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午前10時00分   開議 

〇議長（宮澤憲司君） ただいまから本日の会議を開

きます。 

直ちに、本日の議事日程に入ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第１ 一般質問 

〇議長（宮澤憲司君） 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、澤里富雄君。 

〔新政会代表澤里富雄君登壇〕 

〇５番（澤里富雄君） 私は新政会を代表して市政を

取り巻く諸課題について一般質問を行います。 

 質問に入る前に、去る６月14日朝発生した岩手・宮

城内陸地震において、死者、不明者、負傷者、土砂崩

れ等の大きなつめ跡を残しました。新政会ともども亡

くなられた方々のご冥福を心からお祈り申し上げます

とともに、１日も早い復興をご祈念申し上げます。 

 それでは、前登壇者と重複する質問がありますが、

割愛することなく、通告に従い質問に入ります。 

 第１の質問は、県北沿岸振興策について専門的な知

識を持つ企業誘致アドバイザーを設置したり、県では

県北沿岸振興のためにさまざまな施策を提示し、これ

までものづくり産業において北日本造船等の企業誘致

や増設で一定の成果が認められますが、これまで当市

に対する主な成果と、今後の重点的に取り組むべき事

業について市の考え方をお伺いいたします。 

 第２の質問は、市の花・木・鳥の制定についてです

が、合併後２年以上経過しましたが、市の象徴となる

花・木・鳥の制定の考えがないかお伺いをいたします。 

 第３の質問は、市民バス運行の現状について。本年

４月よりこれまで市民の重要な生活の足として運行さ 
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れていたＪＲバスから、市民バス「のるねっとＫＵＪ

Ｉ」として運行された市民バスの利用状況と、ダイヤ

や運行経路の見直しや、バス停の新設、乗り継ぎ等の

課題についてお伺いをいたします。 

 第４の質問は、限界集落について。先の答弁で平成

17年の国勢調査の集計により10地区が該当していると

のことでしたが、既に調査後３年が経過しております。

県では草の根コミュニティ再生支援事業等実施してお

りますが、身近な自治体である市が関与し、これらの

地区に早急な支援策が必要と考えますが、具体的な対

応策についてお伺いをいたします。 

 第５の質問は、防災対策について２点お伺いいたし

ます。１点目は、先般中国四川大地震が発生し、被災

者4,500万人超の大惨事が発生しました。異国の国の

出来事ではなく、身近な本県においても先日、岩手・

宮城内陸地震が発生し死者、負傷者が多く出ました。

四川省において救援物資の不足があり、特に仮設テン

ト、トイレ等の不足があったと報道されておりました

が、当市の災害における備蓄物資等、地震対策ストッ

ク品は万全かお伺いをいたします。 

 ２点目は、消防職員の充足率について。緊急時に市

民または地域住民の生命、財産を守るために必要な消

防職員の役割は非常に大きなものがありますが、現在

職員の充足率はどのようになっているのかお伺いいた

します。 

 第６の質問は、住基カードについて。国は本年度か

ら３年間、住基カード発行経費の交付税措置を1,500

円に増額されましたが国の思惑に反し、なかなか国民

に普及しない現状があります。当市においては国の特

別交付税を活用して、カード交付手数料の無料化に踏

み切りましたが、現在の普及率はどれくらいなのか、

またなかなか進まない普及対策をどのように考えてい

るのかお伺いをいたします。 

 第７の質問は、地球温暖化対策について。市環境基

本計画の具体的な展開のために、職場や地域における

市民の環境保全意識を高めるために、市民総参加によ

る地球温暖化防止運動を展開すべきと思いますが、所

見と具体策をお伺いいたします。 

 第８の質問は、介護施設と要介護の実態と今後の課

題について。高齢化が進み要介護者が年々増加傾向に

ある中、介護施設は満床状態にあり、入所希望者と家

族は困惑している実態がありますが、現状と傾向及び

今後の対応策についてお伺いをいたします。 

 第９の質問は、農業振興について２点お伺いいたし

ます。１点目は、耕作放棄地対策について。先の第９

回定例会でも同僚議員からも質問が出され、農業委員

会と連携し、担い手への農地集積などにより解消に努

めたいと答弁しておりますが、そのように進めている

と思われますが、どのような具体策を考えているのか

お伺いをいたします。 

 ２点目は、菌床シイタケに対する補助事業について。

農山漁村活性化プロジェクト支援事業の一環で、国の

交付金１億3,000万円の決定がされましたが、進捗状

況と交付金の使用を含めた事業検証をすべきと思いま

すが、考えをお伺いいたします。 

 第10の質問は、マツタケ山環境整備実証事業につい

て。平成18年、19年とマツタケ山環境整備実証事業を

行っておりますが、今年度の計画と見通しについてお

伺いをいたします。 

 第11の質問は港内静穏度について。半崎地区港内の

北日本造船久慈工場の接岸、岸壁付近の年間の静穏度

の割合と、今後の静穏度向上のためにはどのような対

策が必要と考えているかお伺いをいたします。 

 第12の質問は、やませ土風館について２点お伺いを

いたします。やませ土風館は国の認定を受けた活性化

基本計画の柱事業で全国から高い関心が持たれ、必ず

や成功させなければならない事業でありますが、市で

は年間来場者を延べ57万人、年間売り上げ４億9,600

万円を目標に掲げておりますが、開業して２カ月が過

ぎ、運営状況と課題をどのように把握しているかお伺

いをいたします。 

 ２点目は、秋まつり前夜祭をやませ土風館駐車場で

実施できないかという市民の声があるが、どのように

考えるかお伺いいたします。 

 第13の質問は、土木行政について。国道45号整備に

ついて２点お伺いいたします。１点目は、宇部地区歩

道整備工事ですが、平成19年度完成予定と聞きました

が、一部未整備区間がありますが完成予定等進捗状況

をお伺いいたします。 

 ２点目は、通称野田峠の登坂車線の整備計画が出さ

れましたが、道路特定財源の暫定税率が１カ月失効し

整備計画が心配されますが、見通しについてお伺いを

いたします。 

 次に、市道整備について２点お伺いいたします。久
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喜地内の海岸線道路の側溝整備について。先般の予算

委員会での答弁で現地を調査し検討するとのことでし

たが、その後調査されたと思いますが、今後の整備計

画についてお伺いをいたします。 

 ２点目は、市道上長内日吉町線の歩道設置について。

先の３月議会において、本年度より市道上長内日吉町

線の歩道整備に着手する旨の答弁をいただいておりま

すが、現在のままの市道用地で間に合うのか、または

水田として使用している圃場部分を買い上げての整備

なのかお伺いをいたします。 

 第14の質問は、教育行政について５点お伺いいたし

ます。 

１点目は、少子化が進む中、学校再編について基本

方針が発表されました。再編にかかる住民説明会が開

催され、住民からどのような意見が出されたかお伺い

をいたします。 

 ２点目は、学校耐震診断について。先月、中国四川

省において大地震があり、校舎倒壊など多くの犠牲者

が出されました。このことは地震国に住む私たちにお

いても、対策が極めて重要であります。そこで、当市

における学校耐震診断の進捗状況とその対策について

お伺いいたします。 

 ３点目は、給食センターについて。老朽化のために

改築される学校給食センターの設計入札は、残念なが

ら市外業者に落札なりました。工事着工から完成まで

のタイムスケジュールと、完成後の学校給食供給時期

についてお伺いをいたします。また、新給食センター

において使用される食材は、地産地消や食育の観点か

ら地元食材を利用することが重要と思いますが、どの

程度利用するのか考えについてお伺いをいたします。 

 ４点目は、国体に向けての強化対策について。平成

28年度開催予定の岩手国体に向けて、県ではスーパー

キッズの養成がなされていますが、市として取り組む

考えがないかお伺いをいたします。 

 ５点目は、市民体育館の駐車場について。各種大会

等において、競技者を初め応援に来ている来場者等か

ら駐車場が狭いという意見が多数あると聞きますが、

改善策をお伺いをいたします。 

 後の質問は、農地の用途変更について、農業委員

会にお伺いをいたします。都市計画区域内の農地転用

について、申請してから許可まで２カ月間を要する現

状を、１カ月くらいで許可できるように簡略化できな

いかお伺いをいたします。 

 以上、登壇しての私の質問を終わります。 

〇議長（宮澤憲司君） 山内市長。 

〔市長山内隆文君登壇〕 

〇市長（山内隆文君） 新政会代表、澤里富雄議員の

ご質問にお答えいたします。 

初に県北沿岸振興策についてお答えをいたします。 

県では、平成18年11月策定の「県北・沿岸圏域にお

ける産業振興の基本方向」に基づき、県北沿岸振興に

取り組んでおり、本年４月に平成19年度の実績が公表

されたところであります。分野別の主な成果といたし

まして、食産業ではシメサバ等の販路拡大、ものづく

り産業では北日本造船等の新増設支援や中小企業への

融資、また観光産業では平庭高原エコパーク事業、し

らかばの湯オープンなど、さらにまた農林水産業では

ホウレンソウと菌床シイタケによる営農類型実証、ア

カマツ販売戦略の策定、ナマコ種苗育成と放流実証な

どが挙げられます。今後は計画や戦略をより具体化す

べく、各分野において要望事項の実現や、生産量、販

路数、販売額など数量的な向上が図られるよう、県と

ともに取り組んでまいりたいと考えております。 

次に、新市の花・木・鳥の制定についてであります

が、昨日の清風会代表畑中議員にお答えいたしました

とおり、今後しかるべき手続きを経た上で、新市施行

５周年などの時期をとらえて制定してまいりたいと考

えております。 

次に、市民バス運行の現状についてお答えをいたし

ます。ＪＲバスが廃止をいたしました市内を運行する

７路線の代替バスの運行状況についてでありますが、

市が委託運行をいたします新市民バス「のるねっとＫ

ＵＪＩ」を11路線、またバス事業者が自主運行する路

線に補助して運行する大野線、さらにまた県から補助

金を受けて運行する通学支援バス、合わせまして13路

線は計画どおり本年４月１日から運行を開始し、順調

に運行しているところであります。 

また、今後の課題でありますが、市民の足としてバ

スを維持するためには、何よりも市民から乗っていた

だけなければなりません。したがいまして、このバス

の乗車率向上を図ってまいる考えであります。 

次に、限界集落についてお答えをいたします。65歳

以上の高齢者が集落人口の半数を超え、社会的共同生

活の維持が困難な状態におかれております、いわゆる
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限界集落でありますが、昨年実施いたしました集落の

状況に関する調査では、集落の維持・再生のために必

要な支援策として、多くの集落で集落活動の若手後継

者の育成、集落活動に要する費用の助成、共同施設の

新設・更新への助成などを挙げているところでありま

す。こうしたことから市では、今年度から地域コミュ

ニティ振興事業補助金の補助率を引き上げ、積極的な

活用を推進し、地域活動を支援しているところであり

ます。また今年度、県と連携をいたしまして山形町繋

地区におきまして、地域住民が抱える課題の抽出や解

決策を探る元気なコミュニティ倍増計画モデル調査事

業を実施いたしますほか、山根町小田瀬地区で集落の

維持・再生をテーマに草の根コミュニティ大学を開催

する予定であり、引き続き住民と一体となった集落の

活性化に努めてまいる考えであります。 

次に、防災対策についてお答えをいたします。まず、

災害に備えての物資備蓄等は万全かとのご質問につい

てであります。非常食の備蓄状況につきましては、主

に乾パン、アルファー米など１万1,000食分、また非

常用飲料水は10トン、生活用品につきましては毛布

380枚、土のう袋3,200枚、ブルーシート100枚等を防

災センターにおいて管理いたしております。また水防

資機材関係でありますが、主なものは排水ポンプ10機、

水中ポンプ２機、スコップ120丁など、半崎及び門前

の資機材倉庫にて管理をいたしております。なお物資

の備蓄の 適量は、災害の規模により異なりますので、

一概に適切な備蓄の量を示すことはできませんが、機

会をとらえまして民間企業等との災害時における供給

協定締結に努め、流通備蓄等により迅速な対応が可能

な体制づくりを推進してまいりたいと考えております。 

次に、消防職員の充足率についてでありますが、本

年４月１日現在における久慈広域連合消防本部の消防

職員数は、定数143名に対して138名となっております。

その充足率は96.5％となるものと久慈広域連合消防本

部から伺っているところであります。 

次に、住基カードについてお答えをいたします。住

民基本台帳カード、いわゆる住基カードは平成15年８

月から電子自治体の一翼を担う行政サービスの一環と

して、全国的に導入されたところであります。本年５

月末現在の当市の交付枚数は写真つきカードで239枚、

写真なしで149枚、合計388枚となっております。住基

カードの普及率が全国的に低調に推移していることに

かんがみ、国では交付手数料を無料化した自治体に対

し、地方交付税での優遇措置を設けたところであり、

当市におきましても本年４月から３年間に限り、交付

手数料を無料化し、広報誌等で啓発に努めているとこ

ろであります。また当市ではこれに加えまして、写真

つきカードの交付申請時におきまして、希望する方に

は写真撮影のサービスも行っているところであります。 

住基カードは国税の電子申告制度、通称ｅ－Ｔａｘ

での公的個人認証サービスへの活用や、写真つきカー

ドは各種手続き等における本人確認に有効であること

などから、今後とも普及啓発に努めてまいる考えであ

ります。 

次に、地球温暖化対策についてお答えをいたします。

市民参加の地球温暖化対策つきましては、昨年２月に

地域の地球温暖化対策を推進をいたします久慈市地球

温暖化対策地域協議会が設立され、啓発イベントや情

報交換会、研修会の開催といった活動を行ってまいり

ました。本年度は、同協議会における活動のさらなる

促進とあわせまして、一層の会員拡大を図ることが計

画されていると伺っております。市といたしましても

久慈市地球温暖化対策地域協議会とさらに連携を強化

し、より多くの市民、事業者を巻き込んだイベントの

開催や事業を実施してまいりたいと考えております。 

また、地球温暖化対策は、啓発活動により１人でも

多くの市民に地球温暖化に興味を持ち、実践していた

だくことが重要であると考えますことから、広報や市

ホームページ及び、年４回発行の環境行事情報などを

通じ、環境月間の周知やライトダウンキャンペーンな

どの普及活動に向けて、啓発活動を強化してまいりた

いと考えております。 

次に、介護施設の実態と今後の課題についてお答え

をいたします。市内における介護施設の平成19年４月

１日現在の待機者数は262名となっており、受け入れ

状況は介護老人福祉施設の定員152名、介護老人保健

施設の定員178名に対し、いずれの施設も満床の状況

にあります。今後の対応策につきましては、居宅介護

サービス基盤の整備及び、家族介護者に対する支援事

業の充実に努めてまいりたいと考えております。 

次に、農業振興についてお答えをいたします。耕作

放棄地対策につきましては、昨日の日本共産党久慈市

議団代表、城内議員にお答えいたしましたとおり、本

年度からの新たな取り組みとして、農地１筆ごとの実
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態調査を実施の上、調査結果の検証を踏まえながら、

耕畜連携の推進強化等により鋭意取り組んでまいりた

いと考えております。 

次に、菌床シイタケに対する補助事業の検証の考え

方についてでありますが、本事業は国の農山漁村活性

化プロジェクト支援交付金を活用して菌床ブロック製

造から、菌床シイタケの一貫生産体制を確立すること

によって、雇用の創出を図ることを事業の目的といた

しております。この事業の検証の考え方は、一義的に

雇用の創出人数ではありますが、地元産広葉樹利用状

況や菌床シイタケの生産拡大等、波及効果についても

検討し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いてお答え

をいたします。これまで平成18年度から小久慈町の市

有林に実証試験地を設け、成果を観察中でありますが、

現時点ではマツタケ発生の確認には至っていないとこ

ろであります。マツタケの性質・生理生態等から、４

年から５年の観察を要すると指導されているところで

ありますので、本年度においても地かき作業や注意深

い観察を行ってまいりたいと考えております。 

次に、港内の静穏度についてでありますが、北日本

造船株式会社久慈工場が利用している岸壁付近の年間

静穏度の割合につきましては、現在85％程度であると

国土交通省東北地方整備局から伺っているところであ

ります。 

次に、やませ土風館についてお答えをいたします。

やませ土風館の集客状況と運営上の課題についてであ

りますが、４月８日のオープンから６月６日までのお

よそ２カ月間に、約16万人の方が当施設を訪れており、

順調な出だしととらえております。 

一方、運営上の課題といたしましては、駐車場が狭

隘であることが挙げられます。当該課題への対応とい

たしましては、県立久慈病院跡地を駐車場として解放

しているほかに、イベント時には市役所を初め、各施

設を臨時駐車場として活用するとともに、久慈市街な

か連携観光誘客協議会によりますシャトルタクシーの

無料運行も試行しているところであります。 

なお今年度、県立久慈病院跡地広場を整備する計画

でありまして、このことにより周辺環境が整備される

とともに、駐車場問題が緩和されるものと考えており

ます。 

次に、秋まつり前夜祭の開催会場についてでありま

すが、ご案内のとおりやませ土風館においては、広域

観光の拠点として広く地域の観光・歴史・文化のＰＲ

を行うため、観光コーナーのほかに、山車展示コーナ

ー、また山車創作体験館を設けており、特にも久慈秋

まつりにつきましては、当施設の目玉として、多くの

観光客から好評をいただいているところであります。

こうしたことから、ことしの久慈秋まつりの前夜祭は、

会場をやませ土風館を中心として開催することで、久

慈秋まつり検討委員会や山車運行部会からのご意見を

いただきながら、実現に向けて取り組んでいるところ

であります。 

次に、土木行政についてお答えをいたします。まず、

国道45号宇部地区歩道整備工事の進捗状況についてで

ありますが、平成19年度までに全体計画延長1,750メ

ートルのうち、約1,670メートルが整備済であり、そ

の進捗率は約95％となっております。現在３カ所の用

地につきまして交渉中でありますが、今年度が事業

終年度となっておりますことから、地権者の理解を得

られるよう鋭意努力してまいりたいと、三陸国道事務

所から伺っているところであります。 

また、通称野田峠の登坂車線の整備計画についてで

ありますが、宇部町側に約1,000メートルの設置を計

画しており、今年度は用地を取得し、その後工事を進

めてまいりたいと三陸国道事務所から伺っているとこ

ろであります。市といたしましては、早期整備が図ら

れますよう引き続き要望を続けてまいりたいと考えて

おります。 

次に、市道整備についてお答えをいたします。 

まず、久喜地区の海岸道路、市道久喜漁港線の側溝

整備についてでありますが、この市道は一般県道野田

長内線と久喜漁港を結ぶ全体延長約1,570メートルの

主要な路線でありますが、そのうちの約165メートル

区間が水路式側溝であるため道路幅員が狭い状況にあ

り、落ぶた式側溝への改修が必要であると認識をいた

しております。現在、地元住民と整備手法について協

議を行っているところでありますが、さらに検討を加

えてまいりたいと考えております。 

後に、市道上長内日吉町線の歩道設置についてで

ありますが、この歩道整備は長内中学校の移転に伴い、

通学や地域住民の交通の安全を確保するため、上長内

の市道上長内長内橋線から、中日吉の市道日吉町宇部

線までの約2,700メートルの歩道を整備しようとする
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ものであります。今年度は全区間の測量調査、設計と

一部用地買収などを進める予定であります。なお、計

画、設計に当たりましては、地元説明会を開催するな

ど関係者の方々から理解が得られるよう、コンセンサ

スを十分に図りながら進めてまいる考えであります。 

以上で、新政会代表澤里富雄議員に対する私からの

答弁を終わります。 

〇議長（宮澤憲司君） 末﨑教育長。 

〔教育長末﨑順一君登壇〕 

〇教育長（末﨑順一君） 新政会代表、澤里富雄議員

の教育行政についてのご質問にお答えをいたします。 

初に、学校再編に係る住民懇談会における意見に

ついてでありますが、統合に賛成する意見としては、

子供の教育環境充実のため早期の統合を望むという主

に保護者からの意見。反対する意見としては、学校は

地域のシンボルであり、廃校になると地域がさびれる

というもの。また、小規模校教育の優位性を説く意見

があったところであります。 

そのほか、通学手段の確保、建物・土地の利用計画、

統合予定校との交流事業の充実等について、質問・意

見等があったところであります。 

 次に、学校の耐震診断についてでありますが、昨日

の日本共産党久慈市議団代表、城内議員にお答えいた

しましたとおり、平成19年度末現在で耐震診断率

65.3％、耐震化率71.1％となっており、早期に耐震化

が図られるよう耐震診断の実施に努めてまいります。 

 次に、学校給食センターについてお答えいたします。 

まず、進捗状況につきましては、昨日の政和会代表、

下舘議員にお答えしたとおり、建設敷地の造成工事を

６月下旬、本体工事を８月中旬にそれぞれ入札を実施

する予定としており、平成21年度の７月完成を目指し、

鋭意取り組んでまいります。なお、給食の提供開始時

期でありますが、夏休み明けを予定しております。 

 また、新給食センターで使用する地元食材の利用に

対する考えでありますが、地元食材の利用に当たりま

してはこれまでも生鮮野菜や米、海産物、畜産物を中

心に利用拡大に努めてきたところであり、特にも昨年

度は、地元牛乳をすべての小中学校に導入したところ

であります。新給食センターにおきましても地産地消

を念頭において献立内容等工夫を凝らし、地元食材の

利用拡大に努めてまいります。 

 次に、国体に向けた強化対策についてお答えいたし

ます。県が昨年度から実施している「いわてスーパー

キッズ発掘・育成事業」は、子供たちにオリンピック

選手や全国制覇等の高い目標を持たせながら、スポー

ツに取り組ませるということにより、岩手から世界大

会のメダリストを輩出するということを目的としてい

る事業であり、市としても今後、多くの児童が選抜さ

れることを期待するものであります。また、選抜され

た児童以外の子供たちにも各種養成プログラム等の情

報提供がなされ、当市においても児童の体力向上が図

られるよう岩手県等関係機関との連携に努めてまいり

たいと考えております。なお、本年度は市独自に、新

たに小中学校を対象とする少年柔道強化遠征事業を実

施し、選手の育成強化を図っていく考えであります。 

 後に、市民体育館の駐車場についてお答えいたし

ます。各種大会のたびに駐車場が狭いということであ

りますが、これまで三船十段杯争奪柔道大会、全国ス

ポーツ・レクリエーション祭等の大きな大会を開催す

る際には、隣接の私有地等の借り上げや、市役所等か

らのシャトルバス運行などにより対応してきたところ

であり、今後も大会主催者と連携を図り、駐車場の確

保に努めてまいりたいと考えております。 

 以上で、新政会代表、澤里富雄議員に対する私から

の答弁を終わります。 

〇議長（宮澤憲司君） 荒澤農業委員会会長。 

〔農業委員会会長荒澤光一君登壇〕 

〇農業委員会会長（荒澤光一君） 新政会代表、澤里

富雄議員の質問にお答えをいたします。 

 農地の用途変更に関する手続きの簡素化についてで

ありますが、農地を農業以外の用途に利用する場合に

は、農地法の規定に基づいて農地転用の手続きが必要

であります。この農地法に基づく農地転用の許可制度

は、効率的かつ生産性の高い農業の基盤となる優良農

地を確保することを目的とすることから、申請に基づ

いた市町村農業委員会の審査意見と、 終的には岩手

県農業会議の意見をもとに、４ヘクタール以下の面積

の場合は岩手県が許可するものでありますので、ご理

解を賜りますようお願いいたします。 

 以上で、新政会代表、澤里富雄議員に対する私から

の答弁を終わります。 

〇議長（宮澤憲司君） 再質問、関連質問を許します。 

 ５番澤里富雄君。 

〇５番（澤里富雄君） それでは何点か再質問をさせ
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ていただきます。 

