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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。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

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、播磨忠一君。 

〔新政会代表播磨忠一君登壇〕 

○12番（播磨忠一君） 私は、第８回久慈市議会定例

会に当たり、新政会を代表して、久慈市が現在抱えて

いる諸問題について、久慈市長並びに教育長に一般質

問を行います。質問が重複する点もありますが、割愛

することなく通告の順に従いまして質問をいたします。 

 質問の最初は、平成19年度予算編成について、２点

お伺いいたします。 

 １点目は、予算編成の基本方針についてであります。 

 市長は、初代市長に就任するに当たり、新生久慈市

は、新たな視点による施策の展開がさらに拡大するこ

とで、大きな飛躍の好機を迎えたと言われましたが、

平成19年度統一地方選挙の年に当たって、予算編成の

基本方針についてお伺いいたします。 

 ２点目は、ゼロ市債の活用についてであります。 

 統一地方選挙の年であるからこそ、市発注の公共事

業を平準化するためにも、ゼロ市債を活用すべきと思
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いますが、お伺いいたします。 

 質問の第２は、自治基本条例制定についてでありま

す。 

 地方分権時代と言われる今日、市のまちづくりの基

本理念や市民参加について、基本的な考え方を明文化

したまちの憲法とも言われる自治基本条例を制定すべ

きと思いますが、制定の考えについてお伺いいたしま

す。 

 質問の第３は、特殊勤務手当についてであります。 

 盛岡市では、勤務の特殊性に応じて支給される特殊

勤務手当の支給状況を示して、制度の趣旨を考慮しな

がら種類や支給範囲・支給額について見直しを行うと

していますが、当市も見直しの時期にあると思います

が、お考えをお伺いいたします。 

 質問の第４は、防災対策についてであります。 

 11月15日、千島列島沖の地震で本県沿岸部には津波

注意報が発令されました。新聞報道によりますと、当

市での市民に対する津波注意報の伝達、また水門閉鎖

がおくれたとのことでありますが、初動体制のおくれ

の原因と対策についてお伺いいたします。 

 質問の第５は、新市民憲章と花鳥木の制定について

であります。 

 新市となり、自治体の理念や目標、住民としての規

範を示した市民憲章と、自治体のシンボルとなる花鳥

木を早急に制定し、新市としての一体感を醸成すべき

と思いますので、制定のお考えについてお伺いいたし

ます。 

 質問の第６は、家庭ごみについてであります。 

 年々増加するごみの減量化に向けて、県と市町村の

担当者による家庭ごみの有料化に関する研究会が設立

されました。ごみの減量化と有料化について研究する

とのことでありますが、当市としては将来どのように

考えているのかお伺いいたします。 

 質問の第７は、生活保護についてであります。 

 政府が今年度決めた骨太方針の中で、社会保障費の

抑制の一環として、母子加算は就労支援策を講じて見

直す、物価の違いなどで地域によって６区分ある支給

額を見直すなど、来年度から実施される見通しです。

当市においても、老齢加算、母子加算等、生活保護制

度に影響が出てくるものと思いますが、対応について

お伺いいたします。 

 質問の第８は、農業振興について、２点お伺いいた

します。 

 １点目は、品目横断的経営安定対策についてであり

ます。 

 来年度からスタートする経営安定対策については、

担い手対象となる認定農業者の育成・誘導・集落営農

組織化に向けて取り組み、進行中と認識しております。 

 そこで、担い手となる集落営農組織の数と認定農業

者数の状況についてお伺いいたします。 

 また、戦後農政の大転換と言われるこの制度ですが、

特に集落営農組織化では、経理の一元化等ハードルが

高く、農業者の理解が難しいように見受けられます。

そこで、今後の取り組み・対応について、農業者に対

する指導と関係機関の農業委員会・農協等との連携を

それぞれどのように進めていくのかお伺いいたします。 

 ２点目は、ほうれんそう団地についてであります。 

 平成14年に森林管理署から国有林野3.2ヘクタール

を借り受け、16年に完成し、県・農協・市が一体とな

って推進した事業であり、現在５人が入植しています。

仄聞するところによると、土地を買い取ってほしいと

のことですが、ほうれんそう団地造成事業の取り組み

状況と今後の見通しについてお伺いいたします。 

 質問の第９は、林業振興について、２点お伺いいた

します。 

 １点目は、活性化プロジェクトについてであります。 

 県で取り組む流域林業活性化プロジェクトは、久

慈・閉伊川流域はもとより、馬渕川流域、三八上北流

域の岩手県北と青森県南にしかありません。そこで、

市ではこのプロジェクトをどのようにとらえ、取り組

んでいくのかお伺いいたします。 

 ２点目は、マツタケ山についてであります。 

 市は、６月２日にマツタケ山づくり体験をし、秋に

は吉村文彦農学博士を招いて、事業報告会とパネルデ

ィスカッションの開催などを実施いたしましたが、マ

ツタケ山環境整備実証事業の今後の見通しについてお

伺いいたします。 

 質問の第10は、県北・沿岸振興策についてでありま

す。 

 県北・沿岸地域は、地域経済の縮小や地域活力の低

下が他の圏域以上に懸念されております。平成18年度

から直ちに取り組む県北・沿岸振興基本方向案として

14項目が示されましたが、現在の取り組み状況と財政

支援を含めた見通しについてお伺いいたします。 
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 また、県は、県北・沿岸への企業誘致の推進を図る

ために体制を強化し、取り組みを行おうとしておりま

すが、当市との連携はどのように進められているのか

お伺いいたします。 

 質問の第11は、三圏域連携懇談会についてでありま

す。 

 久慈市・二戸市・八戸市の三圏域連携は、県境を越

えての広域振興として期待されております。10月24日

に当市において２回目の懇談会が開催され、９項目で

連携合意されましたが、合意事項の具体的な取り組み

についてお伺いいたします。 

 質問の第12は、久慈湾の整備促進についてでありま

す。 

 久慈湾の総合開発と久慈港の利用、あわせて津波高

潮災害から市民の安全と安心を確保するためにも、湾

口防の早期建設促進を進めるべきと思いますが、そこ

で今後の整備促進の見通しについてお伺いいたします。 

 質問の第13は、商業振興について、２点お伺いいた

します。 

 １点目は、中心市街地活性化についてであります。 

 まちづくり三法の改正により、新たな中心市街地活

性化基本計画策定と中心市街地活性化の核事業となる

街なか再生推進事業の本格スタートに向けて、６月27

日に街なか再生推進本部が設置されました。設置以降

における基本計画の策定状況と「風の館」「土の館」

等の核施設建設に向けての促進状況についてお伺いい

たします。 

 ２点目は、年末金融対策についてであります。 

 日本銀行は、７月14日に６年ぶりにゼロ金利の解除

を実施いたしました。解除後の金利動向が心配される

中で、商工業者が年末資金の需要期を迎えますが、ゼ

ロ金利を含めて、金融対策について、市の対応をお伺

いいたします。 

 質問の第14は、観光振興について、２点お伺いいた

します。 

 １点目は、観光振興基本計画の策定についてであり

ます。 

 観光振興は、市の重要な施策として位置づけられて

おります。将来を見据えた市のビジョンとして、観光

振興基本計画を策定すべきと思いますが、策定のお考

えについてお伺いいたします。 

 ２点目は、久慈市観光協会の法人化についてであり

ます。 

 観光協会の事業をより活発にするためには、組織強

化と財政の確立が必要と考えます。そこで、社団法人

化について、市で指導すべきと思いますが、お考えを

お伺いいたします。 

 質問の第15は、道路行政について、次の５点につい

てお伺いいたします。 

 １点目は、八戸・久慈自動車道整備促進についてで

あります。 

 県境を越えたそれぞれの関係市町村の理解のもと、

八戸・久慈自動車道整備促進住民大会が当市で開催さ

れました。この盛り上がりを受けて、今後の整備促進

に向けて具体的な取り組みについてお伺いいたします。 

 ２点目は、市道久慈夏井線の整備促進についてであ

ります。 

 夏井町民は、長い間この路線の一日も早い改良整備

を待ち望んでおります。そこで、市道久慈夏井線のう

ち、久慈東高校から夏井までの今後の整備促進につい

てお伺いいたします。 

 ３点目は、交通渋滞の解消についてであります。 

 表町から踏切経由で久慈橋南・川崎町へ向かう道路

は、短い区間に踏切と信号があり、交通渋滞が常態化

しており、交通のネックとなっております。この解消

策をお伺いいたします。 

 ４点目は、久慈駅地下道の拡張についてであります。 

 久慈駅地下道を拡張して、歩車道として整備し、中

心商店街と川崎町との連続性を確保し、中心商店街の

活性化と交通渋滞の解消を図るべきと思いますが、お

伺いいたします。 

 ５点目は、国道45号宇部歩道についてであります。 

 現在、宇部４号橋から南側200メートルについて、

国道45号宇部地区歩道整備工事が進められております

が、地域住民は一日も早い改良整備を望んでおります。

進捗状況についてお伺いいたします。 

 質問の第16は、市営住宅の改築計画についてであり

ます。 

 夏井町早坂地区の市営住宅は、老朽化が激しく、使

用するのに大変な状況にあります。一日も早い改築が

望まれておりますが、建てかえの計画についてお伺い

いたします。 

 質問の最後は、教育行政について、２点お伺いいた

します。 
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 １点目は、いじめ、不登校の実態状況についてであ

ります。 

 全国でいじめが原因と見られる不登校や最悪の事態

として自殺者が相次いでいることを受け、当市の実態

状況についてお伺いいたします。 

 ２点目は、久慈小学校改築についてであります。 

 ３月６日に新久慈市が誕生し、新市建設計画に沿っ

て、実行努力されていることと思います。この建設計

画にある久慈小学校改築の時期についてお伺いいたし

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、播磨忠一議員の

ご質問にお答えをいたします。 

 最初に、平成19年度予算編成についてお答えをいた

します。 

 まず、編成の基本方針についてでありますが、昨日

の清風会代表、大矢内議員ほかにお答えいたしました

とおり、厳しい財政環境を踏まえ、歳入に見合った予

算規模になるよう、歳出の抑制に努めるとともに、行

政評価結果に基づき、施策の優先度に応じた財源の最

適配分を図り、一層の選択と集中を進め、限られた財

源の重点的、かつ効果的な活用に努めてまいりたいと

考えております。 

 次に、ゼロ市債の活用についてお答えをいたします。 

 さきの９月定例市議会におきましてお答えいたしま

したとおり、ゼロ市債の活用につきましては、市営工

事の平準化に有効な手段であると認識をいたしており

ます。しかし、現在、災害復旧事業に重点を置いて取

り組んでいるところであり、また新年度の地方財政計

画が示されていないこともあり、今後財源の状況等を

見きわめながら対応してまいりたいと考えております。 

 次に、自治基本条例制定についてお答えをいたしま

す。 

 平成12年の地方分権法改革により、自治体が地域に

おける行政を主体的に総合的に進めていかなければな

らないことが改めて確認されたことなどから、北海道

ニセコ町で全国初となる「まちづくり基本条例」が制

定されるなど、検討が進んでいる状況であると認識し

ております。 

 この条例は、地方自治を住民参画の観点からとらえ

直すといった意味からは意義があるものと考えており

ますが、一方、自治に関する基本事項は、既に憲法や

地方自治法等に定められているなどの意見もあり、ま

た議会の議決などに基づく基本構想、市民憲章及び都

市宣言などとの調整も必要であるととらえているとこ

ろであります。したがいまして、その意義と必要性に

ついて、総合的に検討してまいるべきものと考えてお

ります。 

 次に、特殊勤務手当についてお答えをいたします。 

 特殊勤務手当に係る盛岡市の取り組みが新聞報道で

あったところでありますが、当市におきましても特殊

勤務手当につきましては、これまでも適正化、見直し

を実施してきており、合併時においてもさらなる見直

し、適正化を図ったところであります。 

 現在当市の特殊勤務手当は、水道事業を含めますと

13種類となっており、平成18年４月の実績に対する支

給は、手当種類で５種類、支給人員16人、支給額17万

4,510円となっており、適正な水準にあると考えてお

ります。今後におきましても、国や他団体等の状況を

見きわめながら、適正な支給に努めてまいりたいと考

えております。 

 次に、防災対策についてでありますが、昨日の政和

会代表、小倉議員にお答えいたしましたとおり、住民

への情報伝達に要する時間のさらなる短縮を図るため、

津波注意報等の緊急予報の発表時において、情報を入

手後、即時防災行政無線による伝達広報を実施するこ

ととし、久慈消防署と初動対応の確認を行ったところ

であります。 

 また、水門閉鎖についてでありますが、ほとんどの

水門は訓練時とほぼ変わらない時間で閉鎖されたとこ

ろであります。全水門のうち１カ所、久慈港諏訪下地

区において、一般の作業船が津波による危険回避のた

めに、港湾内から沖への渡航準備を開始いたしました

ことから、担当分団及び久慈消防署隊が即座に避難誘

導、水門閉鎖ができる態勢を保持し、諏訪下地区の水

門１カ所について、最小限の開扉を行い、出航を確認

の後に午後９時18分閉鎖を完了したところであります。 

 次に、新市の一体感を醸成するために市民憲章と花

鳥木を制定すべきとのご質問でありますが、合併後間

もないことから、現在活力ある地域づくりや伝統文化

の継承活動等を支援するため、新市の基幹事業であり

ます地域コミュニティ振興事業の実施や市民を対象と
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した「やまがた探検バスツアー」を開催するなど、新

市の一体感の醸成を図る事業を展開しているところで

あります。 

 当面はこれらの地域振興や市民の交流・連携事業の

推進に鋭意努めることとし、市民憲章等については、

まちづくりや協働の推進に対する市民意識のさらなる

高揚を図りながら、制定及び指定の対象や時期などを

総合的に検討してまいりたいと考えております。 

 次に、家庭ごみについてお答えをいたします。 

 家庭ごみの有料化につきましては、去る10月23日に

岩手県及び県内31市町村と５広域行政事務組合で構成

をいたします「家庭ごみ有料化に関する研究会」が設

置され、１回目の研究会が開催されたところでありま

す。 

 研究会は、進まない家庭ごみ減量の手法の一つとし

て、有料化の意義や効果、導入手法及び有料化と並行

して実施する減量化施策、コスト分析など、調査研究

し、平成19年度までに成果を取りまとめることといた

しております。したがいまして、その研究結果を踏ま

え、久慈広域管内町村及び久慈地区広域行政事務組合

とも協議をし、今後の方向性について検討してまいり

たいと考えております。 

 次に、生活保護についてお答えをいたします。 

 生活扶助基準につきましては、消費水準との均衡が

図られるよう、政府経済見通しにおける民間最終消費

支出の伸びを基礎とし、国民の消費動向や社会経済情

勢を総合的に勘案し改定されているところであります。 

 ご質問の老齢加算、母子加算につきましては、平成

16年度の「生活保護制度の在り方に関する専門委員

会」の報告を踏まえ、一般低所得世帯の消費実態を検

証した結果、特別な需要があると認められないため、

平成16年度から順次見直しを行うこととなったところ

であります。 

 このことから、老齢加算につきましては、平成16年

度から３年計画で段階的に廃止することとし、平成18

年度に全廃されたところであります。 

 また、母子加算につきましては、平成17年度より年

齢要件を18歳以下から15歳以下に引き下げることとし、

実施に当たっては、当該母子世帯の生活水準が急激に

低下することのないよう配慮し、３年かけて段階的に

減額されることとなったところであります。 

 なお、被保護世帯の高等学校進学者には、高等学校

等就学費の給付が新たに創設されたところであります。 

 今後の対応についてでありますが、生活保護は、国

民の最低限度の生活を保障する国の制度のもとに行わ

れているものであり、引き続き保護の適正な執行に努

めてまいりますので、ご了承願います。 

 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についてであります

が、現時点で加入要件から対象が見込まれる集落営農

組織等は６組織、認定農業者では10戸であり、総農家

数で125戸であります。 

 今後の取り組みについてでありますが、関係機関・

団体と連携し、引き続き個人・組織・集落に戸別訪問

や集落座談会を行いまして、制度の周知徹底を図って

まいりたいと考えております。 

 また、小規模農家が多い中にあって、加入要件をク

リアするためには、農地の集約や農作業の受委託推進

が不可欠なため、市農業委員会及びいわてくじ農業協

同組合と連携して、本対策の加入を拡大してまいりた

いと考えております。 

 次に、侍浜ほうれんそう生産団地についてでありま

すが、本生産団地造成事業は、農業担い手の育成・確

保を図るとともに、農業分野において雇用の場の創出

等を目的として、国有林野3.2ヘクタールを借り受け、

平成14年度から16年度までの３カ年にわたって農地造

成を行い、現在５人が就農し、ホウレンソウの生産振

興に取り組んでいるところであります。 

 借用しております土地の取得につきましては、農地

法上、市みずから耕作する場合を除いて、農地を所有

することができないことから、その取得に向けて検討

を重ねてまいりましたが、その方法を見出すことがで

きなかったところであります。したがいまして、現在

は現就農者個人が取得することを前提に、三陸北部森

林管理署と協議を行っ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、県で取り組む流域林業、木材産業活性化プロ

ジェクトへの当市の取り組みについてでありますが、

この事業は平成18年度から林野庁の補助事業として制

度化されたもので、久慈・閉伊川流域森林・林業活性

化センターが中心となり、二戸地区及び三八上北地区

の林業活性化センターとの連携のもとに、当地域のア

カマツ材の安定供給体制の確立により、林業の活性化

を図るもので、本年度取り組もうとするものでありま
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す。 

 当市は、久慈・閉伊川流域森林・林業活性化センタ

ーの会員でもありまして、本プロジェクトの実施によ

ります当地域の優良なアカマツ材の生産体制の確立に

向け、関係者と一体となり、林業の活性化に努めてま

いりたいと考えております。 

 次に、マツタケ山環境整備実証事業につきましては、

本年度から堀内市有林での実証試験を実施していると

ころでありますが、この実証結果は、森林の整備から

４ないし５年程度の期間を要すると、岩手県林業技術

センター等からそのように伺っているところでありま

す。こうしたことから、今後におきましても、市民ボ

ランティア及び関係機関の協力を得ながら、実証事業

を継続し、実証成果を踏まえたマツタケの生産振興を

図ってまいりたいと考えております。 

 次に、県北・沿岸振興策についてお答えをいたしま

す。 

 県は、知事と市町村長との個別の対話や産業関係団

体等との意見交換を経まして、「食産業の構築」「も

のづくり産業の集積」及び「総合産業としての観光の

展開」を基本戦略といたします「県北・沿岸圏域にお

ける産業振興の基本方向」、これは取り組みの指針と

も言われておりますが、これを本年11月に策定したと

ころであります。 

 この基本方向の中で、本年度中の取り組みとして、

農林水産物の高付加価値化を図る食のネットワーク会

議の設立やナマコなど新しい養殖技術の研究開発事業、

三陸鉄道への観光コーディネーターの配置等々、14項

目の事業が示されております。 

 県では、これらを具体的に推進するため、県北・沿

岸企業立地推進チームなど六つの専門組織を整備した

ほか、振興局にもそれぞれ専門部会が設置され、当市

職員も参加して、情報交換や今後の取り組みについて

の協議等を行っているところであります。 

 今後はヤマブドウの流通拡大に向けた販路開拓等支

援、体験型・交流型観光による広域観光の促進などに

ついて取り組むことといたしております。 

 また、県に対しまして、内発型産業振興・企業誘致

等産業振興の推進、エコパーク平庭高原を核とする総

合的交流促進策の推進及び最終消費を見据えた食産業

の育成等への財政支援について強く要望しているとこ

ろであります。 

 次に、県の企業誘致の推進体制の強化と当市との連

携についてのご質問でありますが、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ます。また、本年に入

り９月19日付で、県北・沿岸振興に特化し３名が増員

されるなど、企業誘致の体制強化がなされたところで

もあり、より効果的な企業の誘致活動が展開できるも

のと考えているところであります。 

 具体の連携といたしましては、県と合同で県外の企

業訪問や地場企業の工場拡張等を支援するため、県と

合同で企業訪問を実施いたしましたほか、県北・沿岸

地域の市町村職員研修会も開催されるなど、県とのさ

らなる連携・協働により、当地域の特性を生かした企

業の立地、増設などにつなげてまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、三圏域連携懇談会についてお答えをいたしま

す。 

 去る10月24日、第２回三圏域連携懇談会が開催され、

ドクターヘリの配備、防災協力体制の構築及び広域観

光の振興など、８分野９項目について、三圏域が連携

して取り組みを推進していくことに合意したところで

あります。 

 現在各分野の専門会議におきまして、具体的な取り

組みについて検討しているところでありますが、広域

観光の振興につきましては、専門会議に民間団体の参

加を依頼し、圏域内交流事業やホームページのリンク

等について検討することとしておりますほか、ドクタ

ーヘリの配備につきましては、本年中に久慈広域管内

町村に対し、国・県への事業導入要望への協力要請を

行う予定となっております。 

 また、来年１月下旬に二戸市で開催予定の第３回三

圏域連携懇談会におきましては、平成19年度事業の具

体的な取り組みについて協議調整することといたして

おります。 

 次に、久慈港の湾口防波堤の今後の整備見通しにつ

いてお答えをいたします。 

 湾口防波堤は、津波・高潮災害から市民の生命財産

を守り、静穏度の向上により、船舶の荷役や航行安全

等を目的として、平成２年に着工し、全体計画3,800

メートルに対し、北堤325メートル、南堤125メートル、

合わせて450メートルが整備され、その整備率は

11.8％となっております。 
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 今後の見通しでありますが、釜石港の湾口防波堤が

本年度概成し、事業の重点が久慈港にシフトするもの

と考えており、一層の利用促進とあわせまして、国に

強力に早期整備促進の要望を行っているところであり

ます。 

 なお、９月の台風12号、10月の低気圧によります被

害に対する早期復旧とともに、港湾利用企業などのニ

ーズを背景に、早期の静穏度の確保が図られるよう、

関係機関と連携の上、県・国に要望を行っているとこ

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、中心市街地活性化についてでありますが、街

なか再生推進本部設置以降の活性化基本計画策定等に

係る進捗状況につきましては、昨日の清風会代表、大

矢内議員ほかにお答えいたしたとおりでありますが、

中心市街地活性化協議会との協議など、認定申請に向

けた詰めの作業を進めるとともに、施設整備につきま

しては、所期の目的であります中心市街地エリア全体

ににぎわいが創出されるよう、ＴＭＯ、各商店会等に

よる各種の取り組みの具現化に向けて協議してまいる

考えであります。 

 次に、年末金融対策についてお答えいたします。 

 本年７月14日に解除されましたゼロ金利政策の影響

についてでありますが、当市におきましては、中小企

業の金融支援として実施しております中小企業振興資

金融資制度の貸付利率を固定金利によりまして年度当

初で契約をいたしておりますことから、今年度におけ

る利用者への影響はないものと認識をいたしておりま

す。 

 資金需要が増大する年末における融資につきまして

は、所要の手続等につきまして、市広報で周知するこ

ととしております。また、本年末は30日、31日が休日

に当たり、金融機関が休みとなりますことから、取引

先企業等に対し早期の手続等、周知の徹底を行うよう

各金融機関に要請したところであります。 

 次に、観光振興基本計画の策定についてお答えをい

たします。 

 観光振興の指針となる観光振興計画の必要性は認識

いたしております。現在観光団体の組織強化の動きな

どがあり、また県北・沿岸振興及び三圏域連携により

ます観光振興案について議論・協議がなされている状

況にもございます。現在策定中の久慈市総合計画とこ

れらの成案を整理しながら、今後検討してまいる考え

であります。 

 次に、久慈市観光協会の法人化についてであります

が、久慈市観光協会では、平成19年度の法人化に向け

て検討委員会を設置して内部検討を行うこととしてい

ると伺っております。市に対しましても、委員会の委

員として出席要請がありましたことから、情報を共有

し連携しながら、法人化に向けての協議を進めてまい

りたいと考えております。 

 次に、道路行政についてお答えいたします。 

 まず、八戸・久慈自動車道の今後の整備促進に向け

ての具体的取り組みについてでありますが、去る11月

18日に開催されました八戸・久慈自動車道整備促進住

民大会には、青森県八戸市から普代村までの沿線市町

村の団体、住民など約1,000人の参加のもと、整備促

進を強く訴えたところであり、国土交通省では基本計

画区間のうち夏井地区から侍浜地区の間を対象に、こ

の12月から環境基礎調査を始めることが明らかになっ

たところであります。 

 今後は環境アセスメントやルート選定の調整など、

さまざまな手順が必要であるとされておりますが、今

後も住民大会を開催するなど、早期整備計画区間への

格上げと整備促進について、関係機関に対し強く要望

を続けてまいりたいと考えております。 

 次に、市道久慈夏井線の整備促進についてでありま

すが、昨日の清風会代表、大矢内議員ほかにお答えい

たしましたとおり、今年度測量詳細設計及び一部地質

調査業務を進めているところであります。来年度以降

はトンネル部の詳細設計等委託業務を進めながら、引

き続き県道昇格、県代行事業としての整備を要望して

まいりたいと考えております。 

 次に、交通渋滞の解消についてお答えをいたします。 

 市街地と川崎町を結ぶ道路の必要性はあるとの認識

から、これまで交差の可能性につきまして、ＪＲ東日

本旅客鉄道株式会社盛岡支社とたびたび協議してきた

ところでありますが、平面交差につきましては、駅の

移転、事故防止、駅構内での列車制御等から不可能と

の回答があり、また立体交差につきましても、跨線橋、

地下道、駅舎・鉄道の高架が考えられるところであり

ますが、いずれも多額の費用がかかること、駅周辺の

商店街への影響が大きいことなどから、鉄道と道路の

交差は極めて困難であると考えております。 
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 交通渋滞の解消策につきましては、現在工事中の下

