極的な活動及び協働による地域の一層の振興

とコミュニティの活性化が図られるよう、充実した審

議を期待しているところであります。 

 なお、去る８月７日開催をいたしました第１回会議

では、委員長及び副委員長の互選を行うとともに、地

域コミュニティ振興事業につきまして、各種団体から

提出されました事業計画書に基づき審議し、申請27件

中15件について、助成が適当であるとの答申をいただ

き、その後、山形町の地域振興について、団塊世代の

受け入れでありますとか、人材育成による地域振興な

ど、活発な意見交換がなされたところであります。 

 最後に、山形地区の時報チャイムについてお答えを

いたします。 

 山形地区の時報チャイムは、合併以前から、午前６

時、正午、午後６時の１日３回を放送してきたところ

でありましたが、このたび設定を再確認いたしました

ところ、ご指摘のとおり、正午のチャイムの設定が一

部クリアされておりました。原因につきましては、合

併時にチャイムの音楽を変更した際、設定内容が変更

されたものと思われますが、８月24日時点において再

設定し、現在は従前どおり放送をされております。 

 この間、地区住民の皆様には、大変なご不便をおか

けいたしました。このことに対し心からおわびを申し

上げるものであります。 

 なお、今後につきましては、定期的な点検や日常管

理の強化を図りつつ、このことのないように努力をし

てまいりたいと考えております。 

 以上で、白樺会代表、二橋修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） 白樺会代表、二橋修議員の

ご質問にお答えいたします。 

 最初に、小規模校の学校運営についてでありますが、

教育活動における最重要事項は、学力向上にあると考

えております。しかし、小規模校の小学校においては、

複式学級での授業という課題があり、また中学校では、

専門教科の免許を持たない教師が授業をしなければな

らないという課題があります。 

 このため、複式学級を有する小学校には、すこやか

サポート非常勤講師３校３名、小規模校支援非常勤特

別講師５校５名、これらを配置し、また、小規模中学

校には、免許外担任解消非常勤講師８校で13名を配置

しております。 

 なお、小規模校の統廃合につきましては、児童生徒

の教育環境の充実を最優先に考えながら、将来を見据

え、関係者と意見を交わしていく必要があると考えて

おります。 

 次に、スクールバスの利用についてでありますが、

住民の利便性を図るために、去る８月28日から、山形

中学校のスクールバスに一般住民の混乗を始めたとこ

ろであります。この利用に当たりましては、事前に住

民説明会を開催するなどし、具体的な事例を挙げて、

安全で円滑な運行となるよう周知に努めているところ

であります。 

 なお、走行中の留意点あるいは運転手の権限はどう

なっているのかとお尋ねがありましたが、市営バスな

どと同様に、仮に、生徒たちに悪影響を及ぼすような

行為があった場合には、乗車を遠慮してもらうことと

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。

９番二橋修君。 

○９番（二橋修君） ご答弁ありがとうございました。 

 自然保護の問題については、採算的、収穫的なもの

から考えてみますと、非常に希少価値になっている、

品目で申しますとギョウジャニンニクとかヤマウドと

か、あとキノコにすればマツタケとかホンシメジとか、

非常に中央の方で高い評価を得ている品物があるわけ

であります。そういう昔から塩蔵したり乾燥したり、

保存食として家庭で使っていたものなんですが、近年

ますます、自家用にでさえ手に入りずらい、そういう

状況が非常に続いております。これも、根こそぎとれ

ば次の年は出て来ないというのをわからない人たちの

そういう行動によって起きているものだと思っており

ますので、この点に関しましても、生産組合なり、そ

ういう公的な管理署みたいなところと相談をいたしま
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して、マナーというんですか、そういうものの啓蒙に

