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午前10時00分   開議 

○議長（菊地文一君） ただいまから本日の会議を開

きます。 

 直ちに本日の議事日程に入りますが、欠席通告者が

あります。皆さんにご報告を申し上げます。１番木ノ

下祐治君、28番蒲野寛君、35番東繁富君の３名であり

ます。ご案内のとおり身内、親族の不幸によるという

理由でございますので、ご了承願います。 

 直ちに本日の議事日程に入ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第１ 一般質問 

○議長（菊地文一君） 日程第１、一般質問を行いま

す。順次質問を許します。山形会代表、大上精一君。 

〔山形会代表大上精一君登壇〕 

○37番（大上精一君） おはようございます。 

 質問に入る前に、大変日本国として喜ばしいニュー

スが先ほど入ったわけであります。お互いさま、大変

喜ぶべきことだなというふうに思っております。 

 それでは、山形会を代表いたしまして、通告いたし

ました点について質問をいたしますので、当局の誠意

あるご答弁をお願いいたします。 

 環境保全型農業についてお尋ねをいたします。 

 ことし３月に食料・農業・農村基本計画に環境保全

が特に必要な地域において、農業生産活動に伴う環境

への負荷の大幅な低減を図る先進的な取り組みに対す

る支援が平成19年度から導入が盛り込まれたと言われ
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ております。平成12年度から始まっている中山間地域

等直接支払いに続いて、今回、環境直接支払いと品目

横断的経営安定対策の導入が示唆されたことに伴い、

國松善次滋賀県知事を発起人として、14府県によって

結成された環境直接支払いを中心とした環境農業推進

制度研究会なるものが８月に東京大学でシンポジウム

を開催し、我が国における環境直接支払い等の農業環

境政策の必要性と有効性について討論し、この施策導

入にかける関係府県の担当者の熱意があふれていたと

されています。このことは、農業環境政策の時代の到

来と思うわけであります。 

 当地域の農業経営の現状は、狭い土地を丹念に耕作

してきた農業形態と考えていますが、今日の環境支払

制度の動きは、いわば条件不利地域である当地域の直

接所得保障につながり得る政策と期待できるものと考

えますが、市当局はどのようなとらえ方をしているの

かお尋ねいたします。 

 ２点目でございます。市道整備についてであります

が、山形町小国地区から久慈に至る路線であります。 

 林道上馬渡線については、山形村議会のときでござ

いましたが、平成15年第１回定例会でも取り上げてき

た経緯がありますが、この林道は戦後、我が国の高度

経済成長のはしりをつくったときの総理大臣、池田勇

人が森林奥地開発法をつくってつくり出された奥地開

発に伴ってつくり出された林道と私は理解しているわ

けでありますが、問題は戦後60年たっても、いまだに

政治の光が当たってこなかったところ、道路概略調査

を平成21年度までに行う計画になっているわけであり

ますが、この路線の利用状況は市村合併により路線の

利用頻度の重要性は非常に高まったので、道路概略調

査を繰り上げで実施していただきたいことと、この路

線は非常に道幅が狭く、その上著しい急カーブが五、

六カ所あり、特に冬期間における通行においては、除

雪機械の通行が困難なぐらい急カーブですので、早急

にこのカーブだけでもせめて除雪車の通行に支障のな

いようにしていただきたいというものであります。 

 ３点目でございます。食育についてお尋ねいたしま

す。 

 今日、食の安全、安心して食べられる食品、食材、

一つの食のブームの感があるが、国では平成12年に文

部、厚生、農水の３省で食生活指針を決定した年にな

っている。さらに、近年、食の安全性にかかわるたび

重なる事件、事故の発生に伴い、リスク評価をする食

品安全委員会が内閣府に、リスク管理をする消費・安

全局が農林水産省に誕生すると、必要な法規制や体制

の強化になってきたわけであります。 

 一口に食育といってもいろいろな活動があるようで、

そこでよその例を見ると、近畿農政局では食育の出張

講座の取り組みを始めて、職員が学校の授業や消費者

グループ等の集会に出向き、児童、保護者、消費者に

農林水産業についての講義を行う出張講座を積極的に

行っているようであります。 

 私は、食育は生産者から消費者に至る幅広いものと

思っているわけでありますので、市当局におきまして

はどのように考えておられるのかお尋ねをいたします。 

 ４点目でございます。教育行政について、公共施設

の安全管理について。 

 皆様ご承知のとおり、埼玉県でのプール事故により

調査が全国的に行われ、その調査結果が報道されまし

た。その数2,500カ所とも言われております。プール

を初め遊具等の安全管理、点検が市当局でもなされた

と思いますが、その結果と対策についてお聞かせくだ

さい。 

 二つ目、スクールバス運行についてお尋ねいたしま

す。 

 スクールバスの市民利用については、８月28日より

ご利用くださいという市民への周知がなされ、大変喜

ばれているところであります。 

 ここで少し心配な点がありますので申し上げますが、

旧山形村当時はバス運転手さんも地元の方であり、朝、

運転手宅発で２往復運行されてきたわけであります。

バスは運転手宅どまりでありました。聞くところによ

りますと、今は夕方、給食センターまでバスを届け帰

ってくると聞いております。私の心配は、冬期間、地

域によっては給食センターまで15キロ、行くのに20分、

届いて車が暖まるのに最大15分、バスが地元に帰るの

に30分、合計65分かかる計算になります。よって、除

雪車もこれまでより65分早く除雪していただかないと

間に合わないと心配されますが、当局はどのようにお

考えになっておられるのかお聞かせください。 

 次に、旧山形村教育振興協会の事務局体制について

お尋ねいたします。 

 市村合併に伴って、教育振興協会事務局体制に変化

が生じたのかどうかお聞かせください。 
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 以上を申し上げ、登壇しての質問を終わります。あ

りがとうございます。 

○議長（菊地文一君） 山内市長。 

〔市長山内隆文君登壇〕 

○市長（山内隆文君） 山形会代表、大上精一議員の

ご質問にお答えをいたします。 

 最初に、平成19年度から本格実施されます「農地・

水・環境保全向上対策事業」についてでありますが、

その内容は議員ご指摘のとおり、農業者だけではなく、

地域住民、自治会、学校等が協働して農業用水路等の

維持管理、修繕を行い、地域の環境保全に努めるもの

であります。市民との協働を目指します当市といたし

ましても、今後の農業振興とあわせ、地域の環境保全

に大変重要な事業であると考えております。 

 本年度は岩手県内では３カ所のみが採択となったと

承知いたしておりますが、当市の要望箇所は残念なが

らこの３カ所の採択箇所に入ることができなかったと

ころであります。平成19年度事業採択に向けて、引き

続き県に強く要望し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。 

 市道小国線の急カーブの改良についてでありますが、

この路線は急峻な山間地を沢沿いに開設された道路で、

山側が切り立った岩盤で高く、また沢側は深い谷とな

っております。こうした現況から、その整備には多額

の工事費が見込まれ、早期の改良は厳しい状況にござ

いますが、必要性は認識いたしておりますので、今後

その改良手法等について検討してまいりたいと考えて

おります。 

 以上で、山形会代表、大上精一議員に対する私から

の答弁を終わります。 

○議長（菊地文一君） 鹿糠教育長。 

〔教育長鹿糠芳夫君登壇〕 

○教育長（鹿糠芳夫君） 山形会代表、大上精一議員

のご質問にお答えいたします。 

 最初に、食育についてでありますが、食育基本法に

基づき、本年２月に岩手県食育推進計画が策定されま

した。このことから、市においても市食育推進計画の

策定を検討しておりますが、県や関係機関の指導を得

ながら、さらに関係部、関係団体とも連携し取り組ん

でまいります。 

 また、各学校における食育教育については、さきの

政和会代表、皆川議員のご質問にお答えしたとおりで

ありますので、ご了承願います。 

 次に、公共施設の安全管理についてお答えいたしま

す。 

 埼玉県ふじみ野市の事故を受けて点検を行った結果

につきましては、一昨日の新政会代表、澤里議員ほか

にお答えしたとおり、すべてのプールとも異常がない

ことを確認しております。今後とも施設、設備の安全

管理には万全を期してまいります。 

 大変失礼いたしました。先ほど会派の氏名を間違っ

たようでございますので、山形会代表、大上精一議員

に対する質問のところで間違って発言をしました。訂

正させていただきます。失礼いたしました。 

○議長（菊地文一君） 教育長、政和会でなく清風会

代表の皆川議員と訂正をしてください。清風会ですよ。

政和会でなく。 

○教育長（鹿糠芳夫君） 大変失礼しました。先ほど

答弁の中で、清風会代表、皆川議員と申すべきところ

を間違って発言をしましたので、訂正をさせていただ

きます。たび重なり、大変失礼いたしました。 

 それでは、答弁を続けさせていただきます。 

 最後に、スクールバス運行についてお答えいたしま

す。 

 旧来はスクールバスの運転手の自宅付近に待機駐車

することが常態化した状況で、車両の管理がなされて

きたところでございます。現在は適正な公用車の管理

を図るために、山形地区学校給食センターの敷地内に

駐車場を確保するなど、管理体制を改めたところであ

ります。 

 冬期間の運行につきましては、ご指摘にもありまし

たが、積雪時における安全な通学路の確保が重要であ

り、スクールバス路線の除雪を優先するなど、関係課

と協議を進め、生徒の登下校時間に支障がないよう運

行に努めてまいります。 

 また、山形村教育振興協会の事務局体制につきまし

ては、会長のほかに副会長１名、理事３名、監事２名

及び事務局１名の計８名となっており、従前の体制で

あると同協会から伺っております。 

 以上で私からの答弁を終わります。 

○議長（菊地文一君） 再質問、関連質問を許します。

37番大上精一君。 

○37番（大上精一君） ご答弁大変ありがとうござい

ます。 
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 お答えをいただいたわけでありますが、私の心配す