長内旭町線等の整備促進に努めておりまして、今後、

都市計画道路網に沿った整備によりまして、市街地に

おける交通の分散を図ってまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、久慈駅地下道の拡張についてお答えをいたし

ます。 

 久慈駅地下道を拡張して、歩車道として整備するた

めには、道路勾配、建築限界等、道路法による基準を

クリアする必要がございまして、多額の費用と駅周辺

商店街への影響が大きいことから、極めて困難である

と考えておりますので、ご了承願います。 

 次に、国道45号宇部歩道工事の進捗状況についてで

ありますが、平成17年度までの状況は、全体計画延長

1,750メートルのうち、整備済み延長は1,110メートル

となっております。平成18年度は、宇部４号橋から南

側200メートルの区間について工事を実施していると

ころであり、平成19年度に完了予定であると三陸国道

事務所から伺っているところであります。 

 次に、市営住宅の改築計画についてお答えをいたし

ます。 

 市営住宅の整備、改善等につきましては、これまで

も鋭意努めてきたところでありますが、厳しい財政事

情等から、みなと団地建てかえ以降、改築していない

状況にあります。現在栄町地区市営住宅の整備を検討

しておりますが、ご質問の夏井早坂地区の市営住宅を

含め、残る４団地についても、今後の市営住宅全体の

建てかえ計画の中で優先度、財政事情等、総合的に勘

案しながら、住環境整備に努めてまいる考えでありま

す。 

 以上で新政会代表、播磨忠一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、播磨忠一議員

のご質問にお答えいたします。 

 まず、いじめ、不登校の状況についてでありますが、

昨日の清風会代表、大矢内議員ほかにお答えしたとお

り、この二つの問題につきましては、未然防止、早期

発見、迅速かつ慎重な対応に努めるとともに、学校に

対しては、校長会議などを通じて、個々具体的な対応

策を指導しているところでございます。 

 あわせてスクールカウンセラーや心の教室相談員な

どの相談活動の充実を図るとともに、必要に応じて指

導主事や教育研究所相談員を派遣し、学校を支援して

まいります。 

 次に、久慈小学校改築についてでありますが、当該

校は施設の老朽化が顕著で、早期に改築する必要があ

るものと認識しております。今後、市総合計画（基本

計画）に盛り込み具体化していくこととなりますが、

これとあわせ、新年度には建設構想策定に着手したい

と考えております。 

 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。

12番播磨忠一君。 

○12番（播磨忠一君） それでは、何点かにわたって

再質問させていただきますが、時間が限られておりま

すので、端的にお伺いいたしたいと思います。 

 最初に、新市民憲章と花鳥木の制定についてであり

ますけれども、ただいまの答弁では、地域コミュニテ

ィ等を初めいろいろな事業で一体感の醸成を図ってい

るというご答弁をいただいたわけでございますが、私

はそれはそれとしてわかりますけれども、せっかく山

形村と合併したわけでございますので、それによって

新市が誕生するということになったわけでございます

ので、これらのやはり一体感の醸成については市長も

常々言っているわけでございますが、私は市民憲章と

花鳥木の制定は、いわゆる市民の一体感の醸成とあわ

せて市民の意識の高揚にもつながるものではないかな

と思っているわけでございますので、ぜひ早目に制定

すべきと思いますので、再度ご質問いたしたいと思い

ます。 

 次に、県北振興については２点お伺いいたしますが、

１点目は、事業の内容、取り組み等については詳細に

わたって市長から答弁いただきましたので、理解をい

たしましたが、私は県道の計画、あるいはその他につ

いても思うんですけれども、いろいろなことがこれま

でも何回となく計画等が策定されたわけでございます

が、その中において、どうしても最後は財政の問題が

出てきて、財政の問題が思うように任せないために、

せっかくいい計画も途中で中断するような状況が多く

あったわけでございますが、今回の県北振興について

は、本部まで設けて、県でも非常に力を入れていると

いうことでございますので、そのようなことが少ない
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のではないかと思いますが、財政的な見通しについて

お伺いいたします。 

 それから、県北振興の二つ目は企業誘致についてで

ございますが、これも連携についてはいろいろご答弁

を願ったわけでございますが、私はこの連携強化をさ

らに有効に活用するためには、この際、市当局でも久

慈市の工業団地の企業誘致の促進を含めて、市にぜひ

特命担当課長といいますか、そういうものを設けて、

専門に誘致企業に積極的に取り組むことによって、さ

らに県との連携が深まって、企業誘致が進むのではな

いかなと思いますので、特命課長の設置のお考えにつ

いてお伺いいたします。 

 それから、３点目として、三圏域連携懇談会につい

てでございますが、質問でも申し上げましたけれども、

広域連携ということで私も非常に期待しているわけで

ございますが、ただこれも継続的に取り組みをしてい

くためには、やはり今のままでは途中でいろいろ行き

詰まるといいますか、発展性が薄れる可能性があるの

ではないかなと私は懸念をしておりますので、これを

継続的に進めていくためには、今後の懇談会のあり方

をどのように考えているのかということについてお伺

いをいたします。 

 それから、４点目として、港湾の整備促進について

でありますが、当市としては久しぶりに大型企業とい

たしまして、北日本造船が誘致されたわけでございま

すが、９月の高潮によって、あのような大きな被害を

受けられたことは私は非常に残念だなと思っているわ

けでございます。 

 今後他の企業誘致をするためにも、今回のような被

害を受けないようにする対策がぜひとも必要であると

いうことは当然なわけでございますが、そこで今回の

北日本造船の付近の高潮の対策はどのようにとられて

いたのか。また、今後このようなことのないように、

どのような対策を考え進めようとしているのかについ

てお伺いいたします。 

 ５点目は、商業振興について、中心市街地の活性化

でありますけれども、中心市街地の活性化は、申し上

げるまでもなく、核施設を一つつくることだけでなく、

あわせて各商店街の活発な事業が最も大切なわけでご

ざいます。 

 そこで、８月21日に中心市街地活性化協議会準備会

が設置されているわけでございますが、その中で街な

か再生推進事業に向けて市内の各商店街からそれぞれ

意見を聞く会が開催されたわけでございますが、その

中でどのような意見が出され、それを市の策定する中

心市街地の活性化基本計画にどのように反映している

のかについてお伺いをいたします。 

 とりあえず以上。 

○議長（菊地文一君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 数点にわたってのご質問があ

りましたけれども、私からは企業誘致体制の強化、そ

れから市民憲章、花鳥木、この２点について答弁をさ

せていただきます。 

 最初に、市民憲章、花鳥木の制定についてでありま

すが、基本的な考え方は先ほど答弁を申し上げたとこ

ろであります。 

 そうした中で参考のためにお話をさせていただくわ

けでありますが、旧市村の制定状況、例えば旧久慈市

にありましては、久慈市民憲章の制定は昭和39年、し

たがって合併後10年後の制定であるということでござ

いますし、山形村の村民憲章は昭和52年と伺っており

ます。また、旧久慈市の花鳥木、この制定時期は昭和

51年、それから山形村の花鳥木の制定は昭和52年とい

うふうに承知をいたしております。 

 こういった制定の時期等々を勘案いたしますと、や

はり一体感の醸成といったものが既に議論されなくて

もいいほどに進んだ時点での制定というものが望まし

いのだろうと。したがって、私はこの一体感をまずは

醸成をするための作業というものを懸命に行って、そ

の後に制定すべきものと考えておりますので、ご理解

を賜りますようお願いを申し上げます。 

 それから、企業誘致の体制強化についてであります

が、ご指摘のとおり企業の誘致というものは本市にと

りとても大切な課題であるわけであります。 

 こうした思いから、旧久慈市時代からでありますけ

れども、旧来産業部といった組織があったわけであり

ますけれども、これを第１次産業を主に担う農林水産

部、それからその他企業誘致等含めての産業振興を行

う産業振興部、こういったことに部を分けたわけであ

ります。そのことが新市においても受け継がれており

まして、一定の効果は上がってきていると、このよう

に思っております。 

 また、事案というものは水面下で折衝等が行われる

ケースもあります。その時々に応じて、人員の配置等、
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グループ制を課内等でとっておりますので、そうした

ところでの対応を行っているというところでございま

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） 工藤助役。 

○助役（工藤孝男君） 県北・沿岸振興の関係につき

ましては私の方から答弁させていただきたいと思いま

す。 

 財源対策ということでございます。県北・沿岸振興

に当たりましては、県の方でも、人的、そして財源的

な部分につきまして、選択と集中の考え方に基づきま

して積極的に配慮するということでございまして、例

えば民間の企業に対する資金の手当てでありますとか、

企業誘致に対する重点的な支援などを講じているとい

うところでございます。今後におきましても、県の積

極的な財政的な支援も含めて、県に対しまして要望し

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） 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 三圏域連携の継続に

ついてのご質問にお答えをいたします。 

 ただいままで２回首長等の会議を実施したところで

ございますけれども、今、専門部会の方におろして、

さらにそれぞれについて具体的な検討をしているとこ

ろでございます。その内容を見きわめながら、今後継

続については図っていかなければいけないというよう

なことで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） 久慈湾の半崎地区の

防波堤の関係についてお答えを申し上げたいと思いま

す。 

 高潮の被害によりまして、防波堤が破損して、北日

本造船の工場敷地内に海水が流入するというふうな事

態が生じたところでございます。この関係につきまし

ては、市長が早速県、それから東北地方整備局、国土

交通省の方にその対応につきまして緊急要望を行って

いるところでございます。それぞれ港湾管理者であり

ます県、それから湾口防の整備をしております国にお

きましては、今回の事態というものを重く受けとめて

おりまして、現在検討しているところでございます。 

 港湾の整備そのものは、港湾整備計画に基づいて整

備をされるわけでございますが、その関係では対応で

きないというふうなことで、国におきましては現在多

方面にわたって高潮の対応ができるような検討をして

いるというふうに伺っているところでございます。早

い機会にその方向性というものが出てくるものと思っ

ているところでございます。 

 それから、２点目の中心市街地の活性化の関係につ

いてでございますが、議員ご指摘のように、今回の事

業といいますのは、核施設の整備で終わるものではな

くて、それに付随したさまざまな取り組みによって、

継続して取り組むことによって、中心市街地の再生と

いうものがなされるというふうに考えているところで

ございます。 

 とりわけ重要なのは、個々の商店、それから商店街

の積極的な取り組み、熱意というものが極めて重要で

ございます。この関係につきましては、それぞれの11

の商店街の代表の方で構成する組織も設けてございま

すし、その中でいろいろな多様な提案をいただいてい

るところでございます。 

 また、今回の事業推進のために商工会議所、ＴＭＯ

が組織をいたしました久慈商工会議所中心市街地等活

性化委員会、この組織の中に三つの小委員会を設けて

ございます。街なか再生小委員会、戦略プラン小委員

会、商品開発小委員会、それぞれのところにそれぞれ

の代表の方が入って、内容を検討しているものでござ

います。 

 具体的な方向としましては、街なか再生小委員会で

は、街なか再生の活性化策を具体に協議をしていると

ころでございます。それから、もう一つは、街なか再

生核施設に関する機能充実の検討を行っているところ

でございます。 

 それから、戦略プラン小委員会では、中心市街地の

活性化策、それからにぎわいのまちづくりを創出する

ための戦略のプランを議論しているところでございま

す。 

 もう一つの商品開発小委員会は、先般の産業まつり

におきまして、開発した商品を市民の皆さんに展示し、

そしてアンケートをとって、それぞれ検討を加えてい

るというふうな状況になっているところでございます。

これらの意見等を集約しながら、まちの再生に取り組

んでまいりたいと、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） 12番播磨忠一君。 
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○12番（播磨忠一君） では、時間の関係で２点だけ

端的にお伺いいたしますが、１点目は、三圏域連携懇

談会についてでありますが、進め方、今後のことにつ

きましては答弁で理解できましたが、私はこの事業を

より円滑に推進するためには、商工会議所、観光協会

等と時には協議をして、この事業を進めることも大切

ではないかなと思っておりますが、そのお考えについ

てお伺いいたします。 

 ２点目は、中心商店街の活性化にかかわってでござ

いますけれども、ご案内のとおり、10月30日に琥珀の

街・久慈ハートフルパーキング事業、いわゆる駐車場

の事業ができたわけでございますが、私はこれは中心

商店街の活性化の一つの事業のはしりとしてスタート

したのではないかなと理解しているわけでございます

が、年末の時期に非常にいい事業が展開されたと思っ

ているわけでございますが、そこで日が浅いわけでご

ざいますけれども、この利用状況と商店街の対応につ

いてお伺いいたします。 

 以上。 

○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） 三圏域にかかわって

のご質問にお答えいたします。 

 この三圏域では、広域観光にかかわって、専門会議

に各観光協会、商工会議所等をメンバーに加えるとい

うことになっておりまして、ご提言の趣旨に沿って進

めてまいりたいと思います。 

 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） 琥珀の街・久慈ハー

トフルパーキングの利用状況についてお答えを申し上

げたいと思います。 

 これにつきましては、九つの駐車場、参加店62店舗

というふうなことでございまして、私はまちに出かけ

た際に利用させていただいて、それぞれの駐車場に置

きながら利用状況等確認させていただいておりますが、

結構利用されております。ただ、利用件数等具体的な

数値につきましては承知をしていないところでござい

ます。 

 これから市日、それから「北三陸くじ冬の市」とい

うふうなことで、私ども冬のまちの活性化、市日の活

性化に取り組んでいるわけでございますが、その事業

展開の際には必ずこの事業の周知をしながら取り組ん

でいるところでございまして、この利用に向けた周知

を図ってまいりたいと、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） １番木ノ下祐治君。 

○１番（木ノ下祐治君） 項目８の２、ほうれんそう

団地について、何点か質問させていただきますが、国

有林貸付期限が18年度までの契約とのことですが、ホ

ウレンソウ農家はハウスの資材など、借入金を10年間

で返済のようですが、15年度に入植をして、なぜ今な

のか。また、18年度の入植者２人に対して、このこと

をお話をしてから入植をさせたのか、お伺いいたしま

す。 

 次に、林業振興についてであります。 

 活性化プロジェクトについて、このプロジェクトは

今では県北と青森県南が主流のアカマツをいかに付加

価値の高い建築材として県内外に売り出していくか。

より高く、より多くのアカマツを使用していただける

かを苦心したものであり、私は森林組合とともに木材

をどのようにしたら使用していただけるか常に考えて

おりますが、市でも久慈地域を内外に売り出していく

ためにも、久慈のアカマツを街なか再生核施設など、

各施設にふんだんに使用するように進めてほしいと願

っておりますが、考えをお伺いいたします。 

 次に、マツタケ山について。 

 山づくりをして育成成果が見えてくるのに四、五年

ぐらいが必要と言われます。岩泉ではそれなりの成果

が出ているわけですが、市では山づくりをしたい人が

いれば、費用もしくは何らかの手助けをする考えはあ

るのかお伺いいたします。 

 以上であります。 

○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） まず、１点目の侍浜

ほうれんそう団地の件についてお答えを申し上げます。 

 入植者に対し用地にかかわってのハウス10年の貸付

期間等について話をしているのかというふうなことで

ございますけれども、これは10年間のリース事業でご

ざいまして、市の方では、いわゆる土地の利用につき

まして、とりあえず３年間の区切りをつけて貸し付け

をしてございます。例えば４年目に入植者が変更にな

った場合、違う方が入った場合は、それぞれその後は

引き続いてリース料を支払っていくという制度でござ

います。 
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 それから、林業振興についてでございますが、活性

化プロジェクトの事業が今年度久慈・閉伊川流域森

林・林業活性化センターが事業主体となって取り組む

というふうなことでございまして、これにつきまして

はただいま議員お話のとおり、アカマツの当地域と二

戸地域、あるいは三八上北地域が連携しながら、一定

量のアカマツの確保を図って需要にこたえるというふ

うなことでございます。 

 今年度の事業の内容でございますけれども、アカマ

ツ材の安定的供給のための検討会の開催、あるいはア

カマツ材に関するシンポジウムの開催、それから流通

実態や需要量調査等を実施するというふうな事業内容

でございまして、県、そして私ども市、そしてこの事

業主体と一体となって、連携して取り組んでまいりた

いと。そして、アカマツ材の今後の内外の需要に対し、

あるいは供給に努めてまいりたいと、そのように考え

てございます。 

 それから、マツタケ山についてでございますが、今

年度市有林を活用してマツタケの検証、実証を行って

いるわけでございます。ただいまこれに対する個人へ

の、山林所有者への支援策を考えているのかというふ

うなことでございますけれども、現在のところこの成

果等を踏まえながら、その後にどのような検証ができ

るかということを確認しながら、今後その辺について

は検討してみたいと、そ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） １番木ノ下祐治君。 

○１番（木ノ下祐治君） 再質問をさせていただきま

す。 

 取得をするにしても何点か問題があります。まず、

１棟当たりの収量が少ないため、経営が苦しく、月々

の支払いをどうするかなどです。入植者が使用してい

る団地内の…… 

○議長（菊池文一君） １番、内容はホウレンソウの

ことですか。 

○１番（木ノ下祐治君） そのとおりです。 

 団地内の道はどのように登記されているか、またす

るのかをお伺いいたします。 

 次に、林業の活性化プロジェクトについて、市長を

初め当局では、木材の輸入が随分と少なくなってきて

いますが、これをご存じですか。今日このときこそ、

久慈のアカマツを内外に売り出す絶好のときととらえ

ていますが、いかがでしょうか、考えをお伺いいたし

ます。 

 以上であります。 

○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） 侍浜ほうれんそう団

地の団地内道路の登記関係でございますが、今後、森

林管理署の方と交渉中でございまして、入植者が例え

ば土地を取得するというふうなことであれば、市とい

たしましては、入植者の方々に一緒にその土地を取得

していただきたいというふうなことで検討中でござい

ますので、入植者の方に登記になるものと想定をして

いるところでございます。 

 それから、アカマツの生産拡大というふうなことで

ございます。議員お話のとおり、これにつきましては、

県、市、行政、そして生産者の方々一体となって取り

組んでいくというふうな気持ちでございます。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） １番木ノ下祐治君。 

○１番（木ノ下祐治君） 何か質問の内容と答弁が違

っているように思いますが、私は輸入材が随分と少な

くなってきているということをご存じですかというこ

とを質問いたしたのであります。 

○議長（菊地文一君） 工藤助役。 

○助役（工藤孝男君） 輸入材の減少につきましては、

一般的な情報といたしましては私どもも承知いたして

おります。特に中国とか、経済発展の著しい国々の木

材需要が増加しているということに伴いまして、相対

的に日本に入ってくる外材が減っていると。 

 ただ、外材の輸入量の減少が国産材の価格の適正化

というものにまだきちんと追いついていないというふ

うな状況もございますが、そういった全体的な木材の

消費動向、こういったものをとらまえて、またかつア

カマツ材がこの地域のまさに特産材であり、日本の中

ではこの地域のアカマツが最も優良な材だというふう

に言われているということを踏まえまして、ブランド

化、供給の拡大に向けた生産体制の整備、そういった

ものを総合的にこれから構築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） ２番下川原光昭君。 
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○２番（下川原光昭君） それでは、播磨忠一議員の

１番の平成19年度予算編成について、４番の防災体制

について、最後の17番、教育行政のいじめ、不登校、

そして久慈小学校改築の４点について関連をいたしま

す。 

 最初に、１番の予算編成でありますけれども、８月

12日から31日まで、市民アンケートをとったわけであ

りますけれども、無作為に2,000名、その回答率が513

名ということで、これからの市の設計図となり得る久

慈市総合計画により多くの皆さんの意見を取り入れる

とあるわけですけれども、人口４万人の久慈市で

2,000名というのは大変少ないものだと。 

 なぜかというと、市の設計図を今つくるに当たって、

2,000名を無作為にしたというのは、より多くの皆さ

んの意見を取り入れることとうたっている割には、若

干少なかったのでないかなと思います。というのは、

やはり多くの人というのは、合併して、より多くの市

民ということだと思っております。１世帯ずつからで

もよかったのではなかったのかなと思います。 

 もう一つ、それはそれとして、その結果として、総

合的な満足度が５段階の評価で4.3という評価になっ

ております。この総合的な満足度が５点のうちの4.3

というのは随分高い数字で、不満が少ないと見ている

のか、ますます努力をしていかなければならないと思

っているのか、お聞かせをお願いいたします。 

 あと、もう一つの結果に、今後久慈市が力を入れて

いくべき施策という評価があります。その一番が雇用

機会、出稼ぎ対策であります。久慈市がうたっており

ます雇用機会の拡大というのは、市民もそのとおり思

っておりますので、この19年度の予算編成に当たって

どのように取り入れていくのかお聞かせをお願いいた

します。 

 ２番の防災対策でありますけれども、ここ何年かで

高い確率で宮城県沖の地震が想定されて、その際、起

こり得る津波でありますけれども、防災無線が久慈市

漁協の北側に１基、防災無線がついてありますけれど

も、離れた地域に例えばですけれども、久慈市冷凍加

工さんとか、八戸缶詰さん、あるいはマルサさん、そ

の奥には当然森林組合さん等あるわけで、大きな施設

で操業中は防災無線が聞きづらいとなってあります。

それは当然風の向き等、あとは機械の騒音等で想定さ

れるわけですけれども、防災無線を立てるよりは、私

たち消防団の分団長のところにありますけれども、企

業に防災傍受機を、市の支援で有料になるのか無料に

なるかは検討していただかなければならないわけです

けれども、そういう有事の際に確実に丁寧に聞こえる

傍受機を私は設置すべきと思いますが、その考えにつ

いてお伺いをいたします。 

 それと、３点目に、いじめ、不登校についてであり

ます。 

 昨日来、教育長からいろいろな方策を講じているの

を答弁をいただいております。相談窓口、学校支援チ

ーム、児童福祉士、校長会議を通した教員指導、教育

講演会等、いろいろな対策を講じているのはお聞きを

したわけですけれども、子供の教育というのは、私か

らすると、一つ教育長が答弁が足りなかったなと思っ

ているのが５者の関係であります。家庭、学校、教師、

地域、そして行政でありますけれども、この足りなか

った分、家庭、地域のことについてお聞かせを願いま

す。 

 また、平成17年度１校２名、18年度９校14名がいじ

めに遭ったということでありますが、その大きさとい

うんですか、けがをしていなかったか、先生の口頭注

意指導で終わったのかということをお聞きをしたいと

思います。 

 最後の久慈小学校改築でありますけれども、認識は

して、19年度からでしたか、着手をするというお話で

ありましたけれども、私は３年前に久慈小学校改築を

既に取り上げて、回答をいただいておりますが、当時

そのときに築36年だったのですが、３年間たちまして、

築39年になりました。来年で40年という久慈小学校は

年月を経るわけですけれども、その際に何点かの久慈

小学校ふぐあい箇所を提示しておりますけれども、そ

の修復状況等をお聞かせをお願いいたします。 

 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） 私からは最初のご質問につい

て、３点にわたりご答弁を申し上げます。 

 最初に、サンプル数、４万人の人口に比べれば少な

いのではないのかと、こういったご指摘でありますけ

れども、これは２段階無作為の抽出でもってサンプル

数を求めたということでありますが、この数は統計学

上から言えば、傾向を知るためには十分なサンプル数

であると、このように思っているところであります。
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なお、自由記載の部分もございます。したがって、そ