努めていっていただきたいと思っております。 

 それから、クマ対策については、毎日のようにうち

の方には出ているんです。夕方から、みんなでトウモ

ロコシを守るため、農作物を守るため、ラジオを夜中

じゅうかけたり、タイヤを燃やしたり、いろいろな自

分で守るような、各家庭で一生懸命やっているんです

が、なかなか隅々まで行き届かない。電気牧さくの場

合は、結構効果が非常に顕著にあらわれて、いい対応

策だなと思っています。ただ、自家用で小さな、隣の

畑に自分で食べるようなトウモロコシとか、そこまで

やられていますので、そういう部分の電気牧さくやそ

ういう対応策をこれから少し考えていただいて、手軽

に希望者がありましたら補助していただくような対応

策をお願いしたいと考えております。 

 観光については、大変前向きなご答弁をいただきま

して、大変ありがとうございました。市長にも、ガタ

ゴンまつりや牛方道中などに参加をしていただきまし

て盛り上げていただきましたが、地域の皆さんも、手

づくりですべてやっておりますので、こういう機会に

団体のつながりといいますか、地域の活力といいます

か、そういう部分が醸成されていくものだと思ってお

りますので、大変ありがとうございました。 

 以上で終わります。 

○議長（菊地文一君） ９番、答弁を必要としますか。 

○９番（二橋修君） 自然保護とクマ対策の部分につ

いて。 

○議長（菊地文一君） 行政の支援を仰ぎたいという

質問ですか。 

○９番（二橋修君） はい。 

○議長（菊地文一君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 私からは、自然の恵みについ

て、どのようにこれを守りマナーを確立していくのか

といったような質問について、再度答弁をさせていた

だきます。 

 先ほど、実は整理しないままに、私なりの考えとし

て答弁をさせていただきました。この山林という課題

には、いわゆる山林所有者、あるいは入会権、さまざ

まな物権が付随していると私自身は認識いたしており

ます。例えば、そのほかにも遊牧権、こういったもの

もあろうかと思います。そうした中で、どういった権

利がその中にしっかりと確立されているのか、まずこ

ういったところの認識が、それぞれになければならな

いだろう、このように思っております。 

 そうした中で、他から入ってくる、いわゆる地域の

実情を熟知しないままに乱獲をする傾向といったもの

が、確かに散見されます。散見されるというよりは、

かなりの頻度で目につくわけであります。したがいま

して、そういった山に入ってくる人々に対するマナー

といったものについて、行政としても一定の割合でか

かわっていかなければならないというふうに思ってお

ります。 

 また、それだけではなく、やはりそこの場所で生産、

収穫に携わっている方々の主体的な取り組み、こうい

ったことについても、大いに助長するようなことをし

ていかなければならない。例えば、簡単な方法ではあ

りますが、結構有効だと思われるのが、トラ縄なんか

をめぐらすということで境界地をしっかりと誇示する

というようなことでも一定の効果はあると私は認識い

たしておりますが、そういったことを地域ごとにでき

ないものかどうかというようなことについて、いろい

ろと話し合いをしながら検討してまいるべき問題であ

う、このような考えから先ほどのような答弁に至った

ものでありますので、ご理解賜りますよう、よろしく

お願いいたします。 

○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） クマ対策についてお

答え申し上げます。 

 今年度の電気さくの補助予算でございますけれども、

50万円計上してございますが、既に申請者がオーバー

いたしまして、予算がないという状況でございます。

その中で、今年もう既に26件以上の被害届が出てござ

いますので、財政等と協議しながら、来年度の予算確

保に向けて努力をしてみたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 19番石渡高雄君。 

○19番（石渡高雄君） 二橋議員の質問に関連いたし

まして、質問項目６番の林業振興について、それぞれ

細目１番、２番、１件ずつ関連質問させていただきま

す。 

 初めに、細目１番の方の林業の雇用の件に関して、

あるいはその創出という点から質問いたします。それ

は、市有林の活用ということから市の考え方をお聞き

するものです。というのは、市有林の活用をしながら、
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あるいは適正管理するという、そういう観点からとら