るところは、このスクールバスの問題についても、こ

れまで山形中学校統合以来ずっと、先ほど登壇しての

質問のとおり、20年になるでしょうか、もうちょっと

になるでしょうか、運転手宅発で運行がなされてきた

わけであります。これまで全くあれこれといった問題

もなく、運転手さんも車の管理については万全を期し

ていただいて、地元の子供たちに喜ばれながら、地域

でも安心して子供たちをお願いできているという安心

感のもとに行われてきたわけでありますが、ここにき

て合併して直ちにこういう問題についても変更がなさ

れたと。 

 地域の皆さんは、合併当時の説明等々で、いろいろ

な問題については５年間は従来どおり事を運ぶ努力を

したいというようなご説明等々もあったりして、何の

心配もなく──。何の心配もなくと言うと、住民の中

にはいやいやそうじゃないという方もおられるとは思

うんですけれども、この問題については私はさほど意

見を聞いたこともございませんで、安心しておりまし

たが、はっきり申し上げますけれども、問題は山形地

区のうちでも我が来内地区は相当量の積雪を数える場

所であります。また、国道281号に出るのに運転手宅

から５キロちょっとあるわけでありますが、上り坂も

あり急カーブ。村でも皆さんもご承知のとおり、この

路線についても道路改良の計画にご賛同いただいてい

るわけでありますけれども、あす、あすとは申しませ

んけれども、もう寒さを感じてきているきょうこのご

ろ、地域としては大変バス運行には神経を使っている

わけであります。 

 ２往復することには変わりはないんですけれども、

運転手さんがバスを持ってくるのに、そこまで順調に

いって先ほど申し上げた時間。朝、やはりマイナス十

六、七度にもなるところでございますんで、当然暖気

運転は必要なわけであります。バスに乗ったから、す

ぐ持ってこられるという状態ではありません。曇って

いるわけでありますので。そういうこと等々を考える

と、非常に運転手さんにえらい負担がかかってきたな

と。運転手さん方は我慢するしかないというようなお

話をされているようなわけでありますけれども、私は

それではいけないのではないかなと。やはり子供たち

を安心・安全に送り迎えしていただくためには、運転

手さんにもそれなりのゆとりというものがなければな

らないというふうに私は思うわけで、ご質問申し上げ

てきたわけであります。 

 久慈地区の皆さんはさほど感じないかもしれません

が、本当に考えられないほどの、朝起きてみたら、20

センチ、30センチは絶えず降るわけでございます。３

年ぐらい前でしたか、山形村の消防署の前で積雪量３

メーターを超えたといったようなデータもあるわけで

ありまして、そこら辺を考慮していただいて、できれ

ばもとの姿に戻していただければ、お互いよいのでは

ないかなというふうに思ってお尋ねをしましたので、

再度ご答弁をお願いをいたします。 

 ２点目に、プールの点検、調査に当たっては異常な

しというご答弁でございますんで、よかったなと思う

わけでありますが、私は何か起きてから対処すると、

こういう姿勢がこれまでもいろいろな面であったなと

思いますんで、事が起きる前に、例えば先ほど申し上

げました遊具等の点検、学校校舎の施設内外の点検、

こういったことを絶えずチェックして、大ごとが起き

てから、あれすればよかった、これすればよかったと

いうようなことのないようにお願いしたいものだなと

いうふうにも思っております。 

 ちなみに申し上げますけれども、我が来内小学校の

建築については、市長さんを初め教育委員会でも一生

懸命ご検討いただいておられますことに感謝を申し上

げます。また、町民の皆様方、やがては議員全員の皆

様方のご理解をいただいてということをお願いしたい

なというふうに思っているわけであります。 

 モルタル塗りの校舎であります。吹きつけをして、

たまには格好よく見えるようにするわけでありますが、

モルタルでございますんで、ひびが見えて、ちょっと

の揺れで落ちてくる、そういったような状況等もあり

ますんで、我が学校を例にとりましたけれども、すべ

ての公共施設でそういったような点検をひとつご努力

をいただきたいなという意味で申し上げましたので、

よろしくお願いを申し上げます。 

 以上でとりあえず終わります。 

○議長（菊地文一君） 鹿糠教育長。 

○教育長（鹿糠芳夫君） それでは、お答えを申し上

げます。 

 スクールバスの管理についてでございますが、この

件につきましては、市が定める諸規定に基づきまして、

さらには重要物品あるいは財産等について、特にも補
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助、起債等が入っている、充当されている重要な財産

につきましては、国・県から適正な管理ということで

強い指導があるわけでございます。これが公有財産の

基本的な考え方でございますが、一方でただいま議員

が指摘されましたように、安全面の問題が重要でござ

います。これは最優先で取り組まなければならないと、

そのように考えます。 

 特にもこの冬期間のスクールバスの運行については、

今、事例等とか実態を細やかに説明をされまして、私

もそのとおりではないのかなというふうに認識を新た

にしたわけでございますが、生徒たちの安全、運転手

の安全が最も大事でございますので、以上のことを踏

まえまして、これは除雪計画等を担当する山形総合支

所長の意見も十分聞いて、冬期間については柔軟的に

対応してまいりたいと、そのように考えます。 

 それから、プールの安全のことにつきまして今指摘

があったわけでございますが、確かに私どもは、特に

も官から民へということで、指定管理者制度なり、こ

ういった流れの中で、特にもこの安全面については留

意していかなければならない。最終的にこの公共施設

については公が責任を持つわけでございますので、た

だいまの指摘のあった点等について十分注意していか

なければならないというふうに、それが公の責任であ

るというふうに考えておりますし、これは今回プール

の問題とか、最近の新聞等を見ましても、公共施設部

分のさまざまな各種事故がございます。これがいわば

大まかに申し上げますと、「安全・安心」が現代社会

のキーワードとさえ言われているわけでございますの

で、こういった枚挙にいとまない事件、事故等は十分

に参考にし、反省しなければならない。今回の事故等

についても特異なケースとしてとらえるのではなくて、

あり得るケースとして安全面を図っていかなければな

らない、そのように考えております。 

 原因を徹底的に、どこら辺にあったのかということ

を十分に分析しまして、再発防止のために情報提供、

指定管理者あるいは管理を委託している者等とも十分

意見交換しながら、繰り返してこういうことが起こら

ないように努めていきたい。指導も強めていきたいと。

こういったことを常に繰り返すことによって、安全・

安心が少しずつ確保されていくのかなと、そのように

考えますので、最善を尽くして努めてまいりたいと思

います。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 37番大上精一君。 

○37番（大上精一君） ありがとうございます。 

 特別にというのも難しいことは重々知っているわけ

でありますが、ただ地域、地域によって事は同じ状態

ではないんだということを認識をしていただければい

いなというふうに思っております。 

 それでは、もう一つお尋ねをしますが、スクールバ

スの事務局体制のメンバー数といいますか、数につい

てはお知らせをいただいたわけであります。前に山形

村当時は細かくお知らせをいただいてきたわけであり

ますが、先ほど申し上げましたように、合併に伴って

という意味でお聞かせをいただいたわけでありますが、

私は運転手さん方が、現に運転手をされている方々で

やはりこの組織をつくったもとの……、あれはそうだ

ったのかなというふうに思っておりますので、現在運

転されている方でじっくり相談をいただいて、そこで

事務局体制もきちっとしていただけばいいのではない

かなと思うんですが、ここら辺について再度、詳細に

お知らせをいただきたいと思います。 

○議長（菊地文一君） 鹿糠教育長。 

○教育長（鹿糠芳夫君） 委託をしているこの団体の

内容、その設立経過等について、実はただいま詳しく

承知しておりませんが、いずれ当時の経過なり現在の

状況等について十分調査の上、団体とも十分協議しな

がら、この設立の目的あるいはバス運行等が円滑に運

営されるように、そういう方向で十分協議していきた

いと、そういうふうに思いますので、ご了承願います。 

○議長（菊地文一君） ８番砂川利男君。 

○８番（砂川利男君） 大上議員の代表質問に関連し

て、３点ほどお伺いをいたします。一つは環境保全型

農業について、市道整備について、食育についてお尋

ねをいたします。 

 先ほど市長の答弁におきましては、環境保全型農業

についての答弁の中で、県では３カ所ほど取り組まれ

たとお答えをいただきました。その中で、当市は残念

ながら漏れたというご説明がございましたが、この中

身についてお知らせをいただきたいと思います。 

 それから、次に市道整備につきましては、先ほど大

変前向きな、今後検討していくというお話をいただい

て、大変ありがとうございました。しかし、それまで

の間においても、常にこの道路は利用しなければなら
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ない状況の中で、特に私は重要にお願いしたいのは、