 まず、質問項目２の市の花・木・鳥の制定について

でありますけども、合併後旧山形村との相互の交流と

一体感が出てきたので、具体的に検討するという答弁

をいただきましたが、新市施行５周年をめどにという

ことでありますが、もう３年目になりますか。そろそ

ろやっていないと５周年には発表できないかなと思い

ますので、私、提言とお願いをしたいと思います。平

成18年に久慈市総合計画の中で、ツツジの植栽を推進

し、市民ぐるみでツツジの里づくりを推進するとあり

ますが、宇部町においてですけれども宇部マレットゴ

ルフ場一体を森の学校と称しまして、ボランティアで

ことしツツジを3,000本ほど植樹しております。将来

１万本の植樹を目指しておりますけれども、そのほか

市内各地においてもいろいろな団体等がツツジを植樹

しており、市民ぐるみで取り組んでおり、まさに市の

花にツツジがふさわしい花と思いますけども、また今

後、このツツジの里づくりを具体的にどのように進め

ていくのかお伺いをいたします。 

 また、市の木としては、山形町には日本一のシラカ

バ林があるわけですけれども、これまた市の木として

ふさわしいのではないかと思います。 

 それから市の鳥としては、久慈市の７割くらいが山

林であり、キジ、ヤマドリの生息の宝庫でもあるわけ

です。キジとかヤマドリというのが市の鳥としてはど

うかと思いますが、ご所見をお伺いしたいと思います。 

 次に、質問項目３の市民バスの運行についてであり

ますけれども、このことは昨日もるる質問がありまし

たけれども、時刻表等の改正にはしかるべき手続きを

要するため、３カ月ほど時間がかかるとのことですの

で、早めの検討が必要と思いますが、今後いろいろな

課題解決のために、利用者の調査をするということで

ありますが、このことは必要不可欠なことと思います。

昨日の答弁等を聞きますと、アンケート調査等検討を

しているということでありますが、なんといっても利

用者の声が一番参考になると思いますけども、どんな

調査方法、そしていつごろこの調査をし、利用者の利

便性を図っていくのかお伺いをいたします。 

 それから、質問項目４の限界集落についてでありま

すけども、先の答弁で準限界集落も20地区ほどあると

いうことでありました。高齢化が進んでいる昨今、３

年前の調査と聞きましたけれども、10地区ということ

でしたが、限界集落に昇格している準限界集落がない

のかということをお伺いをしたいと思います。 

 それから、５の防災対策についてでありますけども、

大きな地震が発生するたびにライフラインが絶たれ、

断水あるいは停電等が発生するわけですけれども、特

に飲み水や生活水の不足が問題となります。給水車や

あるいは簡易風呂等の対応を、市としてもできる体制

にあるのかどうかお伺いをいたします。 

 それから、６の住基カードについてでありますけれ

ども、住基カードの普及拡大に向けたＰＲは、現状で

は十分浸透していないのではないかと思います。例え

ば、市に関連した山根温泉、あるいは市民バス、ある

いはもぐらんぴあ等の割引券等を発行し、市独自のサ

ービスに取り組み、メリットをもっとＰＲし、普及拡

大を図るべきと思いますが考えをお伺いいたします。 

 それから、８の介護施設についてでありますけれど

も、実態については先ほど答弁をいただきました。し

かし、施設、病院とも満床状態にあり、入所、入院し

ても大体３カ月くらいで退院を迫られるのが実態であ

ります。しかし、次の行き場所がない、家庭は共稼ぎ

で24時間介護ができない、このような家庭はたくさん

あると認識しますけれども、市では地域包括支援セン

ターを核として居宅サービスの充実に努めるといいま

すけれども、自宅での介護疲れに伴う事件・事故等が

毎日のように報道されますけれども、これらの実態を

どのようにとらえるのか、また対応策についてお伺い

をいたします。 

 それから、12のやませ土風館についてでありますけ

れども、この(２)の方の秋まつりをやませ土風館の駐

車場で実施に向けて検討するというご答弁をいただき

ました。前夜祭をやませ土風館で実施する場合は駐車

場が狭すぎないのか。それと近隣の騒音あるいは土風

館前の道路の通行どめ等、理解が得られるのかどうか

お伺いをいたします。 

 それから、13の土木行政の国道45号整備についてで

ありますけれども、この区間には橋があるわけですけ

れども、歩道にかかわる橋の拡幅工事についてであり

ます。北の越の橋は拡幅されましたが、農協前町中２

号橋、それから特に４号橋については大変狭隘で、大

型同士のすれ違いが厳しい状況にありますが、ぜひこ

の整備をお願いすべきと思いますが、この工事も入っ

ているのかどうかご見解をお伺いいたします。 
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 それから、14の学校再編についてであります。この

ことはきのうも質問が出されましたけども、第２期に

宇部中学校と三崎中学校の、どちらか一方の学校に統

合される見通しと発表されました。距離的な問題とか、

あるいは地域的な問題等、地域住民としては非常に厳

しい方針と思います。むしろ山根小学校と山根中学校

の統合のように、宇部小学校と宇部中学校の統合の方

が理解が得られやすいのかなと考えますけども、ご所

見をお伺いしたいと思います。 

 以上でございます。 

〇議長（宮澤憲司君） 山内市長。 

〇市長（山内隆文君） 新市の花鳥木について、改め

てのご質問がありました。制定の時期を見据えて、そ

の作業を進めてまいりたいと考えておりますので、こ

の点につきましてはご理解をよろしくお願いをいたし

ます。また、花鳥木について具体性をもって言及をい

ただきました。これにつきましては、考え方の一つと

して受けとめさせていただきたいと存じます。 

〇議長（宮澤憲司君） 佐々木総務企画部長。 

〇総務企画部長（佐々木信蔵君） 市民バスに関連し

て、今後の調査はどのようにというようなご質問だっ

たととらえております。目的としては、バス利用者の

ニーズ把握により、運行時間、運行経路等の検証を行

うということが目的でございます。市民バスの利用者

を対象に行う考えでございますが、バスの利用者につ

きましては９月ごろというふうにとらえてございます。

聞き取り、アンケートを集計分析しながら、今後使い

やすいバスにしていきたいというふうに考えておりま

す。 

 あと、限界集落、準限界集落、ないのかということ

でございますが、現時点では、17年の国調の小集落集

計を把握している状況でございまして、限界集落への

移行等についてはとらえていないところでございます。 

 あと、防災対策の給水車等について対応できるのか

ということでございますが、水道事業所の給水、ある

いは消防でもっているタンク、あるいは給水できる車

両でございますがそういったものを活用し、あとは市

内の業者等に協力をお願いをしながら、近隣の相互応

援協定を活用しながら、拡大すれば三圏域、県内各市

町村との連携、自衛隊への要請、そういうふうな対応

等になるであろうというふうに推察しているところで

ございます。 

 以上でございます。 

〇議長（宮澤憲司君） 野田口市民生活部長。 

〇市民生活部長（野田口茂君） それでは、住基カー

ド普及についてのご質問をいただきましたのでお答え

をいたします。議員ご指摘のとおり、当市は今年度５

月末現在ですが71件ということで、前年等に比べます

と大きく伸びているところではございますが、その伸

び率も決して県内においては普及率が高いというもの

ではございません。これは平成20年3月31日現在の数

値でございますが、県内35市町村中16位ということで

ありますし、また全国でも岩手県は下位にあるという

ことで、その普及は大きな課題でございます。当市に

おきましては、今年度は料金を無料化するということ

と、受付申請時における写真撮影を無料でサービスす

るということなど、また市広報等を使っての周知をし

ているというところでございます。先ほど議員からご

指摘いただきましたように、この普及には多目的な活

用を図るということの要素が含まれなければ、なかな

か伸びてはいかないのではないかというふうに思って

おりまして、今後他市町村等における先進事例等含め

て、多様な活用をできる方法等を検討してまいりたい

というふうに考えておりますのでご理解をお願いいた

します。 

〇議長（宮澤憲司君） 菅原健康福祉部長。 

〇健康福祉部長（菅原慶一君） 介護サービスに関し

まして、施設関係の待機者の状況と対応策についてご

質問いただきました。ご指摘のとおり私どもも待機者

の状況につきましては、自宅待機、それから病院等に

おける入院待機、いろいろな形態があると思っていま

すし、その実態におきましては非常に厳しいものがあ

ると実感しております。 

 そこで久慈市の現況については、これまで議会のた

びに申し上げておりますけども、現実的に久慈広域圏

においては、国の基準からするといわゆる特別養護ホ

ーム等の整備率は高いと、そういうふうな判断をなさ

れております。したがいまして今後においても、久慈

広域圏における、例えば箱型のいわゆる特別養護老人

ホームとかそういうものの整備は困難をきわめると思

っております。いずれ居宅サービスの充実に努めてい

かなければならないということで、しかも待機してい

る方々のいわゆる各個の事情が非常に異なります。そ

こで包括支援センターを中心にしまして、いわゆる各
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世帯、各個人の実情に合わせたような指導をするとと

もに、持っている介護のサービスをフルに使えるよう

な指導をしてまいりたいというふうに考えております。

それに加えて市長から答弁申し上げましたとおり、い

ずれ久慈市においては箱型の整備につきましては困難

でありますけれども、いわゆる小規模多機能施設とか

そのような居宅型のサービス、これについての充実に

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。 

〇議長（宮澤憲司君） 下舘産業振興部長。 

〇産業振興部長（下舘満吉君） それでは秋まつりの

前夜祭、土風館での実施についてということにかんが

みまして、３点のご質問にお答えをさせていただきま

す。 

 第１点目は、駐車場が不足するのではないかと、こ

ういうご質問でございました。まさに今現在もそうい

う状況にも多少あるわけでありますけれども、旧病院

跡地の部分も活用しながら、あるいは市民体育館の駐

車場、さらにはここ市役所の駐車場等々、そういった

ものを活用しながら、そしてまたその運行、そういっ

た部分についても、シャトルバス、そういった関係

等々も含めながら実行委員会の皆様方と今後いろいろ

検討して不便のないような形で進めてまいりたいと、

このように考えております。また、地区住民の方々へ

のということでございますが、事前に地区住民に対す

る説明会を実施をするという方向で今現在進めており

まして、喫緊に地区住民の方々に説明をしてまいりた

いと。そしてまたご理解を賜りたいと、このように考

えております。さらに通行どめの関係でありますけれ

ども、これにつきましてはもう既に、警察署の方にも

こういう形で山車等々が並ぶ方向にあるという図面等

も持ち込みまして、通行どめの要請等も行っていると

ころでございますので、今後さらに早急にこの部分に

ついても進めてまいりたいと、このように考えており

ますのでご理解賜りたいと思います。 

〇議長（宮澤憲司君） 晴山建設部長。 

〇建設部長（晴山聰君） 国道45号の宇部地区の歩道

整備にかかわって、北の越付近の町中２号橋、それか

ら宇部４号橋の拡幅についてでありますけれども、こ

の工事につきましては、歩道の設置とあわせて検討し

ているというふうに三陸国道事務局から伺っていると

ころでございます。 

 以上であります。 

〇議長（宮澤憲司君） 末﨑教育長。 

〇教育長（末﨑順一君） 学校再編についてお答えを

いたします。教育環境の整備が第一という基本的な考

え方から申し上げますと、小学校は小学校と、中学校

は中学校にというふうに再編をするということになり

ます。またどちらか一方に統合するというようなお話

がありましたが、この地区に１校をということで現段

階は考えています。どちらかにするのだという考え方

が出る前に、この地区に１校にするということで考え

ているところでございます。今後住民の皆さんの意見

を伺いながら、計画を立てたいと考えているところで

ございます。 

〇議長（宮澤憲司君） ５番澤里富雄君。 

〇５番（澤里富雄君） それでは何点か再度お伺いい

たします。 

 限界集落についてでありますけれども、国・県では

いろいろな対応策を打ち出しておりますけれど、市と

しても地域コミュニティ振興事業補助金の積極的な活

用を推進すると先ほどもご答弁をいただきました。高

齢者の集落でリーダーもいないし、あるいは活用方法

もわからないというのが現状と思いますので、市行政

として地域に出向いてリーダーの育成とか、あるいは

地域の資源等、集落の現状をよく把握するするなどし、

きめ細かな対応策が必要と思います。そうでなければ、

これからこの準限界集落というのが20地区もあるとい

うことですので、どんどんこれが進化していくのでは

ないかと思われますけども、この辺をもう一度お伺い

したいと思います。 

 それから、やませ土風館についてですけども、観光

バス等の入り込みが少ないように見受けられますけれ

ども、これは旅行会社あるいはバス会社等への誘客努

力はされているのかどうかお伺いをいたします。 

 それから、国道45号の歩道整備にかかわってでござ

いますが、これは町中２号橋についても歩道整備にか

かわって整備の予定だということか。それから登坂車

線の方ですけども、これには歩道整備も含まれるのか

どうか。今芦ケ沢から宇部間が歩道がないわけですけ

れども、この芦ケ沢－宇部間の歩道の連絡工事もでき

るのかどうか、お願いいたします。 

 以上でございます。 
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〇議長（宮澤憲司君） 佐々木総務企画部長。 

〇総務企画部長（佐々木信蔵君） 限界集落の活用方

法、いわゆる地域コミュニティをもっと使えるような

リーダーの育成とか、きめ細かな対応をすべきではな

いかというふうなご質問でございます。ただいまの議

員の意見を参考に、このことについてはどういった方

法がいいかどうか検討してまいりたいというふうに思

います。いずれ地域コミュニティの事業費、そういう

ものがあっても使われなければ効果がありませんので、

使われるように、そのような検討をしてまいりたいと

いうふうに考えております。 

〇議長（宮澤憲司君） 下舘産業振興部長。 

〇産業振興部長（下舘満吉君） やませ土風館への観

光バスの入り込みが少ないのではないかと、こういう

ご質問でございましたけれども、今現在多いのかとい

われると、そう多くはないと私もそのように感じては

おります。ただし先日も私いろいろと行ってお話を伺

いましたところ、黒板等の計画表を見ますと結構な数

でおいでもいただいております。やはり道の駅という

認定も受けましたことから、いろいろな意味で寄って

いただく方向に現在徐々になってきているというのも

現実でございます。さらには久慈観光物産協会等々の

観光会社等へのＰＲとか、あるいはツアーの造成など

も実施計画がされておりましたので、今後それにとも

なってふえてくるものと、このように考えております。 

〇議長（宮澤憲司君） 晴山建設部長。 

〇建設部長（晴山聰君） ＪＡ宇部支所のところにか

かる町中２号橋の拡幅でありますが、これにつきまし

ても歩道の整備にあわせて検討するというふうに伺っ

ております。 

 それから登坂車線にかかわっての歩道の設置であり

ますが、これにつきましても登坂車線の拡幅にあわせ

て歩道の整備を考えているというふうに伺ってござい

ます。 

それから芦ケ沢までの歩道についてでありますが、

この整備の重要性につきましては認識をしているとい

うところで、現時点では予算獲得がまだできていない

ということで、引き続き予算化に向けて努力したいと

いうふうに、三陸国道事務所から伺っているところで

ございます。 

以上であります。 

〇議長（宮澤憲司君） ２番上山昭彦君。 

〇２番（上山昭彦君） 澤里議員の質問に関連しまし

て、二つの項目について質問させていただきます。 

 初めに、質問項目の13番です。土木行政についての

(２)市道整備について２点お聞きいたします。市道上

長内日吉町線の歩道については、先ほどご答弁いただ

いたように、上長内から日吉町まで2,700メートルを

ことし測量するということで説明をいただきました。

そこで一つ目ですが、素人目には防犯灯が取り付けて

あります電柱側に歩道が設置される方が、安全面にお

いていいように思われますが、歩道を設置する区間を

市道のどちら側に設置すると考えているのか、現段階

でおわかりになればお聞かせいただきたいと思います。 

 また２点目として、先ほども説明会は住民にわかり

やすいようにということでしたが、周辺住民の皆さん

や通学する子供たち、そして通勤や仕事で通行する運

転手の方々には、歩道を早期に設置していただくこと

は、大変ありがたいことであると思われます。しかし

現在、圃場として利用している農家の方々には、決し

ていいことばかりでもないように思われます。当初か

ら、歩道設置場所に隣接する圃場の耕作者や地権者へ

の細かな説明を行っていただき、細心の注意を払いな

がら歩道整備を進めていただくことが、市民の願う歩

道整備と思いますが、さらに考えをお聞かせいただき

たいと思います。 

 二つ目として質問項目の14番、教育行政について

(３)、給食センターについて２点お聞きいたします。   

１点目として、工事時期や使用開始時期に関しては、

ご説明いただいたとおりでわかりました。そこで給食

センター建設位置について、長内中学校の裏側になる

と思いますが、商業高校時代のテニスコート部分が建

築場所になると思います。テニスコートと並びまして、

商業高校の10周年記念として建築されまして、県の方

に寄附された礼法室風韻館、この建物は商業高校生、

卒業生やＰＴＡの皆さんの思いが詰まったものと思わ

れます。今後生徒たちクラブなどの合宿の場としても

利用度があると思われますが、給食センター建設に際

し、取り壊しや移転となるものかお聞かせいただきた

いと思います。 

 もう一つ、給食センターで使用される地元食材につ

いてですが、ご説明いただきましたように野菜や海産

物、畜産物、そして牛乳は全部が地元ということで、

多くの地元食材が利用されていると思いました。しか
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し、ただ地元の食材を使用しているだけでは、食育に

まで踏み込んだ学校給食とはいえないと思います。今

の子供たちは、魚の切り身が泳いでいると思っている

ような話も聞くことがあります。今食べている給食は、

久慈のどこそこで生産された何という野菜だ、どこの

浜であがった何という魚だということが、子供たちに

わかるような給食となってほしいと思いますが、  

ご所見をお伺いいたします。 

〇議長（宮澤憲司君） 晴山建設部長。 

〇建設部長（晴山聰君) 市道上長内日吉町線の歩道

設置の件でございますが、この歩道設置につきまして

は今月の末ごろになりますが、測量調査のための設計

業務委託を発注する予定でございます。現地において

測量調査に入る前に、ただいま議員からお話があった

とおり、地権者以外にも農業耕作者の方々ございます。

そういったところでいろいろと工事を進めていかなけ

ればならないということですから、そういった部分で

は地元の説明会、これを十分に配慮してコンセンサス

を得られるようにやっていきたいというふうに思って

おります。 

 それから歩道を設置する箇所といいますか、右側に

なるのか左側になるのかということでしたが、これに

つきましては、地元の方々のご意見等も賜りながら、

また確かに防犯灯が設置されている方が有利ではある

かもしれませんが、用地の買収等の関係もございます。

そういったことでもありますので、いずれ地元の方々

のご意見等を賜りながら、線形等についてこれから検

討してまいりたいというふうに思っております。 

 以上であります。 

〇議長（宮澤憲司君） 中居教育次長。 

〇教育次長（中居正剛君） まず、給食センターにか

かわってのご質問にお答えいたします。 

礼法室についてでございますが、現状のまま残しま

して、ＰＴＡや教職員の会議等で利用していくことと

しているところでございます。 

 次に、食育に関してでございますが、新給食センタ

ーでは調理実習室を設けることとしております。収容

人員は25名程度でございますが、この調理実習を活用

しまして、子供あるいは親子の料理教室を実施したり、

新センターでは焼く、蒸すとかの調理機能が拡充され

るようにしております。そういったことから、献立を

工夫するための献立研究等をこの調理実習室で実施し

ながら、この食育の充実、あるいは地元食材の利用拡

大に努めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

〇議長（宮澤憲司君） ２番上山昭彦君。 

〇２番（上山昭彦君） 歩道整備のこと、よくわかり

ました。歩道整備、厳しい財政の中で時間はかかると

思いますが、その中で早期の歩道整備に向けてご努力

いただければと思います。そこで現在、通学路の状況

ですけれども、本年１月に校舎移転に際し、市の努力

をいただき、それまで車道側に近く設置されていまし

たガードレール、これを用水路側に移設するという方

法で路側帯を拡幅いたしまして歩道がわりとして確保

していただきました。子供たちが通学する際、また付

近の住民の方々ですが散歩などの際に安全に歩ける部

分として利用されています。しかし、移設したそのま

まですので、雨が降ると舗装をされておりません。泥

んこ状態になりまして、結局は車道部分を歩いている

というふうに見受けられます。簡易な舗装で十分だと

は思いますが、簡易舗装ができないかお聞かせいただ

きたいと思います。 

 もう１点、地球温暖化対策についてですが、市民総

参加でということで、市民にも啓発いたしまして実践

していただこうということでございます。私も県の方

の「ＣＯ₂ダイエット・マイナス８％いわて倶楽部」

というものに参加させていただいておりますが、市の

職員の方々でも参加していらっしゃる方もいると思い

ます。なかなかにして参加はしておりますが、簡単に

はできないのが現状です。昨日、濱欠副議長もおっし

ゃていたとおり、市議会としてもクールビズというこ

とで対応している、このような細かいことが地球温暖

化防止対策に進んでいくと思います。また、本日新聞

にも出ておりましたように、北上ではごみ袋を有料化

するというような話も出ております。そういう細かい

ところでも、ＰＲできればもっと地球温暖化防止につ

ながると思いますが、久慈市としてそういうふうに多

くの市民の皆さん、県民の皆さんにアピールできるよ

うなところをもう少し出してほしいようにも思います

が、ご所見をお伺いいたします。 

〇議長（宮澤憲司君） 晴山建設部長。 

〇建設部長（晴山聰君） ただいまご質問いただきま

した歩道の件でございますが、この未舗装の部分につ

いては現状を確認いたしまして、その方法策を検討し
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てまいりたいと考えております。 

 以上であります。 

〇議長（宮澤憲司君） 野田口市民生活部長。 

〇市民生活部長（野田口茂君） 地球温暖化に対する

市民総ぐるみでの取り組みについてのご質問をいただ

きましたので、お答えを申し上げます。これまで久慈

市といたしましてさまざまなことを実施してきており

ます。例えばＣＯ₂削減に向けた「新久慈市地球温暖

化対策推進実行計画」、新しい久慈市になってからこ

の久慈市という事業所の中で減らそうという――６％

でございますが――その計画の推進をしているところ

でございます。先ほどお答えしたとおり、実はまだか

なってはいないところではございます。また環境にや

さしい商品を購入する、グリーン購入というようなこ

とで、環境エコ商品についての購入を進めるなどして

おります。そのほかには各種研修会、それから先ほど

も市長の方からご答弁申し上げましたように、久慈市

地球温暖化対策地域協議会と連携した諸事業、昨年で

ありますと夢あかりとか、ドキュメンタリー映画の

「不都合な真実」の上映会、交流会、研修会等をやっ

ているところでございます。また、エコカーの導入、

電気の節減、燃料の節約等、種々やっているところで

はございますが、なかなかにして効果が上がっていな

いというのがご指摘のとおりであろうかと思います。 

 地球の温暖化に対しては、一人ひとりの認識、意識

の覚醒というものがとても大事であろうかというふう

に思っております。私ども環境を担当する部といたし

ましては、広報そしてさまざまな団体等へ呼びかける、

そして実践団体等をつくるというようなことで、その

広がりを求めているところでございます。 

 先ほどお話に出ましたライトダウンキャンペーンと

か、それから県の職員が考案しましたｅ－デジシャク

等についても、多数ではございませんが数校の学校等

で取り組んでいるという状況にございまして、地道な

活動にはなろうかと思いますが、ご指摘いただいた分

については反省を含めて今後一生懸命啓発に努めてま

いりたいというふうに考えておりますので、ご了承願

います。 

〇議長（宮澤憲司君） ３番泉川博明君。 

〇３番（泉川博明君） 澤里議員の質問に関連いたし

まして、質問させていただきます。 

まず、質問項目11番、港内静穏度についてでござい

ます。港内の静穏度は波、風、流れなどさまざまな要

因によって変化すると思われます。影響度が も大き

いのは港口から進入している波と考えられます。半崎

港の近くにあります北日本造船久慈工場は、今や雇用

の面から申しましても当市にはなくてはならない企業

であり、今後におかれましても大切にしていくべきと

思うところでございます。このことから申し上げまし

ても、高波による港口からの波の進入防止、並びにブ

ロック積み出し船が接岸する岸壁の接岸率の向上が

も重要であると考えますが、このことについてどのよ

うに感じておられるのかをお尋ねします。 

 次に、静穏度を保つためにはやはり、防波堤を延長

するとか、何らかの対策が必要であると思いますが、

関係機関などがどのようなお考えをお持ちになってお

られるのかをおわかりでございましたならば、あわせ

てお聞かせください。 

〇議長（宮澤憲司君） 山内市長。 

〇市長（山内隆文君） 半崎地区の静穏度向上対策に

ついて関連ご質問をいただきました。この課題につき

ましては、泉川議員ご指摘のとおり大変に重要な課題

であるというふうにも思っています。これは北日本造

船株式会社久慈工場のみならず、この港を使っている

漁家の方々、または他の機関の方々の安全を高める上

でも必要だというふうに思っております。したがいま

して、就任当初からこの地区の静穏度の向上対策につ

いて、県、あるいは国土交通省等にお願いをしてきた

ところであります。この国土交通省におかれましては、

この半崎地区の静穏度対策は喫緊の課題であると、こ

ういった認識をお持ちいただいたところでありあまし

て、これら改善に向けて具体的に、今検討を行ってい

る状況にあります。これは潮流の動向でありますとか、

基礎的な調査を行って、そして今、より具体的な静穏

度対策向上を練り上げていただいている、こういった

段階にあります。そうした考え方の中で、先ほど答弁

で申し上げた静穏度、現在では85％ほどであるわけで

ありますが、これをなんとか97％を超える静穏度に高

めてまいりたいと、このようにも伺っておりますので、

１日も早い完成に向けて私ども、お願いを続けてまい

りたいと思っております。 

 以上であります。 

〇議長（宮澤憲司君） ３番泉川博明君。 

〇３番（泉川博明君） 市長の答弁がありましたよう
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に、参考までに現在の年間の静穏度は85.2％で、年間