えて取り組んでいただければ、おのずと雇用の場、雇

用機会というのがふえるという観点からでございます。 

 そこで最初に、まず市有林の面積、これは、市有林

となっているか、位置づけが市有地となっている、実

際には山林の部分もあるかもしれませんが、実際の現

状が山林の部分を含めた市有林の面積、相当数になっ

ていると思うんですが、幾らなのか。そして、そのう

ち県行造林とか公社造林、あるいは緑資源造林という

いわゆる機関造林の部分は幾らなのかお伺いいたした

いと思います。 

 それから次に、２番目の方の森林
も り

づくりに関して、

委託業者という面で、先ほど市長の答弁の中には、県

として透明性とか、より高度な技術といいますか、そ

ういう面から競争入札という制度をとる―言葉は

競争入札ではなかったんですが、選定するというよう

な話がございました。現在、当地方の林業に従事して

いる、いわゆるそういう機関造林とかそういうものに

就業しているといいますか従事している方々というの

は、森林組合を初めとして、いわゆるプロでございま

して、技術的に精通した組合であり、労務班だと思っ

ております。そういう方々も含めるには含めるんです

が、だれでもかれでも指名する考え方というのは、逆

に技術の低下というものを引き起こすのではないのだ

ろうか。やはり場所を熟知していたり、状況把握、い

わゆるプロの方々というものの技術というのが、より

今は高度なものになっておりますし、これからも、そ

れぞれ努力しているわけですから、そういう面から、

簡単に金額の面からだけで入札という制度というのは、

どういうものかと思っております。 

 市としても雇用の面で、だれが仕事をとるかわから

ないようなやり方ではなくて、ある程度地元というこ

とを考えた取り組みというのをぜひ私はやっていただ

きたい。そういう面から県の方にも働きかけていただ

きたい。そういうことで、もう一度答弁をお願いいた

します。 

 以上です。 

○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） ２点についてお答え

申し上げます。 

 市有林の活用にかかわって、市有林の面積等でござ

いますけれども、まず、久慈市の市有林面積は1,851

ヘクタールございます。これの内訳でございますけれ

ども、旧久慈市分が862ヘクタール、それから旧山形

村分が989ヘクタールというような状況でございます。 

 それから、県行造林面積でございますが、久慈市全

体では2,968ヘクタール、それから、この内訳で、旧

久慈市、旧山形村分でございますが、それぞれ877ヘ

クタールの2,091ヘクタールという状況になってござ

います。 

 それから、２点目の森林
も り

づくりにかかわっての地元

業者に対する発注というふうなことでございますが、

これにつきましては、議員お話のとおり、地元雇用と

いう観点からも、ぜひ地元発注にお願いしたいという

ことを今後強く県の方に申し入れをしてまいりたい、

そ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） 19番石渡高雄君。 

○19番（石渡高雄君） 大変ありがとうございました。 

 市有林の中で、先ほど面積等をお聞きしましたが、

そのうちの広葉樹林のところ等は、例えばシイタケの

原木用であるとか、あるいは木炭の原木として適期に

なっているところ等がある、あるいは過ぎているとこ

ろもある。造林地はともかくとして、そういう広葉樹

林のところは、市の財源確保という面からとらえても、

適期に一番有利に販売というか処理できる時期に伐採

するべきじゃないか。財産というのは、ただ持ってい

るだけというよりも、有効活用して初めて、より意義

の高いというか、意味のあるものになると私は考えま

す。そういう面では、もう既に伐期になっているとこ

ろ等、私の近くのところにもございます。旧久慈市の

所有のところにもあるかもしれませんが、そういうと

ころ等を把握して、やはり有利に処理できるときとい

うのを選んで活用した方がいいのではないかと私は思

っております。 

 広葉樹の場合、一定の時期になると早目に切った方

がいい。若いうちに切ると再生が早いんですね。余り

小さいうちに切ったら財源として大したことがないの

で、老木になりますと再生に時間がかかる。そういう

ことですので、この市有林の活用、今お聞きしたよう

に、県行造林等あるいは機関造林等ありますけれども、

その機関造林についても、例えば補助事業を活用する

なり、例えば保安林に指定して、そうするといろいろ

な補助も、ただでやってもらえるといういい制度もあ
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るようですので、そういうところを工夫しながら有効