冬期間、除雪をするときに、助手席に乗っている方が

怖さを感じるぐらいの非常に狭い急カーブが、この旧

山形地域におきましては３カ所ほどございますので、

これを何とかもうちょっとせめて緩やかに除雪時に回

れる状況にお願いしたいというのが１点でございます。 

 それから、ことしになってから、危険を知らせるた

めだと思うんですけれども、市の方の方から橋のとこ

ろに２本のポールを立てていただいてございます。こ

れをきょう来るときにはかってみたら、３メーター

300ございました。それで、除雪の機械の排土板に当

たる部分も３メーター300ございます。また、除雪ダ

ンプの幅は３メーター600ぐらいですか。除雪の状況

では、このポールが２本あるやつを倒せば問題ないで

しょうけれども、このポールが２本立ったために、そ

この部分だけは除雪をするに機械がそのまますっと通

れないという状況がございますので、私はこれの現状

を見たところ、橋そのものがとにかくやっと大型が通

れるぐらいの狭い橋なんですけれども、その橋の上と

左右のところに、カルバートといいますか、四角のコ

ンクリの枠を据えつけて、砂利か何かで簡単に整備し

ていただけると、ここの部分だけは除雪車がスムーズ

に通れる立地条件を持っていますので、現地を確認し

て、これを雪が降る前までに何とかお願いしたいとい

う点についてはぜひともご理解をいただきたいと思い

ます。 

 それから、食育についてでございますが、国の方の

方針として、食育基本法なるものに基づいて、農林水

産省でも、それぞれが連携を持って取り組んでいくん

だという形が出ておる中で、この食育というものにつ

いて私が思うところは、教育行政の中における食育と

それから一般市民社会における食育のあり方、この２

通りを考えていかなければならないのでないかなとい

うふうに思っております。 

 それはどういうことかと申し上げれば、教育現場で

申し上げれば、学校給食の中にパンが多分出ていると

思うんです。日本は小麦粉のパンが給食として出てい

る中で、日本の食糧の小麦の生産は９％ぐらいしかな

い。したがいまして、ほとんどが外国からの小麦で学

校給食のパンをつくっているという状況にあるわけで

す。これを見たとき何が問題かと思うと、学校給食の

小麦粉が農薬が一番かかった小麦の外の皮の部分で、

安い小麦粉でそのパンをつくっていると、こういうこ

とが報道の中にもされております。この学校給食の一

番安い小麦粉を将来を担う国の宝とも言える子供たち

に、農薬の一番かかっているところを食わせているの

に等しいということが報道をされております。これが

農薬の名前でいきますと、ポストハーベスト農薬と言

われるようですが、これが小麦を生産するときに畑に

まく場合は、全部が全部農薬として小麦粉に付着する

わけでなく、雨で流れてみたり風で飛んでみたりする

から、大量にまいても誤差が大分ある。しかし、外国

から輸入する分の小麦粉というのは、船で大量に日本

に運んでくる。その船の貯蔵をしているところに大量

の農薬をまくということになっているようでございま

すので、そうすると農薬にどっぷり小麦粉がつかって、

それがしみ込んだ皮のところに一番付着している安い

小麦粉で子供たちの学校給食がつくられているという

ことも報道されておりますので、食育に関する部分に

つきましては、そういう安全性というものについて、

よくよく配慮した物の考え方をして取り組んでいただ

きたいということについてご答弁をお願いいたします。 

 また、一般社会におきましては、今はいろいろな面

で便利がよくなりましたので、簡単に何でもかんでも

きれいなものが口に入るわけですけれども、すべての

ものが農薬、環境ホルモンに冒されておるのが現状だ

というふうに私は認識しております。 

 この一端を申し上げますと、九州のあるごみ収集の

会社の方が養豚を経営されているところに、飼料とし

てスーパー等から出るおにぎりとかそういうものをそ

こに提供して生産を始めた。そうすると、えさ代がた

だになるということで始めたそうでございます。そう

しましたら、豚を生産する過程における豚の赤ちゃん

の出生率が、死産が多くなってどうにもとまらなくな

った。それで、その養豚農家の方は、これはきっとこ

のえさに問題があるのでないかということで、スーパ

ーから出るおにぎりとか残飯類を一切やめて、もとの

飼料に切りかえた途端に、豚の死産がぴたっととまっ

た。ということは、私たちはおにぎりでも何でも、コ

ンビニとかそういうところのものをよく口にするけれ

ども、それだけ影響のあるものを我々は日常口にして

いるんだという観点の中から、食育というものは真剣

にとらえて議論していくべきだというふうに思ってお

ります。 
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 これをなぜしなければならないかというと、私たち

の地域の農業というものは、見てのとおり大量生産に

しろ流通の状況にしろ、よその地域と比較にならない

不便な状況にあるというふうに思いますので、こうい

うところに取り組んでいけばこそ、当地域のような農

地の狭いところで生産されるもの、機械的に農薬も散

布できない中からできた農産品というものは、必然的

に付加価値がとてつもなく高くなっていくという意味

からすれば、この食育の問題というのは決して小さな

問題ではないというふうに思っておりますので、特に

学校教育現場におきましては、この安全についてお考

えをしていただきたいので、今後どのような認識を持

って取り組んでいただけるかお答えをお願いいたしま

す。 

○議長（菊地文一君） 中森農林水産部長。 

○農林水産部長（中森健二君） それでは、環境保全

型農業にかかわりまして、平成19年度から本格実施さ

れる予定となっております「農地・水・環境保全向上

対策事業」について、内容についてお答えを申し上げ

ます。 

 まず、平成18年度でございますけれども、平成18年

度は県内、当初30カ所程度のモデル地区を設定して、

この試験的な取り組みをするというふうなことでござ

いましたが、先ほど市長の方からお答えしたとおり、

３地区のみが採択になったというふうなことでござい

ます。 

 その中で、久慈市が18年度に実施しようとした内容

でございますけれども、久慈川土地改良区それから夏

井川土地改良区を事業主体にし、さらにそれぞれの事

業主体に周辺農業者あるいは住民等々を巻き込みまし

て、いわゆる農業水路等の維持補修に当たるというふ

うなことで申請をしたところでございます。そういう

ことで、資材、原材料、燃料等に対しまして支援をし

てまいりたいというふうな事業の内容でありましたの

で、ご了承いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） 市道整備にかかわって

の改良についてのご質問にお答え申し上げますが、市

道小国線でございますが、議員おっしゃいますとおり

急峻なあるいは狭い急カーブ等ございまして、おっし

ゃるとおり三、四カ所急峻な山側の岩盤に阻まれた路

線でございますが、これらを一気に改良するというふ

うなことにつきましては、先ほど市長の方からもご答

弁申し上げましたように、非常に今の状況の中では多

額の事業費を要するというふうなことで困難ではござ

いますが、今年度からは急カーブ等の危険箇所につい

てはガードレール等を設置し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し、先ほど議員の方

からご指摘がございました除雪に際してのポールが支

障になるんじゃないかというふうなことにつきまして

は、現地を調査の上、支障のないような状況を構築し

てまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたい

と存じます。 

○議長（菊地文一君） 鹿糠教育長。 

○教育長（鹿糠芳夫君） 食育についてお答えを申し

上げたいと思います。 

 いわゆるこの食育について、教育行政が担任するも

の、その他が担任するものという指摘がありました。

そのとおりでございますし、またこの安全面の問題に

つきましては、これについては所管庁、農水省等が一

定の基準を設けて取り組んでいるものでございますし、

残留農薬等の問題についても基準が設けられていると、

そのように認識しております。 

 一方で、学校でも安全面に十分配慮すべきというこ

とになりますので、こういった所管する官庁の状況等、

指導等を踏まえながら、学校にも慎重に対応していき

たいと、そのように考えております。 

 また、この食育基本法、これは前年成立したわけで

ございますが、議員発議で成立したものでございます

が、これは全会一致ではなくて、賛成多数の成立でご

ざいました。その際に国会で議論された中で、やはり

個々の家庭で担うべき食について、国なりそういった

ところで一定の方針なり方向性を強制するのはどうか

とか、さまざまな議論があったわけでございます。そ

れから、学校における食のあり方、家庭における食の

あり方とか、さまざまに議論がなされたというふうに

聞いております。 

 したがって、私どもはこの国の食育基本法、それか

ら先ほど申し上げました県では基本計画をつくったわ

けでございますが、これを受けて当市でもつくるわけ

でございますが、これは教育委員会だけでなし得るも

のではなくて、やはり保育園とかさまざまな関係機関、

団体と十分連携してつくらなければならないわけです
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が、国会での議論の状況等も十分参酌しながら対応し