ういったところにはご意見といったものも書き込める

と、こういった状況でございます。 

 加えまして、このアンケートのほかに常日ごろ行っ

ております市長への手紙等々によりまして、市民の皆

さんの意見、あるいは提言等を把握しているところで

ございますので、この点につきましてはご理解を賜り

たいと思います。 

 それから、総合評価についての感想をということで

ありますけれども、この感想といいますか、評価につ

きましては、事実として受けとめているところであり

ます。しかし、それに満足する、あるいは甘んずると、

こういった姿勢は排してまいりたいというふうに思っ

ております。 

 と申し上げますのは、一定の水準が常態化されれば、

それが通常の姿になるわけでありまして、さらに高み

へと上る努力といったものがなされなければ、当然に

満足度は次第に低下していくものだろうと、このよう

に思っておりますので、さらに満足度向上のために頑

張ってまいりたいというふうに思っております。 

 それから、アンケート結果に基づいての19年度予算

への反映であります。私の記憶では、今後久慈市が力

を入れて行うべき施策は何かと、こういった問いをア

ンケートの中で用意しているわけでありますが、その

結果は、出稼ぎ対策を含め雇用の場の創出確保、これ

が最も多い要望としてとらまえております。２番目に

は中心市街地の活性化といったところに市民の皆さん

の関心が集まっている。そして、次に高齢者等福祉対

策が第３位といいますか、余り差はないのであります

けれども、そういった順位になっているというふうに

認識をいたしております。 

 したがいまして、この雇用の場の創出確保、私の思

いもそうでありますが、市民の皆さんもその点にある

のだと、こういった観点から、これまで進めてまいり

ました地域特性を生かし得る企業の誘致、これを第１

点とし、第２点には未利用資源活用等によります内発

型産業振興、そして３点目には既に立地している企業

の操業拡大等をねらいとするフォローアップ、これら

を中心として雇用の拡大に努め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、中心市街地の活性化につきましても、議会で

も大いに議論いただいているところでございますが、

この実現に向けて頑張っ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。 

 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） 防災無線にかかわっ

てのご質問にお答えいたします。 

 議員がご指摘のとおり、浜の方におきましては、障

害物がないといいますか、障害物がありますと、ハウ

リングが起きて聞きづらいという面がよく言われます

けれども、逆に物がないと、そのまま通り過ぎてしま

うということで聞きづらいというような現象があると

いうことは承知をしております。したがいまして、た

だいま議員からご提言をいただいた点につきましては

検討課題とさせていただきたいと思います。 

○議長（菊地文一君） 鹿糠教育長。 

○教育長（鹿糠芳夫君） それでは、まず不登校いじ

めのことについてでございますが、５者の連携という

ことで、教育長の言葉足らずだったということですが、

この５者の連携につきましては、これは既に教振運動

の中で昭和30年代の後半から県教委が提唱しまして、

運動をずっと続けてきております。 

 最近久慈市の場合にあっては、教育振興運動そのも

のが少し低調ということで、今、議員が指摘されまし

たように、今後はやはり教育振興運動の中で５者の連

携をより強めて、しかもこの中でいじめとか不登校の

問題についても取り上げていくことが大事であると、

そのように認識しておりますので、お話のようなこと

で取り組みをさせていただきたいと思います。 

 次に、いじめの内容についてでございますが、これ

につきましては大きなけがとか、そういうことはなか

ったのかということでございますが、この内容につき

ましては、例えばいたずらですとか、けったとか、金

品の強要とか、それからノートに対する落書きですと

か、そういったものがこの内容の主なものでございま

して、大きな事故といいますか、そういったものはな

いものというふうに考えておりますが、しかしこのこ

とが大きくなっていく可能性が十分にあるということ

でございますので、この背景とか、そのときの子供た

ちの状況がどうであったかは、十分に学校等と意見交

換しながら対応していかなければならないと、そのよ

うに考えております。 

 それから、久慈小は、お話しのように築39年という
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ことでございまして、最も老朽の著しい学校でござい

ますが、その後のいわば今後新築を検討していくわけ

でございますが、その間の対応につきましては、学校

長とも十分協議しまして、安全安心を基本に、小修理

とか、さまざまな危険な箇所の改修ですとか、それに

ついては遺漏なく努めていると、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） ２番下川原光昭君。 

○２番（下川原光昭君） それでは、再度質問させて

いただきます。 

 最初に、予算編成のことになりますけれども、市民

はこの地域で安全と安心を一番の重要度として、満足

度が高まるものと私は思っております。そういう中で、

昨今テレビ、新聞等で話題になっておりますけれども、

夕張市の破綻。熱海市は財政危機宣言をこの５年間の

うちにしたということは、この財政的な久慈市の状況

は市民の方々が一番知りたい部分であるかと思います。 

 市民の方々に安全安心だよということをいろいろな

部分でも周知をしているかと思いますけれども、しか

し行政側が隠したり、あるいはあることを皆さんに教

えなかったという夕張市の例があるわけで、そういう

ことのないように私たちも当然チェックをしていかな

ければならないわけですけれども、市の財政的な指数

で皆さんに周知をしていただきたいと思います。 

 それと、学校教育、いじめの問題ですけれども、き

のうの答弁で教育長はからかいはほとんどの学校にあ

る。先ほど教育長が答弁をしましたけれども、小さな

ことから大きないじめに変化をしていくということを

言っておりますけれども、私はそのとおりだと思って

おります。 

 教育長が若かりしころの時代と今は若干違うわけで

すけれども、教員がいたずらを見逃して、極端に言う

と、大人の判断で治癒をできないまま過ごしてきたと

いうことは、からかいの拡大、いじめの変化に私はつ

ながると思います。学校長会議で教員指導は当然お願

いはしてあることだとは思いますけれども、いろいろ

な体験が少なかった教員が多いとも認識しております

ので、その辺の指導の内容についてお聞かせを願いま

す。 

 あと、最後になりますが、久慈小学校になりますけ

れども、この前の大雨のときが、たまたま金曜日から

降り始めまして、土曜日に私たち消防団員も検証ある

いは水上げ等に行っていたわけですけれども、そのと

きはちょうど土曜日でありました。ということで、学

校には生徒がいなかったということで大変よかったわ

けですけれども、久慈小学校が大雨の際、体育館の中

で傘を差して歩かなければならない雨漏りだったと。

こういう学校、体育館は、果たして卒業した方々が誇

れる学校かというと、ちょっと私は疑問に思います。 

 ということで、新市建設計画で来内小学校が現在基

本計画に入っておりまして、完成予定が平成19年度内、

それと大きい学校給食センターが現在測量中で今後計

画、建設、平成20年１月に移転ということは、19年度

内に完成をするということになります。そういうこと

で、久慈小学校の改築に際しては、隣にある市営住宅

も移転ということになりますので、早急に計画を立て

ていかなければならないと思っておりますが、市長、

この件については今任期内に予定年度を出す予定なの

かお伺いをして、終わります。 

○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） 財政状況についての

ご質問にお答えをいたします。 

 財政状況につきましては、広報でも決算、予算を公

表しているところでございまして、決して財政状況に

ついて隠すというようなことはしておりません。 

 ただ、一つの例示で申し上げますと、合併前に旧久

慈市では市政改革プログラムを策定したと。このまま

では大変な大きなマイナスになるということで、市政

改革プログラムを組んだ。それに取り組んでも、なお

かつ６億円ほどの赤字になるということで、さらに厳

しく取り組んできたところでありますが、それが17年

度の決算では１億5,000万円ほどの黒字といいますか、

剰余金を生んだといったところでおわかりになれるの

ではないかと思います。 

 また、国におきましても、夕張の問題を受けまして、

財政破綻の判断基準を厳しくチェックするといったよ

うな体制もとっておりますから、ご心配するようなこ

とは起きないということ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） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 教育施設の整備についてのお

尋ねであります。特にも久慈小学校の改築につきまし
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ては、私もその必要性というものは十分に認識をいた

しているところであります。教育委員会からもたびた

び答弁をいただいているところでありますけれども、

学校給食センター、あるいは長内中学校の移設の問題、

さまざまな課題がございます。そうした中で財源とい

った一方には縛りがあるものですから、直ちに同時並

行的にこれを整備できないといった状況にもございま

す。 

 また、ただいまのご質問にありましたとおり、財政

状況、私ども常につまびらかにしているわけでありま

して、議員もご承知のとおり、大変に厳しい環境にあ

るわけであります。したがいまして、そのほかに栄町

団地をどうするか、いわゆる市営住宅をどうするかと

いった他の事業分野との整合もとっていかなければな

らない。こういったことから、総合的に判断をさせて

いただきたいというふうに考えておりますので、ご了

承願います。 

○議長（菊地文一君） 鹿糠教育長。 

○教育長（鹿糠芳夫君） いじめ問題の教師の指導の

関係でございますが、学校教育の中で生徒指導という

のは大変に難しい問題でございまして、特にも最近生

徒指導の安全、あるいは子供たちの問題にかかわって

重要度が増しているわけでございますが、特にも経験

の浅い教師の指導といいますか、そういったものは重

要であるというふうに考えておりまして、私はきのう

の答弁でも、研修とか、私どもの市教委で行う研修と

か、あるいは教育事務所で行う研修とか、これには多

くの先生から参加してもらうということを申し上げま

したが、経験の少ない教師のために校内の先輩の先生

方との校内研修、あるいは校内でのさまざまな意見交

換、これが大変重要であります。 

 そうしたことで、これらについては学校長とも十分

連携をとって、私どものやる研修、あるいは校内での

研修、あるいは他の教師の事例等との意見交換、生徒

指導協議会等でのさまざまな検討結果などを周知しま

して、教師の対応の力を高めていきたいと、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） 皆さんにお願いがあります。

自分の持ち時間を十分活用しまして、厳守するように

お願いします。 

 ３番澤里富雄君。 

○３番（澤里富雄君） 播磨議員の質問に関連して何

点かお伺いいたします。 

 質問項目の10番ですけれども、県北・沿岸振興策に

ついてでありますけれども、私は食産業の構築等にか

かわりお伺いをいたします。 

 ナマコやヤマブドウ、そして短角牛等、加工技術確

立などを官民一体となって研究されているとのことで

すが、もう少し具体的な研究内容をお伺いしたいと思

います。 

 ヤマブドウですけれども、ことし過剰生産だったの

か、価格が暴落して、出荷できなかった農家もあった

と仄聞しますが、当局はこのことを承知しているのか。

また、この３品目以外の食品の研究が何か行われてい

るのか、あわせてお伺いをいたします。 

 それから、企業誘致ですけれども、企業誘致の推進

を図るということですが、現在北日本造船が既に誘致

され、稼動されておりますが、当市におけるこのほか

の企業誘致が具体的に進められている事案があるのか

お伺いをいたします。 

 それから、質問項目の15番の（５）でありますが、

国道45号歩道整備についてでありますけれども、平成

19年度の完成予定と答弁をいただきましたけれども、

地域住民は一日も早い完成を願っているわけですけれ

ども、現在歩道整備は北の越から日向までの南に向か

って、いわゆる東側が整備されているわけですけれど

も、この先、日向から野田方面、西側は既に整備され

ておりますけれども、完成後ですけれども、国道45号

歩道が国道45号を横断することとなります。東側と西

側になりますので、国道を必ず横断しなければならな

いということになります。 

 宇部野田間は直線道路でありますし、交通量も多い

です。そして、また最近旧北上電気跡にスーパーが出

店し、また旧診療所跡地にはわいわい広場という産直

店が出店いたしまして、歩道を利用する人たちが非常

にふえております。このことから安全を確保するため

にも、信号機つきの横断歩道が必要と考えますが、市

当局からも市民の安全を守るためにも強く要望をお願

いしたいと思います。 

 また、わいわい広場から新しくできたスーパーまで

の間ですけれども、車道と歩道の間に花壇があり、ツ

ツジ等、背の高い花でない木が植えられており、車の

出入り等に非常に見通しが悪く、極めて危険な状況に
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ありますので、これまでにも何件か事故が発生してお

りますので、この対処もあわせて要望をお願いしたい

と思います。 

 それから、質問項目16の市営住宅の改築計画につい

てでありますけれども、先ほどは夏井の住宅について

答弁がありましたけれども、存廃アクションプランに

よりまして、現在ほぼ満室になっておりますが、宇部

町の和野平団地が廃止の予定となっておりますが、入

居者への何らかの説明がなされたのかどうかお伺いい

たします。 

 また、以前お聞きしたとき、転居先について、優先

的に栄町等他の公営住宅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したけれども、先ほど来

出ておりますけれども、久慈小学校の改築等に伴い、

栄町の住宅も移転をする計画があるということであり

ますけれども、どこに転居を勧めるのかお伺いをした

いと思います。 

 それから、17のいじめ問題、このことはいろいろ昨

日来議論されておりますけれども、実態として、15年、

16年はゼロだったものが18年はいきなり９校14件、そ

してさらには先ほどもお話がありましたけれども、ほ

とんどの学校において軽いいじめがあるという認識を

持っているということです。これがほとんどの学校と

いうのがちょっと怖いなという感があります。先ほど

いろいろ事案が、中にはカツアゲといいますか、金品

の要求というようなこともあったようですけれども、

いじめは初めは小さいことから始まり、だんだんエス

カレートしていくようです。 

 そうすることによって自殺者まで出るような事態に

なるわけですけれども、昨日来の答弁でアンケート調

査も実施したが、余り有効でなかったと言われました

けれども、いじめに遭っている子供はなかなか言葉に

出して、いじめられているということを訴えられない

のではないでしょうか。むしろアンケート等の書面で

訴えた方が訴えやすいのではないかなと思うような気

もします。 

 いじめる側も巧妙に行いますので、現場の先生方も

見えない実態を見ることはなかなか困難ではあると思

いますが、しかしいじめに遭っている子供は、必ず何

らかのＳＯＳを発信すると言われます。アンテナを高

く上げて、常に情報を収集していただき、小さいうち

にいじめを対処するためにも、子供、それから先生、

あるいはＰＴＡ、場合によっては地区民等も含めた定

期的なアンケート調査を実施し、子供たちを守るべき

ではないかと思いますが、考えをお伺いいたします。 

 また、学校関係者以外、例えば教頭先生とか、校長

先生、退職された方、あるいは警察を退職された方等

の第三者機関を学校に入れるというような考えはない

か、あわせてお伺いをいたします。 

 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） 私からは企業誘致についてお

答えをさせていただきます。 

 この企業誘致につきましては、詳細について申し述

べることは控えさせていただきたいのでありますが、

これは実際に接触をしている、そういった企業は存在

をいたします。 

 それから、既に立地した企業の動向についてであり

ますけれども、北日本造船株式会社では久慈工場の拡

張を計画いたしております。当初の段階では平成19年

度に10人程度、あるいは平成20年度にもさらに10人程

度、合わせて20名を増員するという当初の予定であっ

たわけでありますが、この増設に伴いまして、近々こ

の20名を新たに雇用するということが実際に出てくる

と、これは既に決定しているという状況がございます。

また、東京電波におきましても、ラインの増設、これ

に伴う雇用の増といったことも見込まれるところであ

ります。 

 また、加えまして、地元の企業が新たに事業展開す

ると、こういった動きも出てきております。こういっ

たさまざまな状況に適切に対応しながら、それらの動

きが現実のものとなるように努力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） 中森農林水産部長。 

○農林水産部長（中森健二君） 私からは食産業にか

かわってのご質問にお答えを申し上げます。 

 まず、現在食産業にかかわって取り組んでおります

のは、ナマコ、その他にはホウレンソウの粉末、缶詰、

冷凍などの加工技術の開発、あるいは魚醤の製造の取

り組み、ブナダケの加工開発、あるいは乾鮑の加工技

術の開発等々でございますが、ただいま議員ご質問の

ナマコにつきましては、現在研究段階でございまして、

岩手県でも釜石の水産技術センターの方で増養殖の取

り組みをしてございます。 
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 私どもも現地の方に行きまして、その技術の開発状

況について視察をしてまいりましたが、今後は陸上栽

培、あるいは海面増殖等々が考えられるというふうな

ことでございまして、これにはかなり年数がまだかか

るようでございます。我々も今後湾口防波堤等が完成

いたしますと、静穏域の湾ができ上がるわけでござい

ますので、それらの湾を活用した栽培漁業等も視野に

入れながら取り組んでいくと。あとは中国の需要がナ

マコ、かなり高くなっているというふうなことでござ

いますので、かなり期待が持てる増養殖の品目ではな

いのかなというふうにとらえてございます。 

 それから、短角牛というお話もございました。これ

につきましては、ご案内のとおり、山形地区におきま

して、いわゆる国産の飼料だけによる短角牛の肥育を

しているわけでございまして、そういうふうな差別化

の、この地区でなければできないというふうな安全安

心の短角牛を全国に発信していくべきものと、そうい

うふうなことで取り組んでいるところでございます。 

 それから、ヤマブドウというお話もございましたが、

これにつきましては岩手県ではヤマブドウ振興協議会

の活動支援、あるいは生産者に対する技術支援を行っ

ているわけでございまして、市といたしましても連携

しながらそれらに取り組んでまいりたいと、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） 岩泉市民生活部長。 

○市民生活部長（岩泉敏明君） 45号線、宇部地区の

交通安全のために信号機等の設置についてということ

でございますが、地域住民の要望でこれまで実施をし

て、久慈警察署とか、あるいは関係機関等と総点検を

まず最初にすると。そういったことでやった後に、久

慈署管内に交通規制対策協議会というのがありまして、

その中で検討すると。その後において、岩手県の公安

委員会の方に上申する、要望するという手はずになっ

てございます。ここにつきましては、現地調査の上、

必要性を見きわめて、そのように対応していきたいと

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） 市営住宅のご質問にか

かわってご答弁申し上げます。 

 議員ご質問のとおり、宇部町の市営住宅に…… 

○議長（菊地文一君） 和野平の住宅に入っている人

に通知したかということ、質問の内容は。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） 宇部町の住宅20戸ござ

いますが、現在具体的な建てかえ時期等については、

まだはっきりしておりませんし、今後の課題になろう

かと思いますが、入居者に対する説明はまだ行ってい

ないところでございます。 

 それと、仮にそれを建てかえる場合、優先的な配慮

をするのかというふうなことでございますが、先ほど

市長の方からもご答弁申し上げてございますように、

現在のところ栄町を検討してございます。これら栄町、

あるいは萩ヶ丘等に仮に宇部町の市営住宅を建てかえ

る場合には優先的に配慮してまいりたいというふうに

考えてございます。 

 それから、通行の際に花壇で視界がとれないという

ふうなご質問のことでございますが、これにつきまし

ては、地域住民の方々から植栽等についても応援して

いただいている、ご協力していただいている側面もあ

るわけですが、現地調査の上、そのような状況がある

とするならば、国道の久慈出張所とも相談しながら、

解消に努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） 鹿糠教育長。 

○教育長（鹿糠芳夫君） それでは、いじめの問題に

ついてお答えを申し上げたいと思いますが、小さな段

階でのサインを見逃さないということが重要でありま

して、指摘のとおりでございますので、このための努

力をさまざまさせていただいていると、きのうも答弁

したところでございます。 

 それから、アンケート調査についてでございますが、

このアンケート調査、これは学校現場ではいつでもど

こでも起こり得る問題でございますので、そのときの

アンケートのみで把握というのは、次の日にまた状態

が変わっているということになりかねないということ

でございますので、そうしますと頻繁にアンケート調

査をやらなければならないということになるわけです

が、そうした意味では、実態というものを把握するた

めに頻繁の調査というのもなかなか難しい点がありま

すので、何かこういった面での工夫が必要であると、

そのように考えております。 

 それから、第三者機関を学校現場へというお話でし
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たが、きのう答弁したとおり、これについては関係機

関でサポートチームをつくって対応しているところで

ございますが、子供たちが落ちついて、そして勉強す

ると、そういった教育現場の落ちついた環境を守るた

めには、第三者機関が学校現場等に入ることについて

は私は慎重でありたいと、そのように考えております

し、もしも教育行政、学校現場で対応できないような

事案については、そのときには関係機関と相談し対応

していくと、こういった考えでおりますので、ご了承

願いたいと思います。 

○議長（菊地文一君） ３番澤里富雄君。 

○３番（澤里富雄君） 再度質問しますけれども、国

道45号の歩道にかかわってですけれども、交通安全対

策協議会とのかかわりがあるということでありますが、

さらにまたお願いしたいと思いますけれども、この45

号ですけれども、宇部－野田間に桜ノ木と樋ノ口とい

う市道との交差部がありますけれども、しかもこの双

方ともＪＲバスのバス停があります。これは工業高校

生を含めた通学路でもありますし、また宇部の小・中

学校の通学路でもあります。それから、バス停があり、

ブロイラー等に通っている方々が横断する機会が非常

に多いということで、地域住民からこの交差部に横断

歩道が欲しいということが強く望まれております。 

 宇部－野田間は３キロにわたる直線道路で、この横

断歩道を設置することによって、スピードの抑制にも

なるのかな、そうすれば交通安全上も有効と考えるわ

けですけれども、この２カ所に横断歩道の設置もあわ

せてお願いをしたいと思います。 

 あとは市営住宅ですけれども、宇部町には、先ほど

も少し出ましたけれども、日向地区に12戸の市営住宅

もありますけれども、これも夏井に劣らず、かなり老

朽化が進んでおりますので、今後ぜひ早いうちに整備

していただきたい。しかも、和野平団地がなくなると

いうことであれば、一日も早く整備していただきたい

と。このことは答弁は要りませんが、お願いをしてお

きたいと思います。 

 以上、終わります。 

○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） 横断歩道について再

度の質問をいただきました。先ほど設置等につきまし

ての手順はお話を申し上げましたが、その部分につき

ましても、今、委員がおっしゃられた部分につきまし

ても、今後それの部分について総点検をしながら実施

したいと、要望してまいりたいと、そういうふうに考

えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（菊地文一君） この際、暫時、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、播磨忠一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、播磨議員の質問に

関連し、何点か質問させていただきます。 

 まず、特殊勤務手当についてでございます。 

 この間も新聞に載って、皆さん方も多分知っている

というふうに思いますけれども、県内各地で広域行政

事務組合の過払いが起きております。それについて、

新聞にコメント等も載っておりますけれども、特殊勤

務手当のところで関連あるのかなというふうに思って

質問させていただきますけれども、事務組合の消防本

部で1995年から1999年の間、５年間にわたり過払いが

あったということで載っておりますけれども、これは

当市だけでなくて、県内各地やはり起きております。

そういった部分ではこれからきちんとまた見直しをし

ながら進めていかなければならない問題でないかなと

いうふうに思いますので、その点についての答弁をお

願いいたします。 

 それと、次に生活保護について質問させていただき

ます。 

 国の方針として…… 

○議長（菊地文一君） 11番議員、広域の問題ですか。

広域の問題は答弁が。 

○11番（中平浩志君） わかりました。 

 それでは、生活保護について質問させていただきま

すけれども、まず国で母子加算、老齢加算、これが廃

止ということで、多分久慈としても非常に大きな問題

になってくるのかなというふうに思われます。もちろ

ん先ほどの答弁ですと、適切に対処していくというふ

うな答弁でございましたけれども、実際にそういった

弱い立場にある老人の方々、母子家庭の方々、非常に
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こういった部分に関してはさらにまた生活が困窮して

くるのではないかなというふうに思われます。 

 やはりそういった部分を考慮しますと、国の方針で

そうなっているから、そのとおりやりますという考え

方でなくて、市独自として、いろいろな手当てをさら

に考えていかなければならない問題でないかなという

ふうに思いますので、考えについてお聞かせください。 

 それと、次は林業振興の活性化プロジェクトについ

て、アカマツの利用、ブランド化などで総合的に進め

ていくという話なんですけれども、やはりもっともっ

と消費していただくためにも、アカマツをどんどん宣

伝していかなければならない問題ではないかなという

ふうに思っておりますので、もちろん市内の建設屋さ

ん、建築屋さんを含めながら、利用促進のために働き

かけをするというのが大切なことではないかなという

ふうに考えますので、その辺についての答弁をお願い

いたします。 

 それと、あと県北・沿岸振興策についてですけれど

も、助役の答弁で民間企業等に対しても財政支援をこ

れから行っていくというふうに答弁しております。そ

の次の年末金融対策についても、影響というか、関連

があるんですけれども、市内の業者、特にも中小零細

企業、これに関しては特にもまだまだ厳しい状態が続

いております。やはり、市で出している制度、また県

で出している制度、市内の広報等で宣伝はしていると

いうふうに思っておりますけれども、利用する方々に

すれば、ちょっと使いづらい部分もあるというふうな

声も聞こえております。 

 なぜかと言えば、自分の会社の財政事情がわかって

しまうと。ということは、この会社が危ないのではな

いかというふうな懸念もされると、簡単に言えば。だ

から、どうしても思ったほど使えない部分もあるし、

端的に相談もできない部分があるということですから、

どんどんもうちょっと気軽に相談できるような形に変

えていかなければならないのかなというふうに思いま

すので、その点についてもお聞かせください。 

 あとは、いじめ不登校の問題について、教育委員会

なんですけれども、きのう以来、大分この部分につい

ては議論されておりますけれども、やはり学校側はも

ちろん、先生、生徒、あと親の部分ももうちょっと教

育ではないんですけれども、見直ししていかないと、

学校側にばかり責任を押しつけるというのもどうなの

かなというふうに思いますので、学校と家庭、親とも

っと一体的な考え方を持って進め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し、また先

生方の職員同士の横のつながりというのも、もっと緊

密に持っていかなければ、いじめ対策にならないので

はないかなというふうに思いますので、その点につい

ても答弁をお願いいたします。 

 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） 老齢加算、それか

ら母子加算等の廃止によって、廃止された方はいずれ

大変になるのではないかということで、市の独自の考

え方等はどうなのかというふうなご質問でございます。 

 この制度が廃止になったいきさつ等については市長

の答弁のとおりでありますが、それを詳細に紹介いた

しますが、一般低所得世帯の消費実態を検証した結果、

単身無職の低所得世帯の消費支出について、70歳以上

の者と60歳から69歳の者との間を比較すると、70歳以

上の者の消費支出額が少ないことが認められ、現行の

老齢加算に相当するだけの特別な事情があると認めら

れないというふうなことで、国がそのように調査結果

を出しております。 

 それから、母子加算についてでありますが、全国の

消費実態調査等による一般母子世帯の消費水準との比

較検証を行った結果、母子加算を除いた生活扶助基準

額が一般勤労母子世帯における生活扶助相当支出額と

おおむね均衡していることから、必ずしも必要ないも

のと考えられるというふうなことでの廃止というふう

に聞いております。 

 先ほど市長が答弁いたしましたとおり、これが法律

の法のもとでの制度でございますので、保護の適正な

執行に努めていきたいというふうに考えております。 

○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） 林業振興にかかわり

まして、アカマツ材の利用拡大というふうなことでご

提言をいただきました。いわゆる建設業、建築業者等

と連携した利用拡大が必要ではないかというふうなこ

とでございます。ご提言の趣旨に沿って、今後そのよ

うに取り組んでまいりたいと、そのように考えます。 

 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） 融資についてお答え
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を申し上げたいと思います。 