活用に力を入れていただきたい。 

 そういうことをもう一度部長さんひとつ、何か、例

えば検討委員会とかでやるのか、部として独自に検討

するかわかりませんけれども、私は、早目にそういう

対応策というのを考えていただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

○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） 伐期の適期というふ

うなことでございます。議員は、確かに広葉樹のこと

についてお話しされたと思っておりますが、針葉樹に

つきましては、市有林の場合、50年とか、そういうふ

うな伐期が来れば、それ相応の単価がつくというふう

なことで、伐期を逃さないように対応しているところ

ではございます。ただ、この広葉樹についての伐期と

いうものについては、たしか検討してはございません

ので、これについては内部で検討してみたい、そのよ

うに考えます。 

 それから、県民税の関係かと思われますが、保安林

に指定しなければ、これは対応できないわけでござい

ますけれども、先ほど議員さんの方から、ただで間伐

等をやってもらえるのではないかというふうな趣旨の

お話かと思いますが、その辺が、森林所有者との間で

合意がなされるのであれば大いに活用してまいりたい、

そ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） 19番石渡高雄君。 

○19番（石渡高雄君） 私は、保安林の件について若

干話をしました。実は、森林
も り

づくり県民税の林地の手

入れで市有林が対象になるのかなと思っておったんで

すが、県の方に確認したら、あくまでも個人の所有地

しか該当にならないという話でしたので、それに関し

ては、市有林を保安林にしても、県民税に関してはメ

リットがないと思いました。 

 ただ、一般に、例えば大雨とかいろいろな災害等が

発生した場合に、保安林に指定していると、すべて国

の予算で復興といいますか、復旧工事なり作業をやっ

てもらえるという利点がある。保安林のデメリットよ

りも、例えば市有林とかそういう場合には、保安林に

指定していた方が後々のためにも有利なのではないか

ということを感じましたので、保安林の話を申し上げ

ました。ひとつよろしく検討してください。 

○議長（菊地文一君） 38番嵯峨力雄君。 

○38番（嵯峨力雄君） 二橋修議員の一般質問に関連

いたしまして、３点ほど関連質問をさせていただきた

いと思います。 

 まず、５番、クマ対策であります。 

 クマの対策は、もうこれはいつも話題になる出来事

でありますが、最初は、爆竹を鳴らすと非常に効果が

ある。電気牧さくを回すと非常に効果がある。これで

もってクマの対策が万全だというような、１年か２年

そういう時期がございました。今は平気でそれを乗り

越えて牧さくの中で食べている。それから、爆竹の鳴

るそばでクマは堂々と食べている。そういうことで、

いずれもクマがなれると、もうこれは効果がない、そ

ういう状況にあります。 

 そこで、これは中森部長にお願いしたいんですが、

久慈市は全国に先駆けてクマの有効対策についての方

法をぜひ確立してもらいたい。それは、営林署の作業

班なんかですと、ハチを退治するために、ハチを呼ぶ

ハチみつを入れ物に随所につるしておくんです。そう

すると、そこにハチが行って、ハチが拡散しない。そ

ういう方法で、クマをおびき寄せて、そこでデントコ

ーンをたらふく食べさせて帰してやる。そういう何か、

モグラたたきのように、出たらたたく、出たらたたく、

これはもう際限もない作業でございますので、新たな

視点での対応策、ひとつこれを考えていただきたい。

これについての抱負をぜひお聞かせいただきたいと思

います。 

 それから次に、８番、道路整備でございます。 

 これは、特にも道路整備につきまして、野田山形線、

先ほどは山議員さんからもお話がありました。この

野田山形線の改良整備について、ひとつ県の方に積極

的に働きかけをしていただきたい。それはなぜかと申

しますと、今、塩の道を歩きたいという観光客が大変、

修学旅行も含めて来ております。ところが、団体が来

ますと、これをバスに乗せて通れるような状態の道路

じゃない。それからもう一つは、この沿線には、平庭

から始まって、合戦場の一里塚、内間木洞、山根温泉、

そういうような、随所に皆さんから寄っていただきた

い場所があり、寄りたい場所があるわけでございます

が、これに行きたいという人が、塩の道を通っていき

たい、そういう人がいても行けない。 

 それからもう一つは、私はここの場所だったか、山
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形村議会の場所だったかですが、沼宮内や葛巻町でカ