で申しますと大体54日くらいということでございます。

80メートルぐらいの防波堤の延長でありますと、

97.5％の静穏度が保てるということのようです。年間

で何日くらいかと申しますと、10日くらいになるので

はなということですので、どうか市といたしましても

強く要望をしてもらいたいと思います。 

 次に、質問項目の13の（２）、①番でございますが、

地元と協議しながらということですので、よろしくお

願いをしまして関連質問を終わります。 

〇議長（宮澤憲司君） ４番木ノ下祐治君。 

〇４番（木ノ下祐治君） それでは、３番の市民バス

について、私の方からもこれについて少し触れさせて

いただきたいと思います。実は、私も市民の皆さんか

らこういうことを言われています。バス停に行っても

年をめされた方々がバスを見つけられないと、乗るバ

スを見つけられないと、自分の行き先のバスを見つけ

られないと。この市民バスが運行されて間もないとい

うせいもあるのでしょうけれども。それと同時に、私

は自分の仕事のために岩泉町の方に行く機会がありま

して、市民バスの後ろをずっと走っておりました。そ

うするとバスの後ろにきのうも市長が申しましたけれ

ども、「のるねっとＫＵＪＩ」とバスの後ろに書いて

ございます。バスの後ろに「のるねっとＫＵＪＩ」と

いう字がローマ字で書いてございますよね。皆さんよ

く考えてみてください、年をめされた方々が、私も決

してローマ字も読めないような人間でございますけれ

ども、年をめされた方々が、杖をついて歩くような

方々が実際はバスに乗っているわけです。いわゆる役

所の職員の皆さん、議員の皆さんもそうですが、全員

といってもいいくらい、こういうバスに乗ることはほ

とんどないでしょう。ですから素晴らしいネーミング

だとは思うのですが、実際問題として自分がその立場

になったならば、年をとればぼけて字も読めなくなっ

たとか、字も見えないとかそういう話はよくあるわけ

です。そういった観点で物事を考えるならば、これは

当人たちに言わせるならば、やさしい行政のあり方で

はないなと。私は年をめされた方々の話を聞いて、そ

のようにとりました。いずれにしても９月ごろ再調査

をという先ほどの答弁がありましたけれども、これは

例えば、一番簡単な明瞭な同じネーミングを入れるに

しても、市民バスですどうぞお乗りくださいとそうい

うような、やさしい言葉でだれしもがわかるネーミン

グに私は変えるべきだと思います。これは私の考えで

すので、また当局からの答弁もお願いしたいのですが。 

 次に菌床シイタケ。これは話を聞きますと、現在ま

だ着工していないということになりますか。３月の定

例議会で交付金の決定をこの議会でしたわけですが。

事業内容を確認しますと、先ほど市長さんが申しまし

たとおり、菌床ブロック製造・設置一式、年30万個と。

これは相当な数になるわけですが、菌床ハウス10棟と、

ホイールローダー・フォークリフト各１台となってお

りますが、これには間違いがございませんか。また、

本事業の実施により、地元産の広葉樹を300立方ほど

使用してブロックを製造すると聞きますが、木材の供

給はどのような計画になっているのか、その辺もあわ

せてお伺いいたします。 

 項目10のマツタケ山環境整備事業、実証事業につい

てですが、ことしで３年続けてやるということで大変

その点には感謝しておりますが、ただ議員の私からこ

ういうことを言っては、本当はいけないかもしれませ

んが、あえて私は触れさせていただきます。林業課の

職員が今年度、全員かわっておりますよね。私の記憶

に間違いがなければの話です。もし間違いであればお

わびをします。林業、特にこのマツタケ山実証事業を

継続事業でやっているわけですが、これはいわゆる専

門職といってもいいわけです。続けてやっている方で

なければわからないと。幾ら役所の職員の方々でも、

今、ぼっと来てこのマツタケの環境がどうなっている

とかというのは、私はちょっと見れないと思っており

ます。素人の方であればマツタケが目の前にあっても

踏みつけて歩くと。それほど難しい実証実験なわけで

すが、そういった点もどのように考えているのか。本

当は職員のことまで私は踏み込みたくはないのですが、

こういった実証実験ということで、専門的な分野があ

りますのでその辺もあわせてお聞かせください。 

 以上です。 

〇議長（宮澤憲司君） 山内市長。 

〇市長（山内隆文君） まず、市民バスの名称問題に

ついてでありますが、これは公募等により決定をして

いったものであります。また、制定後間もないという

こともありますので、確かになじみがまだ少ないとい

う点があろうかと思いますが、これを継続することに

よって市民の皆さんからの認知度を高めてまいりたい
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と、このように思っております。したがって名称変更

については、今それを行うという考えを持っておりま

せん。ただしかし、ご指摘の中にありましたように、

行き先がわかりやすいといいますか、このバスはここ

から出てそこに着くというようなことの周知方法につ

いては、十分に検討を重ねてまいりたいというふうに

思っております。 

〇議長（宮澤憲司君） 亀田農林水産部長。 

〇農林水産部長（亀田公明君） 私の方からは菌床シ

イタケ、それからマツタケの件についてのご質問にお

答え申し上げます。まず菌床シイタケの件でございま

すけども、議員お話しのとおり、国からこの割り当て

の内示がございましたが、補助の決定通知、これにつ

いては今月中、間もなく本決定の通知がまいるという

ふうに見込んでございます。それがきますと事業者の

方では、直ちに着工したいというふうに考えているよ

うでございます。 

それから事業の内容についての確認というふうなこ

とでございますが、これは菌床ブロック製造施設一式

を建設するわけでございますが、市長から答弁のとお

り、年間30万個のブロックをつくるという設備でござ

います。 

それから菌床生産のハウスですが、予定では10棟ほ

ど、それから機械類についてはホイールローダーそれ

からフォークリフトを各１台そろえるというふうな形

になってございます。 

 それから地元産の木材の件でございますが、どうい

った量になるかといったようなことかと思いますけど

も、これまで秋田県の業者から菌床ブロックの材料で

あるチップ等について調達をしておったわけですが、

これを地元の原木を使うというふうなことでございま

して、これは参考になるものを地方振興局等からも参

考までに聞きながら計算したものでございますのでご

了解いただきたいのですが、必要量としますと、１年

間に必要な原木、これは広葉樹林、山の面積に換算し

まして約20ヘクタールほどであろうというふうに考え

てございます。これはどうゆう計算かと申しますと、

１日間の菌床の製造数、これが2,000玉でございまし

て、年間で稼働日が10月から４月までの間150日間計

算してございます。それで結果的に30万玉ということ

になるわけですが、そこから計算しますと2,000玉に

必要な材料の体積が12.8立方メートル。それから30万

玉の菌床生産に必要な材料の体積でまいりますと、先

ほど申しました150日分必要ですから、先ほどの12.8

立方メートルにかけますと約2,000立方メートルとい

うふうなことで、100立方メートル確保するのに概ね

１ヘクタールの面積が必要というふうに計算上なされ

てございます。そうしますと、先ほどの20ヘクタール

余りが必要になってくる面積であろうというふうに考

えてございます。 

 それからマツタケの件でございますが、議員おっし

ゃるように担当しております部署の担当職員がかわっ

たのはそのとおりでございます。市といたしますと、

マツタケについての研究家、専門家であればマツタケ

のことについては一部始終するということで、それは

それとしていいのかもしれません。ただマツタケの実

証試験については地元のマツタケに詳しい方々からの

情報を得ながら、指導を得ながら対応する方法、ある

いはマツタケ十字軍とか、そういうところもあるみた

いでございます。それから市の方でも、これまで指導

を得たことのある専門家の方もおるわけでございます。

そういった方々からの技術なり、マツタケの特定なり

特性なりというものを知り得ることによって、むしろ

専門家でなくてもマツタケがしっかりとこの地の特産

化されるようなものとして育つのであれば、それが一

番いいのではないかという考え方も出てくるわけでご

ざいまして、そこのところはそういったことでご理解

を賜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。 

〇議長（宮澤憲司君） ４番木ノ下祐治君。 

〇４番（木ノ下祐治君） いろいろと答弁がございま

したが、異を唱えるものではございませんが、いずれ

にしてもマツタケとかこういったことは、その地域の

方々が大分参加されているという、これは大変素晴ら

しいよいことなわけでございますが、職員が担当がか

わったらといって、その職員が市の役所からどこかへ

いくわけではないのでしょうから、それはそれで仕方

がないのでしょうが、そういったことは理解できない

ことではないのですが、１人もいなくなるというのは、

ちょっと林業の分野が停滞するという懸念があるなと。

そういった点等がありまして、そういったわけで質問

させていただいているわけですが、そういったことの

ないように、よろしくお願いいたします。 

 それと菌床シイタケの方なのですが、地元の広葉樹
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ということで、それはそのとおり実行してもらいたい

のです。森のトレーのときもそうなんでありますが、

森のトレーのときは地元産のカラマツ、アカマツ等を

使用すると、そういうことで補助金等の決定がなされ

たと、私はそのように聞き及んでおります。ただ実際

上は北海道からカラマツを買い入れたのだと。そうい

う話等もありまして、今度はこういった広葉樹はこの

地方にはそれなりにあるわけですからそういうことは

ないと思いますが、そういった点等も含めて、まだ事

業が着工されていないということですので、検証にも

ならないわけですが、そういった点等を含めて、今後

当局の方でも調査とというか、事業に手違いのないよ

うにご指導をしていただきますようによろしくお願い

いたします。 

〇議長（宮澤憲司君） 亀田農林水産部長。 

〇農林水産部長（亀田公明君） マツタケの試験地の

件にかかわる職員の関係でございますが、先ほど答弁

した内容でご理解いただきたいというふうに考えます。

いずれ今後とも地元の方なり専門家方々なり、あるい

は前任者の方も含めまして、いろいろと意見交換等し

ながら対応してまりたいというふうに考えます。 

それから菌床シイタケについては、市長からの答弁

いたしましたとおり、地元産の広葉樹の利用、これに

ついても一つの事業の柱になっているわけでございま

すから、それとともに生産の拡大、あるいはそれらに

ついての波及効果、これも含めて、検証しながら、指

導すべきは指導してまいりたいというふうに考えます。

ご理解いただきたいと思います。 

〇議長（宮澤憲司君） 11番中平浩志君。 

〇11番（中平浩志君） それでは、澤里議員の一般質

問に関連し、何点か質問させていただきます。 

まず、４番の限界集落について、るる答弁等聞いて

難しい問題だなというふうに私自身も考えております

し、何が特効薬なのかなというふうな部分考えてみま

しても、なかなかこれといって特効薬というのは一長

一短で出てこないのかなというふうな感じがしており

ます。ただそうは言いながらも、結局限界集落自体が

なくなってしまうと、この住民がいなくなれば田畑、

また、山が荒れ保水力等がなくなるということは、

我々下流に住んでいる人たちが被害をこうむると。悪

循環がどうしても出てくると想定されますし、そうい

うふうに名古屋大学の大野教授も話をしております。

やはりそういった部分を考えれば、何がいいかという

ことはまだ私自身もはっきりわかりませんけれども、

いずれにしても何かの手だてをしていかなければ、こ

れから我々の次の世代のためにも決していいことでは

ないというふうに思われます。先ほど来、地域コミュ

ニティをもっと使いやすくとか、いろんな地域に根差

すという話はしております。ただ市単独だけでは、こ

れはなかなか難しい問題あるのかというふうに思いま

すので、県を巻き込みながら、いろんな意味で方策を

考えていく必要があるのではないかなというふうに思

われますので、その点についてお考えをお聞かせくだ

さい。 

 次に、５番の防災対策について、先の岩手県県南、

宮城県含めてなのですけれども、物資の備蓄等につい

てはいろいろるる説明がございました。ただ一番困る、

これから出てくるのは実際我々の地域でも孤立集落が

出てしまう危険性が多分にあるなというふうに思われ

ます。しからばそういった場合、どうふうな形で今あ

る物資等を運んでいくのかというふうなのが喫緊の課

題になってくるのかなというふうに思われます。ただ

単に物がここにあるからいいだけじゃなくて、その物

を実際どういった方法で孤立集落等に運んでいく手だ

てを考えているのか、そういった部分が必要になるの

かなというふうに思われますし、またなおかつ私自身

もそうですし、皆さん方も多分そうだったと思います

けれども、あの地震のとき携帯電話、普通の電話、一

切使えなくなったと。ということは何がどういうふう

なかたちになっているかわかりません、一切。やはり

そういった部分が恐怖感というか、孤立感を与えてし

まっているのかなというふうに思われますので、そう

いった部分での通信的な部分、どういった方策が考え

られるのかお聞かせいただきたいというふうに思いま

す。 

 それと関連しながら、消防職員の充足率が96.5にな

っておりました。端的に理由はどういったことで不足

しているのでしょうか、お聞かせください。 

 あと、７番の地球温暖化対策について。行政側でも

大変ですね。我々も日々努力していかなければならな

い部分ではないかなというふうに思いますし、先ほど

上山議員も言いましたように、クールビズ、もちろん

今行っております、小さなことですけれども。ただそ

うは言いながらも、これを全市民が納得していただき
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ながら、地球温暖化防止に努めるというのは、なかな

かやはり厳しい部分があります。例えば、一つの例と

してなのですけれども、市役所内で出る空き缶、紙類、

段ボール類、どういった形で処分しているのかという

ことを私はちょっと聞きたいなと。なぜ聞きたいかと

いいますと、各事業所でもそうなのですけども、アル

ミ缶はその専門の業者さんに売っています。その専門

の業者さんが、なおかつそれを再利用しています。た

だ単に捨てるのではなくて、段ボールに関しても新聞

紙等含めながら、今その専門業者に売っています。そ

の専門業者さんが、なおかつそれを再生紙にかえてリ

サイクルで行っています。やはりそういったことを考

えれば、ただ単に焼却処分するのではなくて、幾らか

でもお金にかえるというのは変な言い方なんですけど

も、経費節減のためにそういった部分での努力という

のも、役所内でも必要になってくるのかなというふう

にも思いますので、その件についてもお聞かせくださ

い。 

 それとあと、もちろん一人ひとりの意識の問題だと

いうふうには思いますけれども、各事業所を含めなが

ら、ポリ袋一つとってみても、いらないポリ袋等もか

なりあるというふうに思います。買い物した部分に関

しても。ですからそういった部分をできるだけ使わな

いように、必要な部分はもちろん必要なんですけども、

必要ない部分に関しては、店側もそういうふうな対応

をしていただくというふうな努力というのが必要にな

ってくるのかなというふうに思いますので、その点の

考え方についてもお聞かせください。 

 その次が、９番の耕作放棄地対策です。検証しなが

ら具体的に進めていきたいということですけども、例

えばこれは群馬県では、県の事業として地域担い手育

成総合支援協議会ということで、助成金を出しながら、

耕作放棄地を改修に努めているという例がございます。

これももちろん、市単独ではなかなか難しい問題にな

りますけれども、県と協力をしながらそういった部分

でも、耕作放棄地の改修に努める部分が必要だという

ふうに思いますので、考えについてお聞かせください。 

 あとは、教育問題の(４)、国体に向けての強化対策。

今年度市単独で、柔道の方をやっていただいて大変う

れしく思っておりますし、感謝しております。先の高

校総体岩手県大会、市民体育館で行われました、柔道

競技が。皆さん方も新聞で見ているとおりだと、東北

大会、インターハイに出場する選手は久慈市出身だけ

で大体12人います。団体含めるともう少しふえるのか

なというふうに思われます。いかに柔道のまちづくり

というのが、成果が上がってきているのかなというふ

うなのが、数字としても皆さん方が見てわかるとおり

だというふうに思います、実績を残しておりますので。

そういったことを考えれば、もちろん国体に向けてさ

らに強化していくとのは、非常に大切なことになりま

すので、さらにどういうふうな方向といいますか、強

化対策等がこれから行われるのか、考えがあればお聞

かせください。 

 あと、市民体育館の駐車場についても、私有地等を

借りながら行っておりますけども、いかんせんどうし

ても狭いものですから、必ず何かの大会のたびに言わ

れます、駐車場が狭いと。どこが駐車場なのかわから

ないという苦情等もきております。事前に各種大会等

が始まる前に、要綱等も送っているはずなので、その

要綱等に駐車場等についてもきちっと明確に明記をし

ながら、この場所に駐車をしてくださいよというふう

な形で、お知らせする必要があるのかなというふうに

思いますし、もっとアピールを高めていかないと、ま

だまだこれから国体に向けても大変なことになるのか

なというふうに思われますので、その辺の考えについ

てもお聞かせください。 

以上です。 

〇議長（宮澤憲司君） 佐々木総務企画部長。 

〇総務企画部長（佐々木信蔵君） まず第１点目、限

界集落について連絡の手だて、県との連携ということ

でございます。先ほど市長が答弁申し上げました内容

の中に、元気なコミュニティ倍増計画モデル事業、こ

れは県で新たに久慈市を指定してやる部分でございま

す。ほかに草の根コミュニティ大学、これも県でやる

部分です。したがいまして、これら等県の指導を仰ぎ

ながらいずれ対策を検討してまりたいというふうに考

えております。 

 防災対策に関連して、孤立集落になった場合、どう

いうふうな対応があるのかということでございます。

道路等が遮断し交通ができないと、そうなりますと、

そうなりますと県の防災ヘリ、自衛隊によるヘリコプ

ターでの搬送、救援物資の搬送ということになるかと

思います。いずれそうふうな対応をせざるを得ないで

あろうと。ほかに携帯電話がきかない。阪神淡路大震
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災で一番活躍したのが消防団の防災無線だというふう

に聞いております。いずれ各分団、各署にありますの

で、必ずその活用はしなければならないというふうに

とらえてございます。 

 それから、久慈広域連合の消防職員の充足率、不足

の原因は何かということでございますが、久慈広域連

合は４市町村の合議体でございます。その上で４市町

村で検討してそういうふな形の職員数を確保している

というふうにとらえてございます。いずれ広域連合の

ことでございますので、それでご了承願いたいという

ふうに思います。 

 あと、市役所の関係の部分で節減をいろいろと図れ

る部分があるのではないかと。たしかに、まだまだ見

渡せばいろいろあるかと思います。久慈市では市政改

革プログラムをつくりながら、いろんな経費節減でき

るもをやる。それから民間できるもは民間でというふ

うなことでやっておりますし、使っている物資等、全

てに関してそういうふうな節約できる部分については

節約していきたい。いずれこの件については検討して

いきたいということでございます。 

〇議長（宮澤憲司君） 亀田農林水産部長。 

〇農林水産部長（亀田公明君） 耕作放棄地の解消の

件でございますが、これについては議員さんおっしゃ

っている群馬県の件ですが、たしか復旧には10アール

当たり２万円ほどの補助だったと思うのですが、そう

いったことをやっているということは知ってございま

すが、当市においては市単独の事業としてこの遊休農

地再活用促進事業といったようなものを取り入れなが

ら、あるいは久慈市水田農業推進協議会、この中で相

当遊休農地の解消、あるいは抑制になるような方法と

いうのを手当てしておるつもりでございます。例えば

耕作放棄地の再活用事業でまりますと、10アール当た

り10万円の交付金を出すというふうなこともしてござ

います。それからご承知のとおり、産地づくりの対象

事業も実施してございます。さまざまやっておるわけ

でございますが、いわゆる当市の場合に限らずどうし

ても高齢化あるいは担い手が育ってこないといったよ

うなことから、やむを得ず耕作できないといったよう

な方々がふえてきているのも事実でございます。ただ

そうした中にあって、特に平成20年度、今年度には、

耕畜連携の中で放牧地として水田耕作やめたところの

部分、これは約４ヘクタール強ですけれども、放牧地

として再利用を図るといったようなこともできてきて

ございますので、今後ともそういったところを進めな

がら対応してまいりたいというふうに考えてございま

す。よろしくご理解いただきたいと思います。 

〇議長（宮澤憲司君） 中居教育次長。 

〇教育次長（中居正剛君） 柔道の強化策についてで

ございますが、平成20年度は、先ほど教育長からご答

弁申し上げました強化遠征事業のほかに、新たに新規

事業といたしまして、三船十段杯の前日に小学生を対

象といたしました柔道教室、これは中央の方から講師

をお呼びいたしまして、教室を開催したいというふう

に考えております。また県では、先週強化本部を設立

して、各競技団体と連携を図って進めていくというよ

うな報道があったところでございまして、それらの情

報収集等に努めながら、各柔道協会等の関係機関と連

携をとりながら、選手の強化策に努力してまりたいと

思っております。 

 次に、体育館の駐車場についてでございますが、議

員からご提言のありましたプログラムへの掲載、これ

は実際体育館の周辺には門前ポンプ場20台等、河川公

園等ございます。これらの情報を主催団体の方にお知

らせし、そのプログラムへの掲載等を図ってまいりた

い。さらには事前に大会役員等への駐車許可証の発行

や私有地への駐車場への誘導看板の設置、それらを工

夫しながらこの駐車場の確保に努めてまいりたいと思

います。 

 以上でございます。 

〇議長（宮澤憲司君） 11番中平浩志君。 

〇11番（中平浩志君） また、再度質問になりますけ

ども、防災対策についてでございます。防災ヘリ等、

県に要請しながら物資を運ぶ、全くそのとおりかなと

いうふうに思います。ただ私聞きたいのはそういう部

分ではなくて、例えば１カ所どこか道路が崩れて通行

どめになりましたと、だったら迂回路はどこがあるか

ということをきちっと把握しておく必要があるという

ふうに思います。やはりそういった部分を含めて、ど

のような方法できちっとした形で、住民の孤立した集

落に対して不安を与えないようにできるのかなという

ことを、きちっと考えていかないとまずい部分ではな

いかなというふうに思います。 悪の、もちろんどう

しても行けない部分に関しては、防災ヘリ等いろんな

意味で空輸しなければならないとは思いますけれども、
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その前に市でできる部分、対応できる部分を考えてい

く必要があると思いますので再度お聞かせください。 

 それとあと、広域連合の方でのことになりますので、

消防職員の方はあえてもう聞きませんので、申しわけ

ございません。 

 あとエコの方、地球環境の方になりますけれども、

私どもの業者もそうなのですけども、例えば車１台な

のですけども、もうスクラップでも何でも買い取りで

持っていく業者さんが県内だけでなくで、東北６県か

ら来ます。いかにそれだけ鉄等も含めて物資、物が不

足しているかということになります。そういったこと

を考えますと、いかにリサイクルを我々も、もっと考

えてやっていく必要があるのかなというふうに実感さ

せられますし、市民の皆さん方に対してもそういった

部分では、もっと実感してもらわないと大変じゃない

かなというふうに思います。さらに、啓蒙活動等が必

要になるというふうには思いますけれども、広報等だ

けではなくていろんな意味で啓蒙活動等行う必要があ

るというふうに思いますので、その考えについてお聞

かせください。 

 以上です。 

〇議長（宮澤憲司君） 佐々木総務企画部長。 

〇総務企画部長（佐々木信蔵君） 防災対策について

お答えをいたします。住民に不安を与えないような対

応をということでございます。そのような対応をして

まいりたいというふうに考えております。 

〇議長（宮澤憲司君） 野田口市民生活部長。 

〇市民生活部長（野田口茂君） それでは、エコに関

連するご質問でございますが、地球温暖化対策という

ことで先般申し上げましたように、これにつきまして

は市民一人ひとりの意識の向上、これが も重要であ

るということから、当市の課題でありますごみの減量、

それからリサイクル率の向上、これらに向けまして市

衛生班連合会、それから地球温暖化対策地域協議会、

または環境に係る諸団体等と連携をしながら、広く進

めていきたいというふうに考えております。先般、市

広報におきましても、家庭から出るごみはこのくらい

ですと、ついては一人、一家庭、このくらいの経費を

もって処理をしておりますというような形で広報し、

そのごみが経費によって処理されていることからごみ

を減量しましょう、またはリサイクルをしましょうと

いうところを、広報紙１面を使ってお願いをしたとこ

ろであります。議員の方からは広報紙だけではなくと

いうことでございますので、先ほど申し上げました諸

団体等との活動、それから研修会等含めて、先ほど申

し上げました課題について、ぜひ啓発と実践に向けて

高めてまいりたいというふうに思いますのでご理解を

お願いいたします。 

〇議長（宮澤憲司君） 12番中塚佳男君。 

〇12番（中塚佳男君） 澤里議員の質問に関連して２

点ほどお伺いいたします。 

 初に、学校給食センターにかかわってお伺いいた

します。先ほどの教育長の答弁では、給食センターを

８月に発注をする予定であるという答弁でございまし

たが、久慈市の発注する物件ではかなりの金額になろ

うかと思います。そこで今回の指名業者、市内業者を

優先するのか、また県外、県央あたりも入れようとし

ているのか。それから単独受注、要するに１者の１件

にするのか、共同企業体で考えているのか、その辺に

ついてご答弁をお願いいたします。 

 それから２点目、農業委員会に質問いたします。今、

下長内旭町線が工事中でありますけれども、その工事

業者が現在の農地、ほとんど田んぼでございますが、

それを借りて１年または２年と利用する場合に、用途

変更の手続きが必要であるのかないのか、この点につ

いてお伺いいたします。 

 以上でございます。 

〇議長（宮澤憲司君） 佐々木総務企画部長。 

〇総務企画部長（佐々木信蔵君） 学校給食センター

の発注、ＪＶかあるいはどういうふうな形で出るのか

というふうなご質問でございますが、設計内容等まだ

はっきり私まだ見ていませんが、いずれ市営建設工事

入札参加資格者要綱の中で業者選定、それに合った形

の選定をしながらやっていくというふうな流れになる

ものでございます。 

〇議長（宮澤憲司君） 荒澤農業委員会会長。 

〇農業委員会会長（荒澤光一君） 今ご質問の関係で

ございますが、転用が必要でございまして、現に農業

委員会に提出されまして、許可されておりますことを

申し上げます。 

〇議長（宮澤憲司君） 12番中塚佳男君。 

〇12番（中塚佳男君） センターの発注にかかわって

再度質問いたします。今回久慈で大型倒産があったわ

けですが、これがＪＶであれば１社が倒産しても１社
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が残ると、そういう関係でそういうことも考慮に入れ