ていかなければならない。その中で議員が言われた安

全面が一番重要であると、そのように考えますので、

そういった国の対応、県からの指導等を十分踏まえな

がらこれから取り組んでいきたいと、そのように考え

ております。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） ８番砂川利男君。 

○８番（砂川利男君） 大変前向きなご答弁をいただ

きまして、大変ありがとうございました。 

 市道小国線につきましては、今までは山形村として

独立の村だったわけでございますので、すべての用事

を足すのに村の中心地に通わなければならないという

状況でございました。これが今般の合併によって、向

かっていく方向がもう180度変わった。久慈市にいや

が応でも来なければならない必然性がこれから続くと

いう状況が出てまいりましたので、特にも市道小国線

に関しては、抜本的な改良は時間がかかっても、これ

はいたし方ないと思いますけれども、除雪にかかわる

ところを支障のない程度に、本当に危険な急カーブが

３カ所、４カ所ございますので、ここのところだけは

何とか改良していただきたい。 

 いずれこの路線がなぜ重要かと申しますと、久慈市

に通ってくるのに、関地区あたりから小国方面にかけ

てが一番最短コースの距離でございますので、どうし

てもこの道路の使用頻度、重要度がもうこれまでとは

比べものにならなく、お互いの交流につながる路線に

なってきたという意味で、重要に見ていただきたいと

いうことをお願いして、もう一回この点についてご答

弁をお願いをいたします。 

 それから、環境保全型農業についてご説明いただき

ましたけれども、国が示す政策にいち早くタイアップ

できるような形をその農業政策の中に組み込んで、久

慈型の環境保全型に移行できるような形のはしりをつ

くっていただきたいという思いで私は質問させていた

だいております。 

 そういう面から申し上げますと、やはりどうしても

南の方はどういうわけだか積極的に取り組んで、滋賀

県では日本で初めての環境支払制度になっている。ま

た、この環境保全型について、高知県とか山形県でも

一部取り組んでいるという部分がございますので、ぜ

ひとも当久慈市の環境保全型農業というものにつなげ

るビジョンを組んでいただきたいと思っております。 

 ヨーロッパの旅行に行かれた方は一様に感じてこら

れていると思うんですけれども、田舎の田園風景のす

ばらしさに見とれて帰ってくると多分思うんですけれ

ども、その向こうの基準を見ましたら、参考までに申

し上げると、農業利用をやめた土地の維持のためにも

取り組まなければならない。景観保全のため。それか

ら、街路樹、農地内の雑木林、湿地、こういうところ

の保全も義務づけると、こういう取り組み方を30年ぐ

らいも前からやってきた中で、ようやく日本にもこの

環境農業、環境保全という形での取り組みが始まった

ということからすれば、私は久慈市の地域のようなと

ころの環境保全がうってつけの政策に今後なっていく

ものだというふうに理解したいと思っておりますので、

そういうところに向けた元祖たり得るビジョンをつく

っていただきたいということをお願いして、これにつ

いてもご答弁をいただきたいと思います。 

○議長（菊地文一君） 中森農林水産部長。 

○農林水産部長（中森健二君） 環境保全型事業の推

進というふうなことでございます。議員おっしゃると

おりでございまして、当市におきましても、この制度

を活用しながら大いに環境保全型農業を進めてまいり

たいと、そのようには考えてございます。 

 そこで、現状でございますけれども、農業者の実態

は高齢化あるいは後継者不足で、農地の保全あるいは

農業用水の管理等々に苦慮している状況でございまし

て、この制度を大いに活用しながら、地域住民等と一

体となって、農地保全あるいは環境を守るというふう

な観点からも、国に対しまして、あるいは県に対しま

して、この事業の採択に向けて強く要望してまいりた

いと、そのように思っておりますし、今お話のありま

した環境保全型農業の推進にはどのような方法がある

のか、いろいろ検討しながら取り組んでまいりたいと、

そのように思っておりますので、ご了承願います。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） 市道小国線の改良整備

についてのご質問にお答え申し上げますが、議員ご指

摘のとおり急カーブが３カ所ほどございます。これも

山側が非常に切り立った岩盤でございます。これを改

良するということになりますと、多額の費用を要する

というふうなことで、非常に困難ではないかというふ
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うに考えてございますが、先ほど議員の方からご提案

のありましたように、あるいは排水ボックスを足すと

か、そういうふうなことで対応ができないのかどうか、

まずその辺を現地を調査しながら、可能なものについ

ては対応してまいりたいと、かように考えております

ので、ご理解を賜りたいと存じます。 

○議長（菊地文一君） 18番落安忠次君。 

○18番（落安忠次君） 大上議員の質問の上馬渡線の

関連についてお伺いいたします。 

 この路線は長い間未整備の路線であり、抜本的な整

備をしていただければありがたいわけですが、差し当

たって早急に考えていただきたいことは、道幅が狭く、

その上、道路端が湿地帯のために、車両のすれ違いの

際また冬期間の除雪のときなど、車両が時々湿地には

まっていたりしております。早急に側溝を入れてもら

いたいと。あわせて、待避所も何カ所かつけていただ

きたいことをお伺いいたします。 

○議長（菊地文一君） 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） ただいまのご質問の市

道は、間木平線の延長のことかというふうに理解申し

上げておりますが…… 

〔「違います」と呼ぶ者あり〕 

○建設部長（嵯峨喜代志君） 市道間木平線の延長上

の路線じゃなかろうかというふうに認識してございま

すが、いずれ現地を調査させていただきたい。 

○議長（菊地文一君） 落安議員、再度簡潔に、明瞭

に。 

○18番（落安忠次君） 上馬渡。川又というところか

ら入って、きのう行って見てきました。馬渡線。 

○議長（菊地文一君） 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） いずれ現地を調査して

みたいと存じます。 

○議長（菊地文一君） どっちも理解して……。どう

もまずいです。 

○18番（落安忠次君） 先ほどの関連でございまして、

上馬渡。ご理解いただけないでしょうか。市道上馬渡。 

○議長（菊地文一君） 市道ですか。 

○18番（落安忠次君） 市道。小国線の市道です。 

〔「間木平線の延長だと思います」と呼ぶ者

あり〕 

○18番（落安忠次君） その間木平は、私承知しませ

んが。 

○議長（菊地文一君） 時間が十分ありますから。 

 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） 私の認識ですと、小国

線が旧久慈市分、旧久慈市と旧山形村の境から小国分

が間木平線という路線になってございますが、その中

にある路線というふうに理解をいたしておりますが。 

〔「はい、そのとおりです」と呼ぶ者あり〕 

○建設部長（嵯峨喜代志君） いずれ現地を調査の上、

対応が可能かどうか調査してみたいと、かように考え

てございますので、ご理解いただきたいと存じます。 

○議長（菊地文一君） 再質問、関連質問を打ち切り

ます。 

 次に、市民連合代表、10番戸﨑武文君。 

〔市民連合代表戸﨑武文君登壇〕 

○10番（戸﨑武文君） それでは、市民連合を代表し

て市政の諸課題について質問いたします。 

 何しろ市民連合の質問はしんがりとなりましたので、

これまでの方々の二番せんじ、三番せんじというよう

な項目も多々あるようですが、通告してありますので、

通告に従って質問をします。 

 質問の第１は、重点事項要望についてであります。 

 その１点目は、重点事項要望に対する県の回答と要

求実現に向けての今後の市としての対応策についてで

あります。要望した11の重点事項は、いずれも本市の

持続的発展を図っていく上で欠くことのできない事項

ばかりであると考えます。しかし、私の推察するとこ

ろでは、積極的な取り組みを確約できたものもあるで

しょうし、そうでないものもあると思います。そこで、

県の回答の内容と快諾を得られなかった事項について

は、今後市として要望した事項の実現に向けてどのよ

うに対応していこうと考えているか伺います。 

 ２点目は、県の県北・沿岸の振興策と重点事項要望

との関連をどのようにとらえているかであります。６

月の定例会の答弁では、県との協働との認識に立ち、

市からも積極的に提言し、効果的な施策の展開を図っ

ていきたいと答弁しています。今日までどのような提

言をしてきているのか伺います。 

 質問の第２は、夢ネット事業についてであります。 

 その１点目は、携帯電話不感地帯解消に向けた計画

をどのように考えているかということであります。こ

の点については、さきの６月定例会においても質問が

出されていますが、その時点ではほとんど手つかずの
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状態で、すべて今後の検討課題であると、そういうよ