ーナビを入れて、野田や田野畑や宮古へ行くカーナビ

を入れますと、野田山形線に車が誘導されるんだそう

でございます。長距離の自動車が間違ってそこへ入っ

てしまって、引くに引けない、進むに進めない。道路

を外してえらい目に遭った、そういう事例が昨年です

か一昨年ございました。そういうようなことで、これ

はぜひとも通行上の問題、それから観光客の問題を、

もっと本市の観光を高めていくためにも、ぜひこの路

線の整備をしていただきたい。これについての、なか

なか進まない、先ほどのお話も、山議員さんも進ま

ないと言っておりましたが、山形から関間の問題も

遅々として進まない。そういうことで、これについて

の現在の取り組みについてお聞かせいただきたいと思

います。 

 それから、スクールバスの村民利用という問題で、

村民の足を確保するために、市のスクールバスや市の

バスを利用するという方策がとられたというお話でご

ざいますが、この間、私の部落で風まつりというのが

盆にあるんですが、その中で出ました問題は、福祉バ

スですから、ひとり暮らしの老人が福祉バスを利用で

きるはずだと思って、それに乗せてくださいと言った

ら、デイサービスを利用しない限りは、福祉バスとい

えども利用させるわけにはいかない。無理にお願いい

たしましたら、途中でおりろと言われたといいます。

福祉バスですから、ひとり暮らしの老人の足を確保し

てくれるには、福祉バスを利用できないというのは不

合理でないか、こういうお話がありました。これにつ

いて、デイサービスを利用しなくても、ひとり暮らし

老人が、老人ホーム、老人施設を訪問して入居者を見

舞いたいというその人のために利用できるようにお願

いしてくれ、こういうお話でしたが、健康福祉部長さ

んにこのことについてお尋ねしたいと思います。 

 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） クマ対策についてお

答え申し上げます。 

 議員お話のとおり、このクマ防除につきましては、

苦慮しておりますし、有効な手段がなかなかないとい

うのも事実でございます。 

 ただいまご提言いただきましたが、そのような、例

えば１カ所にえさを置いて、満腹な状態になって帰っ

てもらうというふうなことができるものかどうか、そ

ういうことができるものかどうか、これはかなり難し

いなとは思っておりますが、いずれにいたしましても、

人間とクマの縄張り、境界線がはっきりしておれば、

お互いに共存できるということでございます。何かそ

の辺の新しい視点で有効策があれば大変助かりますの

で、ぜひご意見、ご提言のほどをお願いしたいと思い

ます。 

 私らの頭では、現在のところ思いつくところがない

ところでございますので、いずれ研究なり、勉強なり、

あるいは全国的な傾向等を見ながら、その辺は研究し

てまいりたいと考えます。 

 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） 野田山形線の道路整備

にかかわるご質問にお答えしますが、野田あるいは山

形にアクセスする広域的なルートとしても非常に大切

な道路というふうに認識してございますし、また海岸

と内陸を結ぶ観光ルートとしても非常に重要な路線と

いうふうに認識してございまして、これまでも県の方

に重点要望等、お願い申し上げておるところでござい

まして、今後とも、粘り強く改良整備の要望をしてま

いりたい、かように思ってございます。 

○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） デイサービスのバ

スの利用の乗車拒否といいますか、その辺の関係のご

質問でございますが、内容等、まだ情報等を把握して

おりませんので、今後把握してまいりたいというふう

に思います。 

○議長（菊地文一君） 38番嵯峨力雄君。 

○38番（嵯峨力雄君） このクマの対策につきまして

は、１カ所と中森部長が言ったんですが、随所にそう

いうところを設けてほしい。そして、クマと人間が、

敵対関係でなくて、共生できるという格好の防除防衛

対策を考えるべきである、こういうことをご提言申し

上げているわけでございます。 