て考えるべきと思うし、また、きのうあたりの答弁で

もいろいろありましたけれども、２社ＪＶにするのか

どうなのか、まだ考えていないということでしたので

よろしいです。わかりました。答弁はいりません。 

〇議長（宮澤憲司君） 20番清水崇文君。 

〇20番（清水崇文君） それではまず、９番の農業振

興、１番の耕作放棄地の件で先ほども関連ございまし

た。昨年の６月でしたか、一般質問の関連で私と畑中

議員で質問したのですが、いわゆる畜産の飼料等が非

常に高騰していると。そういうふうな中で、耕作放棄

地を利用してやるべきではないかという話で、当局と

しては現状を調査し、本年度から対処していきたいと

いうことなのですが、もう大体６月終わりになって、

ことしのいろいろな作付け等が終わっているわけなの

ですが、その中で具体的な成果というふうなのは、先

ほど放牧地というふうな話ですが、いわゆる採草、収

穫できるものとしての利用等は本年度あるのかないの

かというのが第１点。 

 次に、12番のやませ土風館についてですが、４月オ

ープンしまして、私も５日間オープン日から連続で見

させていただいて、市長が先頭になって取り組んでい

るわけなのですが、非常に順調にきていると。その中

で駐車場の問題等あるというふうなことなんですが、

現在一応一段落した中で、駐車場それから旧病院跡地

の駐車場等も利用されているわけなのですが、大体駐

車場の利用状況等が、今の段階でどれぐらいになって

いるのかなというふうなところを、２点ほどお伺いし

ます。 

〇議長（宮澤憲司君） 亀田農林水産部長。 

〇農林水産部長（亀田公明君） 耕作放棄地の活用の

中で、畜産にかかわって飼料の作付けについてのご質

問だというふうに思いますが、先ほど申し上げました

ように、畜産の関係でまいりますと耕畜連携での先ほ

どの放牧地に利用するというのが、現在行われている

内容でございます。国の方等では飼料米の作付け、こ

れらについて非常に熱意をもって推し進めている部分

があるなというふうに感じてございます。これについ

ては実はこれまでにも、いわゆる水田農家、それから

畜産農家の方々との会議と申しますか、話し合いをも

った例があるわけでございますが、実際には飼料米を

つくる場合に、確かに水稲をつくっている農家の方に

ついては、つくり方については同じですから、技術的

にはなにも問題はないのですが、販売する受け皿の問

題が多分にあると。いわゆる食用にするものと比べる

と、非常に安いというのが出てまいります。それから

一方、畜産農家の方からしますと、やはり幾らでも安

い方がいいわけでございまして、例えば牧草を梱包し

て蓄えるという方法をとっているわけですが、あの単

価と比較したときに、この飼料米が高いようであれば、

やはり牧草を乾燥したものを使いたいというのは、そ

れはそのとおりだと思っています。そういったいわゆ

るミスマッチの部分がございます。今のところ飼料米

についても、これらの推進については現在のところ少

し、具体的に進めておるというふうな状況にはなって

ございません。今後、これらのミスマッチの部分が解

消できるような方法があるとすれば、そこのところは

状況を探ってまいりたいというふうに考えてございま

して、そういったことで現在、先ほどご質問いただき

ました農産物として、いわゆる畜産の飼料として収穫

して販売するようなものがあるかという質問に対して

は、現在のところ見通しはたってございません。 

 以上でございます。 

〇議長（宮澤憲司君） 下舘産業振興部長。 

〇産業振興部長（下舘満吉君） それでは、やませ土

風館の駐車場関連についてのご質問に、お答えをさせ

ていただきます。 

 議員さんも数回と、足を運ばれてごらんをいただい

たとおりでございまして、オープン当時あるいはゴー

ルデンウイーク、あるいは土・日・祝祭日等は大変に

混み合う状況にございます。しかし、駐車場につきま

して狭いという部分もございますけれども、平常時は

特に支障ない。さらにまた、イベントあるいは祭日

等々において若干の混み合いはありますけれども、旧

病院跡地等々をご利用いただきまして、これまで大き

なトラブル等もなく推移をしている状況にあると、こ

のように思っております。 

〇議長（宮澤憲司君） 20番清水崇文君。  

〇20番（清水崇文君） ありがとうございます。粗飼

料の利用については、ぜひこれからも頑張ってほしい

なというふうに思います。 

 この土風館の件ですが、利用者というか来場者とい

うのはやはりわがままなもので、なるべく少しでも近

い方というふうなことになると思います。例えば盛岡
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市周辺等の郊外店の大型施設を見ると、旧病院跡地よ

り同じ駐車場の中でももっと数倍歩く、同じ駐車場の

中でももっともっと距離を歩くような駐車場もあるわ

けなので、本来私はちょっとわがままかなというふう

な気もいたしますが、使う人がですね。わがままかな

という気もしますが、ぜひその辺はいろんな意味でケ

アをしていただきたいなというのと、年間57万人、何

となく今の来客者の数を見ると本年度は達成をできる

のかなと期待をするわけなのですが、その土風館の中

だけでお客さんが完結するのではなくて、せっかく表

通りに出てくるような通路もあるわけなので、ぜひこ

ちらの表通り側との客の誘導をしていくあり方であり

ますとか、もっともっとそこだけではなくて広く市内

に広げていかなければならないというふうに思うわけ

なのですが、その辺について考えがあればお伺いをい

たします。 

〇議長（宮澤憲司君） 下舘産業振興部長。 

〇産業振興部長（下舘満吉君） やませ土風館での絡

みでのご質問にお答えをさせていただきます。 

駐車場の件はご理解をいただいたと、このように思

いますし、また議員おっしゃられるとおり、私もその

ように思っておりますので、市民の皆様にはいずれわ

かりやすいような駐車場のあり方等々を周知しながら、

おいでをいただいた方に不便のないように取り組んで

まいりたいと、このように思います。 

もう一つ、いわゆる土風館、核施設のみならず、街

なか再生ということでございます。私もそのとおりだ

と、きのうもご答弁申し上げさせていただきましたが、

いわゆる中心市街地の活性化ということで、市内の商

店街の活性化がまさにそれによって同時に行われてい

くことが大事であると、このように思っております。

そういった意味では商工会議所の皆さん、あるいは商

店街の皆様等々といろんなソフト事業、あるいはいろ

んなものを考えながら、同時にそういうことを開催し

ていただいて、あそこにおいでいただいた方が市内に

も回る、市内の方においでいただいた方が土風館の方

にも寄られる、そういうような回遊性のあるような取

り組みになっていくように、関係機関と一緒になって

取り組んでまいりたいと、このように考えております

ので、ご理解よろしくお願いいたします。 

〇議長（宮澤憲司君） 再質問、関連質問を打ち切り

ます。 

 この際、昼食のため休憩いたします。 

 再開は午後１時10分といたします。 

午後０時06分   休憩 

──────────────────── 

午後１時10分   再開 

〇議長（宮澤憲司君） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

 一般質問を継続いたします。次に、民主党、小倉建

一君。 

〔民主党小倉建一君登壇〕 

〇９番（小倉建一君） 民主党の小倉建一でございま

す。 

 私は、当面する市政の諸課題について市長並びに教

育長に対し一般質問を行いますが、質問に先立ち、岩

手・宮城内陸地震の被害者の方々に対して、心からの

お見舞いを申し上げるものでございます。 

 既に登壇された質問者と重複する項目がございます

が、割愛せずに通告に従って質問いたします。 

 初に、市長多選自粛条例について質問します。山

内市長は、旧久慈市長選初出馬の際、市長の多選は弊

害があるとし、市長多選自粛条例提唱を選挙公約に掲

げ初当選しております。新久慈市長に当選後の、昨年

６月議会での答弁では、「山形村との合併もあり提案

に至らず、今後、憲法解釈、国の動向を注視しながら、

提案の内容、時期を見きわめたい」とのことでありま

した。現在の考え方、提案時期、提案内容についてお

示し願います。 

 次に、市の花・鳥・木、市民歌の制定についてお伺

いします。市民意識の高揚、一体感の醸成のためにも

制定が必要だと思っております。制定の考え方、制定

する場合はその方法、時期についてお示し願います。 

 次に、職員管理についてお伺いいたします。職員の

皆さんには、ここ数年にわたる行政改革による職員削

減、合併準備事務等による事務量の増大等、超過勤務

対応が多くなったのではと心配しております。ここ数

年間の超過勤務時間の実績比較による現時点の実態と

傾向についてお示し願います。 

 次に、ＰＦＩ、プライベート・ファイナンス・イニ

シアチブにつていお伺いします。市政改革プログラム

の平成19年度取り組み実績によりますと、施設を建設

する際に導入を検討するため、先進事例等の調査・研

究を実施したとのことであります。その成果について
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具体的にお示し願います。 

 次に、市町村合併について２点質問いたします。 

 １点目は、今後の広域合併に対する市長の考え方と、

他町村の動向の把握状況についてお伺いします。これ

まで同様の質問に対しては、他町村の動向に注視した

いと答弁してきております。広域合併にかかわる 近

の動きとして、岩泉町が田野畑村、普代村との合併を

模索中、八戸市長が三圏域県境合併を提唱するなど、

新しい動きも出ております。現在の市長の考え方と他

町村の動向の把握状況についてお示し願います。 

 ２点目として、小林八戸市長が提唱しております、

青森県八戸市、岩手県の久慈と二戸の三圏域県境合併

についてであります。市長は新聞紙上で「現段階でも

県境を越えた合併の議論はあってもいい。お互いに研

究しようという呼びかけには応じるつもりだ」と述べ

ております。市長のこの三圏域県境合併についての考

え方を改めてお示し願います。 

 次に、地方振興局再編についてお伺いします。県で

は県内広域振興局体制移行を、平成22年度から実施す

る考えを公表しました。既に二戸市との誘致合戦が始

まっているかと思いますが、久慈市への広域振興局設

置に向けた市の取り組み状況についてお示し願います。 

 質問項目の７番目として、公聴広報にかかわってお

伺いします。市長は新久慈市長選において、市長への

手紙、市政懇談会等の継続実施等により、協働のまち

づくりを進めると公約し、２年が経過しております。

これまでの市長への手紙等による提言等を市政に反映

した具体的事例を何点かお示し願います。 

 次に、構造改革特区についてお伺いします。 近の

行政運営は、自治体職員の企画力、住民との協働によ

る企画運営能力により、大きく動くものだと思ってお

ります。そういうことからも、構造改革特区申請、認

定に積極的に取り組むべきと以前から提言してまいり

ました。現在の取り組み状況についてお示し願います。 

 次に、市民バス「のるねっとＫＵＪＩ」についてお

伺いします。当議会でも、ＪＲバスで再考をなどの議

論があったところですが、市が年間3,300万円を投入

する行政の委託運行に転換し、この４月から運行して

おります。既に２カ月以上にわたって運行しておりま

すが、これまでの運行の成果と課題についてお示し願

います。 

 質問項目の10番目として、ふるさと納税についてお

伺いします。ふるさと納税は、生まれ故郷などの発展

に寄与したいとという気持ちを、自治体への寄附金と

いう形で支払ったとき、その寄附金について、個人住

民税の税額控除を受けることができる仕組みでありす。

全国の市町村でも、既にホームページ等で協力依頼を

大々的に行っております。当市でも、早期に積極的に

取り組むべきと思っておりますが、現在の取り組み状

況についてお示し願います。 

 次に、後期高齢者医療制度についてお伺いします。

４月に新しく後期高齢者医療制度が始まって以来、混

乱が続き、見直し案、廃止案などいろいろな考え、意

見が飛び交っております。市民からの主な苦情と、本

制度に対する市長の考え方についてお示し願います。 

 次に、いわて森のトレーについてお伺いします。平

成16年３月の提訴以来、既に４年以上も経過しており

ます。平成19年12月議会の裁判の状況についての答弁

では、これまで２回の口頭弁論と14回の弁論準備手続

きが実施されたとのことでありました。なかなか進ま

ない裁判でありますが、 新の裁判状況と今後の見通

しについてお示し願います。 

 次に、市内企業大型倒産にかかわってお伺いします。 

 まず１点目として、連鎖倒産防止、解雇された従業

員への対策等、市の対応、対策は万全かお伺いします。 

 ２点目は、当市発注の工事があったようですので、

この工事の市としての処理、対応について具体的にわ

かりやすくお示し願います。 

 次に、雇用対策についてお伺いします。大型倒産を

含め、市内の雇用状況は深刻であります。市長は、市

内の雇用状況をどのように認識し、今後どのような効

果的な対策をとろうとしているのかお示し願います。 

 次に、観光客誘致対策についてお伺いします。県で

は、平泉の世界遺産追加登録を目指し、努力中であり

ますし、久慈地域の振興策としましても、食の原点を

体感できる観光地づくりを進めていくとしております。

市としての観光客誘致の取り組み状況と今後の見通し

についてお示し願います。 

 次に、旧北限閣についてお伺いします。旧北限閣は、

昨年12月に市内の会社に譲渡され、宿泊施設として４

月の開業を目指すとのことでありました。譲渡後の準

備状況が見えてきませんので心配しております。先日、

久慈市で開催された県高校柔道大会の際にも、選手等

関係者以外は宿泊できなかったとのことであります。
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早期の開業が必要であります。活用内容と開業時期に

ついての把握状況をお示し願います。 

 次に、街なか再生についてお伺いします。やませ土

風館は４月８日にオープンし、翌日の新聞では、県内

で初めて国の認定を受けた新たなまちづくりは、好ス

タートを切ったと評価を受けております。オープンか

ら２カ月、現時点でのやませ土風館エリア開業の成果

と課題についてお示し願います。 

 次に、企業誘致についてお伺いします。県南地区に

は自動車関連産業、盛岡市、二戸市にはソフト関連企

業が立地との記事が、 近の新聞紙上をにぎわしてお

りますが、当市への誘致情報はなかなか聞こえてこな

い状況であります。現在の取り組み状況と、今後の見

通しについてお示し願います。 

 次の道路整備については、２点お伺いします。 

 １点目は、市道大川目線と市道生出町線を結ぶ路線

であります。この路線を、久慈地区火葬場に南北から

通じる早期に整備すべき重要路線と位置づけ、平成17

年９月に当時の議員７名で、市道大川目線延長整備促

進議員懇談会を設立し、現地視察、市長への整備要望

等を実施してきたところであります。その後、数年経

過しましたが、なかなか具体的進展が見られない状況

かと思っております。用地交渉を含む整備状況につい

てお示し願います。 

 ２点目は、車両の通行量も多く、また交通事故の多

い路線、市道久慈川線の整備についてお伺いします。

平成18年12月議会でも同様の質問をしておりますが、

交通混雑や安全対策として、堤防の拡幅は有効である

が、堤防沿いには住宅が建て込んでいることや沿道土

地利用等の課題も多く、多額の用地・補償費を要する

ことから、今後実現可能な整備手法について検討した

いとの答弁をいただいたところであります。この道路

を運転した人であれば、対向車とのすれ違いの際の危

険を大いに感じていることと思います。この危険解消

のためにも、土地の状況、整備費用を勘案し、1.5車

線化での整備をすべきだと考えます。市長の考え方に

ついてお示し願います。 

 次に、栄町市営住宅についてお伺いします。久慈小

学校の改築に伴い、移転改築は余儀ないものと思って

おりますが、移転改築計画と現在の入居者への対応に

ついてお示し願います。 

 次に、水道事業について２点お伺いします。 

 １点目は、健康被害も心配な石綿セメント管の計画

的更新を実施中かと思いますが、石綿セメント管の更

新状況についてお示し願います。 

 ２点目として、給水管、蛇口管の継ぎ手等、至ると

ころに鉛が使われ、深刻だといわれております水道水

の鉛汚染にかかわってお伺いします。現在久慈市でも、

給水管として鉛管が使われているかと思いますが、鉛

管の人体への影響についてお示し願います。 

 後に、教育行政について３点、教育長にお伺いし

ます。 

 １点目は、久慈小学校改築についてであります。こ

の３月議会では、現在建物の老朽化の度合いを判定す

る耐力度調査を実施中であり、平成20年度は建設構想

の策定に着手するとの答弁があったところですが、そ

の後の進捗状況についてお示し願います。 

 次に、いわてスーパーキッズ事業についてお伺いし

ます。県では昨年度からスーパーキッズ事業を開始し、

全県から運動能力の高い生徒を発掘し、養成中とのこ

とであります。また奥州市では、奥州市版スーパーキ

ッズ事業を立ち上げております。久慈市としては、ス

ーパーキッズの養成にどのように取り組み、どのよう

に支援していくのかについてお伺いします。 

 次に、市営野球場にかかわってお伺いします。まず

現在公共下水道施設用地を、目的外使用許可を得て使

用しておりますが、その期限と期限終了後の対応につ

いてお示し願います。 

 次に、市営野球場の駐車場にかかわってお伺いしま

す。各種野球大会において駐車場不足が生じ、市道へ

の路上駐車等が行われております。久慈地区は野球熱

が高いことから観客も多く、今年度、規模の大きい県

大会、東北大会等も予定されております。この駐車場

対応策についてお示し願います。 

 以上で、登壇しての私の質問を終わります。 

〇議長（宮澤憲司君） 山内市長。 

〔市長山内隆文君登壇〕 

〇市長（山内隆文君） 民主党、小倉建一議員のご質

問にお答えをいたします。 

初に、市長多選自粛条例についてお答えをいたし

ます。多選自粛条例につきましては、みずからを律す

る自律規定の観点から検討を進めているところであり

ます。近年、国会等において多選問題の議論が活発化

しており、昨年はご承知のとおり総務省の研究会が多
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選を法律で制限することは、憲法上可能とする旨の報

告書を総務大臣に提出するなど、新たな見解が示され

ているところであります。また昨年、神奈川県におき

ましては、未施行ではありますが、全国初の知事の多

選禁止条例が公布されるなど、多選を制限することに

対する理解が深まってきているものととらえておりま

す。これらのことから、現時点では自律規定の考え方

に変わりはございませんが、引き続き法律解釈を含め

た、国等の動向を注視しつつ、条例提案の内容、時期

を見きわめてまりたいと考えております。 

 次に、市の花・鳥・木、市民歌の制定についてお答

えいたします。まず、市の花・鳥・木につきましては、

昨日の清風会代表、畑中議員ほかにお答えいたしまし

たとおり、今後しかるべき手続きを経た上で、新市施

行５周年記念などの時期をとらえて制定してまいりた

いと考えております。また、同様に市民歌についても、

研究を行ってまいりたいと考えております。 

 次に、職員管理についてお答えをいたします。超過

勤務の実績、実態についてでありますが、選挙事務除

きの時間数の合計で申し上げますと、平成17年度が４

万615時間、平成18年度が４万5,455時間、平成19年度

が３万8,066時間となっており、平成19年度は、平成

17年度及び平成18年度と比較をいたしまして、それぞ

れ6.3％、16.3％の減となっているところであります。

超過勤務の縮減は、職員の健康維持や公務能率の向上

を図るという観点から、鋭意取り組んで歩まなければ

ならない課題であると認識しております。課内やグル

ープ内での協力態勢を構築するとともに、毎週水曜日

をノー残業デーとし、原則として超過勤務を行わない

よう努めるなどの取り組みを行っているところであり

ます。 

 次に、ＰＦＩについてお答えいたします。ＰＦＩは、

公共サービスを民間主導で行うことにより、民間の資

金とノウハウを活用し、効率的、効果的な公共サービ

スの提供を図るという考え方であると認識をいたして

おります。平成19年度に実施した調査研究の成果であ

りますが、市が会員となっております自治体ＰＦＩ推

進センターからの情報提供を初め、特定非営利活動法

人日本ＰＦＩ協会が発行をしましたＰＦＩ年鑑2007年

版による事例研究、さらにまた財団法人地域総合整備

財団などのセミナー開催等の情報収集を行いましたほ

か、本年２月に盛岡市で開催されました、いわてＰＦ

Ｉ研究会主催の第16回研究会に職員が参加し、制度の

概要やＰＦＩ方式による産業廃棄物処理施設、第２ク

リーンセンターでありますけれども、この整備などの

先進事例について研修を行ったところであります。 

 次に、市町村合併についてお答えいたします。広域

市町村合併につきましては、昨日の政和会代表、下舘

議員にお答えいたしましたとおり、市町村合併につき

ましては、地域住民の意識の高まりが も重要である

と認識をいたしておりまして、当面久慈広域４市町村

が一体になることが望ましいものと考えております。

今後におきましても、久慈広域市町村合併、あるいは

県境を越えた三圏域での合併など、あらゆる可能性を

検討してまいりたいと考えております。 

 次に、地方振興局再編についてであります。広域振

興局設置につきましては、昨日の政和会代表、下舘議

員にお答えいたしましたとおり、広域振興局の位置で

ありますとか機能等について、私どもなりの考え方を

県に伝えているところでありますが、今後におきまし

てもさらに機会をとらえて、県の具体的意向をただし

ながら、久慈広域町村や関係団体等とともに対応して

まいりたいと考えております。 

 次に、広聴広報についてお答えいたします。市では、

市民の積極的な市政参画を促すため、市民と行政との

双方向の対話を促進し、開かれた行政推進に努めてい

るところであります。その一環といたしまして、市民

の皆様からの提言等を市政に反映させるため、市長へ

の手紙等の広聴事業を実施いたしているわけでありま

す。市長への手紙につきましては、平成15年度に実施

いたしましてから、これまで695件の提言・意見をい

ただいております。この中で、提言等の趣旨に沿って

措置したものにつきまして、その代表的な例を幾つか

申し上げますと、市役所窓口カウンターの改修、防災

行政無線の時報チャイム時刻の変更、久慈橋歩道の改

修などがあります。このほかにも各種懇談会でいただ

いた提言を受けまして、窓口業務の１時間延長、防災

行政無線の音量調節などを実施しているところであり

ます。今後におきましても、市民の皆様からの提言等

を、できる限り市政運営に反映させてまいりたいと考

えております。 

 次に、構造改革特区についてお答えいたします。構

造改革特区につきましては、これまで庁内のプロジェ

クトチームによる調査検討、久慈地方振興局、久慈商
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工会議所との連携による研修会の開催、市ホームペー

ジに掲載しての制度周知などに取り組んでまいったと

ころでありますが、現段階では具体的な案件はないと

ころであります。平成19年度におきましても、６月と

11月に内閣府が開催した説明会に職員を派遣いたしま

して、情報収集に努めたところであります。今後も構

造改革特区、規制改革等について、市ホームページ等

を通じて情報提供に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、市民バス「のるねっとＫＵＪＩ」についてお