 融資制度については、公庫であるとか、岩手県の信

用保証協会、それから県・市、いろいろな多様な制度

があるわけでございまして、それぞれの相談窓口等が

ございまして、商工会議所にあるとか、それからそれ

ぞれ金融機関にあるところでございます。 

 これの融資に当たっての審査についてのお尋ねでご

ざいますが、制度の改正については、行政としては金

融機関にそれぞれ預託をしたり、融資制度を確立して

行っているわけでございますが、実際の融資に当たっ

ては、それぞれの金融機関の融資条件、審査にゆだね

ざるを得ない部分がございまして、私どもの制度は、

ある程度その部分では条件的には県内の中でも条件が

よいのかなというふうに思っているところでございま

す。そういったところでございますが、ある程度金融

機関の審査にゆだねざるを得ないという状況にござい

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） それでは、私の方からはい

じめ不登校の問題についてお答えを申し上げたいと思

いますが、ただいま議員が指摘されましたように、学

校や行政、その他の連携を密にとって対応していくと

いうのが基本でございますし、大事な部分でございま

す。また、教職員の相互の研修といいますか、その取

り組みが必要であるというふうなこともそのとおりで

ございますので、今大変な時期になっておりますので、

こういったことについて最重点の課題として取り組ん

でいきたいと思っております。 

 特に保護者の方々の問題につきましては、最近核家

族化とか、あるいは共働きの世帯等によって、少し家

庭における教育力が弱くなってきているのではないか

というふうな指摘もあるわけでございますが、そうい

ったことを踏まえますと、さらに保護者との連携もよ

り有効的な連携をとっていかなければならないという

ふうに認識しているところでございますので、留意し

てまいりたいと、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） 11番中平浩志君。 

○11番（中平浩志君） 再度それでは質問させていた

だきますけれども、生活保護なんですけれども、確か

に国の制度、それにのっとってやるというのは、もち

ろん私もそのとおりだというふうに思っております。

ただ、そうは言いながらも、この間も新聞に載ってい

ましたけれども、最後の頼りは何になるんですかとい

うことになりますよね。生活保護自体を下げられると

いうことは、ぎりぎりの生活をやって、なおかつまた

さらに削られるということは、どうやって生活してい

ったらいいかというふうな問題になってくると思いま

す。 

 特にこの間テレビ番組でこの問題について取り上げ

ていましたけれども、80歳以上の方、老人でひとり暮

らし、老齢加算を削られてということで、今でもぎり

ぎりなのに、どうやって生活していったらいいんだろ

うと。例えば一日の食費に関しても、100円以内でや

っていかなければ、とても間に合わないよというふう

なことまでも実態としてやっています。 

 もちろん久慈市内ではそういうことはないというふ

うに私は思っておりますけれども、もし将来的にこう

いう老齢加算、母子加算等がなくなったときに、本当

に困った人に対して手を差し伸べるというのが本来行

政の仕事ではないかなというふうに思いますので、国

の方針はもちろんわかりますけれども、市独自として

の考え方というか、今後の方針について答弁をお願い

したいなというふうに思います。 

 それと、あと県北・沿岸の振興と年末金融に対して

なんですけれども、確かに審査に関しては、民間の金

融業者がもちろん判断します。それに伴いですけれど

も、どうしても審査のやり方というか、それがどうし

ても厳しいのではないかなというような認識も受けら

れます。やはり業績の悪い会社に関しては、正直なか

なか民間の金融業者は「はい、そうですね」と貸しま

せん。今でさえゼロ金利政策ということで、会社に対

する貸付金利が高くなっています。特にも金融公庫に

関しても年利2.5ぐらい上がってきております。 

 やはりそういった部分を受けますと、もっと行政側

としての借りやすいような方策というか、そういうふ

うな部分を考えてやってしかるべきではないかなとい

うふうに思いますけれども、その点について再度お聞

かせください。 

 以上です。 

○議長（菊地文一君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 生活保護世帯の老齢加算、母

子加算について、再度のお尋ねがありました。ご承知
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のとおり、この生活保護制度につきましては、憲法の

定めに基づきまして、国の責任のもとで行われるべき

ものと私は思っております。地方自治体が独自に措置

していくということになりますと、その制度の理念上

から慎重に行われるべきものとも考えているところで

ございます。なお、先ほど部長の方からは、例えば母

子世帯について申し上げますと、一般の母子世帯と保

護の母子世帯とで消費動向に大きな差はないといった

ことで、この加算を廃止したと、このように思ってお

ります。 

 ちなみに先ほど答弁で少しく触れましたけれども、

被保護世帯の高等学校進学者に対しましては、高等学

校等就学費の給付が新たに創設をされたと答弁したと

ころであります。このことをもう少しお話しいたしま

すと、高等学校等に就学し卒業することが当該世帯の

自立助長に効果的であると認められる場合について、

原則として当該学校における正規の就学年限に限り認

定するということであります。また、その就学費用と

は何かと申しますと、基本額、学級費、通学費、授業

料、入学料、入学準備金、受験料、教材費等々がその

対象になり得ると、このように伺っているところであ

ります。 

○議長（菊地文一君） 工藤助役。 

○助役（工藤孝男君） 県北・沿岸振興にかかわりま

して、融資の緩和はできないかというふうなお尋ねで

ございます。融資につきましては、通常であれば、金

融機関の審査ということが原則でございますが、中小

企業向けの資金につきましては、保証料を別途払うと

言えばちょっとあれなんですが、そういったことによ

りまして、無担保、無保証人に対しても貸し付けが可

能なような制度を県の方でも現在構築してございます。 

 例えば若干保証料が無担保の場合は高くなるという

ことはやむを得ないことかなと思われます。また、貸

借対照表、財務諸表関係がしっかりできていない個人

経営主もあるわけでございますが、そういった場合も

若干の保証料を上積みするなどというふうなことで、

カバーできるような仕組み、そういったものが構築さ

れておりますので、そういった部分につきまして、ぜ

ひご利用いただきたいと思いますし、その資金につき

ましても、県の方のお話によりますと、当初10億円と

いうのが70億円というふうな形で、資金の供給の方も

十分円滑に回るようにというふうな制度も構築してい

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） 22番下斗米一男君。 

○22番（下斗米一男君） それでは、私からも関連質

問させていただきます。 

 まず最初に、１番にございますます19年度の編成方

針、特にも基本方針についてということで、要旨に私

どもの会派としては、「統一地方選挙の年に当たっ

て」と、あえてこの部分を最初に持ってきています。

これについての答弁はなかったように思いますが、９

月に実は私も質問したときに、いわゆる平準化につい

て質問したときに、市長はことしは選挙があって、あ

と４年続きますよと。しかし、来年は統一地方選挙で

部分的に暫定予算が組まれると、そんな状況の中でど

うするんですかというような発言を私はしているはず

です。そこで、改めて選挙の年という19年度をどのよ

うにとらえて予算を組もうとしているのか、改めてご

質問申し上げます。 

○議長（菊地文一君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 統一地方選挙に伴っての予算

編成方針というお尋ねでありますが、今のご質問は、

恐らくは暫定あるいは骨格予算編成となる、そういっ

たときに例えば６月に本予算がずれ込むということに

よる影響等をどう勘案するかと、こういうご質問とと

らえて答弁をさせていただきたいと思います。 

 県の知事選挙等は確かにございます。ただ、当市に

限っては、この統一地方選挙においては、首長、いわ

ゆる市長選挙はないということで、年度当初から本格

的な予算編成が可能であると、このように思っており

まして、今回の統一地方選挙という観点からは、予算

編成方針の中にその点を考慮するという観点、視点は

持っていないところでありますので、ご了承願います。 

○議長（菊地文一君） 22番下斗米一男君。 

○22番（下斗米一男君） 以前も質疑があったかと思

うんですが、当局からの答弁として、来年は知事選挙

があって、県の暫定予算によって云々というふうな答

弁もあった時期もあろうかと思います。そういった意

味で、例えば知事選挙があって、岩手県が骨格予算を

組むということ。そうすると、久慈市の予算編成に関

しては、あるいはスタートする３月議会そのものには

何ら影響がないということですか。 

 視点を変えて。予算編成そのものは影響がないとし



－97－ 

て、予算執行には影響はあるわけですか。事業、ある

いは補助その他についても、国の補助金があります、

県の補助金があります。したがって、決定がされてい

ないから執行できないというような答弁もあるんです。

その観点からすれば、県が暫定予算ということは、私

は市の予算にも影響があるものだという理解のもとに

発言しているので、そこのところの説明があれば助か

るのですが。 

○議長（菊地文一君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 県の予算編成もこれからと伺

っております。そうした中でどの部分を骨格とするの

かしないのか、それはそのときの為政者、すなわち知

事の判断であると思っております。したがいまして、

県からの補助事業でありますとか、そういったことに

ついての影響については、これからの試算になるもの

と考えております。 

 ただ、そういった中でゼロ市債に関して申し上げれ

ば、これは平準化という観点からも私は非常に有効な

手段であると、こういった認識ではございますが、先

ほど答弁申し上げましたとおり、現在は災害復旧事業

等々の執行に今全精力を傾けているという状況でござ

いまして、19年度に向けての18年度内でのゼロ市債発

行は今は考えられないということの意味をお話をさせ

ていただきました。ただ、引き続きこの有効性を感じ

ておりますので、今後19年度発行、つまり20年度事業

に向けて可能かどうか含めて検討してまいりたいと、

このようにお答えをさせていただきます。 

○議長（菊地文一君） 22番下斗米一男君。 

○22番（下斗米一男君） わかりました。私はあえて

この問題にかかわっているのは、きのうきょう、議場

でのやりとりの中でもそうなんですが、例えば雇用の

場確保と。雇用の場確保、あるいは有効求人倍率が９

月、10月、0.53、0.52というかつてない数字に回復し

たと。一方では、そういうことで景気がよくなったと。

しかし、今、市長の話のあった災害復旧が年明けに出

るとして、とすると50件、60件まとまってこれから出

るだろうと予想される。しかし、その時期が４月、５

月の農繁期にかかわった場合、果たして現実に消化で

きるんだろうかと、あるいは昨今の公共事業の減少で、

各社とも技術者をリストラしています。50件、60件に

対応する技術者が果たしているのだろうかという私な

りの心配がございます。現実に安定所さん等の話を聞

くと、例えば求人申し込みをしても、その職種あるい

はその労働者はおりませんという、対応できないのと

いうのも現実なようでございます。 

 そういう中で私の思いとしては、従前のやりとりで

は、暫定予算、あるいは国県の補助がなければ決まら

ないとかという理由のもとに、いつでも選挙の年は混

乱するなというふうなことから、果たして今出ている

災害復旧だとか、あるいは19年度本予算がスムーズに

消化できるのかという心配がある。その辺のところを

関係部署の部長さん方もどの程度ご理解をしているの

かお伺いをしたい。 

 それから、県北振興についても触れますが、最近県

のある課長さんの話を聞くチャンスがございました。

公式の会議の場でしたけれども、県北振興については、

ソフトの面でしか今まで考えていなかったと。しかし、

それでは対応できないと。やはり地域からの要望でハ

ードの面も考えなければならない、いわゆる公共事業

も考えなければならないという発言をした方が先週ご

ざいます。 

 きのうきょうの市の答弁の中にもあるように、最後

は財政支援をお願いしていますということのように、

やはりこの地域はどうしても最後は公共事業という名

のもとに、基幹産業である建設業と、それからそこに

関連する農林漁業がそれぞれが補完し合ってきたこれ

までの形態はこの先も余り変わらないだろうと。それ

を維持するためにも、やはりもう少し地域の実情を県

の方に訴えて、ハード事業が予算化されるように強い

運動をしていかなければならないと思いますが、市長、

そのことについてもご発言をお願いします。 

 以上です。 

○議長（菊地文一君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 県北・沿岸振興についてであ

りますけれども、私ども今、議員ご指摘のとおり、ハ

ード面についての要望も随分と行っているところでご

ざいます。これは知事と関係市町村との懇談会の場所

でありますとか、要望書をもってお願いをしていると

ころでございます。県も大変に厳しい財政状況にある

ことは承知しているわけでありますけれども、ソフト

面にだけ特化した形で振興策が図られるとは思ってお

りません。ハード面もあわせ整備されることによって、

初めてその効果が発現できるものだろうと、このよう

に思っております。 
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 例えば第１次産業を振興した際に、その生産物が速

やかに流通していかなければならない。そのためには

道路整備といったものも必要でございましょうし、さ

まざまな企業を誘致する際にも、例えば情報インフラ

の整備も必要でもございます。また、港湾を活用する

際には、当然に港湾の安全性が確保されなければなら

ない。こういったことがございまして、ソフト面だけ

では効果発現は難しい。ハード面もあわせ整備を行っ

ていくことの方向に県も動いてほしいと、このように

要望を続けているところでございます。 

○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） 県の予算にかかわっ

ての市の予算編成ということでございますけれども、

市長が申し上げましたが、市では本格予算を最初から

組む考えだと。それはそれぞれの部署におきまして、

県の情報、そういったものを得ながら予算を要求する

わけでございます。それを組み立てていくということ

になります。場合によっては、その情報の中で例えば

新規の補助事業というのがあって、それが示される時

期がずれるということもあろうかとは思いますけれど

も、少なくとも継続事業、そういったものはたくさん

ございますが、それらは最初から盛らなければいけな

いと考えているところでございます。県の状況を見な

がら適切に対応していくということになります。 

 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） 先ほどの下斗米議員

さんのお話の内容でございますが、例えば今回被災を

受けました災害復旧工事の件数が結構な数になると。

その復旧工事といわゆる例年の発注工事がかち合った

場合、主任技術者等の不足が生じるのではないかとい

うふうな意味合いですね。 

 そのことにつきましては、地元企業への発注が基本

というふうな観点から申し上げますと、通常の発注時

期を調整しますという言い方はちょっとまずいと思い

ますけれども、そういうことを配慮したこれからの内

部協議が必要かと、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） 32番八木巻二郎君。 

○32番（八木巻二郎君） 関連して何点か質問いたし

ます。 

 まず最初に項目に入る前に、先ほど中平議員に対す

る質問を制止したということでございます。これは広

域の関係だということなようですが、久慈市でもやは

り構成員として、それ相当の負担金を出していると。

それと、議会は言論の府でありまして、チェック機能

の最たるものだというふうに思います。最たるものと

いうのは、結局この新聞報道が出て、市民が非常に関

心が高いわけでございます。それを制止したというこ

と、これからの議会運営にもかかわることでございま

すので、その理由をお聞かせいただきたいと思います。 

 それから、質問項目に入りますが、農業振興にかか

わって、品目横断的経営安定対策でございますが、答

弁によりますと、担い手の対象になるのは集落営農で

６組織と、それから認定農業者で10戸というふうな答

弁でございましたが、きのうの答弁では、集落営農に

ついては１組織だというふうな答弁があったように思

いますが、どういうことなのか。 

 それと、認定農業者を育成し誘導するということに

なっておったわけですが、なかなか進まないというこ

とで私も感じておりますけれども、この対象は麦類、

あるいは豆類、水稲とあるわけですが、久慈市の場合、

麦類は余り栽培されておらないわけです。それから、

豆類も面積はかなりあるわけですけれども、これも販

売数量も余り大きくないということで、これらに対す

る補助、助成というものを現地に行って説明してもぴ

んとこないのではないかというふうに思います。それ

で、これからの推進方法としては、やはり水稲につい

て、こういった不利益があるんだなということを具体

的に説明する必要があると思います。 

 当局もご承知と思いますが、米の状況は非常に今厳

しいわけでございます。価格形成センターにおいても

15回ぐらいことしの分をやっているわけですが、なか

なか特に岩手の米が売れないと。売れるのは北海道の

安い「きらら397」とか、そういったもの、あるいは

倍もするような新潟の「コシヒカリ」というものが売

れているということ。また余剰傾向になって、そうい

う価格形成になっていると思うんですが、また流通が

以前と変わっていると思うんです。そういうことで、

来年の米がまた非常に心配されるわけです。余剰作付

が出るのではないかと、そうなればまた減反調整も厳

しくなると、価格も下がる、米の消費量も落ちている

と、人口も減ってくるということで、非常に厳しい状

態が来るということが予想されます。 
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 そこで、米の問題について、やはり集中的にこれか

ら説明、指導していく必要があると思いますが、聞く

ところによりますと、農業者の代表であります農業委

員会での建議の第１項目に認定農業者の育成、集落営

農の確保ということを掲げておりますが、これも登壇

者は農協あるいは農業委員会でどのような連携をとっ

ていくのかという質問もしておりますが、ただ連携を

とっていくというだけでなく、具体的にどういう連携

をとっていくのか、そういったことについて、また私

が申し上げたこれからの水稲の問題についてのことを

踏まえて、これからの担い手確保にどのように取り組

んでいくのかお尋ねいたします。 

 それから、第２点、久慈湾の整備にかかわってでご

ざいますが、久慈湾の整備の最たるものは湾口防だと

いうふうに思います。きょうも２人の部長から話があ

りました。湾口防の早期の整備ということでありまし

た。それから、メーンはやはり津波から市民の生命財

産を守るということなわけですが、それに附帯して、

やはり漁業振興にもつながると。それから、北日本造

船、あるいは国家石油備蓄基地の保全、そういったこ

とも念頭に置いて、なるべく早期に完成するように努

めなければならないというふうに思います。 

 そこで、延長からいいますと、答弁にもあったよう

に大体11.8％の完成ということですが、着工して15年

以上経過しておりますけれども、釜石が概成したとい

うことで、市長を先頭に予算を久慈にシフトしてくれ

というお願いをしているわけですが、そういう傾向に

なっていると思うんですが、大体この完成時期が検討

はついているのではないかなというふうに思います。

大体どの辺をめどに完成したいと思っているのか。 

 それと、あわせて９月、10月の台風、あるいは高波

によって、湾口防が被害を受けておりますが、これの

復旧も相当の金額になるというふうに聞いております。

そこで、これは工事継続中でありますけれども、災害

で対応して復旧できるのか、本工事と並行して進むの

か、完成年次とその点についてお尋ねをいたします。 

 それから、次に道路行政について、交通渋滞につい

てでございますが、これまで何回かそれぞれの議員か

らも発言があったわけですが、きょうの答弁も前と同

じ答弁が返ってきております。下長内旭町線に交通分

散するということで、余り道路行政としては親切みの

ない答弁だなというふうに思います。心情からいきま

すと、やはり最短距離を目的地に向かうということ、

そして短時間に到達するというのが道路行政の基本だ

というふうに思います。そういうことで、そこがだめ

だったら、渋滞しているなら、そっちへ回れというよ

うなことではちょっとどうかなというふうに思います。 

 あそこはあえて説明するまでもなく、登壇者も言っ

ておりますが、踏切と信号が非常に近いわけです。乗

用車で５台ぐらいしかあそこの間に入らない。そして、

踏切でストップしても、それを通過して、信号を通り

抜けるというのは非常に困難なわけです。そういうこ

とで、変則的な状況があるわけでございまして、やは

り最低でも信号を調整するとか、そういったことを研

究する必要があると思うんです。例えば青の時間をも

う少し長くするとか、そういうことでもかなり渋滞が

解消、解決できるというふうに思うんですが、その点

についてお尋ねをいたします。 

 それから、これと関係があるわけですが、久慈駅の

地下道の拡張をして、歩車道にして、東西を連結する

ということでございますが、これもこれまでこの議会

で何人からか発言があります。そして、高架もだめだ

と、平面交差もだめだと、そしてきょうは地下道の拡

張も極めて困難だということになりますと、連結は不

可能ということになるわけですが、最近の答弁では、

たしかこれも新政会だったと思うんですが、平面交差

を提唱したら、これもＪＲから聞いたらだめだという

ことで、すべてだめなわけです。そして、多額の経費

がかかる。それから、勾配をとるのにちょっと困難だ

と。 

 いろいろあるわけですけれども、勾配についても、

例えば久慈駅の東側、川崎町方面は、現在の状況から

いえば、十分勾配もとれるし、大丈夫だと思うんです

が、勾配は何度以上であればだめなのか、そういった

点もひとつ具体的にお知らせをいただきたい。 

 それと、合併に伴って、やはり山形町民の皆さんも

川崎町に来る機会が非常に多くなると思うんです。そ

ういうことで、山形町の皆さんは久慈まで来るために

30分、あるいはそれ以上もかかる。そこで、久慈に入

ってきて、また交通渋滞に遭うと。そういう面から考

えても、やはり合併記念事業としてもやる必要がある

と。 

 それと、議会構成も在任特例で来年の４月までなん

ですけれども、この在任特例期間中に方向づけだけを
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してやったらいいのではないかというふうな思いもあ

ります。そういうことで、全部高架も平面も地下もだ

めだということになれば、新たにどこか路線を開拓、

新設するのかどうか、その点。 

 それから、商業振興の関係で、市街地活性化計画、

あるいは街なか再生の面からいっても、あそこは東西

の連続性を持たせるというのがずっと言われてきてお

りますが、また今新たに活性化計画をつくるというこ

とでつくったと思いますが、その中に東西の連動性、

連結が入っているかどうか、それも困難だから、それ

はなくしたのか、その点もお尋ねをしたいというふう

に思います。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 32番八木巻二郎議員に私から

お尋ねしたいんですが、冒頭のお尋ねが議長の私に対

してのお尋ねでしょうか、それとも当局の方の市長に

対してのお尋ねでしょうか。 

○32番（八木巻二郎君） 議長が答弁するということ

は余りないわけです。ただし、先ほどの発言を制止し

たという側からいけば、やはり議長が制止したのであ

れば、議長から答弁をいただきたいというふうに思い

ます。 

○議長（菊地文一君） この際、なかなかそういう例

はないわけですけれども、これは弁明ではございませ

ん。11番中平議員は質問しました。どこに関連して質

問するんですかと言ったら、特殊勤務手当の項目につ

いての質問だと。その中身はと言ったら、広域事務組

合、つまり新聞紙上をにぎわせている消防ですか、払

ったとか払わなかったとかいうような新聞紙上の中身

を引用してのお話であったと私は思料したんですよね。

それで、事務局長とも、当局の方にも、広域事務組合

のことをきょうの一般質問の関連質問の中で答弁がで

きるかできないかということなんです。私は、この際

ですからと言っているんですから、これはそれ以上言

いません。そこで、市長の方にもお話を申し上げて、

できるのですかできないんですかというようなお話を

した結果の流れでございますから、ご理解いただきた

い。 

 次の八木巻二郎議員に対する答弁を求めます。この

問題でなく、改めて質問されたことに対して。中森農

林水産部長。 

○農林水産部長（中森健二君） それでは、品目横断

的経営安定対策についてお答えを申し上げます。 

 まず、１点目の集落営農組織の数についてでござい

ますが、田表議員のご質問に対しまして、１集落とい

うふうなお答えをしましたのは、いわゆる来年度、19

年度当初から品目横断的経営安定対策にのれる、この

制度にのっかる希望をしている組織というふうな意味

で１集落というお答えをしたところでございます。 

 今お答えいたしました６組織と申し上げますのは、

面積要件等では知事特認等で満たしてはおりますけれ

ども、経理の一元化とか、いわゆる将来的に法人化に

向けた動きがまだなされていないというふうなことで

ございます。組織としては実態がございます。 

 それから、２点目の水稲に限って、いわゆるデメリ

ットがこういうものがあるんだよというふうな説明を

すべきだという意味だと思いますが、これにつきまし

ては、いわゆる一番影響のございます現制度の稲作所

得安定対策というのが現在実施されておりますけれど

も、これも限定３年間というふうな見込み予定でござ

います。これが一番当地域では利用してございますの

で、この辺のことが将来全くなくなりますよというふ

うなことも含めながらの説明をしてまいりたいと、そ

のように考えてございます。 

 それから、３点目の各機関・団体等とどのような連

携を図っていくのかというふうなことでございますが、

これは農業委員会、あるいは農協、県等ともこれまで

連携しているわけでございますが、農業委員会あるい

は農協といたしましても、あらゆる場で集落営農化に

向けた取り組みは必要だというふうなことをお話しし

ていただいているわけでございまして、さらにこの辺

は連携しながら推進に努めてまいりたいと、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） 卯道産業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） 港湾の整備にかかわ