うな答弁だったと記憶しています。事業の第１段階は

事業年度を繰り上げて実施したわけですから、地方自

治の本旨でもある住民の生活や福祉の向上を図り、市

長の言う市民の満足度の向上のためにも、速やかな対

応をすべきであると考えますが、いかがでしょうか。

市長の見解を伺います。 

 ２点目は、地上デジタル放送難視聴地帯解消に向け

ての計画についてであります。放送開始時に電波を受

信できない世帯が出ないような取り組みを速やかに始

めるべきだと考えますが、見解を伺います。 

 ３点目は、光ケーブルを教育、医療、その他、今後

どのように利活用しようと考えているのか伺います。 

 質問の第３は、高齢者福祉についてであります。 

 １点目は、介護保険制度の改定によって４月から地

域包括センターが設置され、その運営が開始されてい

るわけですが、その運営状況と課題について伺います。 

 ２点目は、地域包括センターにおける介護予防対象

者以外の高齢者の介護予防はどのように進められてい

るのか、また今後、介護予防をどのように進めようと

考えているか、具体的方策を伺います。 

 質問の第４は、就労機会創出特別事業についてであ

ります。この事業については、当初予算の中で総務費

で1,684万、民生費で344万6,000円、衛生費の中で108

万3,000円、土木費で707万円、教育費の小学校分で

461万円、中学校分で239万円、社会教育費の中で150

万6,000円計上されています。約3,600万程度だと思い

ます。この事業は当地域の厳しい雇用状況の対応策で

あることからも、早期実施を進めるべきであると考え

ますが、現時点での進捗状況と雇用方法、雇用人数、

雇用時期等、今後の見通しについて伺います。 

 質問の第５は、男女共同参画社会について、本年度

の計画の進捗状況と今後の計画推進について伺います。 

 質問の第６は、市道川井関線並びに平庭線の改良工

事についてであります。就労機会創出事業と同じよう

に、早期に発注して事業展開を図るべきと考えるが、

その進捗状況と今後の見通しを伺います。 

 質問の第７は、危険箇所対策についてであります。

住宅の浸水や道路の水没または決壊等、危険箇所に対

する対策は十分か。これから台風シーズンに向かうこ

とからも、大変心配されるところであります。その現

状と今後の見通しについて伺います。 

 この項に関連して、もう１点、通告の中にはなかっ

たんですが、もし答えていただけるのであれば答えて

いただきたいし、そうでなければ省いてくださっても

結構ですが。 

○議長（菊地文一君） ちょっと遠慮してください。 

○10番（戸﨑武文君） きょうの新聞で台風12号によ

る被害状況が当久慈地方はかなりひどいというような

新聞報道がなされています。対策まではまだなかなか

いかないと思いますが、その実情とこれからの対応を

どう考えるのかということについても伺います。 

 質問の第８は、教育行政についてであります。 

 １点目は、昨今、児童・生徒にかかわる残忍な事件、

事故等の続発のせいか、以前ほど問題視されることは

少なくなってきていますが、市内の小・中学校におけ

るいじめ、不登校、学級崩壊等がどのようになってい

るか、現状と対応策について伺います。 

 ２点目は、市内の小・中学校における普通学級に在

籍する軽度発達障害を持つ児童・生徒の数とその指導

の実態及び対応策について伺います。 

 以上、登壇しての質問を終わります。 

○議長（菊地文一君） 10番戸﨑武文君に申し上げま

す。台風に関する質問は、質問通告の範囲を超えてお

りますから注意願います。また、答弁が不可能となる

場合がありますので、ご理解してください。 

 山内市長。 

〔市長山内隆文君登壇〕 

○市長（山内隆文君） 市民連合代表、戸﨑武文議員

のご質問にお答えをいたします。 

 最初に、重点事項要望についてお答えをいたします。 

 まず、県の回答と対応策についてでありますが、去

る７月12日に「県北沿岸産業振興策の充実」など11項

目について、平成19年度重点事項要望を実施したとこ

ろであります。県からの回答は、財政状況が厳しい中、

道路整備等に慎重な発言があったものの、県北・沿岸

振興への支援あるいは青森県南地域との連携推進など、

積極的に取り組む旨の回答があり、当市の重要課題に

ついてはおおむね一定の理解をしていただいているも

のと認識をいたしております。 

 なお、６月と７月に２回開催されました知事との意

見交換会の場におきましても、地域振興に不可欠な産

業、生活基盤の整備等について強く要望したところで

あり、今後ともさまざまな機会をとらえ、要望の実現
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に向けた諸活動を積極的に行ってまいりたいと考えて

おります。 

 また、県の県北・沿岸の振興策との関連についてで

ありますが、平成19年度重点事項要望におきましても、

「県北沿岸産業振興策の充実」を第１番目の要望項目

として掲げ、喫緊の課題であります緊急雇用対策や当

市独自の産業振興施策への県の支援など、当地域の産

業振興策に対する要望を行ったところであり、密接な

関係にあるものととらえております。これまでもあら

ゆる機会をとらえ、県北・沿岸振興に関する緊急提言

や要望を行っておりますが、今後とも県が設置した県

北・沿岸振興本部の動向でありますとか、現在県が取

り組んでおります地域振興ビジョンの策定状況を注視

しつつ対応してまいりたいと考えております。 

 次に、夢ネット事業についてお答えをいたします。 

 まず、携帯電話不感地帯解消についてでありますが、

昨日の政和会代表、中沢議員にお答えいたしましたと

おり、携帯電話のエリア拡大につきましては、事業者

の採算性の問題等、厳しい状況にありますが、光ケー

ブル網の活用を含め、今後も継続して要請してまいり

たいと考えております。 

 次に、地上デジタル放送難視聴地帯解消についてで

ありますが、一昨日の清風会代表、皆川議員にお答え

いたしましたとおり、既設の共同受信施設の改修、光

ケーブル網を活用しての接続、簡易ギャップフィラー

での再送信などにつきまして、継続して経費、効果等

を勘案しながら、総合的に対応策を検討してまいりた

いと考えております。 

 次に、教育、医療等の利活用についてでありますが、

現在提供中のテレビ会議システムを利用した学校間交

流や健康相談などの利用促進を図りながら、これを推

進してまいりたいと考えております。 

 次に、高齢者福祉についてお答えをいたします。 

 まず、地域包括支援センター運営の現状と課題であ

りますが、地域包括支援センターの主たる業務であり

ます高齢者総合相談につきましては、８月末現在で約

320件、予防プランの作成につきましては144件となっ

ておりますが、予防プラン作成につきましては今後さ

らに増加していくものと予想されます。今後、地域に

根ざした地域包括支援センターとするため、現在、民

生児童委員や老人クラブ等の団体、介護事業所等との

ネットワークづくりに着手しているところであり、本

ネットワークを活用しての地域住民との情報交換や介

護予防事業等の推進を図ってまいりたいと考えており

ます。 

 次に、介護予防の現状に関するお尋ねについてであ

りますが、住みなれた地域で生き生きと自立した生活

を送るための事業といたしまして、老人クラブへの支

援事業、生きがいデイサービス事業、高齢者スポーツ

大会等を実施しているところであります。 

 今後の推進につきましては、平成18年３月に「地域、

みんなで支えあうまちづくり」を基本理念に、健康づ

くりと介護予防の推進、保健福祉サービスの充実、生

きがいづくりと社会参加の促進、地域における高齢者

保健福祉体制の充実を政策目標といたしました久慈市

老人保健福祉計画を策定したところであり、地域包括

支援センターを核にこれらを進めるものであります。 

 具体的には、特定高齢者を対象といたします介護予

防事業のほか、健康づくり事業、シルバースポーツ大

会の開催、高齢者趣味創作活動事業、白樺大学事業な

どにより、生きがいを持てる充実した事業の実施を展

開するため、久慈市社会福祉協議会等と連携をしなが

ら、地域と一体となって高齢者福祉の向上を推進して

まいりたいと考えております。 

 次に、就労機会創出特別事業についてお答えをいた

します。 

 この事業は、就労機会創出のため６事業、事業費で

申し上げますと3,658万円で、延べ3,621人の雇用を予

定しております。道路機能維持補修事業、教育施設・

建物工作物維持管理事業、福祉の村環境整備事業、ワ

ークシェアリングの四つの事業につきましては既に事

業を実施し、７月末現在におきまして、延べ569人を

雇用いたしております。 

 なお、一般廃棄物適正処理推進事業、山形村保管民

俗資料台帳作成事業の二つの事業につきましては、９

月中に求人の手続を行い、早期の事業実施に向けて各

担当課との連絡調整を図ってまいりたいと考えており

ます。 

 また、この雇用方法でありますけれども、事業担当

課から就労者の募集要請を受けまして、雇用担当課で

久慈公共職業安定所に求人申し込みを行い、紹介を得

た後、雇用担当課で選考を行い雇用を決定し、事業担

当課に通知しているところであります。 

 次に、男女共同参画社会についてお答えをいたしま
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す。 

 まず、本年度の計画の進捗状況でありますが、これ

までに男女共同参画社会の周知、啓発を目的とした出

前講座や標語募集の実施、岩手県サポーター養成講座

への派遣等を行ってきたところであります。今後とい

たしましては、出前講座のほかさわやか共同参画の集

い、それから専門家講師によるセミナーの開催であり

ますとか情報誌の発行等を実施し、男女共同参画社会

実現に向け鋭意取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、市道の改良についてお答えをいたします。 