答えいたしますが、この課題につきましては、先の新

政会代表、澤里議員にお答えいたしましたとおりであ

りますので、ご了承願います。 

 次に、ふるさと納税についてお答えいたします。ふ

るさと納税は、ふるさと等の自治体に対する応援や貢

献の思いを寄附金の形にした場合に、所得税や住民税

が軽減される制度となっております。当市といたしま

しては６月10日、副市長を会長といたします、ふるさ

と納税推進会議を設置し、制度周知の方策、それから

全庁的役割分担を行ったところであります。当面、市

内外で行われます同窓会やふるさと会等において、パ

ンフレットの配布により呼びかけるほか、ホームペー

ジや市広報への掲載によりまして、当市出身者、当市

ゆかりの方及び市民に対し、全庁的にあらゆる機会を

とらえて周知を図るとともに、寄附金の使途について

は、寄附者の意図を反映させるように工夫してまいり

たいと考えております。 

 次に、後期高齢者医療制度についてお答えをいたし

ます。本制度は、本年４月にスタートしたところであ

りますが、周知に十分な時間と詳しい説明に不足があ

り、高齢者の皆さんの理解が十分得られていなかった

こと、また、初めての年金天引きが行われたこと等か

ら、多くの問い合わせがあったところであります。そ

の問い合わせの主な内容でありますが、被保険者証や

保険料の算定等に関するものであります。また、本制

度に対する考え方についてでありますが、昨日の日本

共産党久慈市議団代表、城内議員にお答えいたしまし

たとおり、基本的には75歳以上の高齢者等の医療を国

民みんなで支える仕組みであり、将来の高齢者にかか

る医療費の増大を見据え、世代間の費用負担の明確化

をはかるなど、安定的で持続可能な制度であるものと

認識いたしております。 

 次に、いわて森のトレーについてお答えいたします。

裁判の状況でありますが、これまで２回の口頭弁論が

実施され、第３回の開催に向けて、５月９日、16回目

の弁論準備手続きが実施され、17回目を７月17日に予

定されていると伺っております。また今後の見通しに

ついてでありますが、現在原告・被告双方の争点整理

が継続中でありますことから、現段階では見通せる状

況にはございませんが、市といたしまして引き続き、

原告でありますいわて森のトレー生産協同組合、及び

県との連携を図り、勝訴によって返還金を回収するた

めの努力をしてまいりたいと考えております。 

 次に、市内企業大型倒産についてお答えいたします。

まず、連鎖倒産防止、解雇された従業員への対応策等、

市の対応、対策についてでありますが、昨日の政和会

代表、下舘議員ほかにお答えいたしましたとおり、関

係機関等と連携をし対応に努めますほか、庁内連絡会

議の設置による対応や、市内金融機関への要請を行っ

たところであります。また、解雇されました従業員へ

の対応策といたしましても、久慈公共職業安定所、久

慈地方振興局、市の合同説明会の開催や、地域雇用創

造推進事業の活用など、求職者への支援を行うことと

いたしております。 

 次に、当市発注中の工事の処理、対応につきまして

は、昨日の政和会代表、下舘議員ほかにお答えいたし

ましたとおり、保証会社の前払い保証金を財源といた

します補正予算の成立後、速やかに工事発注の入札を

とり行い、年度内完成に向けて努めてまいりたいと考

えております。  

次に、雇用対策についてお答えいたします。まず、

久慈地域の雇用状況につきましては、４月の有効求人

倍率が0.34倍と、県の0.65倍より著しく低く、依然厳

しいものと認識をいたしております。ただし、この有

効求人倍率につきましては、平成17年度以降微増の傾

向にあり、企業誘致等各種施策による成果が現れつつ

あるものととらえております。今後の対策についてで

ありますが、雇用対策の基本は、地域産業の振興発展

にあると認識をいたしているところであり、誘致企業

のフォローアップでありますとか、地域の特性をいか

した内発型産業の振興につきまして、産学官連携によ

る共同研究を促進しながら、民間事業者による新商品

の開発等を支援してまいりたいと考えております。ま

た、地域雇用創造推進事業によります、人材育成を図
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りますとともに、雇用の創出に努めてまいりたいと考

えております。 

 次に、観光客誘致対策についてお答えをいたします。

当市では、これまで広域連携によります滞在体験型体

験観光や、各イベント間の連携を積極的に行い、誘客

を図ってきたところであります。特にも平庭高原、新

山根温泉、小袖海岸など、山・里・海すべてのエリア

におきまして郷土料理体験、久慈琥珀体験、北限の海

女の実演等を取り入れた各種イベントを開催するとと

もに、長年の取り組みにより充実しつつあります教育

旅行とあわせまして、滞在体験型の誘客に努めてまい

りたいと考えております。また、今年度は脆弱な二次

交通の確保のために、市内の観光地を巡る周遊観光バ

スの運行を、夏、秋の土日等に実施する予定でありま

すほか、広域的な連携によりますモデルツアーの造成、

参加型イベントなどを展開してまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、旧北限閣についてお答えいたします。活用内

容と開業時期についてでありますが、開業する施設の

概要は、入浴、宿泊、食堂の３部門からなっており、

開業予定時期につきましては、昨日の清風会代表、畑

中議員にお答えいたしましたとおり、食堂部門は６月

下旬、入浴、宿泊を含めたフルオープンは８月上旬を

予定として、現在その準備を進めていると伺っており

ます。 

 次に、街なか再生についてお答えいたします。まず、

やませ土風館エリア開業の成果についてでありますが、

久慈市街なか連携観光誘客協議会によるキャラバン隊

活動の効果などもありまして、オープン前から各種メ

ディアに取り上げていただき、順調な出足となってお

ります。このことは、街なかのにぎわい創出という一

つの成果のほかに、当市の中心街地域活性化の取り組

みや、観光資源を広くＰＲすることができたものと考

えております。今後の課題といたしましては、やませ

土風館を訪れている観光客を中心市街地に回遊をさせ、

やませ土風館を核とした中心市街地全体のにぎわいを

創出することであると考えております。そのためにも、

各商店会、商工会議所等と連携しながら、各種ソフト

面での取り組みを進めていかなければならないものと

考えております。 

 次に、企業誘致の取り組み状況と、今後の見通しに

ついてお答えいたします。市といたしましては、県と

の緊密な連携によりまして、地域の核となります企業

の誘致とともに、既に立地している企業のフォローア

ップに努め、その二次展開を支援しているところであ

ります。今後につきましては、特定区域における産業

の活性化に関する条例や、企業立地促進法等を活用し、

企業のニーズに応じた工場の新増設プランの提案や、

立地企業で必要とされております人材育成などに取り

組むほか、首都圏での企業ネットワークいわてへの参

加によります情報発信など、県と連携をしながら積極

的に企業誘致活動を展開してまいりたいと考えており

ます。 

 次に、道路整備についてお答えいたします。まず、

市道大川目線と市道生出町線を結ぶ路線の用地交渉を

含む整備状況についてでありますが、この両市道を連

絡をいたします林道柏木線約1,020メートルの市道認

定に向けた用地承諾は、地権者５名中２名の方から承

諾を得ているところであります。また市道大川目線に

つきましては、全体延長約570メートルのうち約430メ

ートルが整備済でありますが、一部の用地について承

諾が得られていないところであります。また、市道生

出町線につきましては、全体計画延長約520メートル

を整備中であり、そのうち約320メートルが整備済で

ありますが、いずれの路線の地権者に対しましても、

今後も事業の理解が得られるよう努めてまいる考えで

あります。  

次に、市道久慈川線の拡幅整備の考え方についてで

ありますが、交通の混雑の解消や安全対策として、

1.5車線化は有効な手法の一つであると考えておりま

す。しかしながら当該路線は、ご承知のとおり県管理

の久慈川の堤防を占用している市道であります。また、

この道路を拡幅するためには、沿線の土地利用等の課

題も多いわけであります。加えて多額の費用が見込ま

れると考えております。したがいまして今後河川管理

者等と1.5車線化の可能性等について検討してまいり

たいと考えております。 

次に、栄町市営住宅についてお答えいたします。ま

ず移転計画でありますが、今年度から平成22年度まで

の３年間を予定しております。今年度は、地盤調査、

用地測量及び設計業務を行う計画であります。建設工

事は、平成21年度と平成22年度の２カ年で行い、住宅

の完成を待って入居者の移転を行う予定といたしてお

ります。 
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次に、入居者への対応についてでありますが、４月

末に建てかえ計画について文書によりお知らせをし、

5月27日には入居者への説明会を行ったところであり

ます。今後は、個別の説明や相談及びアンケート調査

等により、意見等の把握を行ってまいる考えでありま

す。 

後に、水道事業についてお答えをいたします。ま

ず、当市に石綿セメント管の更新状況でありますが、

平成19年度におきまして宇部町日向地区142メートル、

山形町川井地区498メートルにつきまして、石綿セメ

ント管からの更新を行ったところであります。本年度

におきましては、山形町川井地区の残る160メートル

を更新し、完了させる予定であり、山形町小国地区に

つきましては、石綿セメント管の敷設状況調査を実施

する予定であります。なお、宇部町日向地区の未更新

になっている部分につきましては、国道45号の歩道整

備にあわせて更新する考えであります。 

次に、給水管として使われている鉛管の人体への影

響についてでありますが、平成14年度におきまして給

水管として鉛管を使用している箇所の水質を調査いた

しましたところ、水道法の水質基準以下であり、健康

に支障となる影響はないと考えております。当市では

漏水の原因にもなりますことから、平成15年から公道

内の鉛管の更新を行っており、今後も経営状況を勘案

しながら計画的に更新してまいりたいと考えておりま

す。 

以上で、民主党、小倉建一議員に対する私からの答

弁を終わります。 

〇議長（宮澤憲司君） 末﨑教育長。 

〔教育長末﨑順一君登壇〕 

〇教育長（末﨑順一君） 民主党、小倉建一議員のご

質問にお答えいたします。 

初に、久慈小学校の改築についてでありますが、

昨日の政和会代表、下舘議員にお答えいたしましたと

おり、建設構想策定委員会を６月下旬に設置し、その

意見を踏まえて建設構想を策定するとともに、国庫補

助事業採択協議を進めてまいる考えであります。 

次に、いわてスーパーキッズ事業についてでありま

すが、先の新政会代表、澤里議員にお答えいたしまし

たとおり、スーパーキッズに選考されなかった子供た

ちにも、同事業の実施に係る波及効果が広く浸透し、

児童の体力向上が図られるよう、岩手県等関係機関と

の連携に努めてまいります。当市といたしましては、

柔道のまちづくりの一環として、現在取り組んでおり

ます柔道タウン推進事業の中で、小学生を対象とした

選手育成強化を図ってまいる考えであります。 

後に、市営野球場についてお答えいたします。ま

ず、公共下水道施設用地の目的外使用期限とその対応

についてでありますが、使用期限は平成21年３月31日

までとなっておりますことから、現在関係機関と延長

使用についての事前協議を行っているところでありま

す。 

次に、駐車場不足への対応についてでありますが、

久慈地区中学校総合体育大会等、大規模な大会の開催

時には、隣接の久慈浄化センターの駐車場を借り上げ

るなどの対応をしてきたところであり、今後も大会主

催者との連携により、駐車場の確保に努めてまいりた

いと考えております。 

以上で、民主党、小倉建一議員に対する私からの答

弁を終わります。 

〇議長（宮澤憲司君） 質問を許します。９番小倉

建一君。 

〇９番（小倉建一君） それでは何点か再質問いたし

ます。 

まずＰＦＩについてお伺いしますが、成果としまし

ては情報収集が主だったなと、こういうふうに聞きま

したが、私はもっと市で構想する施設等の整備につい

ての調査研究等を具体的に行っているかなという気が

しておりましたが、そうでなかったということです。

今後、そういう考えをもって進めることはできないの

かどうか、そういう調査研究事業にするべきだと思い

ますが、その辺の考えをお伺いします。 

次に、構造改革特区についてもお伺いしますが、現

在プロジェクトチームによる研究等実施したというこ

とと、情報収集とのことでありました。私は食産業振

興のためにも、例えば山ブドウ酒特区、あるいはカモ

シカ特区の申請ができないものかなと、このように思

っております。生産過剰ともいわれております山ブド

ウを使い、この地で古くからつくられていたといわれ

ております山ブドウ酒の製造、そして天然記念物とし

て食べることが禁じられておりますカモシカの肉、骨

の活用のための特区であります。この考え方について

の所見をお伺いいたします。 

次に、ふるさと納税についてもお伺いします。私は
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大変よい制度ができたと思っております。その意味か

らも全国の他の市町村では非常に素早く動いておりま

す。久慈市としましては、６月に動き出したというこ

とでありますが、このふるさと納税制度を久慈市の一

大事業としてとらえ、積極的な行動を期待するもので

ございます。私個人としましても、例えば野球場建設

のための久慈市への寄附のお願いを市外に向けて積極

的に発信できればと、このように考えております。こ

のような運動が全市的に広がるあるいは起こす、起こ

ることへの期待、考え方を市長からお伺いします。 

次に、観光客誘致対策、特にも街なか観光について

お伺いします。土風館はできましたが、その周りが観

光のまちとしては、やっぱり寂しいなという思いであ

ります。土風館に来た観光客のためにも、いわゆるリ

ピーターとして誘致するためにも、この街並みの景観

整備に力を入れるべきだと、このように思っておりま

す。きのうも下舘部長からいろいろ出ておりましたが、

街並みの景観等も今後考えていくということですが、

さらに力強い町並み景観整備についての考えをお伺い

したいと思います。 

次に、街なか再生でございますが、街なか全体のに

ぎわいを創出する、あるいはソフト面での開発を進め

るというような答弁でありましたが、私は駐車場にか

かわって質問します。駐車場含めた旧久慈病院跡地等

の整備計画、平成19年度３月、平成20年３月ですが、

平成19年度中に策定するというような答弁を聞いてお

りましたので、その進捗状況はどうなっているかとい

うことをお伺いしたいと思います。旧久慈病院跡地の

整備計画はどのようになっているのかということを確

認したいと思います。 

道路整備についても再質問いたします。市道大川目

線と生出町線を結ぶ路線、市道二つになっております

し、林道も入っております。これは将来１本の市道に

して、幹線道路としての市道認定が必要かと思ってお

りますが、その辺の考え方をお伺いしたいと思います。 

また久慈川線の1.5車線化整備の考え方については、 

有効であり、検討協議しながらも、やはり経費がかか

る等のことがありました。1.5車線は非常に有効であ

るわけですし、 近住宅を建てる場合に、土地を高く

して建てている方が結構おります。こういう土地の高

い場所と、堤防ののり面だった部分については、公共

用地といいますか堤防敷地になっているわけですので、

その辺を1.5車線化の拡幅のために有効に使えるかな

と、このように思っておりますので、非常にいい考え

かなと思っておりました。その辺をよろしくお願いし

たわけですが、さらには都市計画のマスタープランで

は、国道281号のバイパスの計画も線が入っておりま

したが、なかなかこれは進まないであろうということ

で、このバイパス機能もこの久慈川線は兼ねていると

いうこともありますし、お祭り等では使っているわけ

です。この辺のことも考えあわせ、また増水の場合の

決壊も心配されると。あわせてこの補強にもなるとい

うようないい面ばかりですので、一つこの辺の再度の

考えをお伺いしたいと思います。 

 以上でございます。 

〇議長（宮澤憲司君） 佐々木総務企画部長。 

〇総務企画部長（佐々木信蔵君） まず、ＰＦＩにつ

いて市の今後の考え方ということでございます。ＰＦ

Ｉは民間資金を使いながら、そのノウハウを活用しな

がら、効率的効果的な公共サービスの提供を行うとい

うことでございますが、現在のところ適格な事業がな

いということでそれを進めていないわけでございます

が、将来そのような適格な事業があり業者等もある場

合は、これは進めていかなければならないものという

ふうに考えてございます。 

 ふるさと納税についてでございますが、現在ふるさ

と納税の寄附金の使い方ということで、市勢発展計画

に盛り込んでいる部分というふうな、ある程度の部分

で進めているわけでございますが、今議員さんお話し

になった野球場、その具体的な計画ができ、いわゆる

計画を考えた段階で納税対策をどういうふうにするか

という部分の話題ととらえてございますので、ご了解

願います。 

〇議長（宮澤憲司君） 下舘産業振興部長。 

〇産業振興部長（下舘満吉君） それでは私の方から

街なか観光誘客について、あるいは駐車場関係につい

てのご質問にお答えをさせていただきます。いわゆる

街なかの景観整備、街並みの景観整備あわせて駐車場

ということで、一つのものと考えてお答えをさせてい

ただきます。前の質問にもお答えをしておりますけれ

ども、高質空間整備事業計画というものを20年の２月

に策定をして、この中で県病跡地の駐車場広場の整備

というものを計画しておりまして、今年度実施する方

向で進めておりますし、町並みにつきましてもポケッ
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トパーク事業等々含めて整備をしてまいりたいと、こ

のように考えております。 

以上でございます。 

〇議長（宮澤憲司君） 晴山建設部長。 

〇建設部長（晴山聰君） 私からは大川目線と生出町

線にかかわっての再質問にお答え申し上げますが、こ

の路線は小久慈町と大川目町を結ぶ基幹路線というふ

うな形でとらえております。ただ、この地権者の方々、

全部で８名おられますけれども、そのうちの５名の

方々から承諾を得られていないというふうな状況が続

いてございます。この重要性にかんがみまして、これ

以降も粘り強く交渉をしてまいりたいというふうな考

え方をもっております。 

 それから1.5車線にかかわって、久慈川の堤防の件

でありますが、この1.5車線、ただいま市長からもご

答弁申し上げましたように、有効な手段であるという

ふうにとらえてはおります。ただ今議員お話のとおり、

のり面については河川の占用許可をとって使っていく

ということになりますが、現に堤防の下に住居を持つ

方々につきましては、河川の占用許可をとって利用し

ている方々もございます。そういったこと等もござい

ますので、いずれ河川管理者であります岩手県の方と、

いろいろとその可能性について協議をしてまりたいと

いうふうに考えております。 

 以上であります。 

〇議長（宮澤憲司君） 佐々木総務企画部長。 

〇総務企画部長（佐々木信蔵君） 構造改革特区につ

いてお答えを申し上げます。議員さんから山ブドウ、

あるいはカモシカというふうなお話がございましたが、

いずれ民間からお話をいろいろと聞かなければならな

いところではありますが、山ブドウについてはいろい

ろと協議をして、いろいろと対応できる可能性もある

のかなとは思いますが、いずれそのことについて協議

があり次第どうなのか、特区としてどうなのかという

部分については、検討をしていく必要があるのかとい

うふうに考えてございます。 

〇議長（宮澤憲司君） ９番小倉建一君。 

〇９番（小倉建一君） 再度質問いたしますが、まず

ふるさと納税についてでありますが、私の個人的な考

えの野球場については、計画がないからこれは計画が

出てからとういようなことなわけですが、もし先ほど

市長が言いました寄附者の考えを重要に考えていきた

いということになれば、そういう指定の寄附がきた場

合にはそういうのも考えなければならないわけですか

ら、寄附者の考えを重要に考えながら、いろいろな計

画を早めに立てなければならないというふうに思いま

す。市で計画がないから、寄附は受けませんよという

ようなことのないような考えでいってもらいたいと思

いますが、その辺の考えをお伺いします。 

 もう一つは、観光客誘致にかかわってでありますが、

下舘部長は昨日公衆トイレの整備の必要、街なか整備

の関係でも必要だというような答えをしております。

この公衆用トイレですが、久慈の駅前ですが、ＪＲの

駅舎の中と三鉄の横に２カ所あるわけですが、このう

ちのＪＲ駅舎のトイレにつきましては、におい等環境

があまりよくないというような観光客の声が聞こえて

おります。調査の上、市でもある程度負担しながらＪ

Ｒとあわせて整備するなり、観光客に恥ずかしくない

ようなトイレの整備をお願いしたいと思いますが、そ

の考え方についてお伺いします。 

 もう一つは 後に、火葬場の付近の道路の関係です

が、どうもここ三、四年用地交渉が進んでいないとい

うようなことであるわけですが、用地交渉が進まない

のであれば、何年経っても同じようなことかと思いま

すので、用地交渉の手法をかえるなり、我々議員の力

を引き出すようなこともするなり、いろいろ手法もあ

るかと思いますので、その辺の考え方についてお伺い

します。いつまでも同じような答弁が繰り返されてお

りますので、その辺の部分についての考えもお伺いし

ます。 

 以上です。 

〇議長（宮澤憲司君） 外舘副市長。 

〇副市長（外舘正敏君） 私からふるさと納税につい

ての考え方でご答弁申し上げたいと思います。小倉議

員、野球場ということでご質問なさっているわけです

けれども、一般的によその例等を見ると、特定の事業

に対しての寄附というのはなかなか見当たらない。い

わゆる福祉の推進とかスポーツ振興とかいう、いわゆ

る一般的な部分でのご寄附をお願いしているいうふう

なことであろうというふうに思っております。いずれ

市としましても、そういうふうな観点でもって、先ほ

ども市長から答弁申し上げておりますが、それぞれの

同窓会あるいはふるさと会等について、積極的にお願

いをしたいと思っていますのでご了解いただきたいと
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思います。 

 以上です。 

〇議長（宮澤憲司君） 下舘産業振興部長。 

〇産業振興部長（下舘満吉君） それでは公衆用トイ

レ、ＪＲ駅舎のトイレについてということでございま

すが、その前に先ほどのご答弁の中で、私20年度に病

院跡地の駐車場整備をしますというふうにお話をいた

しましたが、設計をし、20年、21年度にかけて工事を

するということでございますので、ご訂正をお願いい

たします。 

 駅舎トイレについてでございますけれども、今現在

私どもの方で承知しておりますのは、ＪＲさんでも業

者さんにお願いをして清掃していると、このように伺

っております。ただし、そういう声があったというこ

とであるならば、私どももまたもう１度調査をしてみ

て、それについての対応策がどのようなものがあるか

検討してみたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

以上でございます。 

〇議長（宮澤憲司君） 晴山建設部長。 

〇建設部長（晴山聰君） ただいま用地交渉のことで

ご質問いただきましたが、確かに行政側といいますか、

担当課あるいは関係課、一緒の交渉でなかなか進まな

いという事例が多々ございます。そういったことに対

しましては、地元の方々のご協力を得るとか、有力者

の方々をご同行いただいてお願いをするとか、そうい

った手段等もあろうかと思います。このことにつきま

しては、そういったことも踏まえて検討してまいりた

いというふうに思います。 

 以上であります。 

〇議長（宮澤憲司君） 再質問を打ち切ります。 

 次に、社会民主党、梶谷武由君。 

〔社会民主党梶谷武由君登壇〕 

〇１番（梶谷武由君） 社会民主党の梶谷武由でござ

います。 

市政の当面する問題について、市長並びに教育長に

質問をいたします。 

まず質問に入る前に、今回の岩手・宮城内陸地震に

おいて亡くなられた方々、あるいは被災をされた方々

に対し、心からお悔やみ申し上げますとともにお見舞

いを申し上げます。 

質問の第１番目は、振興局の再編について。岩手県

はこれまで広域生活圏を設定し、それに基づいて12の

地方振興局を配置してきましたが、平成18年に広域振

興圏という考え方に立って、2010年度から岩手県を広

域振興局体制で進めていくと基本的な考え方の素案を

発表しました。県北地域については、来年2月をめど

に基本方針を示す予定となっています。基本的な素案

では、可能な限り業務を広域振興局に集約していくと

もなっています。広域振興局体制の基本的な考え方の

中で、課題の中に県北・沿岸地域と県央・県南地域の

さらなる拡大が懸念されるとことから、さらなる体制

の整備が課題であると表現もされております。地方振

興は、中央から離れているほど、また経済的力の弱い

地域ほど手を差し伸べていく必要があると私は思って

います。久慈地域と県央や県南との格差を縮め、岩手

県が均等のある発展を実現していくためには久慈地方

振興局の存続は不可欠と思っています。市長は久慈広

域圏内のリーダーとなって久慈地方振興局の存続に向

けて取り組んでいくべきと思いますが、所見をお伺い

いたします。 

次に、本年度から出身地や応援したい自治体への寄

附額に応じて、居住地の個人住民税を控除する、いわ

ゆるふるさと納税制度がスタートしました。私自身は 

この制度については、賛成できません。なぜなら住民

税は自分の住んでいる自治体に税を支払い、そして行

政のサービスを受けるのが基本ではないかと考えてい

るからです。だがこの制度が始まり、他の自治体が積

極的に取り組みを行っているのが、新聞等で報道され

ております。これまで久慈市に納税していた方が、他

の自治体に寄附を行えば、久慈市の税収が減ることに

なります。久慈市の税収確保のために、久慈出身者で

他の自治体に住んでいる方や、以前に久慈市に住んで

いた方などに寄附の呼びかけを行い、ふるさと納税を

促すためのどのような取り組みを行う予定かお伺いを

たします。 

次に、テレビのアナログ地上波停止にかかわる諸問

題についてお伺いをいたします。市のホームページに

よると、今年度は共聴施設の電波の受信状況について 

調査することになっています。久慈地区の場合に、中

継局の位置が変更になります。これに伴い難視聴地域

が新たに発生すると思われますが、これらについての

調査はだれが行うか、またその実施時期と費用負担は

どのようになるかお伺いをいたします。大きな建物の
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影になって、受信できなくなった場合の対応はどのよ