りましてお答えを申し上げます。 

 湾口防波堤の完成年次というご質問でございました

が、久慈では事業期間を平成２年から平成40年と想定

しているものでございます。現在18カン設置をされて

いるわけでございますが、3,800メートルの湾口防波

堤の整備予定でございますので、全体としては152カ

ンが設置されるということになるわけでございます。 

 そうしますと、18を差し引きますと、残りが134カ
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ンの設置で湾口防波堤がつながるということになりま

す。これを残余の22年で割り込みますと、年間６カン

ぐらいのペースで整備が必要ということになるわけで

ございますが、これまでの実績では２カンないし３カ

ン、平成18年度は予算が増額をされまして、４カンを

設置しているところでございまして、この部分からい

くと、早期完成に向けて事業費の確保について強力に

要望してまいりたいと、このように考えているところ

でございます。 

 それから、さきの高波で被害を受けました湾口防波

堤の復旧の関係でございますが、今月18日、19日に災

害査定があると伺っているところでございまして、し

たがいまして、災害復旧として復旧されるというふう

に考えているところでございます。 

○議長（菊地文一君） 岩泉市民生活部長。 

○市民生活部長（岩泉敏明君） 川崎町のところの交

通渋滞の解消策ということで、先ほど信号機に時間差

を設けてということのご提言をいただきましたが、こ

れにつきましては、ほかのところで時間差による交通

渋滞の解消をしているわけでありますが、ただそうい

ったところ等は、道路幅が例えば広くなるとか、そう

いったような状況のところでやったりしているわけで

ありますが、あそこの部分については、そういったこ

となどもできるのかどうか、いろいろな面のところを

考えていかなければならないというふうに思っており

ます。いずれこれにつきましては、警察とも協議しな

がら、対応が可能かどうかというのを実施したい、や

っ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） 市街地と川崎町の一体

性、アクセスというふうなことでのご質問でございま

すが、先ほど市長の方からもご答弁申し上げたように、

さまざまな課題がございまして、条件をクリアするに

は非常に困難な部分があると、そのように思ってござ

いますが、しからばどのような方法で交通渋滞を解消

していくんだというふうなことになろうかと思います

が、現在も交通の分散を図るために都市計画街路下長

内旭町線を整備してございますが、今後におきまして

は、例えば都市計画決定してございます街路久慈湊大

川目線、あるいは広美町海岸線、これらの都市計画道

路のネットワーク構想に基づいて整備が必要なのかな

というふうに、渋滞解消にもつながるのかなというふ

うに考えてございまして、今後そのような認識のもと

に検討を加えていかなければならないのかなというふ

うに考えてございます。 

 それから、地下道の最大勾配が何％かというふうな

ことでのご質問でございましたが、６％というふうに

認識してございます。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 答弁漏れはございませんか。

卯道産業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） 中心市街地活性化の

関係に関連いたしまして、東西をつなぐ路線の整備の

関係、基本計画にのっているのかというご質問をいた

だきましたが、今回の計画は計画期間が平成19年度か

ら23年度までの５カ年間の基本計画、中心市街地のあ

り方について計画するものでございます。国の指導に

よりますと、実現可能性の高い事業について計画をす

るというふうな基本的な考え方に立っているものでご

ざいまして、今回の計画についての中では、その部分

は触れられてい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） 32番八木巻二郎議員。 

○32番（八木巻二郎君） 先ほどの発言制止の関係で

ございますが、参考書によれば、議長に対する質問が

ない、答弁もないというふうに理解しています。しか

しながら、先ほど申し上げましたように、幾ら広域の

問題とはいえ、中平議員は市としてどういうふうに考

えているか答弁をということでございます。そして、

やはり広域の問題としても、構成員として相当の部分

を占めているわけです、久慈市が。そして、負担金も

出しているということで、これは市民の関心が非常に

高いんですよ。それを議会で取り上げた。それを制止

したということはちょっと理解に苦しむ。 

 そこで、それは先ほどの議長のあれで理解しますが、

議長に特にお願いしたいのは、その問題について、過

払いの原因、責任、今後の対応ということについて、

当局からの答弁がいただけるかどうかお伺いしたいと

いうふうに思います。 

○議長（菊地文一君） ただいまの32番八木巻議員の

議事進行の中に広域事務組合の新聞に載っているよう

な、あのような関係の問題を、市長は事務組合の管理

者ですけれども、できたらそのことについてコメント
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をいただきたいということなんですが、できますか。

それを許します。末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 広域行政事務組合の

事務でございますので、私どもでは詳しくは承知をし

ておりません。ただ、そのことにつきましては、説明

を求めた経緯がございます。それで、その段階では時

効に係るものについての過払いはないということは聞

いております。しかし、なお精査を要するということ

で現在調査中ということであります。それを受けて、

私どもの方では、それを受けて対応してまいる考えで

おります。 

 以上です。 

○議長（菊地文一君） 以上のような答弁でございま

して、このような件については、いつの機会か、また

よく精査してお尋ねになれば幸いであろうかと思いま

す。 

 再質問、関連質問を打ち切ります。 

 次に、山形会代表、下舘祥二君。 

〔山形会代表下舘祥二君登壇〕 

○27番（下舘祥二君） 山形会を代表し、市長及び教

育長に質問いたします。前質問者と重複している部分

が質問項目にございますが、割愛せずに質問させてい

ただきたいと思います。 

 １番目として、市職員の綱紀粛正についてでありま

すが、飲酒運転等、市当局の職員に対する指導体制を

お伺いしたいと思います。 

 ２番目といたしまして、夢ネット事業についてであ

りますが、携帯電話の不感地帯解消に向けて、そして

地上デジタル放送受信に向けてのこれらの進捗状況を

お伺いいたします。 

 ３番目といたしまして、教育旅行についてでありま

すが、旧山形村では20数年前からこれを大切に育てて

きた都市交流事業が、これは対外的にも非常に評価を

いただいた事業でありますが、その集大成とも言うべ

き教育旅行についてでありますが、これまでの主な取

り組み内容と成果をお伺いいたします。そして、来年

度以降の方向性と見通しをお伺いしたいと思います。 

 ４番目といたしまして、国民健康保険税の徴収状況

についてであります。平成17年度の徴収実績及び平成

18年度の徴収見込みを伺いたいと思います。 

 ５番目といたしまして、農林水産物における知的財

産所有権についてであります。当市の地場産品を活用

した海藻養殖用ブロックの開発における知的財産所有

権の取得状況を伺いたいと思います。 

 ６番目といたしまして、市有林の施業計画について

であります。市所有の山林は、言うまでもないことで

ありますが、我々市民の大切な財産であります。これ

をより価値のあるものにするためには、決まった時期

にそれなりの作業、手当て等をしていかなければなり

ません。 

 市有林の面積は1,800ヘクタールと伺っております

が、その中で広葉樹及び針葉樹、杉、アカマツ、カラ

マツ、これらの面積をお伺いいたします。また、これ

は機関造林をされているのか、自力造林なのか、その

辺の面積も伺いたいと思います。 

 それから、２番目といたしまして、保育、間伐作業

が計画どおりに行われているかどうかを伺います。 

 ３番目といたしまして、平成18年度の年間事業費を

お伺いいたします。 

 ７番目といたしまして、「（仮称）夢の学舎」建設

についてであります。平成17年12月、旧山形村議会で

請願が採択された（仮称）夢の学舎建設事業について

でありますが、これの現状をお伺いいたします。 

 ８番目といたしまして、水道管（アスベスト管）に

ついてであります。当市におけるアスベスト管の設置

状況をお伺いいたします。 

 そして、２番目といたしまして、今後のアスベスト

管敷設がえの計画をお伺いいたします。 

 最後に、スクールバス運行についてでありますが、

山形地区スクールバスの発着場所について、冬期間の

運行に支障がないように対応するとのことでありまし

たが、その後の検討結果、検討状況をお伺いしたいと

思います。 

 以上、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） 山形会代表、下舘祥二議員の

ご質問にお答えをいたします。 

 最初に、市職員の綱紀粛正についてでありますが、

昨日の清風会代表、大矢内議員ほかにお答えいたしま

したとおり、このたびの職員の飲酒運転に係る不祥事

につきましては、市行政への信頼を著しく損なうもの

であり、改めて深くおわびを申し上げるものでありま

す。 
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 職員の飲酒運転禁止等の服務規律確保につきまして

は、庁議、部課長会議や通知文書等をもって、機会あ

るごとに指導の徹底を行ってきたところでありますが、

なお十分でなかった点を踏まえ、その徹底をさらに図

っているところであります。 

 次に、夢ネット事業についてお答えをいたします。 

 まず、携帯電話の不感地域解消についてであります

が、昨日の清風会代表、大矢内議員にお答えいたしま

したとおり、今年度におきましては、８月に小久慈町

大沢田地区がエリア化されたところであり、また年度

内に小久慈町岩瀬張地区、侍浜町北野地区及び麦生地

区が予定されていると伺っているところであります。 

 また、来年度のエリア整備に向けて、山形町戸呂町

地区などについて、夢ネットの光ケーブル網を活用し

たエリア拡大を要望しているところであり、事業者は

市内数カ所において整備予定地の調査等を実施してい

ると伺っているところでありますので、今後もエリア

拡大に向けて強く要望してまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、地上デジタル放送受信に向けての進捗状況に

ついてでありますが、久慈中継局につきましては、

2008年度のデジタル波発信に向け、2007年度におきま

して、夏井町半崎地区に建設が予定されており、現在

建設に係る調査等を実施中であります。 

 また、難視聴対策につきましては、昨日の清風会代

表、大矢内議員にお答えいたしましたとおりでありま

すが、既存の共同受信施設の改修、光ケーブル網を活

用しての接続、簡易ギャップフィラーでの再送信など

の方法を総合的に検討し、決定していかなければなら

ないと考えております。 

 そのためには、それぞれの施設での正確な地上デジ

タル波の受信状況でありますとか、改修経費等を把握

する必要があると考えておりますことから、今後順次

受信地点での調査を実施し、難視聴解消に向け取り組

んでまいりたいと考えております。 

 次に、教育旅行についてお答えをいたします。 

 まず、これまでの主な取り組み内容と成果について

でありますが、平成11年度から指導者の養成、宿泊施

設の整備等受け入れ態勢を整備し、誘致活動を行って

きたところであります。その結果、昨年度は７校、延

べ人数で1,670名、また今年度は９校、延べ人数で

3,166名の皆さんを迎えることができました。 

 これまで首都圏及び仙台市の学校を中心に受け入れ

を進めてまいりましたが、合併を契機に体験・交流の

場を市内の子供たちにもと考えまして、教育委員会等

と連携し、各種体験会を実施したところであります。

都合10回でありまして、498名の参加があり、参加者

からは好評を博し、体験交流事業の普及啓蒙につなが

ったものと考えております。 

 交流人口がふえることによりまして、経済効果を初

め地域の元気づくり、活性化に大きく役立っているも

のと認識いたしておりますので、今後におきましても

関係団体と連携をとりながら、事業を推進してまいり

たいと考えております。 

 また、来年度以降の方向性と見通しについてであり

ますが、学校、旅行代理店からこれまでの受け入れの

実績を高く評価いただき、現時点で来年度は新規の８

校を加えまして、16校、延べ人数6,450名の受け入れ

が予定されております。 

 教育旅行の実施時期が５月、８月、10月に集中して

おりまして、当市におきましても、５月、８月は飽和

状態にあるのが現状であります。現在予約が入ってお

りますのは、いずれも首都圏及び仙台市内の学校であ

ります。したがいまして、それ以外の時期の施設及び

人材の活用のためにも、市内及び近隣市町村等への情

報発信にも積極的に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

 受け入れ人数の増加によりまして、宿泊先、あるい

はインストラクターの確保等の課題が出てまいります

が、さらなる交流人口の拡大を図るために、海を活用

した新しいプログラムなどの体験メニューの創設や他

地域とのメニューの差別化等を図り、特色あるプログ

ラムを創設するとともに、インストラクターの養成な

ど人材育成に努め、受け入れ態勢の構築をしてまいり

たいと考えております。 

 次に、国民健康保険税の徴収状況についてお答えを

いたします。 

 まず、平成17年度の徴収実績についてでありますが、

収入額は現年課税分12億4,862万5,000円で、その収納

率は91.2％、滞納繰越分につきましては5,497万4,000

円で、収納率は12.9％、そしてこれらの合計は13億

359万9,000円で、その収納率は72.6％となっておりま

す。 

 次に、平成18年度の徴収見込みでありますが、収入
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額は現年課税分が12億3,233万4,000円で、その収納率

は93.5％、また滞納繰越分につきましては6,329万

4,000円で、その収納率は15.0％、そしてこれらの合

計は12億9,562万8,000円となるものであり、その収納

率は74.5％を見込んでいるところであります。 

 次に、農林水産業に係る知的財産所有権の取得状況

についてお答えをいたします。 

 海藻養殖用ブロックの開発に係る特許取得状況であ

りますが、平成15年11月４日、株式会社小久慈焼陶芸

苑が出願いたしました「植生ブロック及び植生ブロッ

クの製造方法」につきましては、平成18年９月29日、

特許を取得されたと同社から伺っているところであり

ます。 

 次に、市有林の施業計画についてお答えをいたしま

す。 

 まず、広葉樹及び針葉樹の面積でありますが、広葉

樹約430ヘクタール、針葉樹約1,330ヘクタールであり、

針葉樹の樹種ごとの内訳は、杉が130ヘクタール、ア

カマツが990ヘクタール、カラマツが210ヘクタールと

なっております。 

 次に、森林施業計画に基づく保育、間伐作業の実施

状況についてでありますが、保育が５ヘクタール、間

伐が370ヘクタールの計画に対しまして、保育が５ヘ

クタール、間伐が約196ヘクタールの実績になってお

りまして、現段階では計画に達していない状況にござ

います。今後とも引き続き補助事業等の導入によりま

して、市有林整備を進めてまいりたいと考えておりま

す。 

 また、平成18年度の年間事業費でありますが、約

770万円となっております。 

 次に、「（仮称）夢の学舎」建設についてお答えを

いたします。 

 「夢の学舎（仮称）建設のお願いについて」に係る

請願につきましては、平成17年12月22日、旧山形村議

会において採択されておりますが、旧久慈市との合併

直前でもあり、具体的な検討は行われなかったと伺っ

ているところであります。同請願の趣旨を実現するた

めには、多額の財源を要するものと思われますし、相

当の内容の吟味が必要であると、このように考えてい

るところであります。 

 最後に、水道管についてお答えをいたします。 

 まず、アスベスト管、石綿管の設置状況であります

が、宇部町日向地区に420メートル、山形町川井地区

に929メートル、同じく小国地区に260メートル設置さ

れている状況にございます。 

 今後の石綿管敷設がえの計画についてでありますが、

宇部町日向地区につきましては、国道45号の歩道整備

とあわせて整備してまいりたいと考えており、山形町

川井地区につきましては、現在一部の敷設がえ工事を

実施しているところであり、今後におきましても引き

続き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、下舘祥二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、下舘祥二議員

のご質問にお答えいたします。 

 スクールバスの運行についてでありますが、降雪や

路面状況等を考慮し、冬季期間の安全運行に努めるた

め、12月15日から３月31日まではスクールバスの駐車

保管場所を各車両運転者の所有地内に変更するなど、

さきの議会における意見等も踏まえ、柔軟に対応する

ことといたしましたので、ご了承願います。 

○議長（菊地文一君） 再質問、関連質問を許します。

27番下舘祥二君。 

○27番（下舘祥二君） ありがとうございました。 

 市有林の間伐の方が若干少し滞っていると、おくれ

ているということのようでございますが、これは民間

の方々が非常におくれておりまして、今、林業の景気

が非常に悪いということで、手をつけられないところ

がたくさんあるわけでございますけれども、市自体は

そういう人たちの模範となるように、市の財産を大い

に価値あるものにしていっていただきたいと、このよ

うに思うところでございます。 

 また、先ほど来アカマツのブランド化というお話を

他の議員さん方も言っておりますが、これは工藤助役

さんにお尋ねしますけれども、アカマツはこの辺だけ

だということで、確かに私もそう承知しておりまして、

大事にしていかなければならないという認識でおりま

すが、心配なのは松くい虫対策、松くい虫でございま

して、ついそこまで、本当に県内でもあちこち入って

きておりまして、宮古管内はまだちょっと入っていな

いけれども、しかしながら松くい虫の防止対策の事業

は県の事業は入っているということを伺いまして、久
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慈管内にはこれは入れてもらえないものかなと、そう

常日ごろ思っておりまして、その辺の見解をちょっと

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） 工藤助役。 

○助役（工藤孝男君） アカマツに係る松くい虫対策

の関係でございます。県の方から伺っているところで

は、松くい虫につきましては、早池峰山のふもとまで

来ているというふうに聞いています。要するに遠野振

興局管内のあたりまでは来ているということでありま

す。それに対する北上を防止するために、宮古管内で

そういった対策を講じているというふうには聞いてお

りますが、久慈管内につきましてはどのような対策、

既にそういった対策を行っているのかどうかにつきま

しては、ちょっと私も承知しておりませんので、その

辺を確認しながら、今後適切な対策が講じられるよう

要請してまいりたいというふうに考えてございます。 

 なお、久慈管内のアカマツにつきましては、県内で

も非常に優良な材というふうなことでございますので、

ぜひこれを地域のブランド化するというふうな形で、

今後、世界的にも木材に対する需給動向が従来とはま

た変わった状況になっているというふうなことを踏ま

えながら対応していく必要があるかというふうに考え

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） 間伐事業についてお

答えを申し上げます。 

 確かに当市の間伐事業の推進率でございますけれど

も、現時点で53.6％とかなり低い数値になってござい

ます。補助事業等の導入をできるだけ図りながら推進

に努めてまいりたいと、そのように考えてございます。 

○議長（菊地文一君） 27番下舘祥二君。 

○27番（下舘祥二君） 松くい虫防止対策であります

が、これはたしか宮古管内のやつは、薬剤散布でなく、

山をきれいにするというか、除間伐作業が事業として

入っていると伺っておりますので、ぜひそういう面で

は、この久慈管内にも入ってしまえばおしまいですか

ら、ぜひこれは市長さん、助役さん、大いに県の方に

働きかけて、この事業を持ってきて、そういった山の

手入れ等やっていただけるようにお願いして、以上、

終わります。 

○議長（菊地文一君） 工藤助役。 

○助役（工藤孝男君） 松くい虫につきましては、除

間伐が進まない林地に多く発生するというふうな傾向

があるというふうに承知しておりますので、こういっ

た点につきまして、久慈の振興局、林務部の方に要請

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） 37番大上精一君。 

○37番（大上精一君） 二、三点についてご質問申し

上げますが、大変議場内の皆様方には、義歯の調整が

ちょっとまだ不十分でございまして、発言が非常にあ

んばいが悪うございますので、ご理解をよろしくお願

い申し上げます。 

 まず、冒頭市の職員の綱紀粛正ということで、何人

かお話し合いをされてきたわけでありますが、できた

ことを処罰する、停職にする、休職にするというのは

決まりがあってやられるわけでございますけれども、

私は一番まじめにやっておられる方に気の毒だなと、

この一言でございます。一人、二人のおかげで、みん

なが非常に悪をやったんだなというようなイメージに

見られるというのが悲しいなというふうに思いますの

で、私を含めて、皆さんがやはり模範的行動をこれか

らまたさらにとってまいりたいなと思うわけでありま

す。これについてはくどく申し上げませんが、思いを

申し上げたわけでございます。 

 ２点目でございますが、夢ネット事業、これは皆さ

んもこれまでもいろいろ議論をされてきたわけであり

ますが、携帯電話の不感地域解消、あるいはテレビの

デジタル化に向けて整備を進めていくということで、

旧山形村議会でも徹底的に議論したわけであります。 

 ちょっと総合支所長さんに確認をしたいんですが、

村議会当時、ただいまも市長さんから既存の組合のア

ンテナを改修して、それにつなげたいように私は聞い

たわけでありますが、村当時は今までのものにつなげ

て使えないんですかということを私尋ねた場合には、

使えないという答弁であったわけでありますが、私の

聞き間違いであったかどうか。できれば、むだになら

ないように、使えるものであればいいなという思いで

質問したわけでありますが、答弁はそうであったと私

個人は記憶をしているわけであります。できれば利用

できるものは利用してやってほしいものだなという願

いなわけであります。 
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 光ファイバーは、私どもの旧山形村住民に説明にお

いでになった場合には、非常に私を含めて関心があっ

た問題だというふうに思います。この問題によって、

合併の可否が問われたということにもなったという某

議員からの発言も前にもあったわけでありますが、私

もそうだったのかなと。私は反対した一人でございま

したけれども、なった以上は、市民のために頑張らな

ければならないという思いは今も変わらないわけであ

ります。 

 そこで、光ファイバーは公共施設には引かれたわけ

でありますが、我々の任期は来年ちょっこらでござい

ます。この合併協定項目が確実に執行されていくのか

どうか、これを見きわめるのが私は一番大事なことで

あるということも前にもお話をしたわけでありますの

で、ぜひひとつ各家庭にも引くんだという話のもとに

合併になった以上は、素早くこれを完成させていただ

きたい。 

 学校まで引かれていても、家の前を通っていても、

勝手にファイバーにつなげるわけにはいかない。イン

ターネットも期待しておりながら使えない。そういう

状況下にあるわけでありますので、この前は市長さん

は総合的にという言葉も使われたわけでありますが、

それはもちろん市長さんの考えもわかりますけれども、

我々は住民の代表でございまして、住民の皆さんから

の声を代弁する立場にあります。皆さんが一刻も早く

整備をするべきだということでございますので、ぜひ

ひとつ大目玉の目玉を一番頭に置いていただきたい。

これが合併するに当たっての一番重要な課題であった

わけでありますので、よろしくお願いを申し上げたい

ということでございます。 

 あと、先ほど下舘代表から携帯電話のお話があった

わけでありますが、今、ニュースとして、戸呂町地区

の方も模索されているという話を聞いて、少し前進あ

るのかなということで、喜んでいる一人でございます

けれども、これが各地区どこでも使用できる状況に一

気にというのは難しいと思うわけでありますけれども、

一生懸命これまでどおりご努力をお願い申し上げたい

ということでございます。 

 あと、教育旅行について関連しますが、きのうの政

和会の方からでしたか、瀬月内ダムの利用という、平

庭観光地エリア内のダムの利用というお話もあったわ

けでありますが、私も村時代からずっとこれを地元で

もございましたので、特にきかなくなったわけであり

ますけれども、おかげさまでまず感謝を申し上げたい

と思うんですが、90万円の事業で３分の２の市の方か

らの助成ということでしょうか、自治会長からそうい

う話でございましたが、今一生懸命やっております。

きれいにやっていただくということで、ある方にお願

いして、毎日やってもらっておりますし、地元の方で

も出られる人から出てもらってやりました。そのうち

いい姿が見えるわけでありますので、春には桜の季節

を迎えるわけでありまして、ぜひ足を運んでいただけ

ればというふうに思います。 

 さらにまた、これも前からでありますけれども、ハ

クチョウ、カモも飛来しておりますが、残念なことに

禁猟区が解けたのか、前には禁猟区だったんですが、

そのせいでどどんとやられるものですから、ばさばさ

と飛んでいくと。非常に残念だなと。これを何とか禁

猟区にできないものかどうかわかりませんが、関係の

方々とご相談をいただいて、お願いをしたい。 

 私どもの地域でも、きのうでしたか、ダム利用につ

いての質問に、教育委員会もカヌーのお話がありまし

た。このカヌーも村時代にも一回やった経過もあった

ように伺っておりますけれども、そのボートとかカヌ

ーとか乗れるような乗り場整備もしたいなと。一番気

を使わなければならないのは、子供たちが勝手に行っ

て遊んで、どぼんと入ることのないようにさく等をや

はりしなければならない。 

 九戸村長さんもみずから家においでになって、一切

任せるから、いいあんばいにしてくれるのであれば、

責任は一切とるから大いに頑張れという激励もいただ

いて、一生懸命やっていることをご報告を申し上げて

おきたいと思いますし、大いに利用するように応援も

いただきたいということでございますが、この点につ

いてお答えを願います。 

○議長（菊地文一君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 私からはデジタル放送に伴う

難視聴地域にかかわって答弁をさせていただきます。 

 本答弁でも申し上げたところでありますけれども、

この難視聴対策につきましては、既存の共同受信施設、

これの改修、それから光ケーブル網を活用しての接続、

あるいは簡易ギャップフィラーを用いての方法、さま

ざまあるけれども、それぞれに課題がまだあります。

こう答弁しているところでございまして、既存の共同
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受信施設の改修と申し上げていますのは、今のままで