 まず、市道川井関線の進捗状況と今後の事業展開に

ついてでありますが、昨日の白樺会代表、二橋議員に

お答えいたしましたとおり、平成17年度末の進捗率は

約48％であります。今年度は市道成谷線までの整備を

予定をいたしております。市道成谷線との交差地点か

ら岩井野線地区側について、関係地権者の理解と協力

をいただきながら整備を進めてまいりたいと考えてお

ります。 

 また、市道平庭線の進捗状況と今後の事業展開につ

きましては、計画延長約3,184メートルに対し、平成

17年度末の完成延長は約2,074メートルでありまして、

その進捗率は約65％となっております。今年度は約

270メートルの整備を予定しているところであり、一

部用地の相続関係により未買収区間がありますことか

ら、その買収に向けて鋭意取り組むとともに、工事可

能区間の整備を進めてまいりたいと考えております。 

 最後に、水害防止対策についてお答えをいたします。 

 まず、住宅や道路の浸水被害の解消についてであり

ますが、一昨日の日本共産党久慈市議団代表、小野寺

議員にお答えをいたしましたとおり、これまでも公共

下水道雨水排水計画に基づき整備を進めてきたところ

でありますが、今後におきましても浸水被害解消のた

め、財政事情等を勘案しながら引き続き整備に努めて

まいりたいと考えております。 

 また、道路の決壊危険箇所につきましては、その対

策として道路改良や準用河川等の整備を鋭意進めてい

るところでありますが、今後におきましても財政事情

等を勘案しながら可能な対策に努めるとともに、久慈

川や長内川堤防の未整備区間の築堤につきましても、

引き続き県に要望してまいりたいと考えております。 

 以上で、市民連合代表、戸﨑武文議員に対する私か

らの答弁を終わります。 

○議長（菊地文一君） 鹿糠教育長。 

〔教育長鹿糠芳夫君登壇〕 

○教育長（鹿糠芳夫君） 市民連合代表、戸﨑武文議

員のご質問にお答えいたします。 

 最初に、学級荒廃対策についてでありますが、いじ

めにつきましては平成17年度に１校であり、また年間

30日以上の欠席者が対象となる不登校につきましては、

平成17年度では小学校で５名、出現率0.19％、中学校

で45名、3.5％となっております。今年度は年度途中

ではありますが、７月末現在で10日以上の欠席者が小

学校で７名、出現率0.27％とやや増加傾向にあるもの

の、中学校では34名、2.72％と減少傾向にあります。 

 そのほか、平成17年度に授業抜け出しや乱暴な振る

舞い等が中学校３校から報告がありましたが、これは

既に改善されており、また学級崩壊につきましては発

生事例の報告を受けていないところであります。 

 これらの学校不適応対策といたしましては、教員対

象の教育相談研修会、保護者対象の教育相談講演会を

実施し、学校や家庭の教育力の向上に努めているとこ

ろであり、加えて３名の指導主事や２名の教育相談員

を積極的に学校訪問させるなど、待ちの相談体制から

攻めの相談体制に努めているところであります。今後

も引き続き児童・生徒が集団の中で豊かな人間関係を

構築できるよう、指導に努めてまいります。 

 次に、発達障害の児童・生徒支援についてお答えい

たします。 

 注意欠陥多動性障害、いわゆるＡＤＨＤや高機能自

閉症等の軽度発達障害を持ちながら普通学級に在籍し

ている児童・生徒数は、小学校で４校６名、中学校で

１校１名となっております。 

 小学校４校のうち１校では、文部科学省からの各種

の加配を受けている教員の中から輪番制で対応し、１

校では県教育委員会から特別支援教育非常勤講師の配

置を受け、残りの２校においては市財政当局の理解を

得て、教育委員会単独でそれぞれ１名ずつ非常勤講師

を配置しております。また、中学校では教科担任に空

き時間の教員が支援教員として対応しているところで

あります。 

 さらに、今年度、岩手大学教育学部との連携により、

特別支援教育研修開発プログラムを展開して、教職員

の軽度発達障害児の指導やかかわり方の研修に取り組
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んでいるところであります。 

 今後においても教職員の研修の充実を図るとともに、

特殊学級を有する学校では保護者に在籍変更を促した

り、特殊学級を有しない学校では、情緒障害児学級や

軽度発達障害通級指導教室の設置を県教育委員会に要

請するなど、障害を持つ児童・生徒はもとより、その

他の児童・生徒にとってもよりよい教育環境のもとで

教育が受けられるよう取り組んでまいります。 

 以上で私からの答弁を終わります。 

○議長（菊地文一君） 再質問、関連質問に入る前に、

山内市長に申し添えます。今般の台風12号の現況につ

いてお知らせしたい旨があるのであれば、これを許し

ます。山内市長。 

○市長（山内隆文君） 今般の台風被害状況の詳細に

ついては現在取りまとめ中でありますけれども、既に

一部新聞等でも報ぜられておりますとおり、道路被害

それから水道被害等々が発生をいたしているところで

あります。そのほかに漁港施設被害がございますし、

それから企業の敷地内が越波によって洗われたという

被害がございました。また、これも企業でありますけ

れども、舗装面、これがアスファルト面が波によって

大きくはがされたといったような被害が出ているとこ

ろでございます。幸い人的被害は今のところ報告ゼロ

という状況でございますが、一日も早い復旧に向け、

市当局の努力はもちろんでありますけれども、国・県

等、関係機関に対して要請をしてまいりたいと、この

ように考えておりますので、ご了知、ご了解を賜りま

すようお願いを申し上げます。 

 また、詳細については後日改めて議員の方々にもお

知らせをさせていただきたいと、このように考えてお

ります。 

○議長（菊地文一君） 再質問、関連質問を許します。

10番戸﨑武文君。 

○10番（戸﨑武文君） 何点か再質問したいと思いま

すが、まず１点目の重点事項要望については、おおむ

ね好感の持てるような、希望の持てるような回答だっ

たというふうに、先ほどの答弁の中でそういうふうに

私は受けたんですが、どうもおおむねだと思いますの

でいいですが、２番目のエコパークの早期着工につい

ての回答状況はどうであったのか、ここをもう少し詳

しく別個に答えていただきたいと思います。 

 それから、「海業・里業・山業」のこの支援策につ

いて、市長は所信表明の中でも述べているわけですけ

れども、産業の振興とか雇用とかという観点から、こ

れは非常に大事なことだと私は受けとめるんですが、

それに対する回答は別個に再度お願いしたいと思いま

す。 

 それから、夢ネット事業については、もう少し……。

特に携帯電話の不感地帯の解消については、先日も答

弁の中で２カ所、３カ所ぐらいできそうだという答弁

があったわけですけれども、やはり市として不感地帯

が市内に何カ所あって、それをどのような順序で解決、

解消に向けて取り組むのかという、そういうようなき

め細かな計画を立てるべきだと思います。 

 それで、不感地帯と思われる場所は何カ所ぐらいあ

るのか、それに向けての今後の解消の計画を再度お伺

いしたいと思います。 

 それから、地上デジタル放送の部分にかかわっては、

きのう山議員の質問にもあったんですけれども、ど

うも私不安なんです。答弁から受けるというと、果た

して放送開始時に本当に市内全域でテレビの電波を受

像できるような状態になるのかどうなのか。その点に

ついてはどうも自信がなさそうな答弁だったというふ

うに聞いています。半崎とそれから和佐羅比に中継所

ですか、建つんだということで終わっているような気

がします。 

 特に今のアナログについても、難視聴解消事業に取

り組んで進めてきたわけですけれども、放送が始まっ

てからそういうようなことになったんでは、住民サー

ビスの上で非常に大きなマイナスになるんじゃないか

と。私はやはり放送開始時にはどこの家庭でも漏れな

くテレビが見られるような状態にすべきだと思います。

そこについての計画なり考えなりを再度伺います。 

 それから、３番目の高齢者の福祉についてですけれ

ども、いろいろあるわけですけれども、介護の状態に

なる一番の原因は、私がいろいろ調べた結果では、転

倒が原因で骨折をして、そして寝たきりになって要介

護の状態に陥っているというケースが全国的に見ても

非常に多いと言われています。そのようなことから、

どういうような……。 

 教室をいろいろ設けていますよね。施策の重点の説

明書の方にも目を通したんですが、いろいろなものを

予防教室みたいなものを設けてやっているわけです。

それをさらに実態を見ながら、それに合ったような充
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実した予防策を考えるべきだと私は思うんです。そこ

のところで私は具体的にというふうにさっき質問した

わけですけれども、その点についてもう一回お願いし

たいと思います。 

 それから、これはまた議長に怒られるかもしれませ

んが…… 

○議長（菊地文一君） そういうことはありません。 

○10番（戸﨑武文君） 就労機会の創出というのは、

私から考えれば対症療法だと思うんです。もう今にっ

ちもさっちもいかなくなっているから、最低限これだ

けはやりましょうと。それとあわせて、やはり長期の

計画を持つべきだと私は思うんです。そういうような

ものについての考えもお聞かせ願いたいと思います。 

 それから、次は質問の６番目ですけれども、市道川

井関線、きのう二橋議員も質問されているわけですけ

れども、今年度は100メートルだと先ほども答弁があ

ったし、きのうもそういうような答弁がありましたけ

れども、その100メートルがさっぱり手がつかないと

いうことで、地区の方々はことしは何もやらないのか、

金がない、金がないとしゃべるからというようなつぶ

やきをしているんです。声なき声で。 

 それで、この100メートルについて、いつごろどの

ような形で工事が進められるのかということを、工事

の発注がいつごろになるのかということについてお伺

いしたい。 

 それから、この市道についてはきのうの答弁にもあ

りましたように、100を超える要望があるというんで

す。そのとおりだと思います。住民の生活に直接つな

がっていく道路なわけですから、もっともっと私はあ

るんじゃないかなと思うんです。財政が厳しいからと

いうことが答弁の中でよく出てくる。それはわかるん

です、財政が厳しいということは。ですから、やはり

そういうような事務事業を選択する場合には、優先度

とか緊急度とか、いろいろな要件を踏まえて決めてい

くだろうと思う。そういうようなことを踏まえて、こ

の路線については当分は手をつけることができません

とか、その順序みたいなものを示してもらえれば、あ

あ、あと何年待てば何とかしてもらえるんだなという

ような、淡い期待になるかもしれませんが、持てるわ

けです。ところが、財政が厳しいからできません、で

きませんといったら、いつになっても全くお先真っ暗

になってくる。そういうような計画を持つべきだと思

うんですが、その点についてはいかがでしょうか。 

 それから、最後ですが、教育行政について、私先ほ

ど言った主要施策の成果に関する部分を見たんですが、

これは通告が終わってからだったのでどうしようもな

かったんですが、そうしたら、さっきの教育長の答弁

のようにいじめや不登校については前年度よりも減っ

ているということ。これは大変いいことだなと、うれ

しいことだなと思うんです。きのうまでの教育長の答

弁を聞いていますと、いろいろ言っているわけですが、

学力向上という言葉を何回も言っている。私も大賛成

なんですが、こういうようなものが解決しなければ、

学力向上も図られないわけですよね。 

 だから、そのためにも、私これは提案ですけれども、

去年減ったということは、それぞれの学校での取り組

みの成果だと私は思うんです。その成果を広げていく

努力を──。ケース・バイ・ケースで、全部画一的で

はないと思いますけれども、こういうようなケースで

は、こういうような対応をしたら、こういうようにな

ったよというようなことをやはり各校に広げていって、

それは全部当てはまらないかもしれませんが、そうい

うようなものを参考にしながら、このいじめ、不登校

の絶滅を図っていくべきではないかなと。そういうよ

うな計画を持って進めていく。 

 減ったからいいという。何もしないでも減ったとい

うのであれば、私は大した喜ばしいことではないと思

うんです。それなりの手だてを講じたことによって減

っていくのであれば、次からも減っていくのではない

かなという見通しを立てられるんですが、何もやらな

いで減ったって、また次の年にぽんとふえるかもしれ

ない。さっきの教育長の答弁では、また若干ふえかか

ったということですから、そういうことにならないよ

うにするための方策もあわせて考えていかなければな

らないのではないかなと思うんですが、それらについ

ての答弁をお願いします。 

 以上です。 

○議長（菊地文一君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） ご質問が多岐にわたりまして、

整理した状況でお答えができるかどうかでありますが、

最初に私どもの要望が県に対してどのような形で届い

たのか、届かなかったのかと、こういうご質問であり

ます。本質問で具体的にエコパークについてのお尋ね

がなかったものですから、その点についてはお答えせ
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ずに、概括的にお答えをさせていただきました。その