うになるのか。テレビ受像機やビデオデッキ等の更新、

あるいは地デジのチューナーの購入が必要ともなりま

す。低所得世帯等への援助が必要と思いますが、どの

ように対処していくかお伺いをいたします。また、市

の施設や小中学校にも、多数のテレビがあります。一

度に更新するのは多額の費用がかかると思いますが、

どのように対応しているのかお伺いいたします。 

次に、市庁舎へのエレベーターの設置について、こ

れまで議会で何回も取り上げられてきましたが、いま

だにエレベーターの設置の予定がありません。ついこ

の間のことですが、年金特別便の相談があったとき、

２階へ行く階段の踊り場のところで休んでいる方がい

ました。具合でも悪いのかと思い声をかけたらば、階

段を上るのがつらいので、ひと休みしているとのこと

でした。歩行が困難な障害者の方はもちろんですが、

お年寄りの方々もエレベーターの設置を強く希望して

います。今後ますます高齢化が進む状況にあり、一日

も早くエレベーターを設置すべきと考えますが、考え

をお伺いいたします。また、エレベーターの耐用年数

は一般的に何年くらいか。この市庁舎を今後何年使用

する予定かについてもお伺いいたします。 

次に、市民バスの運行状況についてお伺いいたしま

す。４月１日から市の委託による運行が開始されて、

２カ月が経過しましたが、利用者の声をどのように把

握しているか、また、市民バスの利用状況、公共交通

利用促進協議会の活動状況と、今後の活動予定につい

てお伺いいたします。 

次に、ねんきん特別便についてお伺いします。相談

回数もかなり多く行われており、相談者の数も相当な

人数となっていると思いますが、相談に訪れた方々が

満足できる回答が行われているか等、どのように把握

しているかお伺いをいたします。 

次に、産業振興についてお伺いします。天然山ブド

ウ100%のジュース「山のきぶどう」を使ったブドウの

お酒や観光物産協会が開発した冷麺、あるいは久慈東

高校生が技術協力して開発された「サケちくわ」等の

商品が新しく開発されたり、商品化されたり新聞で報

道されています。このように新規開発された商品の販

路拡大のための支援が必要と思いますが、どのように

考えているか見解をお伺いします。 

次に、市道整備についてお伺いします。路線バス新

町循環線の運行経路の一部、畑田地区の羽黒山の所の

交差点が急カーブで路幅も狭く、そして急坂となって

いて、その場所に停留所が設けられています。地元の

町内会の方々もあそこは危ないのではないか、市道森

田中線を通った方が安全だし、近所の方々にも特に不

便はないということから、枝成沢、田中の両町内会長

たちが、運行経路の変更をお願いした経緯があります。

市道森田中線に一部未舗装部分があるので、早期に舗

装を行い、バス運行ができるようにすべきと考えます

が、舗装の予定についてお伺いをいたします。 

次に、教育行政ついてお伺いいたします。小中学校

の学校再編についてですが、再編によって子供たちの

通学距離が長くなるのは避けられません。通学に要す

る時間を、できるだけ短くするようにしていく必要が

あると思います。現時点でどのように対策を考えてい

るかお伺いをいたします。 

子供が学校内で不慮の病気やけがをした場合、通常

であれば保護者に連絡を取り、対応していると思いま

すが、家族が対応できない場合などは、学校の責任で

子供を家庭に送り届けなければなりません。再編によ

って学校が遠くなり、歩いて対処できない場合の対応

について、どのように対応をすべきと考えているかお

伺いいたします。 

次に、小中学校図書費についてお伺いします。学校

図書館の図書の充実のために、平成14年度からの５年

間で計650億円の交付税措置が講じられましたが、学

校図書標準の達成状況が十分でないことから、新たに

新学校図書館図書整備５カ年計画が策定され、平成19

年度からは単年度で200億円、５年間合計で1,000億円

交付税措置を行うとして実施されています。文科省の

調査で、平成19年度における自治体の予算措置の割合

は国全体では78％となっていますが、久慈市における

予算の措置率は幾らであったか。図書標準を満たして

いる学校は、小中学校別にそれぞれ何校あるかお伺い

いたします。図書標準達成に向け、今後どのように取

り組んでいくかお伺いをします。 

次に、小中学校の教材費について。今年５月13日の

岩手日報紙上で、本県の教材費の予算化率が全国 低

というショッキングな報道がありました。岩手県では

財政措置した金額の25.4％が、教材の購入費に充てら

れたとなっています。教材整備のために交付税として

措置された金額の何％が予算措置されたか、また交付
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税措置された金額まで、教材購入費の予算を引き上げ

るべきだと思いますが、どのように考えているかお伺

いをいたします。 

以上で、登壇しての私の質問を終わります。 

〇議長（宮澤憲司君） 山内市長。 

〔市長山内隆文君登壇〕 

〇市長（山内隆文君） 社会民主党、梶谷武由議員の

ご質問にお答えをいたします。 

初に、地方振興局の再編についてお答えをいたしま

す。広域振興局設置につきましては、昨日の政和会代

表、下舘議員ほかにお答えいたしましたとおり、広域

振興の位置、機能等について、私どもなりの考え方を

伝えているところであります。今後におきましてもさ

らに機会をとらえて、県の具体的意向をただしながら、

久慈広域町村や関係団体等とともに対応してまいりた

いと考えております。 

次に、ふるさと納税についてお答えをいたします。

ふるさと納税につきましては、議員から一定のお考え

を示されたところでありますが、先の民主党、小倉議

員にお答えいたしましたとおりであります。全庁的に

あらゆる機会をとらえて、その周知を図り、寄附金が

あった場合にはその使途について、寄附者の意図を反

映させるように工夫してまいりたいと考えております。 

次に、テレビのアナログ波停止に伴う対応について

お答えをいたします。まず、新たな難視聴地域にかか

る調査についてでありますが、地上デジタル推進全国

会議の「デジタル放送推進のための行動計画」におき

まして、放送事業者の責任においてその対策を講ずる

こととされております。しかしながら、アナログ波停

波までの期限が差し迫っている中で、有効な対策を施

すためには、調査データが早急に必要でありますこと

から、市独自での調査を今年度において実施予定であ

ります。 

次に、建物の影になることによる受信障害、いわゆ

る都市受信障害につきましては、基本的には当事者問

の協議により解決することとされておりますことから、

情報提供に努めながら解決を促してまいりたいと考え

ております。また、低所得世帯へのテレビ等購入費の

支援については、現在のところ考えておりませんが、

国の動向等情報収集に努めてまいりたいと考えており

ます。 

次に、市庁舎へのエレベーター設置についてお答え

いたます。エレベーターの設置は必要な設備であると

認識いたしておりますが、相当多額の設置費用を要し

ますことから、整備は困難と考えております。また、

エレベーターの耐用年数は、減価償却資産の耐用年数

等に関する省令では17年となっております。 

次に、市庁舎を今後何年程度使用する予定なのかと

いうご質問でありますけれども、昭和49年の建築であ

りまして、耐用年数50年となっておりますことから、

当分の間使用できるものと考えております。 

次に、市民バスの運行状況についてお答えいたしま

す。まず、バス運行にかかわる利用者の声の把握につ

いてでありますが、バス運行にかかわっては、直接的

にはバス事業者が利用者の意見を聞いて対応し、運行

時刻の変更など、運行計画にかかわることにつきまし

ては、市が電話などで要望を受け、その把握に努めて

いるところであります。 

次に、市民バスの利用状況につきましては、昨日の

政和会代表、下舘議員ほかにお答えいたしましたとお

りであります。ご了承をよろしくお願いをいたします。 

次に、久慈市公共交通利用促進協議合の活動状況に

ついてでありますが、平成19年度中に会議を２回開催

し、市民バスの愛称審査、フリー乗降の周知方法など

を協議していただいております。今年度は、利用者か

ら寄せられた要望、さらには岩手県公共交通利用促進

協議会から情報をいただきながら、鉄道を含めた公共

交通機関の利用促進について協議していただく考えで

あります。 

 次に、ねんきん特別便についてでありますが、昨日

の清風会代表、畑中議員にお答えいたしましたとおり、

市におきましては、主に年金記録の見方や回答票への

記載の仕方等についての相談に応じているところであ

ります。おおむね満足いただいているものと認識をい

たしております。 

次に、産業振興についてお答えいたします。新商品

の開発に当たりましては、岩手大学との共同研究等の

取り組みをコーディネートするとともに、市の「研究

機関等連携促進事業費補助金」などの活用を通じ、き

め細かな支援を行ってきたところであります。これら

新商品の販路拡大への支援につきましては、企業等か

らのニーズも高いことから、市といたしましても重要

な取り組みと認識をいたしております。国・県や財団

法人いわて産業振興センター等の各種支援制度につき
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まして、随時、情報の収集と提供を行いますとともに、

具体の申請手続きにつきましてもフォローアップして

まいりたいと考えております。 

後に、市道整備についてお答えいたします。市道

森田中線の改良舗装についてでありますが、この市道

は、大川目町田中地区のバス路線であります市道山岸

線と市道畑田国坂線を連絡する、約600メートルの路

線であります。舗装済み延長は約390メートル、その

進捗率は65％となっておりますことから、引き続き財

政事情を勘案しながら、早期完成に向け取り組みます

とともに、あわせて市民バス路線として検討してまい

る考えであります。 

以上で、社会民主党、梶谷武由議員に対する私から

の答弁を終わります。 

〇議長（宮澤憲司君） 末﨑教育長。 

〔教育長末﨑順一君登壇〕 

〇教育長（末﨑順一君） 社会民主党、梶谷武由議員

の教育行政についてのご質問にお答えいたします。 

初に、学校再編についてお答えいたします。まず、

再編に伴う通学時間の短縮についてのご質問でありま

すが、平成20年度から22年度までの第１期において、

具体的に統合を検討している麦生小中学校、侍浜小学

校角柄分校、枝成沢小学校の児童生徒については、ス

クールバス等により通学手段を確保してまいる考えて

あります。 

次に、学校において子供がけがや病気となった場合

の対応についてお答えをいたします。一般的にそうし

た場合には、保護者と緊急の連絡を取り合うことにな

りますが、子供の状況に応じて、救急車の要請を行っ

たり、学校に迎えに来ていただく、あるいは学校の保

健室で休ませるということになります。 

次に、図書費についてお答えいたします。まず、基

準財政需要額に対する学校図書整備費の割合でありま

すが、平成19年度予算額は小学校283万5,000円、中学

校188万2,OOO円、合計471万7,000円であり、文部科学

省が示した基準財政需要額1,181万3,100円の39.9％に

相当しております。 

次に、学校図書館図書標準を満たしている学校数に

ついてでありますが、平成19年度は、小学校23校中４

校、中学校は11校中１校となっております。なお、小

中学校全体の学校図書館の蔵書数は14万4,187冊であ

り、学校図書館図書標準冊数18万3,000冊に対する 

充足率は78.8%となっております。 

次に、学校図書館図書標準の達成に向けた今後の取

り組みについてでありますが、これは継続した予算確

保に努め、図書充足率の向上を図るとともに、図書の

更新にも鋭意努めてまいりたいと考えております。 

後に、教材費についてお答えをいたします。まず、

基準財政需要額に対する教材設備費の割合であります

が、平成18年度は小学校費1,000万2,000円、中学校費

695万円、合計1,695万2,000円であり、文部科学省が

示した基準財政需要額4,787万4,500円の35.4％に相当

しております。 

次に、教材費予算の引き上げについてでありますが、

教材は教育を行う上で、欠かすことのできない機械器

具でありますことから、必要な教材の予算の確保充実

に今後とも努めてまいります。 

以上で、社会民主党、梶谷武由議員の質問に対する

私からの答弁を終わります。 

〇議長（宮澤憲司君） 再質問を許します。１番梶谷

武由君。 

〇１番（梶谷武由君） まずそれでは振興局の再編に

ついてですが、再編そのものについて私は否定はしま

せんが、もし仮に久慈地方振興局が久慈市からなくな

ったらどうなるのかと考えたときに、岩手県は財政難

だし仕方がないかなというふうにはなりません。元気

な地域や、あるいは１人で何でもやれるような地域は

あまり手をかけなくてもよいと思うのですが、久慈の

ように気象条件も厳しかったり、あるいは産業も少な

かったり、地理的な条件が悪いために企業の競争力も

弱いなどと、どれをとってもよいことがないといえば

言い過ぎかもしれませんが、このような悪条件の重な

っている地域ほど行政による支援が必要だというふう

に考えています。県が進めようとしています二戸の振

興局と、久慈の振興局を一緒にするのは無理があるの

ではないかと。道路条件はよくはなっておりますが、

農業振興一つとってみても、二戸と久慈とでは全く違

うと。こっちはやませで長袖を着ているとき、山を越

えるともう半袖でも暑いと。そういう状況とか、ある

いはこちらには海があるけれども、二戸には海がない

とか。このようなことを考えたとき、振興局が一緒に

なったとき、どうなるのだろうとすごく心配されます。

あとこれまで公的な機関が二戸と、県北一つというこ

とで、二戸と久慈を考えたとき、久慈に残って二戸が
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なくなったという例はないわけです。全部二戸の方に

行ってしまうと。そういうことを考えると、久慈の振

興局もいってしまうのかなと。そうなれば大変だなと

いうことで考えているわけですが、市長も関係する市

町村と連携をとりながらやるという返事をしているわ

けですけれども、近隣市町村との連携についての計画、

具体的なものがあればお答えをお願いしたいと思いま

す。基本的な方針の提示が来年２月ですので、時間的

な余裕は全くないということで、早期にやっていかな

ければなりませんし、具体的な計画についてお願いを

したいと思います。 

それから次に、テレビのアナログ波の停波にかかわ

る部分ですが、新たな難視聴地域というのは、どの辺

が予想されるのか。現時点でまだ電波が発信されてい

ないのでわからないわけですが、全ての地域、町内会

を調べるというのでもないだろうし、どのあたりかを

予想しているのであればお伺いをしたいと思います。

建物等について影になる分については、当事者間でと

いう話をされたわけですが、例えば合同庁舎の影にな

って受信できない場合、これまでは受信できたけれど

も新たに受信できなくなるというのは、わからないわ

けですよね。そこに住んでいる人たちも意識を持って

「これは大変そうだ」と、テレビが全然見えなくなる

前に、何かしなければならないというので立ち上がれ

ばいいわけですが、立ち上がらないまま停波の時期を

迎えてしまうと。それから改めてどうしようああしよ

うというふうになると、テレビを見られない時間、期

間が非常に長くなるのではないかということで、こう

いう調査はだれが行うのか。当事者が行うといっても

これは個人個人になってしまうので、公的な機関が行

わなければならないだろうと考えます、そしてその場

合の費用負担。あるいは実際に映らない、受信できな

いというようなことがなった場合の、設備の設置とか

費用負担というのはどのようになっていくかについて

もお伺いをしたいと思います。ギャプフィラーについ

ての話もこれまで何度もされているわけですが、受信

者が日常の視聴のためにも費用の負担がかかるという

ことも、以前から話されているわけです。中継局から

の電波を直接受信しているか、あるいはギャップフィ

ラーによる電波を受信しているかというのはどのよう

にして把握されるのか。ギャップフィラーだと月数千

円の支払をしなければなりませんし、中継局からだと

普通の受信料だけでいいということになりますので、

その辺の把握状況というのはどのようになるのかお伺

いをしたいと思います。このような場合、突然ある日

から毎月数千円の負担になる。すぐ二、三軒おいた隣

の人は負担しなくてもいいという、こういう状況が出

てくるわけですが、そのことについてどのように考え

ているかをお伺いしたいと思います。 

それから、エレベーターの設置についてですが、現

在の市庁舎を建てかえるまで無理だよというふうに今

の話で聞いたのですが、これでは市民の願いとか声を

というのを無視したものではないかなと。高齢化社会

が進行してくる中で、さらに10年も、15年あるいは20

年かわかりませんが、ずっと我慢をしなければならな

いというのはそれはないだろうと、何とか設置をする

方向で検討をしていただけないものかどうかと。そこ

のところについてお答えを願いたいと思います。 

バスについてですが、バスがなくならなくてよかっ

たという声がある一方で、便数が少なくて不便だとい

う声も聞かれます。利用促進協議会があって、それら

のメンバーについても決まって、話し合いも検討も行

われているわけですが、バスの利用を促進するために

は多くの人たちにバスが自分たちの問題だと、私たち

のバスなんだと、いわゆる市民バスなんだという意識

を持ってもらうためにも、バスを利用している方々に

利用促進協議会に入っていただき検討することが、利

用者の拡大につながるのではないかなと思うのですが、

利用促進協議会のメンバーをふやす予定がないかどう

かについてお伺いをしたいと思います。 

それから、ねんきん特別便についてですが、市が年

金課のところで相談を受けたのについてはわかります

が、社会保険庁、二戸社会保険事務所が行った相談内

容の分について、どのように把握しているか、そこの

ところをお尋ねしたかったので、お答えを願いたいと

思います。特別便の、昨日の他の議員の質問に対して

の回答の中で、特別便の発送者数等はわからないとい

うことでしたが、特別便についての相談の延べ回数と

相談者数がわかれば、そこの分についてもお伺いをし

たいと思います。これは国保関係のみではなくて、す

べてを含めてです。 

それから、新規開発商品の販路拡大、あるいは支援

の分についてですが、商品の製造や販売にかかわって、

その販売目標数とか、あるいは販売目標金額、その目
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標の達成状況、どのようになっているのか、つかんで

いるのであればお答えをお願いしたいと思います。 

それから、市道整備の部分で、これはバスのことに

なりますが、新町循環線に私も乗ってみました。その

時羽黒山のところはお世辞にもいい状況とは言えない

状況にあります。その田中の方から枝成沢に行く時あ

るいはその逆の方向のときが非常に大変で、そしてそ

の停留所の位置も交差点の真ん中でとまるというよう

な状況になっています。バスの運転手さんにも確認し

て、どこでとまりますかと言ったら、ここですと。そ

れがすっかり真ん中と。交通量も少ないわけですが、

それでも安全ではないなという感じを受けたところで

す。バスの車体と道路の幅等を考えたとき非常に狭い。

前の方と後、脇ぎりぎりになって通っているというこ

とから、雪が降った場合にも除雪する方々も大変では

ないのかなと思います。ここの分についてどの程度把

握しているのかお伺いをしたいと思います。 

あと、学校再編について、スクールバスの分につい

てはわかりましたが、これまでスクールバスだと統合

前の学校のところから統合された新しい学校までの運

行というふうになると思うんですが、通学時間を短縮

するためにはもっと配慮が必要かなと。例えば枝成沢

小学校が統合になったとした場合に、その枝成沢小学

校のところから久慈小学校までの間の運行ではなくて、

枝成沢よりさらに奥にある子供がいる地区からスクー

ルバスを運行して順次乗せてくると。それによって子

供たちの通学時間が大幅にふえることを防ぐ、何とか

少しでも短くしてあげることができるのではないかな

ということで、その分についての考え方をお願いした

いと思います。 

あと、子供がけがをしたり病気の場合の対応につい

てですが、家庭で対処できればそれでいいわけですけ

れども、そうでない場合に、タクシーの借り上げとか

あるいは公用車の利用とか、そういうのを検討する必

要もあるかと思いますがこの分についてお伺いをした

いと思います。 

それから、図書の整備についてですが、図書整備に

ついては国の方針、交付税措置の段階で標準冊数を整

備するだけじゃなくて、老朽化あるいは陳腐化した図

書の更新に利用する経費も含めて市に学校図書館図書

整備５カ年計画を作成したとなっています。久慈市の

場合に予算措置状況を見ると、この整備計画は19年度

からなわけですが、18年度までは年135億円の交付税

と。そして、平成19年度から年200億円と。約50％近

い、48％になりますがそれくらいの交付税措置での予

算交付税措置増となっておりますが、久慈市の予算措

置額はその小学校、中学校費ともほぼ同額あるいは若

干減少という状況にあったわけです。市内の小学校の

場合で平成18年度の図書標準冊数が約11万冊となって

いたわけですが、これを仮に全部買いそろえると。１

冊1,500円くらいと検討すれば１億6,500万円と。年間、

仮にですよ、300万円の予算だとまったく廃棄をしな

くても55年、こんな計算になります。当然更新はしな

ければなりませんし、そういうのを考えるともっとも

っと予算措置が必要ではないかなというふうに考えま

す。このような状況について、ぜひとも今年度あるい

は来年度以降大幅な図書の増額というふうなのが必要

と思いますが改めて質問をしたいと思います。 

以上です。 

〇議長（宮澤憲司君） 山内市長。 

〇市長（山内隆文君） 広域振興局の設置についてで

ありますけれども、梶谷議員のお尋ねの前にもそれぞ

れの議員からご質問をいただいたところであり、その

ことに関して私なりの考えは既にお伝えをいたしてお

りますので、この件についてはご理解をいただきます。

要すれば、この地域にこそ広域振興局配置されるべき

であると、こういった考えにあります。 

あと行動の仕方でありますが、私は、両圏域でもっ

て引っ張り合いという姿を見せるべきではないと思っ

ております。したがいまして、そのことを念頭におき

ながら適時適切に対応してまいりたいと、このように

答弁をいたしております。このことについてもご理解

をよろしくお願いをいたします。 

〇議長（宮澤憲司君） 佐々木総務企画部長。 

〇総務企画部長（佐々木信蔵君） テレビの新たな難

視聴地域の調査の箇所がどの程度かということでござ

いますが。ある程度、難視聴が予想される箇所、70カ

所程度と今のところとらえております。あと新たな難

視聴地域と、いわゆる建物とかいろんな部分の関係で

難視聴地域になるということにつきましては、デジタ

ル波が発信されないと判断できないということでござ

います。いわゆる地形的に中継局から影になっている

場所も考えられます。いずれデジタル波が発信されて

から調査をしたいというふうに考えております。 
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 ギャップフィラーの関係でございますが、難視聴地

域が発生した際に共同受信組合等の設置を検討するも

ので、基本的にはギャップフィラーを設置した場合は

電波利用料はかからないというふうなことになります。

いわゆる電波を再送信をする組合をつくるということ

でございます。 

それから、エレベーターの設置をすべきではないか

と。市長の答弁でも申し上げているようにほしいとこ

ろでございますが、相当多額のお金がかかりますので

非常に厳しいということでございます。 

 あと、新バスの利用促進協議会のメンバーをもっと

ふやせないかということでございますが、この要綱で

ございますが、協議会の委員メンバー10人以内という

ことで三鉄株式会社、それから東日本旅客鉄道とか利

用者を代表する方が数名おりますが、身障協あるいは

委託バスの運行業務者というふうなメンバーでござい

ます。したがいまして、今のところふやす考えはない

ところでございます。 

 私からは以上でございます。 

〇議長（宮澤憲司君） 野田口市民生活部長。 

〇市民生活部長（野田口茂君） ただいま、国民年金

にかかる相談等の内容についてのご質問をいただきま

した。この件につきましては市長からきのう、きょう

と答弁申し上げているところでございますが、国民年

金にかかる事務は平成14年４月から国の方に移管され、

国の事務となっているところでございまして、市の窓

口としては法定受託事務として資格の取得・喪失の届

出や、それから給付に関する請求受付、各種の相談を

しているということでございます。今回の年金の記録

不備につきましては、私ども国保年金課の窓口におき

ましては見方であるとか、またはその記載の仕方、回

答の方法等についてるる懇切丁寧に説明をしていると

ころでありますが、個々具体の内容については、ねん

きん特別便相談会というものが社会保険事務所の方か

ら当市の方に足を運ばれて行われております。そこの

中で個々具体のことは相談になり、またはその記録の

照会等がなされているところでございますが、その具

体の内容については個人の情報ということもあること

でしょうから公表はされていないというところでござ

います。なお、相談件数等の内容でございますが、久

慈市の窓口における相談件数は既に市長からご答弁申

し上げていますとおり、全部で726件でございます。

その内訳で申し上げますと、窓口が562件、電話が164

件となっております。それから、二戸社会保険事務所

が主催して久慈市で開催しておりますねんきん特別便

相談会につきましては平成20年２月から６月10日まで

で12回681件の相談があったというふうに伺っている

ところでございますのでご了承願います。 

〇議長（宮澤憲司君） 猪久保産業開発支援担当部長。 

〇産業開発支援担当部長（猪久保健一君） 新製品の

販売に係る目標数ですとか売り上げの件でございます

が、個別の商品の数値につきましては担当の方といた

しまして把握してございません。ご了承願います。 

〇議長（宮澤憲司君） 中居教育次長。 

〇教育次長（中居正剛君） 学校再編にかかわっての

ご質問にお答え申し上げます。まず、スクールバスの

件でございますが、枝成沢小学校を例にとってのご質

問があったわけでございますが、今現在枝成沢から通

っている中学生の場合でご説明申し上げますが、この

場合には市民バスの回数券を支給しまして中学生には

対応しているところでございまして、その場合には津

内口の停留所から通っているという状況でございます。

そして小学生の場合には今後、具体的に検討してまい

りたいと。要するに学校の開始時間等の関係もござい

ますので今後具体的に検討してまいりたいと思います。

それから、子供のけがへの対応でございますが、医療

機関への移送については保護者が原則行うようにお願

いしているものでございます。なお、緊急時や保護者

と連絡がつかない時にはタクシーを利用したりして、

学校の方で送ったりしておりますが、 終的には原則

保護者からの費用でお願いしたいというふうに考えて

いるところございます。 

 次に、図書整備の関係でございますが、具体には18

年度で廃棄した冊数は2,210冊廃棄しております。ま

た、19年度は4,247冊ということで廃棄もしますし、

それから購入もしていくということの中で図書標準に

できるだけ近づけるように今後とも努力してまいりた

いというふうに考えております。 

 以上でございます。 

〇議長（宮澤憲司君） 晴山建設部長。 

〇建設部長（晴山聰君） 先ほど新町循環線、バス路

線の関係でご質問がありました。ここの羽黒山のちょ

うど交差点の部分でありますが、この路線につきまし

てはちょうど畑田国坂線の起点とする部分であります
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が。この路線は久慈の方からまいりますと上り坂にな