 そこで、これについては自信がない、そういう弱気

でなくて、全国的なモデルになるようなひとつ対策と

気迫を持っていただきたい。そういうことで、議長、

答弁は要りません。 

○議長（菊地文一君） 答弁は必要ないということで

ございますが、市長何かありませんか、クマ対策。 



－115－ 

 山内市長。 

○市長（山内隆文君） ただいまのクマ対策議論を拝

聴しながら、シカ対策のことを少しく思い出したとこ

ろであります。当時、私、県議会議員に籍を置いてい

た際に、五葉山のシカ対策といったところがございま

して、議員席から当局に対して「しかと頑張れ」、こ

ういった発言があったことも今よみがえりました。 

 クマの対策については、一部新聞報道等でもありま

したけれども、実は、県が捕捉しているクマの頭数よ

りはるかに多くのクマが生息しているのではないか、

こういった分析もあるようであります。そういった中

で、まさに共存をしていく道を模索するわけでありま

すが、一方では、適切なクマの頭数といったことにつ

いても、これは言及せざるを得ない時期に来ているの

かなと私個人は考えております。したがって、先ほど、

権限移譲に絡むことではありますけれども、現在は、

通常のクマの駆除については県の所管でありますが、

実際に人的被害等が発生した場合に限って、これは市

に権限が移譲されている、こういったことでありまし

て、駆除のあり方、共存のあり方、また共存する上で、

ただ単に排除するだけが能なのか、あるいはまた議員

提言のありましたような方法がよろしいのか、いろい

ろな考えをめぐらしてみたい、このように思っており

ますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（菊地文一君） 39番谷地忠一君。 

○39番（谷地忠一君） 二橋議員の一般質問について、

関連でご質問申し上げるわけですが、林業振興の中で、

石渡議員も再質問がございました。両方に関連する部

分もあろうかと思いますが、林業公社の県行造林との

一元化が目前に迫っておるわけですが、ひとつこれに

ついては、林業公社が置かれている立場から、造林を

進める段階で大きな債務を抱えてしまった。それが非

常に林業公社、あるいは造林そのものが悪い、悪だと

いうようなイメージを与えるような取り組みがなされ

てきたということで、大変残念に思うわけでございま

す。 

 それで、市長も林業公社の理事になられておるわけ

でございますが、当市のキャッチフレーズであります

海と森、里、それに向かって進むためにも、森がなけ

れば実現できないわけです。どういう債務があっても、

森が営々とつくられて、既に緑の山に成長しておるわ

けでございますので、その運営の問題、手段の問題で

今取り上げられているわけですが、ぜひともこれから

この久慈市の、この地方の財産として運営できるよう

なものに、さらには、先ほどのご答弁もあったわけで

すが、雇用の場所、そういったものなどを含めて、こ

れからのお取り組みの考えをもう一度お伺いしたいと

いうふうに思います。 

 あと１点ですが、観光について先ほど二橋議員も質

問されたわけですが、ガタゴンまつりは、山形町の唯

一のお祭りです。少ない町民が１年に１回熱くなって、

帰省客と一緒になって燃える機会でございますが、今

年は合併してどうなるんだろうという町民の不安を払

拭できるように、実は、山内市長さんや議長さん、そ

して市の幹部の方々も大挙押しかけてくださいました

し、祭りそのものにも久慈市の方々がはせ参じて盛り

上げてくださいました。大変ありがたい、町民も大変

感動しておりました。 

 さらに、ご披露申し上げるわけですが、メーンイベ

ントのガタゴン広場での盆踊りの情景を申し上げます

と、市の幹部の皆さんも山形村のナニャドヤラに参加

して、最初は大変下手だったわけですが、後半になっ

たらまあ何とか踊りになった状態になっておりました。

これは、継続して参加していただくと立派な踊り手に

なる幹部の皆さんだなというふうに思っておりますが、

そういうような交流を深めながら、我が町の祭り、そ

して町民の士気を高めていただきたいということで、

このガタゴンまつりも、ぜひともご当局のご配慮で継