は使えませんよと。やはり機材に何か新しい装置をそ

れにつけ加える。つまり電波を変換すると、こういっ

た装置をつけていかなければならない等含めての改修

という言葉でありますので、議員がお話のあったこの

ままでは使えないというのが、まさに改修しなければ

使えない状況もありますと、このようにおとらえをい

ただきたいというふうに思います。 

 それから、光ファイバー網、夢ネット、それぞれの

家庭の軒先にまでと、こういった構想を新市建設計画、

あるいは合併協定項目の中でもうたっているわけであ

りまして、できるだけ早い時期に、そういった第２段

階に至ることができるように努力してまいりたい、こ

のように考えております。 

 ただ、この第２段階では、構想時点での考え方であ

りますけれども、水道等と同じくに引き込みの部分に

ついてはそれぞれ自己負担をお願いすべきものだろう

と、こう考えておりまして、したがいまして、当然に

そのエリアエリアで接続を希望する方々がある程度生

まれてこないと、その先工事が進められないという側

面も実はございます。 

 したがって、これらのことについては、そういった

点も事実をお示ししながら、地域の方々のご理解を得

て進めてまいらなければならないものだなというふう

に考えておりまして、また携帯電話の不感地域の解消

につきましては、今後とも鋭意努力してまいりたいと

考えております。 

○議長（菊地文一君） 工藤助役。 

○助役（工藤孝男君） 職員の綱紀粛正につきまして

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。 

 今回の職員の飲酒運転不祥事にかかわりまして、市

長が申し述べましたとおり、各職員に対しまして再発

防止について徹底したところではございますが、飲酒

運転のみならず、交通安全、さらにはさまざまな意味

での公務規律の保持、こういったことにつきましてコ

ンプライアンスという観点から、今後とも機会あるご

とに徹底を図っ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） 角山形総合支所長。 

○山形総合支所長（角一志君） 私の方からは、既存

の共同受信施設につきましては市長から答弁いたしま

したが、これまで村の各組合等が行っている施設の中

で有線そのものが使えるものが川井と日野沢というよ

うに伺っております。あとは抜本的な修理が必要だと、

改修が必要だということでございます。 

 それから、瀬月内ダムのところの禁猟区ですか、休

猟区ですか、実態を聞いて対応してまいりたいという

ように思っております。よろしくお願いします。 

○議長（菊地文一君） 37番大上精一君。 

○37番（大上精一君） 私の理解が悪かったのかなと

も思うんですが、当時既存のアンテナは使えないと、

頭からばさりやられた答弁だったなと。ここここを何

かの機械を変えれば使えるとか、そういう説明をして

いただければ納得したんですが、まるっきり投げもの

だという感覚にとらえたわけであります。私だけだっ

たでしょうか。川井とかどこかはそういうことを頭に

置いて整備したというのもわかっております。ただ、

せっかく組合をつくって、有線でやってきて、何年か

たたないうちに、全然使い物にならないみたいな言い

方だったというふうに私は記憶しております。ここと

ここを取りかえる、工事費はかかるんだけれども、そ

の線自体は使えるとか、そういう細かい説明が欲しか

ったなと。 

 あと、アナログとか何とかという電波だそうでござ

いますが、これも今のテレビでも、チューナーとか何

とかやらを取りかえれば、まず対応できる。デジタル

化用のテレビをあえて泡を食って、持たないお金を出

して買う必要はないと。業者からはそういうお話を聞

いているんですが、間違いないでしょうか。自然には

壊れてデジタル用のテレビになるとは思うんですけれ

ども、とりあえずは今のテレビにチューナーとか何と

か買って使えばできると。わすりやすく私はそういう

意味合いに質問もしますし、わかりやすいようにご答

弁もお願いしたいというふうに思います。 

○議長（菊地文一君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 大上議員にお答えをするわけ

でありますが、まず家庭用のテレビチューナー等、こ

れは個々の対応機種を見ないと、はっきりしたことは

申し上げられないと思います。個別のことについては

別の機会にお尋ねをいただきたいというふうに思いま

す。 

 ただ、基本的に今流れている電波の種類がアナログ
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でありますから、それに感応するまずアンテナがなけ

ればなりません。そこで電波を拾います。その電波が

あるラインを通じてチューナーのところに入ってまい

ります。このチューナーがその電波を感じることがで

きなければ、そのチューナーを変えなければならない。

そのチューナーから流れた電気信号がブラウン管等に

映し出されると、こういった仕組みでありますから、

どの時点を改修すれば映るようになるのかといったこ

とについては個々の問題であるというふうに思ってお

ります。 

 ただ、そういった中で共同受信施設にも今、総合支

所長からも話があったとおり、場所場所によってここ

を改修すれば映すことができる、流すことができると

いったところもあれば、さらに変えていかなければな

らないところもある。また、中継局そのものが変わっ

てまいりますので、そこから発せられた電波が今の共

同受信施設のところにあるアンテナ、ここにしっかり

と電波が届くかどうか、ここも精査をしていかなけれ

ばならない。ですから、個々個々においてしっかりと

我々は調査をしていきたいと、このように答弁をして

おりますので、その点をご理解いただきたいと思いま

す。 

○議長（菊地文一君） 37番大上精一君。 

○37番（大上精一君） ３分でございますので、踏ん

張ってやります。 

 インターネットの使用については、市長さんが今そ

この地区で利用する方がどの程度あるのかと言ったみ

たい、そうではなかったですか。何か私どもは、各家

庭にはもう２期工事では全部軒先まではやるんだけれ

ども、中の部分は自己負担、これはわかるんですが、

そこまでは２期事業でやってもらえるというような村

時代の説明であったというふうに理解しているんです

が、どうだったでしょうか。 

○議長（菊地文一君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） よくご理解をいただきたいん

でありますが、この夢ネット構想の考え方は、大きく

二つあります。第１段階では、公の施設を結びます。

その後に第２段階として、各家庭の軒先までこの光ケ

ーブル網を延ばしていきたいと、これが夢ネット事業

の大まかな構想であるわけであります。今、第１段階

は既に終えておりますので、第２段階の構想の部分を

今後具体化をしていくということであります。 

○議長（菊地文一君） 18番落安忠次君。 

○18番（落安忠次君） 下舘議員の一般質問に関連い

たしまして、質問いたします。 

 ４番の国保についてでございますが、国保について

いろいろとご説明いただきましたが、国保税を滞納す

ると、保険証の取り上げが６年前に義務化されたこと

になっているようだが、当市で保険証を取り上げられ

ている人たちはどれくらいあるのか、保険証を取り上

げられた人たちはどのようなことになっているのか、

お伺いいたします。 

○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） この制度は、滞納者

にかかわって、納税していただけない場合においての

措置ということでございまして、現在資格証明書で発

行している人は５人でございます。そのほかに短期保

険証の発行をしているわけですが、それは大体700名

ほどということになります。それはあくまでも短期保

険証を発行する前に必ず納税相談というのをするわけ

ですが、そうしたときにすぐ納めていただける人であ

れば、即１年分を発行していくと。それから、あとそ

れ以外に分納誓約とか、そういったのをやっている場

合においては、短期保険証になってくるというような

制度でございまして、いわゆる一つの国保税の収納率

を向上させるための施策というふうにとらえてござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 18番落安忠次君。 

○18番（落安忠次君） 資格証明書を受けている人は

５名、それから短期保険を受けている人は70名と言い

ましたか、700。短期保険は１年分を払うと言いまし

たか。資格証明書と保険証ということをお伺いしたい

んですが、この資格証明書というのはどういうものな

んですか。 

○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） 資格証明書というの

は、納税を全然してもらえない人に対して資格証明を

出して、本人は病院にかかるときは10割の負担をして

くるといったことになります。そして、その10割を負

担してきますので、それに基づいて、今度はこちらで

国保に入っているわけでございますので、７割の給付

ということになるわけでございますが、それについて

は国保の方に納めていただけませんかというような相
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談をするという形になってございます。 

 そういったことで、それ以外について、先ほどの

700名の部分については、３カ月の保険証を発行した

り、あるいは６カ月の保険証を発行したり、いわゆる

保険証はちゃんと発行していますよというのが短期保

険証のことでございますし、資格証明書は、国保の資

格がありますよ、ですが、病院に行ったときは10割払

ってくださいという制度でございます。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 18番落安忠次君。 

○18番（落安忠次君） わかりました。その資格証明

書を持っている人は、病院に入った場合は10割払って

ください。納税もできない人が10割を払う、これもま

たおかしいような話でございまして、本当は大変な人

だなと私は思うんであります。その本当に大変、そこ

の段階的なことはわかりますか。まあまあ大変だなと

か、頑張れば払えるとか、今、一般的に社会問題にな

っていますが、本当に死ななければならない人が出て

くるんじゃないですか、10割払う。これを市として、

何とかいい方法、手だてでやっていく方法がないもの

かお伺いいたします。 

○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） 先ほど来ご説明申し

上げておりますが、払う資力がありながら払わない人

ということに対してのことでございます。だから、完

全に払えない人に対して、資格証明書を即発行すると

いうことにはならないことでございます。繰り返しま

すけれども、払える資力がありながら払っていない方

に対して資格証明書を発行するということになります。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） ８番砂川利男君。 

○８番（砂川利男君） 下舘議員の関連質問について

二、三お尋ねをいたします。 

 ５番の農林水産業に係る知的財産所有権について先

ほど答弁がございましたが、久慈市内において、海藻

養殖用ブロックが開発されたと。それに対する特許権

はいただいたと。これをさらに久慈市の産業振興とし

て考えていくというお考えはどのようにお持ちになっ

ているのかお尋ねをいたします。 

 私は、この海藻養殖用ブロックに関連する立場にも

ございませんし、これにあやかって利益を得ようとも

くろんでいるわけでもございませんので、お間違いの

ないようにご理解いただきたいと思います。 

 なぜこれを私は再三これまで申し上げてきたかと申

しますと、国際情勢が進む中において、我が国の農水

産物の優秀な資源が海外に不法に持ち出されて、海外

で生産を大量にされて、逆に日本がそれを輸入して食

べなければならない状況が次々と、北海道であればイ

ンゲンマメとか、小豆とか、山形県であればサクラン

ボとか、栃木県ではイチゴとか、熊本県ではイグサと

か、それが法的に保護されて、それを栽培している人

が裁判に訴えられて、最高で１億円ぐらいの請求がさ

れる事態も海外では起きている。 

 そういう状況のもとに、我が国では新しい法制度を

確立して取り組んでいくということが出たようでござ

いますので、その視点から申し上げると、当市で開発

されたものをもっと行政が主体的な形でもって保護し

ていくべきだというふうに思えたから、私はこれをお

尋ねをしたいと、こういうことでございます。 

 どういうことかと申し上げますと、一般的に聞きな

れない言葉なんですが、育成者権というものがあるよ

うでございます。こういうものを国が活用して、地域

のブランド化、産地化というものを図っていくために、

権利として保護していくという動きが出てきておりま

す。 

 それが平成18年６月２日に農林水産省における知的

財産戦略の対応の方向のポイントとかいう中にも出て

きてございますので、この海藻養殖用ブロックにして

も、それに種を付着した昆布を生産する人が同じよう

なものを農林水産省の方に登録して、育成者権とかい

うものを設定されますと、久慈市の方がせっかくすば

らしいものを発明して取り組んだところで、最終的に

はそちらの方からの権限をお金で移譲を受けて、生産

販売を余儀なくされるおそれが出てくるといった部分

は、農林水産業に携わる人も、それを開発された人も、

そこまでは私はなかなか知識的に及ぶ範囲としてはつ

らいところがあると。 

 そういった部分を行政サイドの方ではどの程度認識

をされて、地場産業に育てていく気概があるのかとい

う点についてお尋ねをいたします。 

 それから、夢の学舎建設についてということでお尋

ねいたしますが、これは山形村が最後の議会にすばら

しいプランを霜畑地区の人たちが考えられていて、何

とかこれを村の議会が存在するうちに関心を持ってい
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ただきたい。関心を持った形跡を残していただいて、

新市に移行していただけないかという考え方が出てま

いりまして、それを私が一応不肖ながら請願の紹介者

になった経緯がございます。 

 これは合併協議の中において、余り協議をしていた

だけなかったような感じの答弁をいただいてございま

すが、私は要望書とか陳情書と違って、請願書の場合

は、法律に認められた国民だれしもが有する請願権、

そうそう簡単に扱ってはならないというような意味に

私は解釈しているんですけれども、そういった部分で

考えた場合は、どのような対応をしていただけるのか

についてお尋ねいたします。 

○議長（菊地文一君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 私から夢の学舎（仮称）建設

のお願いについて請願といったものについて、実は初

めてこのご質問を通じて知ったわけであります。その

ときの経緯等については、まだ詳細には聞いておりま

せんが、砂川議員ご指摘のとおり、請願権は日本国民

にすべて等しく認められているものであります。 

 ただ、その問題とこの具体的な請願をどうするかと

いうことについては、直ちには私はリンクしないとい

うふうに考えております。この夢の学舎構想の請願に

つきましては、先ほどご答弁を申し上げたとおりであ

りますので、ご了承をお願いいたします。 

○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） 知的財産権でござい

ます。この通称鎔岩ブロックにつきましては、先ほど

市長の方から特許済みと、登録済みというふうなこと

でお答えを申し上げました。 

 そこで、知的財産権とは、特許権、実用新案権、あ

るいは先ほどお話がありました育成者権、意匠権、著

作権、商標権、その他あるようでございますが、この

法令によって登録された権利は法律で保護されるとい

うふうなことになっているようでございます。したが

いまして、小久慈焼で開発をいたしました植生ブロッ

ク及び植生ブロックの製造方法については十分保護さ

れるものと認識をしてございます。 

 この活用策でございますけれども、水産振興といた

しまして、昆布、ワカメの増殖等に海中林というふう

なものを活用して、増殖を図っているわけでございま

すが、この鎔岩ブロックもかなりの有効性があるとい

うふうなようでございますので、今後はこういうふう

な活用について、漁協とも連携を図りながら普及に努

めてまいりたいと、そのように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） ８番砂川利男君。 

○８番（砂川利男君） ただいま夢の学舎についても

お答えをいただきまして、時間的に余りくどくど申し

上げる時間もございませんので、別な機会に改めてじ

っくりと準備をした段階でご議論させていただきたい

と思います。 

 問題は、育成者権というものについて、ただいまご

説明をいただきましたが、生産をされる方、漁業にか

かわる方、そういった人たちは、例えば生活のため、

あるいは利益を得るためにやっていただけると思うん

です。 

 ところが、これが知らず知らずのうちに、法律的に

当地域の独自な産品でありながら、制約を受けるおそ

れが出たとするならば、私はこれは行政の責任にもつ

ながっていくという意味から、私は何としてもこうい

うものに大きな関心を持っていただきたいというふう

に思います。 

 その中に知財としての中身を見ましても、農業知財

に対する定義が、農業知財とは、農産物の原料や材料

及びその製法と販売にかかわるすべての知識、技法、

技術、こういったものを世界に先駆けて我が国は知財

立国にしていくんだということを発表しているわけで

す。 

 その中で先ほど申し上げたように、昆布とか、ある

いは先ほど来の質問の中ではナマコとか、ヤマブドウ、

あるいは産地化とか、こういったものをハード面で一

生懸命取り組んでいただくことは願ってもないことだ

と思うんですけれども、それがえてして、その権利と

して、よそにとらわれていくという危機感が出てきて

いるということを私はご理解をいただきたいというこ

とです。 

 それを見ますと、形質が固定化したもの、イチゴと

か、同じ性質のものが多量に増殖できるため、育成者

の意図しないところで栽培され、育成者の許可を得な

いにせものが出回ったりする。市場の評価を下げたり

上げたり、低下を招いてしまう可能性があるから、品

種登録をしなければ、地場産品を確立していくことが

できないですよということを農林水産省の方で出して
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いますから、それでなぜ私はこれに関心を持ったかと

いうと、皆様方もご承知のとおり、先般こはくの染物

が新聞に出てございます。 

 あるいはその前には今申し上げている鎔岩ブロック、

海藻養殖用ブロック、あるいはそれ以外にもあると思

うんですけれども、それがホヤであり、ワカメであり、

イチゴであり、昆布であり、そういったものをこれか

らここの特産品として固定化をさせていかなければ、

地域振興の産業として私はなっていかないというふう

に思うんですね。そこの根っこのところを行政がもっ

と力を入れて取り組んでいただきたいということを私

はお願いして、やめたいと思いますので、そこの決意

を聞かせてください。 

○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） ただいま議員の方か

らいわゆる特許権なり、商標登録、あるいは新たに４

月から出ました地域団体商標登録等々ございます。こ

ういうふうな活用について、機会をとらえ、関係各団

体等々にこのことについて誘導を図ってまいりたいと、

そのように考えます。 

○議長（菊地文一君） 再質問、関連質問を打ち切り

ます。 

 この際、暫時休憩いたします。 

 再開は３時15分といたします。 

午後２時58分   休憩 

──────────────────── 

午後３時15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。 

 一般質問を継続します。白樺会代表、石渡高雄君。 

〔白樺会代表石渡高雄君登壇〕 

○19番（石渡高雄君） 白樺会を代表いたしまして、

市長並びに教育長に質問いたします。昨日来からの質

問で、重複する点が何点かございますけれども、通告

に従って質問してまいりたいと思います。 

 初めに、協働のまちづくりについてであります。 

 市長は所信表明やいろいろの機会に協働のまちづく

りをうたっております。また、新聞紙上等でも盛んに

使われ、今や時代の言葉ともなっております。行政は

責任と義務があり、住民は権利を持っているという風

潮の今日ですが、協働のまちづくりは、住民にも責任

と義務があることを認識してもらうよい機会であり、

手段だとも思います。 

 ただ、この取り組みには自治会の役割が大きいと思

うし、住民の理解がまず必要であると思いますが、住

民と自治会へのＰＲにどう取り組むのか。そして、こ

の協働のまちづくりで具体的にどういう中身を考えて

いるのかお伺いいたします。 

 次に、地域の防犯強化についてであります。 

 今年に入り、山形町でプロのしわざと思われる盗難

事件が２件発生いたしました。まさか山形のような山

間地でこういう事件が発生するとはとびっくりしたわ

けですが、考えてみますと、今は日本じゅうどこでも

いろいろな事件が起こる時代です。意外でも何でもな

いわけです。これからは行政と自治会、消防団等、地

域とが一体となっての防犯強化に取り組むべきだと思

いますが、市としてどのように考えているのかお伺い

いたします。 

 次に、福祉行政について質問いたします。 

 ほとんどの特別養護老人ホームが入所希望が多く、

30人から50人の順番待ちといった状態と言われており

ます。久慈市で高齢化が進むだけでなく、全県的にも、

そしてかつて高度経済成長期にそれを支えたいわゆる

金の卵と呼ばれた方々も高齢となり、東京を含む関東

地域が平成30年には軒並み30％近い高齢化率になると

言われ、都市圏では十分な対応ができないだろうと言

われております。 

 以上のことから、こういう施設の必要性はますます

高くなると想定されます。多くの職員を必要とする特

養ホームは貴重な職場ともなるわけで、入所者の負担

等考え、公設民営の施設を設置した方がよいと思いま

すが、市長の考えを伺います。また、それ以外の福祉

施設についても招致を働きかけてほしいと思いますが、

いかがでしょうか。 

 第２点として、福祉特区についてですが、今述べた

ように福祉施設を招致設置するためにも、特徴あるま

ちづくりのためにも、特区申請をして、福祉のまち久

慈として福祉の充実を図ってはどうでしょうか、考え

を伺います。 

 次に、農業振興について質問いたします。 

 まず、第１点は、品目横断的経営安定対策について

であります。 

 この対策は、次の時代を担うべき後継者不足に危機

感を感じた国が、担い手確保のために直接支払いをし
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ようと打ち出した対策であります。しかし、当市の農

家の経営規模から考えても、あるいは現在は共同作業

から単独作業に変わってきているような作業形態を見

て、集団化という点においても難しくなっていると思

われ、つまりは当市において該当する農家及び地域は

極めて少ないと予想されるわけですが、担い手対策を

含め、農家育成をどう進めていくのかお伺いいたしま

す。 

 第２点は、地場農産物の消費拡大についてでありま

す。 

 空気や水がきれいで堆肥中心の当地域の農産物は、

安全で安心して食べられると自信を持って生産してお

りますが、その生産したものが実はほとんどが大都市

圏へ行っております。直売所等も少ない現状では、な

かなか難しいかもしれませんが、例えば学校給食で地

元食材を頻繁に使うとか、いわゆる地産地消に積極的

に取り組むべきと思いますが、その点についての考え

を伺います。 

 第３点は、特産品としての作物設定についてであり

ます。 

 久慈と言えば、農産物はこれ、海産物はこれ、林産

物はこれだと市民全員が声を大にして言える産物を設

定し、インパクトの強いＰＲをしていくべきと思いま

すが、この点についての考えを伺います。 

 次に、木炭振興について質問いたします。 

 近年木炭は燃料としてだけでなく、健康面、環境面

からいろいろな用途が考え出され、注目されてきてお

ります。昔から当地方は日本一の木炭産地であり、現

在なお岩手木炭の中心産地として位置づけられており

ます。山形地区は製炭技術水準も高く、県の品評会に

おいて常に最上位を占めております。木炭は、焼くと

いう１次加工することにより、木材の付加価値を高め

ます。また、木材の需要拡大により、山林所有者全体

の所得アップにつながります。 

 市の特産品としても有望な産物と思いますが、この

木炭振興に大いに取り組んでいただきたいのですが、

考え方を伺います。 

 次に、教育旅行の件について伺います。 

 我が家にも何人か泊まってもらいましたが、子供た

ちは就寝時間はむしろ早いくらいで、規則正しい生活

をしてくれましたし、みんな仲もよく、言うことも聞

く子供たちでした。ただ、担当する方々は大変な苦労

があったと思います。本当にご苦労さまでした。 

 今、シーズンを終わって、今年の実績はどうだった

でしょうか、あるいは課題として何が挙げられるか、

そして来年以降の展望はどうかお伺いいたします。 

 次に、観光振興について伺います。 

 ヨーロッパ、ドイツにはロマンチック街道があり、

観光客でにぎわっていますが、私は白樺林の平庭高原

から内間木洞を経由し、久慈琥珀、海女さんの小袖海

岸を結ぶルートを日本版ロマンチック街道と銘打って

観光振興を図ってはどうかと提案いたします。名称に

ついては商標登録か何かの関係で使えない場合は、も

ちろんそれにこだわるわけではありませんが、いかが

でしょうか。 

 次に、教育行政について教育長に伺います。 

 第１点は、青年層の地域活動への参画についてです。 

 昭和30年代あるいは40年代は、各地区に青年会、婦

人会があり、一生懸命活動を展開しておりました。情

報交換の場として、スポーツの場として、研修の場と

して、あるいは恋愛の場として、多くの目的を満たし

てくれる青年会は、同一行動をとるうちにやがて連帯

感が生まれ、組織の中での個人の役割等を認識し、や

がてその方々が地域の中堅となり、部落会、今で言う

自治会の運営等のための大事な知識と人間関係を備え

てくれました。 

 しかし、今活動している青年会は、山形地区で１組

織くらいと思われ、寂しい限りです。青年層は、次の

時代を担う大事な存在です。将来の地域づくりのため

に、青年会の育成あるいは強化に取り組むべきと思い

ますが、いかがでしょうか。 

 あわせて、せっかく地域にいても、地域の行事等に

ほとんど出てこない人もおります。この人たちへの対

策にも知恵を絞っていただきたいのですが、いかがで

しょうか。 

 ２点目は、学校におけるいじめの問題についてであ

ります。 

 今やいじめ問題は社会問題化しており、連日のよう

に関連の情報が伝わってきております。私も本市にお

けるいじめの状況といろいろ他の情報が伝わった後、

教育委員会としてどのように対応したのか伺いますが、

昨日以来、多くの方が質問なさいましたし、答弁もあ

りました。何か少しでも私のために残しておいてくれ

た話題がありましたら、声を大にして提供いただくこ
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とを期待し、あえて質問いたします。 