ことについてはご理解を賜りたいと思います。 

 なお、エコパークの進捗状況、今後の見通し等につ

いては、担当から答弁をさせます。 

 それから、「海業・山業・里業」等をどのような形

でということでありますけれども、先般、岩手県から

示されました県北・沿岸圏域における産業振興の基本

方向、この指針といったものが示されましたが、その

中にも、言葉こそ「海業・山業・里業」という言葉は

使われておりませんけれども、精神面といいますか、

考え方、これらを随所に取り入れていただいておりま

す。 

 私が「海業・山業・里業」と申し上げておりますの

は、その場が単に生産の場だけではなくて、暮らしそ

のものが一つの交流の場にもなり得るし、他のいろい

ろな側面を持っているだろうと。山に暮らす、その生

活、暮らしそのものが業として成り立つような、そう

いった仕組みをつくっていきたい。海に住む者がそこ

に住むこと、その生活、暮らしそのものが業となるよ

うな取り組みを進めていきたいというような意味合い

で私は使っているわけであります。 

 そういった中で、例えば体験型交流についての支援

策を県は講じますとこの指針の中でも示しております。

また、同時に未利用資源、これを活用した内発型産業

振興を行っていきましょうと、こういうことも申し上

げているわけでありますけれども、それらについても

触れているという形で、具体的な事業について触れて

いる面もありますし、大きな基本方向として示されて

いる分野もあるということであります。 

 したがって、私はさきの答弁で、今後の具体的な内

容が盛り込まれていない事項については、地域振興ビ

ジョン、今、県が策定中でありますけれども、これら

に盛り込まれるように今後も引き続き要望してまいり

たいと、このように考えているところでありますので、

ご理解を賜りますようお願いを申し上げます。 

 また、就労に関するご質問でありますけれども、ま

さにご指摘のとおりであります。対症療法的な、そう

いった側面が非常に強い事業であります。しかして、

これを解消といいますか、雇用の状況を改善していく

ためにということで私なりに申し上げておりますのは、

先ほど触れました未利用資源を活用したような内発型

産業振興をやりましょうということ、それから企業の

誘致ということについても、この地域の特性を生かせ

るような、そういったところに特化して企業誘致を進

めていきたいということ。またもう一つには、既に立

地している企業、これらへのフォローアップと。その

ことによって、企業を誘致したと同じような効果が得

られる、操業拡大をしていただくと。これらの大きな

柱を立てながら取り組みを進めておりまして、いずれ

雇用の環境改善に向けて頑張っていきたいというふう

に思っております。 

 それから、地上デジタル波放送及び携帯電話に関し

てのお尋ねがございました。ここで一つだけぜひご理

解をいただきたいのは、これを行うのは、その放送事

業者なり携帯電話事業者が一義的には進めるというこ

とになります。したがいまして、私どもはその放送事

業者なり携帯電話事業者が参入しやすい環境をつくる

と、こういうことに尽きるのだろうと、このように思

っております。したがって、この光ケーブル、夢ネッ

トを引いたのも、それら事業者が参入しやすい環境を

整えるための大きな手段であるというふうに考えてお

ります。 

 例えばさきのご質問に答えまして、簡易ギャップフ

ィラー等の導入といったことについても私どもも研究

をいたしておりますし、これに伴って国の方でも──

この簡易ギャップフィラー、再送信を行うものですか

ら、電波法なり放送事業法、さまざまな法律の縛りの

中で、現行法ではなかなかに難しい。したがって、こ

れらの法改正等も行ってほしいということを要望しな

がら、何とかそのエリアを拡大するという方向に今懸

命に取り組みを進めているところでございます。 

 なお、お尋ねの中で携帯電話の不感地域は何カ所か

と、こういったお尋ねがありましたが、これはエリア

で申し上げますと、13エリアと私どもは認識をいたし

ております。 

○議長（菊地文一君） 下舘総務企画部付部長。 

○総務企画部付部長（下舘満吉君） それでは、私の

方からはエコパーク平庭高原整備事業についてお答え

を申し上げます。 

 要望に対する回答でございますけれども、今年度に

建築設計等をできるだけ９月ごろをめどに発注をして

いきたいと、こういうふうなことで、来年度には完成、

オープンにこぎつけたいと、こういう回答をいただい

ておりますし、いわゆる予算が縮減をされたと。議員
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もご承知のとおりでありますけれども、当初計画分の

方向性については、施設のオープンがされて、その後

の状況を見て判断をしてまいりたいというような回答

をいただいております。 

 したがいまして、今回行われますこの整備事業であ

りますけれども、ご承知のとおり入浴施設ということ

になります。入浴施設につきましては、今現在、担当

の間で打ち合わせをしておりますけれども、設計家さ

んを含めながら、こういう形でつくってほしいという

要望を申し上げながら今現在進めている状況にありま

して、今年度はあそこにあります電気関係に関するキ

ュービクルの移設といいましょうか、移動を実施し、

来年度から造成、引き続き建築と、こういう運びで進

めるという現在の状況になっておりますので、ご理解

いただきたいと思います。 

○議長（菊地文一君） 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） 市道川井関線の道路改

良整備に伴いましてのご質問にお答え申し上げますが、

市道川井関線につきましては、８月24日に入札を完了

いたしまして、現在現場に乗り込むべく、諸準備を業

者の方で進めているというふうな状況でございます。 

 それから、道路整備について計画的な取り組みをし

たらというふうなご質問でございますが、補助事業、

起債事業等につきましては、発展計画等で計画的に策

定しながら取り組んでおるわけでございますが、特に

住民の要望が多い生活密着型と申しますか、純単独事

業につきましては非常に要望も多いわけでございまし

て、これらにつきましては年間20路線ぐらいをピック

アップいたしまして、重要性、必要性、それらを勘案

しながら整備に取り組んでおるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 佐々木健康福祉部長。 

○健康福祉部長（佐々木信蔵君） 高齢者福祉に関連

をして、転倒した場合に介護度がつく場合が多いとい

うふうな質問でございます。まさにそのとおりだとい

うふうに思っております。 

 それで、本市では多項目検診等をやっておりまして、

その状況に応じて、保健師さんが個人個人に合わせた

食事療法あるいはリハビリ教室などを展開をしている

ところでございますが、ちなみに平成17年度は転倒予

防教室は24回開催をしておりまして、276人参加して

おります。いずれこれについては引き続き実施してい

きたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 鹿糠教育長。 

○教育長（鹿糠芳夫君） それでは、私の方からは学

校の問題行動等の点についてお答えを申し上げたいと

思いますが、たびたび申し上げております学力向上、

これにつきまして、今、議員さんはいじめ、不登校、

こういった基本的なものを解決しないのでは、そうい

ったことの成果はあり得ないということでございます

が、まさに指摘のとおりでございまして、これは大変

にこの点については大きな問題であるというふうに考

えております。 

 例えばいじめが発生しました去年のことでございま

すが、これについては県の教育委員会の理解を得て教

職員体制の強化を図ったり、あるいはサポートする非

常勤の講師の配置をお願いしたり、あるいは父兄から

も非常に理解を得て、学校に対する大きな協力があり

まして、行政もこれに深くかかわったわけでございま

すが、そのように多くの方々の一致団結した取り組み

によって、ある程度成果が得られたのかなと。座して

待つのではなくて、積極的にこちらから地域に入り、

学校に行って取り組んだ成果がある程度得られたのか

なというふうに考えております。そういったことで、

今後ともやはり関係者が一致団結して取り組む必要が

あると考えております。 

 ただし、その中でも特にも教職員がその中核となり

ます。したがって、18年度は各学校の担当者を集めま

して、教育相談研修会、事例等の研修とか交流等を行

いまして、東京から実績の上がっている講師を呼びま

して、研修会、相談会を実施しております。また、教

育事務所が主催する研修会とかあるいは教育センター、

県教委が主催する研修会にも積極的に教職員を派遣し

ております。この問題をぜひともなくするように今後

とも努力してまいりたいと、そういうふうに考えます。 

○議長（菊地文一君） 10番戸﨑武文君。 

○10番（戸﨑武文君） いろいろありがとうございま

した。 

 それで、先ほど健康福祉部長が言ったいろいろな教

室をやっているわけなんですが、説明書を見ると、私

は参加する人が固定化してきているんじゃないかなと

いう感じを受けたんですが、それでは広がっていかな

いわけですよね。それでも無意味だとは言いませんが、
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それはそれでいいんですけれども、やはりもう少し参