続していただきたいということをお願いするわけです

が、その点についてのご答弁をいただきたいというふ

うに思います。 

 それからもう一つ、最後になりますが、教育長さん

にお伺いするわけですが、この３月６日に合併して、

その合併したときのイベント、閉村式、それから、新

市のそういうイベントなどにも、子供たちも多く参加

していただいて、大変これからを担う子供たちが参加

してくださったことを心強く感じておったわけですが、

あわせて、その子供たちが、将来のこの地を背負って

巣立つ子供たちが、学校の現場あるいはそういう幼少

時代に、山形町と久慈市、元の山形村、久慈市の両市

村の子供たちが、古いその歴史、文化などを改めて勉

強することが必要だと思います。さらに、ふるさとを

大事にする将来の大人になるためには、そういったも

のが教育の基本ではないかというふうに思っておりま
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す。そういったことをこれから取り入れて、今でもや

っておると思うんですが、意識してそういったものを

取り上げていくかどうかという考えをお伺いいたしま

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） 海を守るためには山

を守らなければならない、それに、海と山は恋人同士

というふうな言葉もございます。そういうことで、山

の方に携わる方、そして海に携わる方、いずれ相互に

協力し合いながら森林整備を進めてまいらなければな

らないと考えてございます。 

 そういうことで、林業公社と県行造林が一元化する

ことによって事業量が減少されることが心配されるわ

けでございますが、大幅な減少にならないように県の

方に要望してまいりたいと考えているところでござい

ます。ご了承願いたいと存じます。 

○議長（菊地文一君） 野田口山形総合支所次長。 

○山形総合支所次長（野田口茂君） ただいまご質問

のございましたガタゴンまつりにつきまして、現在、

ガタゴンまつりは、商工会の中に実行委員会事務局を

置き実施している状況でございますが、商工会と久慈

商工会議所の合併が、明年４月に合併するということ

で、現在その合併協議が進められていると認識してお

ります。その中におきまして、ガタゴンまつりも継続

し、その事務局をもって実施するという方向にあると

伺っておりますことから、久慈市といたしましても引

き続きその支援に努めてまいりたいというふうに考え

ております。地域の皆さんのお力で、さらなるガタゴ

ンまつりのにぎわいを創出できればと考えております。 

 以上です。 

○議長（菊地文一君） 鹿糠教育長。 

○教育長（鹿糠芳夫君） それでは、教育の部分につ

いてお答え申し上げたいと思いますが、ただいま議員

が指摘されましたように、この地域に育つ子供たちが、

この地域の歴史や文化を当然に理解し、それを誇りに

思い、そして人間として立派に成長し、世界で活躍す

る人間を育てる、これが私ども教育行政の役割でござ

います。 

 そのために具体的にどういうふうなことをしていく

かということについては、教育研究所なり学校長と相

談しながらやっておりますが、例えば副読本等におい

ては、地域の偉人とか、歴史的なものとか、そういっ

たものをふんだんに活用しながらやっております。何

よりも、この地域のはぐくまれたよさと申しますか、

勤勉さ、それから人間のよさ、こういったものこそが、

この地域に育つ人間として成長する一番の基本である

というふうに考えておりますので、学校教育の中では、

それを最優先に考えながら、あるいは大事にしながら

取り組んで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） 再質問、関連質問を打ち切り

ます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

散会 

○議長（菊地文一君） 以上で本日の日程は終了いた

しました。 

 本日はこれで散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

午後３時05分   散会 