ってございます。また、田中線につきましては下り坂

になっている状況でありまして、道路構造上からもか

なり難しい部分があるというふうに認識してございま

す。バスがそこの部分を通行する場合には、大きくカ

ーブを描かなければ通行が難しいのかなというふうに

認識はしてございます。今、森田中線の部分の改良工

事を進めておりますので、そちらの方の工事を幾らで

も早く工事の完成に向けて進めたいというふうに認識

してございます。 

以上であります。 

〇議長（宮澤憲司君） １番梶谷武由君。 

〇１番（梶谷武由君） 重ねて質問いたしますが、一

つは地デジ、テレビの関係ですが、テレビが見えなく

なったとき、関係するその人たちで共聴組合をつくっ

て云々という話があったわけですが、テレビが見られ

なくなってからでは遅いですよね。見える今のうちに、

アナログ波が放送されているうちに対応しなければ、

デジタル波がきているかきていないか、見えるか見え

ないかというのを、各家庭、自分の家が対象になるの

かならいのかというのがわからなければ、地域全体が

見えない、こないよというのであれば、そこでどうし

よう、町内会で相談してみるかとかどうするかとか、

これは相談になると思うのです。そうでないような地

域の場合に黙っていたのでは、３年後には混乱を生じ

ることにつながるのではないかなということからお伺

いをしているわけです。例えば久慈小学校のすぐそば

に、市営住宅があると。久慈小学校の影で、例えばテ

レビが見られなくなる家と見える家とが出てくるので

はないかなという想像を私はしますが、見えればそれ

にこしたことはないのですが。そういうとき、そこの

人たちも何とも感じないで住んでいて、突然ある日地

上デジタル波がこなくなって見えなくなったというこ

とではそれはないだろうと。ぜひ全世帯がこれまでと

おり、テレビを受信できるようにしていかなければな

らないということで、混乱を起こさないようにしてい

くのが行政の役目でもあるだろうというふうに思いま

すので、改めて質問をしたいと思います。 

 それからバスの関係ですが、昨日の議員の質問の中

でも答えがあったのですが、利用促進に向けてもアン

ケートをとっていくという、９月ごろの予定だという

話がありましたが、バスの運行時刻、現在出している

運行時刻というのは年間を通して考えているのか、冬

時間というのが設定されるのか。設定されるのであれ

ば９月だと、冬の時刻改正に間に合わないのではとい

う気もしますが、その辺についてのお考えをお願いし

たいと思います。 

 以上です。 

〇議長（宮澤憲司君） 佐々木総務企画部長。 

〇総務企画部長（佐々木信蔵君） 地デジの関係でご

ざいますが、市内全域を個別調査するというふうな考

え方でございます。調査する際にここは必ず見えると

いう大丈夫だというエリアがあり、そこは除きますが、

それ以外は全て調査をするということで、その結果を

市民にお知らせををするというふうな考え方で進めて

いるところでございます。したがいまして今議員さん

が心配なされた、共聴組合を早目につくる必要がある

のではないかと。そういう場合では情報がわかって、

いわゆる支援をしていくというふうなことでございま

す。 

 バスの夏時間、冬時間どうするのかということにつ

きましては、資料を取り寄せてからお答えをいたしま

す。 

〇議長（宮澤憲司君） この際、暫時休憩をいたしま

す。 

 再開は午後３時15分とします。 

午後２時59分    休憩 

──────────────────── 

午後３時15分    再開 

〇議長（宮澤憲司君） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

 社会民主党、梶谷武由君の一般質問を継続します。 

保留中の答弁を求めます。佐々木総務企画部長。 

〇総務企画部長（佐々木信蔵君） 答弁保留中のバス

運行にかかわっての答弁を申し上げます。バス運行事

業には冬時間を設定するということで、それを想定す

る必要があるということで、時間を調べるように業者

にお願いをしているところでございます。９月までに

時間を調整し地域交通会議に諮り、意見をいただき、

国の方に申請をして、冬時間の設定を12月１日と考え

ているところであります。 

 以上でございます。 

〇議長（宮澤憲司君） １番梶谷武由君。 

〇１番（梶谷武由君） それではさらに質問をいたし
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ますが、アンケート実施９月と。それを集約してさら

に市の方針を固めてというふうになると、冬時間の申

請には間に合わないということになってしまうと。そ

うすると来年の夏時間の運行というふうになってきま

すが、それではちょっと遅すぎるのではないかなとい

うふうに思います。アンケートについても、ある程度

の期間が必要と思われますので、さらに検討を加えて

お願いをしたいと思いますが、見解をお願いします。 

 それからテレビの関係についてですが、先ほどの答

えで個別に行うというふうな話がありましたが、これ

は個別にということは全世帯についてということでし

ょうか。地デジの電波が届かない家庭に対しては、共

聴施設、共聴組合をつくって対応をしなければなりま

せんよと。お宅さんのところは映らないからそういう

のを早めにやって、テレビが映るようにやってくださ

いねという呼びかけを行うのか、その場合に町内会と

は範囲が合致しないと思います。そういうときどなた

が主導をしてやるような形になるのか、その辺の想定

というか考え方についても伺いたいと思います。ギャ

ップフィラー、電波再送信というのですが、それをし

た場合にそれで全部が映れば良いわけですけれども、

仮にそれでも映らないというところが出てくれば、さ

らにもっと別の箇所にギャップフィラーをつけなけれ

ばならないというふうなことも出てくれば、非常に時

間もかかるのではないかということが想定されます。

そういう時間的な制約のある中でのことですので、早

急な取り組みが必要だろうと。その辺についての考え

方等についてもお願いをしたいと思います。それから

小学校、中学校、あるいは公共施設にたくさんのテレ

ビがあります。新しく買いかえるとなればかなりの予

算額が必要になろうかと思いますが、それらの対応と

いうのはどのようにする予定なのかお伺いをしたいと

思います。 

 以上です。 

〇議長（宮澤憲司君） 佐々木総務企画部長。 

〇総務企画部長（佐々木信蔵君） アンケート調査等

の実施の関係でございますが、きょう答弁申し上げた

のはバスの利用者調査、いわゆる市民バスをしている

人にバスに乗りながらアンケート調査するという調査

が９月。ほかにも調査がございます。市民に交通意識

の調査、これは2,000人ほど対象にしながら、この６

月今定例会終了後から始める流れでございます。それ

からほかには公共交通を利用している人たちが使って

いる場合の調査、それも８月に始めますし、それから

高校に通っている方、高校生が使っていますがそれの

調査、特殊な調査ですがそれは７月から始める考えで

ございます。そういうふうな考え方で、調査の結果が

９月末にはまとまるという考え方でおりますので、ご

了解を願いたいというふうに思います。 

 テレビの関係でございますが、個別調査を行うと、

これは調査をしなくても映るということがわかる場所

がございます。そういう場所は除いて調査をするとい

うことでございます。エリアが特定されたときに、ど

のように対応するべきかと。それは前からお話してお

りますが、国と放送事業者の責任のもとで見えるよう

にというふうなことが前提でございますが、いずれこ

うゆうふうな状況にありますよということで、そのエ

リアの人たちが何とか見られるような対策というふう

なことで、ある程度のエリアである程度の組合なり何

なりをつくって対応せざるを得ないであろうと。その

際の補助事業、補助金など財源内訳についてはいろい

ろと説明をしているところではございますが、国の方

で補助制度がどのようになりますかわからないところ

ですが、いずれ情報提供にも努めてまいりたいという

ことであります。ギャップフィラーで対応できない場

合どうするのかと。そういうふうにできない場合、１

カ所、２カ所は発生する可能性もあるかと思いますが、

いずれギャップフィラーで全エリアを対応できるよう

な対応の仕方をしてもらいたいとふうな願いをもって

いるところでございます。 

 小中学校のテレビデジタル化の対応についてという

ことでございますが、いずれ今後検討していかなけれ

ばなりませんのが、お金がかかることですので計画的

に、スムーズに行いたいというふうにはとらえてござ

います。 

 以上でございます。 

〇議長（宮澤憲司君） 再質問を打ち切ります。 

 次に、公明党、山口健一君。 

〔公明党山口健一君登壇〕 

〇10番（山口健一君） 第９回定例会に当たり、当面

する市政課題について市長並びに教育長に一般質問行

います。 

質問に入る前に、先のミャンマーの大型サイクロン

での被災者、また中国四川省での大地震による被災者、
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さらに６月14日発生しました岩手・宮城内陸地震の被

災者に対し心からお見舞い申し上げます。１日も早い

復興をお祈りいたします。 

それでは通告に従い、順次質問いたします。 後に

なりましたので、前の方の質問と重複いたしますが割

愛せず質問いたしますので、ご答弁をよろしくお願い

申し上げます。 

質問の第１は入札制度についてであります。県では

入札制度については透明性を図るため、入札業者を県

が指名する指名競争入札から、一般競争入札中心に行

われております。一者入札が増加しているとし、入札

参加者が少ないと競争にならないとしています。当市

でも一般競争入札を進めているわけですが、当市の現 

状と基本的考え方についてお伺いいたします。 

２番目は公共工事の早期発注についてであります。

市内の大型企業の倒産は、市内外に大きなショックを

与えました。道路特定財源の影響で、工事発注が遅れ

ているのも事実ではないかと思います。市内業者にと

っては、発注の遅れは大変厳しいものがあると思いま

す。早期の発注が望まれておりますが、現状がどのよ

うになっているのかお伺いいたします。 

３番目はふるさと納税についてであります。出身地

や応援したい自治体への寄附額に応じて、居住地の住

民税を控除するいわゆるふるさと納税制度がスタート

し、各地域で活発に展開されております。当市の取り

組み状況についてお伺いいたします。また、自治体や

住民が選んだメニューに対し、全国の団体・個人から

の寄附を募り、それを財源に政策を実行する、いわゆ

る寄附条例の導入も全国的に広がっています。当市の

基本的考え方についてお伺いいたします。 

４番目の公共交通利用促進について、２点お尋ねい

たします。１点目は市民バスについてであります。本

年４月１目からＪＲバス路線廃止を受け、市民バスの

のるねっとＫＵＪＩがスタートしたわけですが、現状

をどのようにとらえているのか、また問題点等があれ

ば、お示し願います。 

２点目は利用促進についてであります。県では本年

６月から職員が出張や通勤時に車の利用を控え、でき

る範囲で公共交通機関を利用するＰ－ｅｃｏ・ＲＩＤ

Ｅ（ペコ・ライド）を始めるようです。Ｐ－ｅｃｏ・

ＲＩＤＥ（ペコ・ライド）とは個人で始めるエコロジ

ーと少しの（ぺっこの）利用で減車という意味の造語

で、「できる範囲でムリなくかしこく」をキーワード

に行動を促すとしています。燃料高や環境問題等から

も、当市でも積極的に進めるべきとおもいますが取り

組み方についてお伺いします。 

５番目は市民税についてであります。国の税源移譲

による市民税、所得税の税率変更に伴い、市民税が増 

となり全国的に滞納がふえていると聞きます。当市の

現状と考え方についてお伺いいたします。 

６番目は振り込め詐欺についてであります。県内で

は振り込め詐欺が急増の兆しを見せておりますが、全

国的には減少傾向にあると聞きます。しかしながら

近新たに社会保険庁などを名乗る還付金詐欺が急増し、

被害額も昨年の倍以上になっていると聞きます。当市

の現状と今後の対応策についてお伺いいたします。 

７番目は交通安全対策についてであります。改正道

路交通法が本年６月１日から施行されております。自

転車対歩行者の事故発生件数は、10年前の4.5倍にも

なったとされ、その対策として自転車等の通行ルール

が改められました。そこで当市として交通弱者といわ

れる子供や高齢者の交通安全対策を、どのように考え

ているのかお伺いいたします。 

８番目はクールアース・デー制定についてでありま

す。国では地球温暖化対策のため本年７月７日、北海

道洞爺湖サミット開催日をクールアース・デーとして

取り組むようです。当市でもライトダウンなどさまざ

まな施策があると思いますが、取り組み方についてお

伺いいたします。 

９番目はごみの分別についてであります。この問題

につきましては、通告ではプラスチック製包装ごみに

ついて来年度から行うとしておりましたが、当市では

本年度から既に実施されているようです。日本容器包

装リサイクル協会によりますと、本県の市町村のプラ

スチック製容器包装リサイクル実績は東北では５番目

で、全国平均を大きく下回っているとしています。当

市も同じようにリサイクル率向上策が望まれています。

住民への周知策など、取り組み方についてお伺いいた

します。 

10番目の福祉行政について３点お尋ねいたします。

１点目は発達障害支援についてであります。県教委に

よりますと、ほぼ全ての小中学校では実態把握や支援

策などを検討する校内委員会を設置しているのに対し、

幼稚園等では29.2％となっており、対応が遅れている
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としています。発達障害は普段の行動だけでは発見が

難しく、適切な対応をしないと学校不適応につながる

とし、幼稚園から社会に出るまで連続したケアが必要

といわれています。当市の現状と今後の支援策につい

てお伺いいたします。 

２点目は介護ボランティアについてであります。厚

生労働省の要綱改正を契機に、65歳以上の元気な高齢

者が介護ボランティアをすることでポイントを貯め、

みずからの介護保険料の支払いに充てる介護支援ボラ

ンティア制度を導入している自治体もあるようです。

当市においてもいろいろと検討してみるべきと思いま

すが、考え方についてお伺いいたします。 

３点目は介護従事者の待遇改善についてであります。

厚生労働省は昨年８月、福祉人材確保指針を14年ぶり

に改定し、介護労働者の待遇改善の必要性などを掲げ

た。背景には介護サービスを必要とするお年寄りの急

増と、それを支える介護従事者の深刻な人材不足があ

るとしています。介護労働安定センターの調査による

と不足の主な要因は離職率の高さと、介護の仕事がお

年寄りの命を預かる責任の重い仕事で、高い専門性も

要求されるのに、それに見合う待遇が保証されないと

しています。当市の現状と待遇改善を、どのように考

えているのかお伺いいたします。 

11番目の質問は農商工連携についてであります。地

域基盤である農林水産業と、中小企業者などが持つ経

営資源を活用することで、地域の活性化を目指す農商

工連携促進法案が今国会で成立するようです。当市で

もいろいろな施策を講じているようですが、農商工連

携を今後どのように進めていくのかお伺いいたします。 

12番目はポケットパーク事業についてお尋ねいたし

ます。ご存じのように鏡岩園地は久慈渓流の景勝地で、

トイレ等の掃除は大川目町まちづくり協議会が市から

委託され管理しており、水道の設置を望んでおりまし

たが、このたび予算計上されました。先日地元での工

事説明があり、手洗いの設置と転落防止さく等の工事

を行うとのことでした。せっかく多額の事業費を計上

して工事を行うのであれば、先のことを考えると簡易

水洗トイレの設置は考えられないのかお伺いいたしま

す。 

13番目は建設行政についてであります。１点目は公

共施設の耐震化についてであります。先の中国四川省

の大地震などを受けて、国では３年をめどとしてすべ

ての小中学校等の耐震化を図るとしています。また、

耐震補強で２分の１から３分の２へ、改築においては

３分の１から２分の１に補助金を増額するとしていま

す。先日発生した岩手・宮城内陸地震では活断層がな

いといわれるところが震源地ということで、いつどこ

で地震が発生をするかわかりません。子供たちの安全

確保のためにも、市債などを発行してでも早急に耐震

化を図るべきと思いますが、取り組み方についてお伺

いいたします。 

２点目は大川目地区基盤整備事業の農道の安全対策

についてであります。大川目地区農業基盤事業の農道

が一部供用開始され、現在市道との交差部分が大変危

険な状況にあります。この場所は子供たちの通学路で

もあることから、早急に安全対策をすべきと思います

が取り組み方をお伺いいたします。 

３点目は市営住宅についてであります。国土交通省

は、低所得者向けに整備賃貸している地方自治体の公

営住宅について、一戸当たりの面積や設備など全国一

律に定めている整備基準を、都道府県や市町村が決め

られるよう関係省令を改正するとし、あわせて入居資

格要件も緩和し、地方の裁量に広げるとしています。

そこで今後の市営住宅の整備の進め方についてお伺い

いたします。 

後に教育行政について４点お尋ねいたします。 

１点目は学校のアレルギー疾患対策についてであり

ます。昨年４月、文部科学省から教育委員会や学校に

対し学校のアレルギー疾患に対するガイドラインの取

り組み方について、具体的に示されました。アレルギ

ー疾患のある子供たちを学校でどのように支えるか、

という視点での対応が望まれていると思います。当市

の現状と具体的取り組み方について、お伺いいたしま

す。 

２点目は学校給食についてであります。食料品やさ

まざまな物価の上昇を受け、学校給食の運営が大変厳

しい状況にある中、給食の回数を減らしたり値上げす

る自治体もあるようです。当市の状況と対応策につい

てお伺いいたします。また、ある自治体では弁当の日

を設けているところもあります。弁当の日は親が手伝

わずに、小学校五、六年生が自分で買い物をしてつく

った弁当を持参するというもので、子供の生きる力を

目覚めさせて成長を後押しするとともに、家族との暮

らしの時間を取り戻し、一家団らんがふえると報告さ
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れています。当市も積極的に取り組むべきと思います

が考えをお伺いいたします。 

３点目は小中学生の携帯電話についてであります。

政府の教育再生会議では、出会い系サイトなどを舞台

にした犯罪が多発しているのを踏まえ、必要のない限

り携帯電話を持たないよう、保護者・学校関係者が協

力し、小中学生が携帯電話を持つ場合は通信や位置確

認できるＧＰＳ機能に限定し、メールを使わせない対

策を推進するとしています。当市は現状をどのように

認識しているのか、また使用制限など今後の取り組み

方についてお伺いいたします。 

教育行政の 後は学校ボランティアについてであり

ます。文部科学省では本年度より学校教員の負担軽減

を図り、教員が子供と向き合う時間の拡充のため、学

校地域支援事業をスタートさせました。学校支援活動

は自治体の積極的取り組みが必要であり、学校支援を

教育行政の重要課題と位置づけて活用することが望ま

れております。当市の現状と、考え方についてお伺い

いたします。 

以上で、登壇しての私からの質問を終わります。 

〇議長（宮澤憲司君） 山内市長。 

〔市長山内隆文君登壇〕 

〇市長（山内隆文君） 公明党、山口健一議員のご質

問にお答えいたします。 

初に入札制度についてでありますが、当市では一

般競争入札は行っていないところであります。なお一

般競争入札の導入につきましては、今後さらに検討を

重ねてまいりたいと考えおります。 

次に、公共工事の早期発注についてお答えをいたし

ます。道路特定財源の影響でありますが、国からの交

付金の交付決定通知が、昨年に比べまして約１カ月半

の遅れがありましたものの、その間速やかに発注でき

るよう設計書の作成などの準備を進め、今月末には市

道久慈夏井線電線共同溝工事などの発注を予定してお

り、この遅れは全体の工程の中で取り戻せるものと考

えております。また、道路特定財源を財源といたしま

す道路以外の道路につきましても、早期発注ができる

よう事務を進めているところであります。 

次に、ふるさと納税についてお答えいたします。ふ

るさと納税につきましては、先の民主党、小倉議員ほ

かにお答えいたしましたとおりでありますが、ふるさ

と納税によりどの程度の寄附が見込めるのか不明であ

りますことから、寄附条例の導入については考えてお

りませんので、ご了承をお願いいたします。 

次に、公共交通利用促進についてお答えいたします。

市民バスの利用状況と利用者の反応につきましては、

昨日の政和会代表、下舘議員ほかにお答えしたとおり

でありますが、市民バスヘの要望の把握に努め、課題

解決に努めながら利便性と乗車率の向上を図ってまい

りたいと考えております。 

次に、出張や通勤時における公共交通機関の利用に

ついてでありますが、通勤時の渋滞緩和や地球環境を

守るという観点から、このような取り組みは必要であ

ると認識をいたしております。当市の交通事情等の地

域性や業務の都合上等の面から、これを全面的に普及

させていくのは厳しいと考えているところであります

が、当市におきましても、毎月、第２、第４水曜日を

マイカー自粛デーとして位置づけ、職員に協力を呼び

かけてきたところであります。また、出張時における

公共交通機関の利用につきましては、経費節減等の理

由から、公用車の使用を優先させているところですが、

公用車がない場合には公共交通機関を利用することと

し、私有車の使用は届け出によりやむを得ない場合の

み、使用できることといたしております。いずれ、マ

イカー自粛デーにつきましては、今後におきましても

職員への呼びかけを継続し、職員が取り組める可能な

範囲内で、実施してまいりたいと考えております。 

次に、市民税についてお答えいたします。 

国の税源移譲に伴う市民税の滞納状況についてであ

りますが、平成19年度の個人市民税現年課税分の調定

額は12億2,885万9,000円となり、対前年度で見ますと

３億1,453万6,000円、率にいたしますと34.40％の増

でありました。これに係る収入額でありますが、11億

8,586万2,000円、収納率は96.50％となり、前年度を

2,040万3,000円上回る4,299万7,000円の滞納繰り越し

が生じたところであります。なお、滞納の要因には多

様なものがあると考えておりますが、税負担の公平性

の確保の観点からも、滞納者の発生を極力抑制するよ

う収納率の向上に努めてまいりたいと考えております。 

次に、振り込め詐欺についてお答えをいたします。

振り込め詐欺や還付金詐欺は、全国的に後を絶たず、

手口も巧妙化しているといわれております。久慈警察

署管内におけるこれらの被害届は、平成19年は４件、

本年は４月現在１件と久慈警察署から伺っているとこ
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ろであります。また、久慈警察署や久慈地方振興局の