 ３点目は、学校管理費についてであります。 

 地元の学校に行った際に、体育館の電気の球が切れ

ており、何で取りかえないのかと聞いたところ、実は

年間の管理費が決められており、まだ３月までには出

費がいろいろ予想され、金額の大きい体育館の球は取

りかえられないと。３月になり、予算内におさまるめ

どがついた時点で取りかえたいという話でした。 

 教材とか備品については配慮されているという話で

したが、管理費については窮屈しているというんです。

この管理費は学校一律なのか、生徒数によってなのか、

何かを基準に決めているのか伺います。 

 ４点目は、スクールバスの活用についてであります。 

 これまで旧山形村内の各小学校はスクールバスを活

用し、授業以外にもいろいろ活動してきました。交通

の不便な山形地区の学校、生徒、ＰＴＡにとって、す

ばらしい交通手段だったわけです。今年度は正式には

何回とは言われなかったが、そういうニュアンスに聞

き、利用を控えているという話でした。 

 創造力豊かな人材を育てるためにも、この地域でで

きる特徴ある教育が望まれ、そのためにはスクールバ

スを自由に使う方がよいと思いますが、回数の制限を

しているか、そして今後についてはどのように考えて

いるかお伺いいたします。 

 また、市内全小中学校でスクールバスを有効活用す

るべきと思いますが、これについてはいかがでしょう

か。 

 ５点目は、山形中のスクールバスの管理・運行につ

いてであります。 

 まず、夜間の管理形態についてですが、現在給食セ

ンターにとめているわけですが、別に屋根がついてい

るわけでもなく、人が泊まっているわけでもなく、管

理上、以前より安全とも言えない状態だと思いますが、

以前と比較して管理上のメリットがあると考えてのこ

とでしょうか伺います。 

 また、今の方法ですと、以前に比較して５台の車が

朝は30分から50分早く、夕方はやはり30分から50分遅

くまで車のエンジンがかかっていることになり、市全

体として見た場合、経済的にもマイナスであり、地球

温暖化防止へ逆行することにもなりますが、これにつ

いて教育委員会の考えをお聞きいたします。 

 最後に、市内の児童生徒の自然体験学習についてお

伺いいたします。 

 灯台もと暗しという言葉がありますが、地域の子供

たちが地域のことをわからないということも結構ある

ことだと思います。わざわざ遠くから来て、平庭の自

然に浸り、農業や生活体験をしていくわけですが、ま

ずそういう体験を地元の子供たちにもしてもらいたい、

そういう思いですが、市内の小中学生に実施する考え

はないかお伺いいたします。 

 以上、申し上げ、私からの登壇しての質問を終わら

せていただきます。よろしくご答弁のほどお願いいた

します。 

○議長（菊地文一君） 山内市長。 

〔市長山内隆文君登壇〕 

○市長（山内隆文君） 白樺会代表、石渡高雄議員の

ご質問にお答えをいたします。 

 最初に、協働によるまちづくりについてお答えいた

します。 

 自治会、町内会等の地域団体におきましては、地域

での自主的な公益性の高い活動に取り組まれ、また地

域と行政との橋渡し的な役割も担っていただいている

と認識をいたしております。今後さらに市民と行政と

の協働を進める上で、地域団体に対しまして、地域活

動に関連する研修会やイベント、各種市民活動団体等

の情報を提供していくとしており、文書による案内や

地域づくり活動にかかわる情報誌の配布等を行いなが

ら、活動の推進に向けたＰＲを行ってまいりたいと考

えております。具体的な取り組みといたしまして、地

域コミュニティ振興事業、さらには市民協働道路維持

補修事業などを推進してまいりたいと考えております。 

 次に、地域の防犯強化についてお答えをいたします。 

 市内での家屋等への侵入盗は、平成13年及び平成14

年の55件をピークに減少を続けておりまして、17年に

は13件の発生でありましたが、平成18年は一転増加に

転じ、10月末現在で既に37件の発生と憂慮すべき事態

にございます。当地方の施錠率、かぎをかけている率

は全国でも下位の岩手県の中でも低位に位置いたして

おりまして、今日の核家族化や共働きが多い現状に加

え、特にも家屋が点在する地域等におきましては、不

在時の施錠は侵入窃盗を防ぐ意味から極めて重要であ

るととらえているところであります。 

 今後ともこれら防止に向け、久慈警察署を初め、市

並びに防犯協会等、関係機関が連携をし、かぎかけの
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励行と啓発等によります意識醸成を推進するとともに、

不審者情報の共有など、地域一体での取り組みに努め

てまいりたい考えであります。 

 次に、福祉行政についてお答えをいたします。 

 まず、公設民営の福祉施設設置についてであります

が、当圏域の特別養護老人ホームなど介護施設の整備

率は現在46.5％となっておりまして、国が示しており

ます施設整備基準率37％を大きく上回っていることか

ら、新たな介護施設の整備は困難な状況にございます。

また、その他の福祉施設につきましては、久慈市総合

計画に基づき、財政状況等を勘案し、整備充実に努め

てまいりたいと考えております。 

 なお、福祉特区についてでございますが、特別養護

老人ホームなど介護施設の整備は、久慈広域連合で策

定いたします介護保険事業計画に基づくものでありま

すことから、特区申請での整備は困難であると考えら

れますので、ご了承を願います。 

 次に、農業振興についてお答えいたします。 

 まず、品目横断的経営安定対策についてであります

が、昨日の市民連合代表、田表議員にお答えいたしま

したとおり、担い手対策といたしまして、市といたし

ましては、集落の実情に即した集落営農の形態で組織

化を図るよう取り組んでいるところであります。今後

とも認定農業者を核とし、農業経営の共同・統一化を

図って、制度の対象とならない生産者も参入する「集

落ぐるみ農業」への誘導を図ってまいりたいと考えて

おります。 

 次に、地場農産物の消費拡大についてでありますが、

地産地消の推進は市にとって重要な課題であると認識

いたしております。地産地消を推進するため、本年３

月、農林水産品振興担当課長を置くとともに、学校給

食における地元食材の活用、産地直売所や市日などの

振興に努めているところであります。特にも学校給食

への活用につきましては、年々増加傾向にございます

が、さらなる拡大を図ってまいりたいと考えておりま

す。 

 また、本年度は久慈地方産業まつりにおきまして、

産直フェアを開催したところであり、今後農林水産品

振興ホームページを立ち上げ、産直や市日など、市の

農林水産物の情報を内外に積極的に発信していく考え

であります。 

 次に、特産品としての作物設定についてであります

が、市の特産品は、農林産物では雨よけホウレンソウ、

干しシイタケ、短角牛、水産物ではウニ、アワビ、サ

ケ、イカなどであると認識いたしております。消費者

は健康志向の高まりの中で、より安全で安心な農林水

産物を求めております。そこで生産される農林水産物

は、短角牛に見られますように、消費者のニーズにマ

ッチするものと考えております。 

 「健康」「安全」「安心」をキーワードに、特色の

ある栽培方法や生産加工技術などによりまして、イメ

ージの向上に努め、差別化を図りながら、地域ブラン

ドとして付加価値を高めていくことが肝要であると考

えております。今後生産者や行政、関係機関・団体が

連携を強化し、ＰＲに努めてまいる考えであります。 

 次に、木炭振興についてお答えをいたします。 

 平成17年次の旧久慈市と旧山形村の木炭生産量は合

わせて998トンであり、県内第１位となっております。

これまで木炭の生産拡大と品質向上を図るため、生産

組合等が実施いたします製炭窯設置等の事業に対する

県の補助事業の導入や市単独によります久慈市木炭産

業振興協議会等への支援及び木炭等活用実証試験事業

への助成など、木炭産業の振興に努めているところで

あります。 

 森林資源が豊富な当市にありましては、木材を生か

した特産品としての木炭振興は有効と考えられますこ

とから、木炭の需要拡大が図られる事業展開がなされ

るよう、「日本一の炭の里づくり構想推進協議会」等

との連携を図り、生産者の所得向上に努めてまいりた

いと考えております。 

 次に、教育旅行の受け入れについてお答えをいたし

ます。 

 今年度の実績と課題及び今後の展望についてであり

ますが、さきの山形会代表、下舘議員にお答えいたし

ましたとおり、首都圏及び仙台市内の学校を中心に９

校、延べ人数で3,166人、市内の体験会等では498人、

合計3,664人の受け入れ実績となったところでありま

す。 

 課題につきましては、受け入れ人数の増加による宿

泊先、インストラクターの確保、また繁忙期以外の施

設及び人材の活用などがあります。その対策につきま

しては、民泊を含めた宿泊先の確保に向けての農家等

への協力依頼、インストラクター養成など人材育成に

努めるとともに、首都圏及び仙台市内の学校に対する
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誘致活動とあわせまして、市内及び近隣市町村等への

情報発信にも積極的に取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

 次に、平庭高原から小袖海岸までを結ぶ観光ルート

の開発についてお答えをいたします。 

 観光客のニーズは、従来の団体旅行から、家族や小

グループが自分たちの目的に合った旅行プランを計画

いたしますいわば体験型の観光に変化してきておりま

して、地域から提案をしていく着地型の観光商品のニ

ーズが高まってきておりますことから、当市の観光の

魅力を発信するためにも、観光ルートの開発は必要な

ものと考えております。 

 ご提案のありました平庭高原から小袖海岸を結ぶル

ートには、「内間木洞」や「べっぴんの湯」「久慈琥

珀博物館」や「小久慈焼」などの観光資源が賦存して

おり、新たな観光ルートとしての可能性は大変に大き

いものがあると考えておりますので、関係団体等と協

議しながら観光ルート及び商品の開発を検討してまい

りたいと存じます。 

 以上で白樺会代表、石渡高雄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、石渡高雄議員

の教育行政についてのご質問にお答えいたします。 

 最初に、青年層の地域活動への参画についてであり

ますが、近年ライフスタイルや価値観の多様化、地域

連帯意識の希薄化などにより、青年の活動形態は、地

域や団体から個人や小グループへと変化してきており

ます。一方、地域コミュニティの大切さを認識し、地

域活動やＮＰＯ活動に参加する青年たちも徐々にでは

ありますが、ふえつつあることから、今後地域におけ

る青年の役割を具体的に示しながら活動の支援をして

まいります。 

 次に、学校におけるいじめの問題についてでありま

すが、これにつきましては昨日来これまで答弁してい

るわけですが、答弁をしておらなかった部分でという

お話もございました。 

 この問題につきましては、例えば昨今ＮＨＫが世論

調査を行っておりまして、これはいじめの対応策につ

いてのアンケートでございますが、この結果、いわゆ

る一番多かった部分について少し紹介をさせていただ

きたいと思いますが、一番多かったのは、家庭におけ

る教育力を高め、しつけとか、事のよしあしを家庭の

中でよく教えるというのが一番多かったというふうに

出ております。 

 次に、２番目としては、加害の子供に対し厳しい対

応、強い反省を促すなど、そういったことに留意すべ

きと、これが２番目に多い結果でございます。 

 それから、３番目に多かったのは、学校現場だけに

この問題を任せるには荷が重過ぎるということで、教

育行政側でサポートチームをつくるなど強力な支援が

必要ではないかと、これが３番目に多かったアンケー

ト結果でございましたが、私はこのような世論の状況

等についても十分に参酌をしていくべきであると、対

応していくべきであると、そのように考えているとこ

ろでございます。 

 次に、学校管理費についてでございますが、管理経

費のうち工事請負費や各種委託料などにつきましては、

教育委員会事務局で直接執行しておりますが、消耗品

や燃料などの経費につきましては、予算の範囲内で各

学校の実態を考慮の上、総合的に判断し配当している

ところであります。 

 次に、スクールバスの活用についてでありますが、

旧山形村内の各小学校へのスクールバス利用に当たっ

ては、生徒の登下校に支障のない範囲で、利用基準に

沿ったものであれば、予算の中で対応することとし、

特に利用回数等の制限はしておりません。また、市内

全小中学校が有効活用することにつきましても、でき

る限り柔軟な姿勢をもって対応してまいります。 

 次に、スクールバスの管理・運行についてでありま

すが、公用車の適正な管理・運行を図るために、公用

地に駐車することや、あるいは運転業務報告の励行、

車両の保守の方法などを改めたところでございます。

また、冬期間の運行につきましては、さきの山形会代

表、下舘議員にお答えしたとおり、柔軟に対応するこ

ととしております。 

 最後に、自然体験学習についてお答えいたします。 

 平庭のコテージなどを利用した自然体験学習は子供

たちにとって大切な学習の機会であると、そのように

認識しております。ただし、具体的な教育課程の編成

権、こうなりますと各学校長にございますので、授業

時間数や費用などを総合的に検討した上で、各学校長

から検討していただくことになります。 
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 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。

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。

何点か再質問させていただきます。 

 まず一番最初に、協働のまちづくりに関してですが、

これまでいわゆる自治会長と申しますか、立場として、

行政連絡員としてきたわけですが、先ほども若干触れ

ましたけれども、これからは行動隊と申しますか、行

政の下部の方でいろいろな役割を担う立場になるとい

う、私は自治会というのがそう位置づけられるのでは

ないかと思っております。 

 そういうことから考えますと、育成強化と申します

か、お金の話をするのも何なんですが、現在までやっ

ている行政連絡員手当的なものについても、やはり再

検討していかなければならないのではないか、そのよ

うにも考えますがこういう点等いかがでしょうか。自

治会の活性化のためにも、やはり何かこれからも市と

して取り組んでいかなければならないと思いますので、

その点について考えていただきたいと思います。 

 それから、農業振興について、何回もどなたからも

質問が出ているわけですけれども、この対策について

ですが、この前、紫波の方に用事があって行った際に、

以前自主流通なわけですが、２万3,000円か4,000円し

た米がこれからは１万1,000円になると、60キロ当た

りなんですが、米もそれでは食っていけない時代にな

るという話をしておりました。 

 先ほども答弁の中で米以外の方はもっと厳しい話で、

稲作というのが少しはいいのではないかという話があ

ったんですが、実際には米においてもこれからますま

す厳しい時代になるだろうと。私は今の時点で当地域

の米がどれくらいに売れているか把握していませんの

で、何とも言えないんですが、厳しいと思われると。 

 それから、集団で経理も組織でやるとか、そういう

ふうになった場合には、人の話を聞くと、例えばこれ

まで農家一戸一戸だと、消費税の対象にならなかった

のが、組織としてといいますか、経理も一切やるとな

ると、消費税もかかるのではないかというような話も

ありました。そういう部分、その消費税の関係につい

て、経理の一元化ということから想像されることとし

て、消費税がかかるのか、そこら辺認識といいますか、

調べておりましたらお伺いいたします。 

 また、個人の10名でしたか、11名でしたか、集団は

幾らというような話もされましたが、対象になるよう

なところ、その中に山形地区に存在する方あるいは集

団が想定されるのかお伺いいたします。 

 次に、観光振興についてですが、どこも観光地にな

るまでというのは、よほど昔からの由緒あるところか、

あるいは風光明媚なところか、そういうところでない

と、なかなかなれないものだと思いますけれども、私

が先ほど話しした部分にまた市長さんが加えていただ

きましたけれども、いろいろな自然とか、歴史あるも

の、あるいはそれプラス今の人の望むような手心とい

うか、手を加えた観光地づくりというのをやはりやる

ことによって、人が集まるのではないだろうか、その

ように考えます。 

 ドイツでは環境というか、美しい花なんかも飾って

あったりとか、そういうところもあったんですが、全

部が全部そうじゃないと。これから例えば先ほど話し

したところも沿線において、いろいろ手を加えれば、

それなりに「らしくなる」のではないかと私は考えま

すので、大いにそういう部分、まず地元の方々がそう

呼んで、そういう位置づけをして、その後にいろいろ

な整備を図るという方向も私はやり方としてはいいと

思っておりますので、検討いただきたいと思います。 

 それから、教育長さんにお伺いいたしますけれども、

私は青年会という話を申し上げました。いろいろな生

産組織とか、産業関係の青年組織というのは現在も活

発にやっているわけですけれども、私が一番気になる

のは、やはり地域の後継者、次の時代に地域を構成し

ていく方々の横の連携と申しますか、個人個人の役割

といいますか、今の方々がどうも認識が、先ほども希

薄だという話もされましたけれども、随分それが気に

なるんです。 

 あと何十年かすれば、年をとっていくわけで、あと

は次の時代だと、あるいはその次の時代につなぐよう

な人づくり、地域づくりをやっていかなければならな

い。そういう面で、先ほど出ましたけれども、何か今、

個人が自分の自由時間を求める時代ですので、どうも

それ以上を満たせる何かというのがなかなか難しいと

思うんですけれども、地域には余り出てこない若い人

たちも数を数えれば結構います。これから自治会等と

いろいろ相談しながら、そういう部分に大いに取り組

んでいただきたいと思います。それについてはひとつ
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熱意のほどを、私は教育長さんに大いに期待しており

ますので、お願いしたいと思います。 

 あとは学校のいじめの問題については、まずこれに

ついては対応というのが完璧な対応というのはないだ

ろうと。よかれとしてやったことでも、後の結果によ

っては責任ということが出てくることがあるかもしれ

ない。そういう大変な、こちらで意識したものがその

とおり伝わらなかったというか、そういうものがあっ

て大変なことだと思いますけれども、その時点で最良

な方法だという、そう思った部分でやはり対応してい

く、それしかできないのではないかと。後のことまで

うんとうんと考えるというのは人間には不可能なわけ

ですから、今の時点をとらえて、的確な判断による対

応というのをしてもらいたいなと思っております。こ

れについては特に答弁も要りません。今後市政なり教

育行政に大いに期待して、答弁をいただいて、あとは

もう質問しません。 

○議長（菊地文一君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 観光ルートの設定について、

私から答弁をさせていただきます。 

 先ほども答弁申し上げましたように、このルート上

にはさまざまな資源というものが賦存しております。

また、そのほかにも、例えば繰り返しになるかもしれ

ませんが、小久慈焼、琥珀、加えて例えば木売内工房

といった工芸を結ぶ路線でもある。また、山根六郷研

究会と地域の人たちが一体となって取り組んでいるく

るま市の開催でありますとか、長内川川の会による景

観形成やイベント開催、さらには滝ダム湖の活用等々

がなされております。また、小袖には「北限の海女」、

また中間には二子朝市といったイベントも開催されて

いると。こういったことで、本当にご提言のルート設

定というのは魅力あるルートになるだろうと、このよ

うに思っております。 

 ホームページ、いろいろな方がつくっておりますけ

れども、ここを結ぶ道路に関するホームページをある

個人の方がつくっておられまして、これは確か「琥珀

街道」という名前のホームページだったと思います。

そういったことで、この琥珀街道という名前が相当に

愛されている名称なのだなというふうに思ってはおり

ますが、改めてもしこういった観光ルートの造成がで

きますならば、名称等についても十分にその検討を重

ねていかなければならないものだろうと、このように

思っております。 

 いずれこれは山形地区の内間木洞でありますとか、

あるいは平庭高原等でのさまざまなイベント、これら

が一体的に本当に周知徹底されれば、すばらしいもの

になるというふうに理解しておりまして、こういった

これまでの皆さんの活動がさらに活発になるとともに、

実はもう１点大切な視点があると思っております。 

 そこに住まいする人々がおもてなしの心、こういっ

たものをしっかりと持っていくことが必要であろうと

思っております。イベントにかかわる者だけではなく

て、そこに住む人々そのものが来外者の方々に対して

「よくおいでくださいました」と、こういった気持ち

を持って接すること、これが大切なことであると、こ

のように考えておりますので、あわせて今後検討して

まいりたいと考えております。 

○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） 協働についてのご質

問にお答えをいたします。 

 ただいま行政と市民が一体となったまちづくりの推

進をいたしまして、地域の活性を図ると。そのために

協働、それを大いに進めているところでございますけ

れども、ご提言のあった点につきましては今後とも研

究してまいりたいと思います。 

○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） 品目横断的安定対策

にかかわりまして、１点目、経理の一元化等に伴って

消費税の対象になるのかということでございますが、

1,000万円以上の売り上げがあった場合は基本的には

なるものだと、そのように認識をしてございます。 

 それから、山形地区にいわゆる品目横断的経営安定

対策の対象となる団体、個人はあるのかということで

ございますけれども、山形地区にはございません。 

 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） それでは、私からは青年層

の地域活動への参画についてお答えしたいと思います

が、私は旧久慈市の教育長に就任したときに、一体自

分は教育とのかかわりが何かあったのかなと考えたと

きに、最初に思い出したのは、私も血気盛んなころ、

石渡議員、嵯峨副議長に薫陶を受け、青年団に没頭し

たことを今思い出したわけでございまして、当時指導

を受けたことそのままに今ご質問いただいたわけでご
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ざいます。 

 私も熱い気持ちでこの問題については日々考えてお

りますが、なかなか最近の青年たちのいわばニーズと

申しますか、かつては網羅集団として、地域貢献とい

うのを一番の眼目にしたわけでございますが、最近の

青年層の方々はいわば単一目的、スポーツですとか、

文化ですとか、ＮＰＯとかありますが、単一目的のい

わば当時はサークルと申し上げたんですが、そういっ

た活動に進まれる方が多いということでございます。 

 そうしたことで、地域のコミュニティがさまざまに

問題になっております。これからの地域づくりにとっ

て青年たちの力は欠かせないのは指摘のとおりでござ

いますし、次代を担う人たちがどうあればいいかとい

うことについて、例えば先ほど指摘のありました地域

活動、自治会等に青年たちが積極的に参加するとか、

こういったことなどを大いに促していくような方策を

講じてまいりたいと、そのよ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） ９番二橋修君。 

○９番（二橋修君） 石渡議員の福祉行政に関連いた

しまして、１点だけ質問させていただきます。 

 先ほどの答弁の中でいわゆるハード的な部分、新し

い介護施設の設置はなかなか難しいと、そういうご答

弁をいただきました。私はソフト的な部分からこの福

祉の問題を質問してみたいと思います。 

 ５年、10年、20年と年々年を追うごとに高齢化率が

非常に高くなっていき、その上昇率に合わせて、ひと

り暮らしの高齢者の方々もふえてきているのが現実で

ございます。ご存じのとおり、当市は出稼ぎ、また地

域を離れて仕事をしている方々が大変多いわけであり

ます。その地域を離れて仕事をしている人たちの一番

の心配事、悩み事というのは、ふるさとというんです

か、残してきた高齢の親のことだと多くの方々が言っ

ておられます。いろいろな心配事があろうかと思いま

すが、健康の問題、食事、そして交通事故や火災など

など大変大きい問題があり、心配だと話しております。 

 そこで、地域を離れている人たちが安心して働ける

ような、また高齢者のひとり暮らしの皆さんが安心し

て生活できるような環境の整備、いわゆる在宅高齢者

福祉とでも言いましょうか、そういう推進、充実が急

務だと思っております。このことについてどのように

お考えを持っているのか、また今後の方向性、これか

らの取り組みについてお伺いをしたいと思います。 

○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） 福祉の問題で、ソ

フト面、ひとり暮らし老人等の心配ということの質問

でございます。確かに高齢化率が今23.5でございます

が、20年度には広域連合管内では後期高齢者が逆転す

ると、ふえてくるという状況にあるわけでございます。 

 そういうことからいって、今の質問のとおり、心配

な面が結構あるというふうに思っておりますが、地域

の見守りとか、あるいは民生委員の活用、あるいは老

人クラブ等が結成になっているわけですが、その辺の

ネットワーク、それから保健推進課によります保健師

の対応、いわゆる健康相談、それを地区に出張った形

で、地区に根差した保健師の活動を展開しなければな

らないというふうなこと等もございますし、あと今急

速に伸びているのは緊急通報、これにつきまして実は

急激に今伸びている状況でございます。 

 いわゆるひとり暮らし老人等の見守りの部分で一翼

を担うであろうと。いつでも24時間連絡がつくと。体

のぐあいが悪いときは、ボタンを押して、看護師なり

何なりが対応しながら、指導しながら、現在のところ

通報については月に１件か２件ぐらいしかないそうで

すが、話し相手として、あるいは心配事ということで、

月に数百件通報があるようでございます。こういった

形できめ細かい対策をやっていきたいというふうに考

えております。 

○議長（菊地文一君） ９番二橋修君。 

○９番（二橋修君） こういうソフト面からの福祉事

業というんですか、こういうのも余りはっきりした答

えの出ない、時間のかかる、年代を繰り返し永遠のテ

ーマになるかと思っておりますが、こういう事業とい

うんですか、そういうことを今から少しずつでも高齢

者福祉の問題に力を入れていけば、例えば出稼ぎの皆

さんなり、地域を離れた皆さんが子育てを終わったり、

また定年退職になったり、そういう場面に地域に戻っ

てきて、ふるさとでゆっくり生活をしていきたい、そ

ういう人たちが多く出てくると思っております。現実

に私の周りでも定年になったりして、うちに帰ってき

て、高齢者の親と一緒に住んでいる方も少しずつでは

ありますが、ふえてきております。 

 これからの高齢者のひとり暮らしの問題、また人口
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がどんどん減っていくんですが、人口減の問題に対し

ましても、これから将来的に大変大きな効果が出てく

る問題だと思っております。そういうふうにふるさと

に帰ってきたい、そういう思いのある人たちがどんど

んふえてくる可能性がありますので、この部分に対し

て行政としてどのようにお考えになっているのか、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） 今の質問でござい