消費生活相談室、また市の窓口に寄せられた相談件数

は、平成19年は106件、本年は４月現在41件となって

おります。これら振り込め詐欺等に遭わないようにす

るため、市ではチラシの回覧や高齢者を対象とした出

前講座等により啓発に努めているところであり、今後

におきましても、定期的な啓発に努めるとともに、警

察や金融機関など関係機関と連携しながら、被害の未

然防止に向け、鋭意取り組んでまいる考えであります。 

次に、交通安全対策についてお答えをいたします。

本年６月１日に施行されました改正道路交通法では、

後部座席を含むシートベルト着用の義務化や、自転車

の歩道通行できる場合の明確化、13歳未満の子供が自

転車を運転するときや、同乗させる場合のヘルメット

着用の努力義務化、また75歳以上の高齢運転者のいわ

ゆるもみじマークの表示の義務化などが規定されたと

ころであります。市といたしましては、改正道路交通

法の周知啓発のため、先ごろ周知文書の回覧を行った

ほかに、久慈警察署などと連携し、街頭でのチラシ配

布、のぼり旗等の設置、また、小中学校での交通安全

教室や、高校などの交通安全マナーアップ指定校の指

定、高齢者を対象とした交通安全講習会などに鋭意取

り組んでいるところであります。今後におきましても、

警察や交通安全協会などの関係機関、団体等と連携を

しながら、交通事故防止と交通法規遵守に向け啓発を

強化してまいる考えであります。 

次に、クールアース・デーについてお答えいたしま

す・クールアース・デーは６月９日の首相記者会見に 

おいて、洞爺湖サミット開催日の７月７日の七夕の日

をクールアース・デーと定め、一斉消灯運動のみなら

ず、低炭素社会への歩みを国民みんなで確認するさま

ざまな取り組みを行う日にしたい旨表明をしたものと

認識をいたしております。また、地球温暖化対策に対

する久慈市の取り組みといたしましては、６月21日か

ら７月７日まで実施をいたします。ＣＯ₂削減・ライ

トダウンキャンペーンの一環といたしまして、６月21

日に久慈東ロータリークラブとの共催事業として

「100万人のキャンドルナイトｉｎくじ」を開催する

ほかに、 終目の７月７日には、市内全域にライトダ

ウンを広く呼びかける運動を実施したいと考えており

ます。 

次に、ごみの分別についてお答えいたします。プラ

スチック製容器包装のリサイクルにつきましては、平

成10年度からトレイ、発泡スチロール及びペットの清

涼飲料水容器をリサイクル資源として分別収集を実施

しているところでありますが、これら当市における平

成18年度のリサイクル率は11.6％であります。また、

本年４月から新たにペットマークのついたしょうゆ、

みりん、調味料のペットボトルを収集品目に加え、ご

みの減量化とリサイクル率の向上を図ったものであり

ます。さらに、リサイクル率向上のため、毎年度「早

分かり！ごみの分け方・出し方」を全戸に配付すると

ともに、まちづくり直送便とタイアップをいたしまし

て、ごみの減量化や分別収集の方法等、環境衛生にか

かわる分野についての出前講座を開催するなど、周知

啓発活動を実施いたしております。今後におきまして

も、久慈市衛生班連合会と連携をしながら、分別収集

の徹底を図るなど、ごみの減量化とリサイクル率向上

に努めてまいりたいと考えております。 

次に、福祉行政についてお答えいたしま。まず、発

達障害者支援についてでありますが、小中学校におき

ましては、いわて特別支援教育かがやきプラン推進事

業及びくじかがやきプランに基づきまして、本年度、

小学校６校に10名、中学校１校に１名の講師を配置し、

注意欠陥多動性障害、知的障害など特別な支援を要す

る児童生徒への支援を行っているところであります。

市内の幼稚園におきましては、発達障害が疑われる児

童につきましては、知的障害者更正施設の相談支援専

門員等の助言を得ながら、きめ細やかな支援を行って

いると伺っております。また保育園でありますが、研

修による保育士の資質の向上を図るとともに、保育士

の加配などにより対応しているところであります。ま

た、障害が疑われる児童につきましては早期に発見し

適切な支援を行うこと肝要でありますことから、検診

等における早期発見に努めるとともに、早期療育事業

等への参加を促し、療育指導や相談などを通じて、健

全な発達が図られるよう関係機関等と連携を図りなが

ら、支援に努めてまいりたいと考えております。 

次に、介護ボランティアについてお答えいたします。

この制度は、高齢者による地域貢献の奨励や社会参加 

活動を通じた介護予防の推進を図るとともに、一定の

社会参加活動をした高齢者に対し、活動実績に応じて、

保険料負担の軽減をすることができる制度であると認

識をいたしております。元気な高齢者が地域に貢献で
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きるような取り組みは、地域みんなで支えあうまちづ

くりの実現に資するものと考えておりますので、今後、

先進事例等を研究してまいりたいと考えております。   

次に、介護従事者の待遇改善についてお答えをいた

します。少子高齢化の急速な進展とともに、本市にお

いても要介護サービス利用者が毎年増加しており、生

産年齢人口の減少が見込まれる中で、多忙化する福祉

介護ニーズに対応するための人材確保が必要であると

考えております。そのためには、介護労働者の待遇改

善、地位の向上が必要であると認識をいたしておりま

すが、国におきましては介護労働者待遇改善の原資と

なります介護報酬については、介護保険料負担の水準

にも留意しながら、適正な介護報酬を検討するとして

おりますことから、都市部と比較してサービス提供地

への移動が長時間となる地方の特殊性を考慮した、適

正な介護報酬の認定等につきまして、国に対し要望し

てまいりたいと考えております。 

次に、農商工連携についてお答えをいたします。

「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の

促進に関する法律」、いわゆる農商工等連携促進法に

ついてでありますが、この法律は、中小企業者と農林

漁業者が、それぞれの経営資源を活用した取り組みを

進めることにより、相乗効果を発揮しながら地域の活

性化を図ることを目的に制定されたものであります。 

市といたしましては、これまでも産業振興の柱の一

つとして、内発型産業の振興に取り組んできたところ

でもあり、今後におきましても、新法に基づく支援制

度の情報収集と提供に努めながら、引き続き農商工連

携の取り組みを支援してまいりたいと考えております。 

次に、ポケットパーク事業についてお答をいたします。

久慈渓流鏡岩園地の整備につきましては、先日、大川

目町まちづくり協議会に対しまして、ポケットパーク

事業についてのご意見等をいただくための説明会を行

ったところであります。事業の概要といたしましては、

緊急度を考慮し、トイレの給水設備、観光客等の安全

確保のための防止さく整備、案内看板の設置を計画し

ているところでありますが、ご提言のトイレの簡易水

洗化につきましては、実態を把握しながら、今後の検

討とさせていただきたいと思います。 

次に、建設行政についてお答えします。まず、公共

施設の耐震化につきましては、昨日の政和会代表、下

舘議員にお答えいたしましたとおりでありますが、 

国の補助拡大の対象は危険性の高い公立小中学校と聞

いているところであり、現在、耐震診断を実施した中

では、当市内の公立小中学校には対象校はないものと

認識いたしております。いずれ今後におきましても耐

震診断を行い、耐震化に努めてまいりたいと考えてお

ります。 

次に、大川目地区基盤整備事業で整備した農道と市

道との交差部の安全対策についてでありますが、この

農道は、岩手県が整備している道路でありまして、全

体延長1,600メートルのうち、約500メートルが供用開

始されているところあります。現在。規制標識の設置

につきまして、岩手県公安委員会と協議中であると久

慈地方振局土木部から伺っているところでありますが、

当面の安全対策といたしまして、交差部付近への注意

看板等の設置について要請をしているところでありま

す 

後に、市営住宅についてお答えいたします。先の

報道によりますと、国土交通省は全国一律で定めてい

る公営住宅の整備基準を都道府県や市町村で決められ

るようにすることや、入居者資格要件を緩和するなど、

地方の裁量を広げる方向で法の改正を行うとのことで

ありますが、まだ内容が明確に示されておりませんこ

とから、今後、法律の施行に合わせて県等と連携をと

り、具体的な対応を検討してまいりたいと考えており

ます。 

以上で、公明党、山口健一議員に対する私からの答

弁を終わります。 

〇議長（宮澤憲司君） 末﨑教育長。 

〔教育長末﨑順一君登壇〕 

〇教育長（末﨑順一君） 公明党、山口健一議員の教

育行政についてのご質問にお答えいたします。 

初に、学校のアレルギー疾患についてのご質問に

お答えします。文部科学省が監修した学校のアレルギ

ー疾患に対する取り組みガイドラインは、いまだ当市

に示されていないところでありますが、教育委員会と

いたしましては、継続してアレルギー疾患の実態把握

に努めるとともに、今後示された段階で、ガイドライ

ンを踏まえ、教職員に対する知識の啓発を行い、児童

生徒の健康管理に努めてまいりたいと考えております。 

次に、学校給食についてお答えします。 

まず、食材の値上げ等への対応についてであります

が、 近の食材の高騰により、学校給食運営は大変厳
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しい状況にありますことから、献立の工夫を図り、価

格を抑えた食材の使用に努めるなど、現行の給食費及

び給食回数を維持してまいりたいと考えております。 

また、弁当の日については、現在久慈地区において

月２回程度実施しているところでありますが、新給食

センター完成後は山形地区と同様に完全給食とする考

えであります。 

次に、小中学生の携帯電話についてお答えいたしま

す。まず現状でありますが、携帯電話の所持率は、久

慈地域生徒指導推進協議会が行った平成18年の管内の

調査によりますと、小学５年生と６年生の２学年で平

均7.6％、中学生では平均29.3％となっており、学年

が上がるにつれて増加の傾向にあります。また、特に

も、中学３年生の所持率は、平成16年度調査の16.6％

に比較して、平成18年は45.6%と約３倍にも増加して

おります。当市におきましては、さらに、47.4％とな

っておりまして、２人に１人が専用の電話を所有して

いるということになります。市内では、携帯電話を介

した問題は発生しておりませんが、所有率の高さや発

達した情報化社会は、子供たちにとって安心できる環

境ではないと認識をしております。このような実態を

踏まえ、携帯電話の利用の留意点やネット犯罪などに

ついて、各校に注意の喚起を行っており、校内への持

ち込み禁止の申し合わせもしているところであります。

さらに、情報モラルの先進的な授業を実施し、子供た

ちの意識向上を図っているところであります。また、

久慈警察署生活安全課を初め、関係機関との連携を密

にし、万が一問題が発生した場合に、的確な対応をと

れるよう体制を整えております。今後とも、有害情報

の収集等を十分に行い、各校に周知徹底を図り、問題

を未然に防止することを第一に取り組みを強めてまい

りたく考えております。 

後に、学校支援ボランティアについてであります

が、文部科学省では平成20年度から地域全体で学校を

支援する体制を構築し、教員の負担の軽減、学校教育

の充実、地域の教育力向上等を図ることを目的して、

学校支援地域本部事業を実施することとしたところで

あります。具体的な内容としては、学校の授業補助や

部活動の指導、校内環境の整備、登下校中における安

全確保など、地域住民の積極的なボランティア活動に

よる、学校の支援を想定した３カ年の時限事業となっ

ております。当市におきましては、従来から各学校の

ＰＴＡやスクールガード、まちづくり団体、まちづく

り直送便等による学校支援活動が行われておりますこ

とから、これらの充実とあわせた本事業の導入が可能

かどうか研究をしてまいりたいと考えております。 

以上で、公明党、山口健一議員に対する私からの答

弁を終わります。 

〇議長（宮澤憲司君） 再質問を許します。10番山口

健一君。 

〇10番（山口健一君） 何点か再質問させていただき

ます。 

 まず、ふるさと納税についてでありますけれども、

先ほど市長の方から現在のところ寄附条例等考えてい

ないということですが、実質的には今多くの自治体が

そういうふうな目的別というか、先ほど外舘副市長か

らもありましたように、福祉とか山林の間伐とかそう

いったものに対して、例えば目的に応じて寄附を募る

ということでやっているところもあるようです。近く

では葛巻町とか岩泉町とかが結構そういった事業使っ

ているようですが、いろんなメニューを含めて今後検

討していくべきではないのかというふうに思います。

実質的に今一番情報発信するのはホームページになる

のかなと思いますけれども、団塊世代の退職によって、

ふるさとにいろいろな思いをもっている方々もあるか

と思います。そういう面では、以前よりはホームペー

ジの閲覧する方々も多くなってきているかと思います。

そういった面で、情報発信はどんどんやっていくべき

ではないのかなと、そういうふうに思います。 

 それから市民税については、この前ですが、たしか

普代村では市民税変更になる前は、100％の納入とい

った形で、変わった時点で滞納がふえてきたというこ

とでした。対応策については、全庁一丸となって、そ

ういった周知の仕方とか、滞納の解消に努めるべきで

はないかなと思いますので、そういった取り組み方。

よその自治体ですと幹部みずからが、その対応のため

に動いているというふうなところもあるようですが、

そういった考え方についてお伺いいたします。 

 それから、７番の交通安全対策についてであります

けれども、そういった先ほど申したとおり、自転車対

歩行者、当市でも高校生がお年寄りにぶつかって死亡

したという事故があったわけですが、やはり今改正さ

れて道路と歩道、自転車等が通行するために細かい規

制がでてきたわけですが、その周知の仕方、先ほど小
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中学校、あと高校とかは指定校とかそういうふうな形

でやっているようですが、やはり小学校中学校の自転

車に乗っている方々に、速やかにこの変更になった部

分の指導をして行く、正しい安全で。携帯電話をしな

がら自転車乗っている方も 近多くなっているようで

すけれども、その辺についてきちっとした指導をして

いくべくではないのかというふうに思います。 

 それから、順序逆になりましたけれども、振り込め

詐欺については、久慈市の場合は先ほど19年度は４件

で、今年は４月までに１件といということで、ねんき

ん特別便とかいろんな形で今、そういった長寿医療制

度というかそういった形、いろんな形で還付、あなた

の保険料は多くもらっていますから、返しますという

か、どんどん今後についてはふえてくる可能性はある

わけですので、チラシ等でやっているというわけです

が、いろんな面で機会をとらえて住民にきちっとでき

るような体制をつくっていただきたいなというふうに

思います。 

それから、発達障害支援についてでありますけれど

も、答弁いただきますと、早期発見のために子供の健

診のときに――この前も質問しておりますけれども３

歳児の健診のあと小学校入学前まで健診がなくて、な

かなか見つけづらいというふうな状況もあるわけです

ので、そういった部分で保育園や幼稚園に入っている

子は、先生方が見つけられると思いますけれども、家

族の中だけでいる子はなかなかそういったものが見つ

けられないのではないかなと思います。 

そういった面で、保育園や幼稚園に行っていない

方々のケアをどのようにしていくのか、その辺につい

てお伺いいたします。 

ポケットパーク事業ですけれども、先ほど市長さん

の方から、今後簡易水洗トイレについては検討してみ

たいということです。どの程度金額がかかるかわかり

ませんけれども、以前の山根温泉べっぴんの湯の大改

修のときに、表に露天ぶろをつくったわけですが、つ

くってみた場合には少し皆さん小さいのではないのか

というふうに、やはり相当なお金をかけてつくった場

合に、後になってみればもう少し大きくしてほしかっ

たなという意見がかなりあるわけです。このポケット

パーク事業のトイレの中でも、そういった面からすれ

ば多額の千何百万かけて工事するかわですので、簡易

で少ないお金でもしできるのであれば、多少お金がか

かっても早急にこういった形もつくっていくべきでは

ないかなとも思いますけれども、再度お聞かせ願いた

いと思います。 

それから、建設行政の耐震化の問題につきましては、

国の方では３年をめどに100％耐震化していくという

ことですが、さっき言いました軽減策に当たる、当市

にはそういったものがないということですが、 終的

には国の方で３年をめどということですから、やはり

計画的にやっていくべきかなと思いますが、その辺に

ついてお伺いいたします。 

それから、農道の市道等の交差点については、先ほ

ど市長から話がありましたように、私も土地改良区の

方また農林水産部長の方にもお話して、早急に注意看

板をつけていただきました。大変ありがとうございま

した。やはりここは子供たちが通るわけですので、ど

ちらかといえば市道よりか農道が大きく広くて、なか

なかどちらが一時停止なのかちょっとわかりづらい部

分がありますので、そういった部分は早く停止の看板

等ができるように関係機関に働きかけていただきたい

なというふうに思います。 

それから、市営住宅についてでありますけれども、

まだ国からきちっとした形が見えていないわけですが、

今後栄町を改築していくということですので、そうい

った面では今高齢者向けの住宅というのが、やはり所

得の問題とか１人住まいとかいろんな問題がクリアで

きて、市町村で独自にこういった改正をしてきちっと

できるような形になるかと思いますので、今後市営住

宅の栄町に対してこの制度を使ってできるのかどうか、

その辺についてお伺いいたします。 

それから、学校給食についてでありますけれども、

先ほど今の食材の値上がりで当市では、教育委員会の

方では回数とか値上げは考えていないということです。

子供たちにとっては大変ありがたいのかなと思います

けれども、今、月２回ほどお弁当を持っていくと、多

分山形地区の方かと思いますけれども、先ほど申し上

げたように家族とのコミュニケーションをつくるとい

う意味では、やはり月１回程度はお弁当を子供たちと

親が一緒になってつくるという、そういったものが私

は必要ではないかなと思います。先ほどの教育長答弁

ですと、来年度からは完全給食にしたいということで

すので、そういったことではなくて本当に子供と親が

連携して弁当をつくりながら家族のコミュニケーショ
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ンをつくるという意味では、私は必要ではないかなと

いうふうに思いますけれども、その辺についてお伺い

いたします。 

以上です。 

〇議長（宮澤憲司君） 菅原副市長。 

〇副市長（菅原和弘君） 私からはふるさと納税につ

いての情報発信といったようなことについて、お答え

を申し上げたいと思います。まず、目的なりをはっき

りさせた基金条例の設置につきましては考えておらな

いということでございますが、私どもの方で実は情報

発信ということで、このようなチラシを既に６月の13

日からこれを作成・配布を始めてございます。その中

で、寄附者の方の意向を反映させる方法としまして、

寄附申込書の中に寄附金の使い方、これを６種類設け

まして、これは人材育成の推進、産業の振興、福祉の

充実、環境の保全、地域活動の支援、それから久慈市

に委任という６種類の区分を設けてございまして、そ

れぞれ寄附者の方がご自分のご希望なさるメニューを

選択できるといったような形で運用をさせていただい

ております。ホームページ等に既にこのチラシをもと

にアップしてございまして、ホームページに掲載いた

しましたのは、県内の市町村では５番目にホームペー

ジ掲載してございます。実は６月14日に、久慈地区の

高校の東京同窓会がございまして、そちらでこのチラ

シを実際配る予定でございましたが、例の地震がござ

いまして出席できずに配ることできませんでした。た

だ６月21日に久慈高校の同窓生の集いが東京でござい

ますので、そういった機会をとらえてこれらを配布し

てまいりたいと思います。いずれ庁内的には、全庁挙

げまして市内外での総会、会議いろいろなイベント、

そういったところでパンフレット等によって積極的に

周知を図ってまいりたいと思いますし、ホームページ

で市民にも周知いたしました。また議員各位におかれ

ましても、そういった趣旨でご協力をいただければあ

りがたいと思います。 

 以上でございます。 

〇議長（宮澤憲司君） 野田口市民生活部長。 

〇市民生活部長（野田口茂君） それではお答え申し

上げます。３点ほど市民税の収納対策、交通安全、振

り込め詐欺についてご質問いただきました。 

 まず、第１点目の市民税の収納対策でございますが、

全庁的な取り組みをしてということでございます。以

前には部課長が収納対策に当たったこともございまし

た。そういう経緯もありましたが、担当課において現

在鋭意努めているところでございます。先ほど市長の

方からご答弁申し上げましたように、現年で申し上げ

ますと若干収納率が落ちているというところはござい

ますが、収納対策に当たっては頑張っているところも

ありまして、滞納と現年と合わせれば前年度に比して

若干ではありますが、ポイントアップしているという

ところもございます。いずれにいたしましても市税の

滞納の減少に努めることは、それぞれ意を尽くさなけ

ればならないことでございます。特にも平成20年度は

収納支援システムの導入をして事務能率の向上を図る

ということ、それから電話催告の強化の徹底などを予

定しているところでございます。一部は実施しており

ますが、それらによって収納率の向上を図ってまいり

たいと考えております。 

 第２点目の、改正道交法に係る交通安全のことでご

ざいますが、市といたしましては道路交通法の改正に

伴なう以前からそれぞれ交通安全を呼びかけていると

ころでございまして、市といたしては約２カ月に１回

になりますか、交通安全情報という全戸回覧のチラシ

を配布し、今回も道交法の改正については行ったとこ

ろでございますし、また小中学校等におきましては安

全教室を開催する、高校におきましてはモデル校を指

定するなどして市民へのチラシとあわせて、市全域に

おける交通安全の啓発に努めているところでございま

す。 

 それから、第３点目の振り込め詐欺でございますが、

警視庁の方の見方といたしますと、第２のピークとい

われておりまして、さまざまな手法による振り込め詐

欺が発生しているようでございまして、多数の被害が

出ているという状況にございます。こちらにつきまし

ても、警察と連携を図りながら進めているところであ

りますし、市独自といたしましても各戸に回覧を再三

にわたって配るなど啓発に努めているところでありま

すので、ご理解を賜りたいと存じます。 

〇議長（宮澤憲司君） 菅原健康福祉部長。 

〇健康福祉部長（菅原慶一君） 発達障害児につきま

して、いわゆる在家庭といいますか、保育園とか幼稚

園に通園していない子供に対しての指導・支援という

ふうなご質問でございます。現在もそうしているわけ

ですけれども、これにつきましては民生児童委員、そ
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れから保健推進委員の皆様のご協力のもと、情報を得

ながら、児童相談員それから保健師等と連携いたしま

して、いずれ巡回相談につなげていきたいというふう

に考えているところでございます。 

〇議長（宮澤憲司君） 下舘産業振興部長。 

〇産業振興部長（下舘満吉君） ポケットパーク事業、

いわゆる鏡岩園地の整備事業に関しまして、簡易水洗

化のトイレをできないかということでございますが、

今年度事業費といたしまして1,100万円の予算を計上

させていただいておりまして、事業内容につきまして

は先ほど市長より答弁を申し上げたとおりであります。

予算目いっぱいのところということになろうかと思い

ます。したがいまして簡易水洗なりますと、便器、さ

らには便槽等々の交換をしなければならないというこ

とから高額の費用を要するものであろうと、このよう

に思っておりますので、今後の検討ということにさせ

ていただきたいと、このように思いますのでご理解を

賜りたいと存じます。 

〇議長（宮澤憲司君） 晴山建設部長。 

〇建設部長（晴山聰君） ただいまの農道と市道の交

差にかかわっての交通安全対策についてであります。

これにつきましては、先ほど市長からもご答弁申し上

げましたように、事業主体であります岩手県と岩手県

の公安委員会の方で標識等の早期設置について協議を

進めていると伺っておりますし、私どもにおいても道

路のパトロール等々で現状を見ております。いずれ標

識の設置につきましては、早期になされるよう要望し

てまいりたいというふうに考えております。 

 それから、市営住宅にかかわっての件でございます

が、これにつきましては新聞報道ではありますけれど

も、本年度中に関係省令を改正する方針ということで

報道されてございます。入居者の資格要件等も緩和さ

れるというふうに報道されておりますけれども、この

とおりになりますと栄町の市営住宅の建設に当たって

は、この新たな基準でもって設計等を組んでいくとい

うふうな形になるというふうにとらえております。 

 以上であります。 

〇議長（宮澤憲司君） 末﨑教育長。 

〇教育長（末﨑順一君） 給食センターの弁当の日に

ついてお答えをいたします。この食育につきましては、

社会性の涵養という一つの指導目標もございまして、

家族や友人と食事をしながら楽しい会話で接すると、

そうした中でほかの人と豊かな心で接しながら、社会

的な態度や社会への適応性を養うという、そういう目

標もございます。この弁当の日がそれに沿った形でも

っていくということもあろうかと思いますが、ただ弁

当につきましては、弁当を持ってくる持ってこないと

いったような格差が生じる可能性があるものですから、

私どもでは教育上好ましくないというふうに考えてお

りまして、完全給食を実施したいとしているところで

ありますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇議長（宮澤憲司君） 佐々木総務企画部長。 

〇総務企画部長（佐々木信蔵君） 公共施設の耐震化

についてでございますが、今後これに努めてまいりた

いというふうに考えております。 

〇議長（宮澤憲司君） 10番山口健一君。 

〇10番（山口健一君） 再質問させていただきます。

今ポケットパーク事業については部長の方から話があ

りましたが、今工事で水道300メートルほど引くとい

う話を聞きました。多分そこで費用がかかるかと思う

のですが、実際的に工事発注になった場合に、多分入

札になる場合に、お金が余るかどうかそれはわかりま

せんけれども、幾らぐらいでできるのか、その辺も研

究していただきたいなと。そのときに教えていただけ

れば大変助かると思います。 

それから、弁当の日ということで、今予定していな

いということですが、先進事例等もあって、かなりそ

ういったものがよその地域でやって好評という形があ

るわけですので、ぜひ研究していただいて取り組んで

いただきたいと思います。 

それからもう一つですが、子供の携帯電話について

でありますけれども、これは子供たちだけではなくて、

やはり親のモラルの低下というのも子供たちに大変影

響しているのではないかなと思います。そういう意味

からすれば、親も含めたそういった指導体制がきちっ

とできていかなければならないと思います。先ほど中

学３年生は２人に１人は持っていると、持っていない

と仲間外れになるという思いもあるかもわかりません。

これは親と子供たちをきちっと指導していくべきでは

ないかなと思いますので、その点についてお伺いいた

します。 

〇議長（宮澤憲司君） 末﨑教育長。 

〇教育長（末﨑順一君） まず給食にかかわって、お

弁当の日についてですけども、先ほど申し上げたとお
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りでございますが、今議員からお話がございました先

進事例の研究についてはしてまいります。 

それから、携帯電話についてござますけれども、こ

の情報モラルにつきましては、携帯電話の有効な使い

方というのもあるようでございますので、教育再生会

議等で示されます、これから文科省からも示されると

思いますが、そういうのを見守りながら親への対応、

これは微妙な部分もございますが、適切な対応をして

まいりたいと思います。 

〇議長（宮澤憲司君） 再質問を打ち切ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

散会 

〇議長（宮澤憲司君） 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22分   散会 
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