ますが、いずれ団塊の世代が帰ってくるであろうとい

うことが予想されて、久慈市においては、その担当部

の方ではホームページをつくりながら、いろいろと情

報を流しているというふうには聞いております。帰っ

てきて何をすればいいということになるかと思います

が、老人保健福祉計画等では生きがい対策等も載せて

おりますし、そういうふうな生きがいを持って暮らせ

るようなことを目指しながら対応していきたいという

ふうに思っております。 

○議長（菊地文一君） 29番清水崇文君。 

○29番（清水崇文君） 石渡議員の質問に関連して３

点質問を申し上げます。 

 １点目は、教育旅行と自然体験学習についてでござ

いますが、先ほど市長の答弁の中に県外にもいろいろ

ＰＲもすると、あわせて管内、市内にもＰＲをしてい

きたいということで、非常にありがたい答弁をお聞き

いたしました。 

 実は先日、合併して初めての久慈市ＰＴＡ連合会の

研究大会、交流会があったわけですが、そのときの記

念講演の中で、ぜひ今、平庭で取り組んでいる事業を

発表してほしいというふうなことがございまして、大

体予想が180人ぐらいの予想であったわけなんですが、

その講演には250名ぐらいの方が今の平庭で取り組ん

でいることについて、ＰＴＡの関係者がそれを聞いて

いただいた。 

 その中で、後で質問等あったんですが、こういうの

をやっているのをまだまだ市内でわからないでおった

と、ぜひこういうふうないろいろな自然体験を市内の

子たちにもさせたいというふうなことがございました。

ぜひこれはいろいろな機会を通じて、市、それから教

育委員会の方で各学校等にＰＲをしていただきたいな

というふうなところが１点目でございます。 

 次に、学校におけるいじめ問題ということで、先ほ

ど石渡議員が教育長に対して今まで発表していないこ

とということでお話ししたんですが、実は先ほどのＮ

ＨＫの調査というのに基づいて私は関連質問しようと

思っていたんですが、先取りされたなというふうに思

ったんですが、その中で１位がやはり家庭なんだとい

うふうなのが調査の結果でございます。まず、私もそ

のとおりだと思います。 

 ただ、いわゆる学校に対して熱心であったり、ＰＴ

Ａについて熱心、それから先ほどの研究大会等に熱心

というか、出られる方はそれなりの意欲があるわけな

んですが、一番の問題は、そういうふうなのに一切出

て来られない保護者の方々が一番問題なのかなと。こ

れは教育委員会、それから学校現場サイドでも一番悩

ましいところがそこなんだなというふうに思うわけで

ありまして、そういう方々へどういうふうに興味を持

っていただくか、子供に接していただくかということ

について、これはなかなか答えは出せないと思うんで

すが、教育委員会としての対応についてお伺いをした

いというところが２点目でございます。 

 次に、学校管理費ということについて、昨日大矢内

議員から質問があったんですが、その中で霜畑中学校

のことがあります。学校の管理費ということで、非常

にああいうふうな昭和20年代に建てられた、同じ木造

といっても、今の最先端の木造ではなくて、ああいう

ふうな木造校舎でございます。その中で本当に安心安

全な教育環境が保たれるのかなというふうに思います。 

 私は早い時期の統合を念願する一人であるわけなん

ですが、その中でまず教育委員会としては、来年19年

の４月をめどに統合したいというふうなことで、この

間アンケート調査をとったわけですが、来年を目指す

に当たって、９月からのアンケート調査というのは非

常に地元への配慮がないのではないか。 

 これは霜畑中学校のＰＴＡの関係者も本人たちもア

ンケート調査に一番悩んだというふうな話を聞いてお

ります。あまりにも唐突であったと。もう少し前もっ

ていろいろ話が欲しかったということと、それから地

区全体に対するアンケートとＰＴＡ、いわゆる学校に

通っている子供を持つ親とのアンケートの中身に違い

というか、そういうのもあってもいいのではないかと

いうのも地元の声として出ておりました。 

 その辺を踏まえて、来年は統合しないということで

ございましたが、20年度以降についてどのように考え
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ておられるのか、その辺をもっと地元に配慮したアプ

ローチをしてほしいというふうに考えているわけであ

りますが、それについて回答をお願いいたします。 

○議長（菊地文一君） 清水議員、学校建築とか、学

校統合という項目が出ていないんですが、これもまた

阻止すれば、議事進行をかけられても困りますので、

できたら答弁をすることにします。 

〔発言する者あり〕 

○議長（菊地文一君） 答弁を願います。下舘総務企

画部付部長。 

○総務企画部付部長（下舘満吉君） それでは、私の

方からは教育旅行、あわせての体験学習ということで、

教育行政の方にのっていましたけれども、あわせて市

内の子供たちにぜひそういう体験をと、こういうお話

でございました。まさにそのとおりで、市長の方から

もご答弁申し上げましたけれども、いわゆる市内の学

校に対する誘致活動、あるいはそういう体験をしてい

ただこうというＰＲ活動をしてまいりたいと。 

 教育委員会の方にも私の方から実は学校の校長会議

等の場面を活用させていただきまして、時間をとって

いただいて、その営業といいますか、ＰＲ用のＤＶＤ

等もでき上がっておりますので、そういったものも見

ていただいて、さらにご理解を深めていただいて、そ

ういう体験をしていただけるようにＰＲしてまいりた

いと、このように考えておりますので、よろしくお願

いいたします。 

○議長（菊地文一君） 鹿糠教育長。 

○教育長（鹿糠芳夫君） それでは、教育にかかわっ

てお答えを申し上げたいと思いますが、まず自然体験

学習のことにつきましては、先ほど答弁申し上げたと

おりでございますが、この自然体験学習については、

学習指導要領の中にも明確に出ておりまして、子供た

ちが平素と異なる生活環境にあって見聞を広め、自然

や文化などに親しむとともに、集団生活のあり方や公

衆道徳などについて望ましい体験を積むような活動を

させるということでございまして、この問題について

は、各学校長にもこの大事さについては私の方で指導

しているところでございますが、先ほど申し上げたよ

うに、具体的な教育課程、いわゆるカリキュラムにつ

いては学校で判断していくということでございます。 

 それから、次にいじめ問題にかかわって、ＰＴＡ活

動のことについては、まさにご指摘のとおりでござい

まして、議員もＰＴＡの前連合会長として、ご苦労な

されたと聞いておりますし、ＰＴＡ活動について、特

にもこういった学校現場で大変なことが今起こってお

りますので、これまで以上に教育行政とも連携をとり

ながら、いわゆる活動に関心を持たない保護者の方々

のことについて、これから努力をさせていただきたい

というふうに考えております。 

 それから、学校管理費の関係で、霜畑中の問題が指

摘がございましたが、この取り組みが余りにも唐突で

はなかったかということでございまして、実はこれは

地域の方々からも私は言われまして、これは実はかつ

て旧山形村で長い間取り組んできたという認識が私の

中に先行しておりまして、私はこれは実に地域として

これまでさまざま大変重要な課題ということで検討さ

れてきたのかなということでの前提でやったわけでご

ざいますが、しかし地元の方々からひざを交えて教育

行政と保護者の方がやる場面というのはそんなにはな

かったというのを聞きまして、これは教育長として、

少しそういった判断ミスといいますか、過去の経緯に

ついて、もう少し詳しく経緯を見てやるべきであった

かなと、そういう反省の点については、７回目の地元

説明会のときに、地元の方々におわびを申し上げたと

ころでございます。 

 それから、アンケートの内容について、もっと別な

ということだったんですが、アンケートのあり方につ

きましても、地域の方々に相談をしておりまして、こ

れまでアンケートの項目について、少し明確でないと

か、さまざまな意見もありましたし、そのほかに自由

に書く欄が必要だということ等がありまして、こうい

ったことを踏まえてアンケートを実施したわけでござ

いまして、この自由欄に書いたすべてのことについて、

これは地域の方々に開示しておりますし、そしてさら

に課題等について検討いただくということで取り組ん

でいたつもりでございますが、今後についてはこうい

った今指摘のあったことについては反省しながら取り

組みをさせていただきたいというふうに思います。 

 それから、今後のあり方についてでございますが、

答弁でも申し上げましたように、やはり私どもの説明

が理解が得られなかったということ等もありますし、

地域の方々が本当に子供たちのこと、学校の存在とい

うふうなものについて心配をしておられます。私ども

はさらに地域の方々に理解をいただくように、学校校



－121－ 

舎が古いとか、さまざまな問題があります。それから、

子供たちが中学生ぐらいになりますと、やはり切磋琢

磨する教育環境、それから例えばクラブ活動なり文化

活動でも、やはり多様な選択肢を私どもとしては準備

してあげたい、あるいは県教委の方針として、今後い

わゆるスポーツなり文化に秀でた子供たちの推薦入学

制度とか、そういった動きもありますので、さまざま

なことを勘案しながら、地元の方々から理解を得られ

るようにこれから取り組んでいきたいと、そのように

考えています。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 29番清水崇文君。 

○29番（清水崇文君） 議長、ご配慮ありがとうござ

いました。 

 そこで、この間、市Ｐ連のときにいろいろなＰＴＡ

会長とか、お話をしたんですが、その際、霜畑中に限

らず、山形町内、久慈市内の実は小学校の会長からも

さまざま悩みがあると。というのは、やはりＰＴＡ活

動は大体30代から40代が多いわけです。ただ、その部

落というか、地域にはもっともっと偉い方がおられる

中で、なかなか小学校、中学校の統合についても自分

たちから言えないと。逆に言ったら、教育委員会の方

からこうするんだというふうな指導、指針を出しても

らいたい。そうすれば、私たちもやりやすいというふ

うな話もございました。これをお話をしたいと思いま

す。回答は厳しければ、なくてもよろしいです。 

○議長（菊地文一君） 鹿糠教育長。 

○教育長（鹿糠芳夫君） 学校の設置については、教

育委員会が責任を持って決定するということになりま

す。その際にはこれからのあり方として、地域の協力

が欠かせないという部分もありますので、そのあたり、

ただいまいわゆる保護者の声というのもお話があった

わけでございますが、そういったこと、さまざまなこ

とについて、総合的に判断しながら、教育委員会議で

決定していただくと、こういうことになると思います

ので、ご了承をお願いしたいと思います。 

○議長（菊地文一君） 38番嵯峨力雄君。 

○38番（嵯峨力雄君） 石渡高雄議員の質問に関連を

いたしまして、学校におけるいじめの問題と、それか

ら観光開発についてお伺いをいたします。 

 これまでも非常に今議会で論議をし尽くされたよう

な感じの議論でございましたが、いじめの問題は、た

だ単に原因をまだ突きとめていない、突きとめられな

いと。非常に広範で深い原因がそこに潜んでいる。そ

の潜んでいる原因は何か。これを一言で解決できない

と。こういうお話であります。しかし、既に学校では

これを解決できない、教育委員会でも解決できない。

そして、子供の死にその問題は結びついていると。事

ほどさように既に学校そのものの存在すら危機に直面

したような現在の日本の学校教育の現状であると。し

かし、それをだれも解決できないといって、ほうって

おくわけにはまいらないのであります。 

 現在の子供たちは非常に勉強漬けになって、ストレ

スを感じている、あるいは友達と遊ぶことができない、

遊べない、みんなゲーム機を相手に、おもちゃを相手

に単独行動ばかりしている。それから、社会の影響が

非常に強過ぎると。家庭で子供たちをきちんとして、

いじめをしてはならない、ふざけもこの程度にしなさ

いと、いたずらもこの程度にしなさいと、昔の家庭で

は親が教えたけれども、家庭も子供を育てる機能を失

っている。お父さんもお母さんも勤めに出て、子供を

託児所に預けている。そういうところで、そういうき

ちんとした人間指導なり、一人の子供として、人間と

しての教え方がされているかいないか。 

 あるいは社会環境が――私いつもテレビを見ている

んですが、テレビの中で登場している人同士で平気で

暴力を振るい合っている。弁護士が出ている「行列の

できる法律相談所」という番組なんかでも、弁護士が

殴り合ったり、ふざけているんですが、あれも度が過

ぎたふざけなんですが、子供はちゃんとそれを見てい

る。 

 そういうわけで、学校で先生方がそれはいけません

よ、これがいけませんよと言っても、もう社会で、あ

るいは雑誌で、そういうものを常に見ておりますから、

これを直していくというのは社会全体が取り組まなけ

ればならない問題。午前中の議会の議論の中で、生徒

と学校と先生、この中から家庭が抜けているのではな

いか。家庭が入って、社会が入っても、そのような状

況の中では本当に難しい問題だと、私はそう思ってお

りますが、それでも何かをしなければならないと思い

ます。 

 私はよくサウナに行くんですが、いじめの問題をし

たときに、元気のある子供を育てる、これが教育の基

本でなければならない。子供は元気でなければならな
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い。風の子であれ。ところが、余り過保護ではないか。

こういう議論が一般の教育の専門家でない人たちの中

で出てきて、いじめに耐えられない、あるいはいじめ

を簡単にやってしまう。こういうことではいけない。

もっと強い子供をつくろうと、育てようという議論が

あるんですが、このようにいじめをめぐって、それぞ

れ家庭にも学校にも社会にも一般の人たちにも、いじ

めをめぐっての認識にずれがある。そごを来している。

ですから、これを同じように考える共通理解の上に立

って、これに取り組んでいかなければならないと、そ

ういうことを痛感するわけであります。 

 そこで、この際、生徒、学校、教育委員会、地域、

地域には老人クラブだとか、婦人会が入ります。それ

から、家庭。こういう人たちが一堂に会して、いじめ

についてのひとつ話し合いを、大会を持ったらどうで

しょうか。これは大会になると、主催者のあいさつが

あって、来賓のあいさつがあって、講師があって、こ

れで終わってしまう。そうでなくて、本当にこの問題

についてどうなのかということをとことん議論するよ

うな大会や集まりが常にあっていいのではないかと。 

 そのことをひとつご提案を申し上げたいのですが、

この点について、先ほどは学校で問題を解決できない

ときには、教育委員会が頼んで、教育のサポートする

人たちを頼んでいると。これは知識人だと思うんです

が、こういう人たちだけでなくて、一般の人も当事者

も巻き込んだ、そういう話し合いや大会を何回か、も

っと身近な問題を、自分たちの考え方を述べ合う中で、

ひとつ話し合う機会を持っていただいたらどうなのか

と。このことをご提案申し上げながら、教育委員会の

ご見解を承りたいと思います。 

 それから、もう一つは観光のことでございますが、

先ほど石渡議員はドイツのロマンチック街道の久慈版

をつくれと、こういうことをお話をされました。私は

久慈と山形村が合併したときに一番心配したのは、久

慈の中心市街地に向かって、人の流れが一方的な流れ

になるのではないか。朝は久慈に向かって、みんな山

形村から出てくる。夜になると、ただ単に泊まるだけ

に山形村へ帰っていく。こういう人口の流れが出るの

ではないかと、これを大変心配をいたしました。 

 このロマンチック街道でそれぞれがそれぞれの機能

を担う。そして、ここを市の人たちも、市外から来た

人も、県外から来た人も、このロマンチック街道を走

ってもらう、歩いてもらう、入ってきてもらう。そう

いうことによって、市内の各所が、各地域が満遍なく

人の交流ができる、そういうまちをつくっていただき

たい。そのことによって、そこの地域の人たちとそこ

を訪れた人たちとの交流があり、理解があり、共感が

あって、やがてこれが副次的に、二次的に、あそこの

何とかを食べよう、あそこの何とかを買おう、こうい

うことで、それが生産にも結びついていく。 

 こういう意味で先ほどは市長さんから観光街道につ

いて琥珀街道、これも市長さんはぜひその名前にしよ

うというものでなくて、おっしゃられたと思うんです

が、そういう観光街道については、先ほどの答弁でわ

かったんですが、さらにこれは本当に早急に取り組ん

でいただいて、この久慈市の全体がいつも山から町へ、

町から山へ、海から山へ、山から海へ、交流がなされ

るような、そういう方策の観光開発をひとつしていた

だきたい。そういうことで、先ほどお伺いしたんです

が、再度そのことについてお伺いをしたいと思います。

終わります。 

○議長（菊地文一君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 管内におきまして、観光開発

といいますか、ルート設定についての再度のお尋ねで

あります。ご承知のとおり、県立自然公園として平庭

高原地域、そして久慈渓流といったものもございます。

また、同時に陸中海岸国立公園といった名勝の地もあ

る。加えて長内川筋といいますか、先ほどのお話のあ

った街道沿いにもさまざまなすぐれた観光資源が賦存

していると、こういうことであります。これをすなわ

ち整備すれば、トライアングルのルートが設定される

ことになるというふうにも思っております。したがい

まして、先ほども答弁申し上げましたとおり、関係機

関等とこのテーマについて意欲的に研究を重ねてまい

りたいと思っておりますので、ご理解を賜りますよう

お願いいたします。 

○議長（菊地文一君） 鹿糠教育長。 

○教育長（鹿糠芳夫君） それでは、いじめの問題に

ついてお答えを申し上げたいと思いますが、ただいま

提起のありました生徒、学校、教委、教育行政、地域

とか、いわゆる前にもご質問があった５者の連携とい

うのが大事でございますが、これに加えて、やはり共

通認識を持つために意見交換の場といいますか、大会

を設けたらどうかという提起がございましたが、私は
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これは非常に大事なことであるというふうに思います

が、それが大会という形式がいいのか、そうではなく

て意見交換という場でやるのか、そのあたりについて

は、この趣旨に沿ったやはりこういった関係者間の共

通認識を持つ場を設けたいと、そのように考えます。 

 それから、共通の情報も共有という部分がございま

すけれども、これについては子供たちの教育上支障を

来す場合もございますので、この情報の部分について

は、教育委員会で相当検討した上で共通の場に出して

いかなければならないという部分もございますが、今

の提起については、どういう形がいいのかは別として、

必要性は十分に認識しておりますので、取り組んでい

きたいと。 

 それから、発言の中でサポートチームの関係でござ

いましたが、これは単なる例えば課長レベルとか、教

育長が入るとか、そういうことではなくして、実務者、

例えば児童相談員ですとか、保健師ですとか、市の指

導主事ですとか、警察ですとか、さまざまな実務レベ

ルの即動ける方々からチームをつくっていただいて、

起こった事案に対応していくということでございます。

これは全く実働部隊ということになりますが、これは

就学指導委員会なり、教育委員会で十分検討された方

向に沿って、実務的に対症療法を講じていただくと、

こういった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） 39番谷地忠一君。 

○39番（谷地忠一君） 石渡議員の一般質問に関連し

てご質問申し上げるわけですが、最初に協働のまちづ

くりをスローガンに新久慈市がスタートされて、９カ

月が経過するわけですが、山内市長さんはそのスロー

ガンのもとに今日を迎えて、どのように現時点で評価

されているか、まず端的にお知らせをいただきたいと

思います。 

○議長（菊地文一君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 協働のまちづくりにかかわっ

て、合併後、現時点でどのように評価をしているかと

いったご質問と受けとめまして、お答えをさせていた

だきます。 

 先ほど来答弁を申し上げておりますように、地域コ

ミュニティ振興事業等を活用したさまざまな事業が展

開されております。また、そのほかにも旧来から制度

のございました自治振興基金等を用いての協働作業、

あるいはまた中央公民館等の活動でもございますけれ

ども、ヤングボランティア活動、それから民間の方々

のさまざまなそういったボランティア活動、これは小

学生、中学生、高校生にも及ぶ活動等がございます。

そういった形でこの合併を機にということになりまし

ょうか、あるいはそれぞれの旧市村が持っておりまし

たその種といったものが今花開いているのかはともか

くも、相当にこの協働によるまちづくりといったもの

が活発化してきていると、このように思っております。 

 中には試行的に行っている事業もあるわけでありま

すが、例えば協働による道路周辺の環境整備事業等に

ついては今新たに始まったばかりでございますので、

どういった効果なり、あるいは改善点なりが検討され

るべきものがあるのかどうか検証してまいらなければ

ならないと思っておりますが、この協働によるまちづ

くりといった考え方、理念、行動といったものが拡大

をしていると、このように認識をいたしております。 

○議長（菊地文一君） 39番谷地忠一君。 

○39番（谷地忠一君） 石渡議員が質問された項目の

中で、特にも地域の中での青年会活動というものを強

く訴えたわけですが、私もその考えに同感、感銘する

一人でございます。特にも我が地区のことを申し上げ

ますと、青年会活動が以前から歴史的に活動が活発な

地域でございましたが、他地区には、他町村にもそう

いった青年会活動というのが少なくなっている中で、

人数は少なくなっているんですが、一生懸命活動して、

自発的な活動も結構やっているわけですが、そういっ

たのが地域の協働という掘り起こしに大いにつながっ

ている。新久慈市が協働のまちづくりというスローガ

ンを掲げているわけですが、その担い手の大きな役割

をしていると。 

 そういうことで、ご質問になるわけですが、これか

らも青年会活動というものは重要な役割になって、今

もそうなんですが、さらにそういう時代が来るわけで

すが、一生懸命やっているところを手本的な、今はや

りの言葉ですと特区的な扱いの中で実例を出しながら、

他の地区にも波及するような取り組みを考えたらとい

うふうにご提案するわけですが、そういうような考え

があるかどうかお伺いするわけでございます。 

 それから、教育旅行の関係でお伺いするわけですが、

これはかなりの成果を上げて、新年度からの大きな来

客が見込まれるというようなことでございますが、そ
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の自然のよさと、それ以上に来る人たちは、地域の人

たちとの触れ合いというものが大きな役割をするとい

うふうに思います。そういう点では、先ほど申し上げ

た地区の青年会の青年たちがその人たちを迎えて交流

を図っている。老人の方々も一般の人たちも入る、そ

ういう構図になって、よりよい傾向だなというふうに

思っております。そうしますと、来た人だけでなく、

地元の人たちも非常に喜びを感じ、地域づくりに前向

きな気持ちになるというような、そういう成果が期待

されるわけでございます。 

 それから、木炭のこともご質問したわけですが、こ

れは歴史的にご答弁があったような背景のもとに、今

なお少ない生産量ながらも続いているわけですが、木

炭産業の役割というものは、金額的に販売金額が少な

くても、地元にほとんど金がおりるという、そういう

ような産業でございますので、根強い、大変な時期が

あっても、乗り越えて、今日があるわけですから、新

しい商品の開発や販売、そういったものによって、こ

れからも炭焼きの仲間がそういう強い気持ちを持って

おりますので、先ほどのご答弁のような考えでご支援

をお願いしたいというふうに思っております。ひとつ

ご答弁お願いします。 

○議長（菊地文一君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 何点かにわたってご質問があ

りましたが、私からは地元青年と教育旅行とのかかわ

りについて、このことについて答弁をさせていただき

ます。 

 先ほどもこの事業が拡大することによって、さまざ

まな課題が出てまいりますと、その中の一つにはイン

ストラクターの養成等も課題となってくるだろうと、

このように答弁をさせていただきました。当然に受け

入れる民泊を行っていただく方だけではなくて、地域

としての取り組みというものが当然に必要になってく

るだろうと、このように思っております。 

 そうした中、教育旅行ではないのでありますが、同

じようなメニューでもって、あるいは体験学習といっ

た形で、例えば盛岡地区の専門学校の若者たちもこの

体験学習の中に来ていると、このように承知をいたし

ております。そうした中で青年同士の触れ合いといっ

たものも実はこの中で可能になってくるものだろうと

いうふうに思っております。したがって、今後その地

域の若者たちの教育旅行、あるいは体験学習にかかわ

る姿勢を大いに期待をしたいと、このように考えてお

ります。 

○議長（菊地文一君） 大湊教育次長。 

○教育次長（大湊清信君） 地域におきます青年層の

活動そのものが地域活動そのものの活発化につながっ

ているというご指摘のところにつきましては、私ども

としても十分認識しておりますし、また山形地域にお

ける青年会活動そのものがモデル的な活動をしている

というところも承知しております。 

 また、旧久慈市で申しますと、侍浜とか、夏井とか、

大川目とか、山根とか、いろいろな地区で青年層が活

躍をしているところは、またいろいろな意味で活発な

地域活動につながっているというふうに承知しており

ますので、こういう例の周知を図る、全域に周知させ

る、波及させるという意味では必要だと、こういうふ

うに認識しておりますので、そういう取り組みをして

まいりたいというふうに考えております。 

 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） 木炭振興についてお

答え申し上げます。 

 木炭につきましては、生産量、岩手県一ということ

でございます。また、非公式ではございますけれども、

日本一とも言われてございます。そういうことでござ

いますので、久慈市の特産品として、今後とも関係者

連携いたしまして、この振興に取り組んでまいりたい

と、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） 39番谷地忠一君。 

○39番（谷地忠一君） 青年会活動に対してのご答弁

をいただいたわけですが、事例を申し上げますと、遠

くへ出た青年たちも、この何年間で地元に帰って、そ

の家の家業の後継ぎをしている青年たちもありますが、

それもやはり仲間意識によって戻ったというような話

も聞いて、大変よいことだなというふうに思っており

ます。 

 なお、質問者の石渡議員は私よりは大分若いんです

が、過渡期のころ、青年会活動に大変熱心だなと思っ

ておったわけですが、今の家庭は、青年会活動の中で

家庭ができたというような事例でございます。これに

はご答弁は要りません。ありがとうございます。 

○議長（菊地文一君） 再質問、関連質問を打ち切り
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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。 

午後４時45分   散会 
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