加者がふえるような進め方をなお考えるべきではない

かなといろいろな部分で感じたんですけれども、固定

化していませんか。 

 よその例を聞いてもそういう傾向があるようなんで

す。それを何とかしようということで、大変苦労して

いるという事例がいろいろな雑誌等でも紹介されてい

るんです。その固定化を打破して広げていくような方

策を何か、今ないんであれば、やはり考えるべきだと

思うんです。そこら辺についての考え方をひとつ持っ

ていただきたい。 

 それから、先ほど言い忘れましたが、市道改良につ

いて、特に川井関線の場合については通学路にもなっ

ているんです。今はまだいいんですが、冬場になって

雪がおりてくる。よけたって、またおりてくるんです。

そうすると、冬の場合には消えるまでは路幅が広がっ

ていかない。 

 だから、今までであれば役場の方で、吹っ飛ばす除

雪車、あれで飛ばしてもらって、何とか広げていると。

これも時間がかかるんです。今すぐというわけにはい

かないわけです。そこだけやるわけでじゃないので。

いっぱいそういうようなところが出てくるわけですか

ら。だから、やはり一日も早い改良をしてもらいたい

と思います。 

 それから、山形時代には、日影橋から沼袋までの線、

これ川井線というんですが、川井線が終わったら県代

行でという考え方もあったんです、川井関線について

は。その県代行のことについてはどうなっているのか。

もう合併と同時に雲散霧消してしまったのかどうなの

か、さっぱりそのことについては聞こえてこないんで

すが、そこら辺はどうなっているのかということ。 

 それから、いじめ、不登校にかかわってですけれど

も、先ほど教育長が言うように、いろいろな要素が複

雑に絡まって、学校だけで何とかできるという問題で

はない。ところが、子供よりも父兄の説得の対応の方

が大変だろうと思いますが、大変だから構わないでお

くというわけにもいかないし、こういうことが出てく

る背景に、私はやはり学力の問題があるんじゃないか

なと思う。 

 前に長野県の私立高校で、非行の子供たちがもうい

っぱい集まった高校で、手短に言いますが、これ五、

六年前の話ですが、その学校で学力向上に朝から晩ま

でずっと取り組ませたと。そうして、そのことが実を

結んだせいで、非行がほとんどなくなってしまったと

いう例を……。何という本だったか、私今忘れました

けれども、そういう事例もいっぱいあるんです。 

 確かに子供が学習していることを理解できないまま

に１時間も２時間も座っているのは、これは苦痛の連

続だと思うんです。そうすると、どこかでやはり発散

したくなれば、いじめてみたり、つまらないからとい

うことで、そのことが引き金になって、学校に行きた

くないとかというようなことにもなりかねないだろう

と思う。だから、やはり私は楽しい学校の授業充実と

いうことを第一に考えるべきではないかなと、そうい

うように思いますが、再度考えをお聞かせ願いたいと

思います。 

○議長（菊地文一君） 佐々木健康福祉部長。 

○健康福祉部長（佐々木信蔵君） 高齢者福祉に関連

をして、教室等の参加者が固定化しているのではない

かというふうなお話でございます。 

 そういうふうな傾向もあるやに思いますが、いずれ

これが拡大しなければ効果が上がらないというのは、

そのとおりでございます。そこで、常時その拡大につ

いてはいろいろ工夫しながら検討しているところでご

ざいますが、先ほど市長の答弁にもあったわけですが、

地域包括支援センターでネットワークを組むことにな

っております。老人クラブあるいは保健推進委員、保

健師あるいは民生委員さん、あるいは社協、いろいろ

な地域というふうなことでネットワークを組むことに

なっておりますが、それらも含めて、あるいは市の組

織、教育委員会との連携もありますし、そういうとこ

ろとも連携をとりながら、いずれ拡大を図っていきた

いというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） 市道川井関線の整備に

かかわってのご質問にお答えいたしますが、川井関線

につきましては８月の下旬に入札いたしまして、12月

上旬、12月７日までの工期となってございますので、

なるべく早期に整備が図られるように努力してまいり

たいと、かように存じております。 

 それから、県代行での整備のお話をいただきました

が、これまでも県代行事業として取り組んでいただく

よう県の方にも要望しておりますので、今後につきま
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しても、県の方に県代行事業として整備推進が図られ

るよう要望してまいりたいと、かように考えてござい

ます。 

○議長（菊地文一君） 鹿糠教育長。 

○教育長（鹿糠芳夫君） 学校不適応について申し上

げたいと思いますが、例えば一連の調査によりますと、

小学校の場合にこの原因として考えられているのは、

本人自身に問題ありというのが20.7％、親子関係、こ

れに起因しているというのが20.1％、友人関係14％、

その他となっておりまして、この中で親子の関係とい

うふうなものが起因するという点が非常に割合も多い

ということでございますので、これはやはり家庭と学

校というものは、十分な連携なり状態というふうなも

のの情報交換が必要であるというふうに考えておりま

すし、また今、議員が指摘されました学力との懸念の

関係では、またこれも最近の調査になりますが、私も

心配していることに、学力の二極化と申しますか、特

に今の世の中では勝ち組、負け組とかがありますが、

ある調査によりますと、学力の世界でも二極化が進ん

でいる。すなわちできる子とできない子が顕著に、明

らかになっているといいますか、そのように感じてい

るという点を指摘する方が64％にもわたっているとい

うことでございますので、私はこれは全国の問題だけ

ではなくて、久慈市でもこの点は非常に認識し取り組

んでいかなければならないということと考えておりま

す。ぜひこういう状況はつくりたくない。 

 山内市長は、私と前にお話ししたときに、「等しか

らざるを憂える」、これが私の政治哲学というふうに。

私もその例を非常に、これは教育にも通ずるというふ

うに考えているわけですが、この二極化が進まないよ

うに取り組んでいきたい。 

 先生も指摘されましたけれども、子供たちがわかる

授業とか楽しい授業とか、何とかこれを確保していく

必要があると。そういうことで、学校長とも十分協議

しながら、そういう方向で懸命に取り組んでいるとこ

ろでございますので、ご理解をお願いしたいと思いま

す。 

○議長（菊地文一君） 20番田表永七議員の関連質問

を許しますが、ここで皆さんにお願いがあります。昼

食休憩の時間も迫っておりますけれども、12時20分ご

ろ終了するのであろうという見込みでありますので、

協力をお願いします。 

 20番田表永七君。 

○20番（田表永七君） 微妙な議長の発言を受けて、

それでは二、三質問をしたいと思います。 

 まず、夢ネット事業についてですけれども、先ほど

も答弁あったわけですけれども、この事業提起の段階

から、当局は学校教育にも将来活用していくと、そう

いう構えを示しておられたわけでございます。しかし、

いろいろな本を見たり話を聞いたりすると、学校教育

で活用していくに当たっては、いろいろな障害点とい

えば不適当かもしれませんけれども、問題点があるや

に聞くわけであります。そういうことを踏まえてお伺

いするわけですが、具体的にどのような活用を考えて

おられるのか、イメージをいただきたい。また、そこ

に至る段階といいますか、ステップといいますか、計

画をどのように進めていこうとしているのかをお聞き

したい。これが１点目であります。 

 ２点目は、男女共同参画社会推進についてでありま

す。 

 本年度の計画について市長答弁で触れられておりま

すが、私も担当者からその事業計画の表をいただいて、

事前に勉強したつもりでありますけれども、これを見

ますと、市民の意識啓発と、そういう点では意識され

て計画はされていると私は見たんですけれども、しか

し絶対的に回数が少ないと。それはスタッフあるいは

予算とか、さまざまな問題が絡むとは思いますけれど

も、そのような印象を持っているわけであります。 

 具体的に指摘いたしますけれども、出前講座という

のにさっき市長も触れられましたが、出前講座、大変

いい発想だと思うんですけれども、これは既に今年度

２回実施されていて、参加者を見ますと、それぞれ10

名と15名なんです。25名ですよね。それから、これか

ら２回実施されるという計画になっているようですけ

れども、仮に25名程度の出席になるのであれば、４回

やって50名と、そういうことで、これは量的に少ない

んじゃないかなという率直な印象を私は持ちました。 

 これから回数をふやすというのは難しいのかもしれ

ませんけれども、既に実施したのは夏井地域、そして

11月ごろに大川目地域ということで予定されているよ

うですが、出前ですから、やはり地域に入っていくと

いうことが非常に大事だと私も評価はいたしますけれ

ども、もう少し回数といいますか、開催地域をふやし

て市民の啓発に努めてほしいものだと思うんですが、
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お考えをお伺いしたい。 

 それから、もう一つ、男女共同参画社会に関して申

し上げますが、10月14日、山形町のおらほーるを会場

にして、民間団体ですけれども、男女共同参画を考え

るもんめの会という団体が主催をし、久慈市や久慈市

教育委員会が後援をする事業が計画されて、既にポス

ターなどが張られているようですけれども、これに具

体的にどのような支援をなさるのかを端的にお伺いし

たい。例えば会場のおらほーるの使用料の減免などが

適用されるのかどうかと。端的に申し上げます。お伺

いいたします。 

 それから、次は水害防止対策についてであります。 

 これは河川が増水した場合に逆流を防ぐ装置があり

ますよね。あれはかなりの水量になったときに、市民

の安全を守る非常に有効な設備、施設だと思うわけで

すが、それに関連して、やはり大雨が降った場合にい

ろいろな地域で水害の問題が発生していると。これは

当然ですよね。川から来る水を防げば、本来川に流れ

出るべき水が行き先を失うということになるわけです

から。そのようにわかり切った問題を抱えて市民は生

活をしているわけですが、台風シーズンを迎えて、こ

ういった地域に対する対応策というのを何か考えてい

らっしゃるのかどうか、そういうことをお伺いしたい。 

 もう時間もないですから、具体的に言います。新中

の橋のジョイスのあたりの交差点、あそこも私が申し

上げている一つの地域じゃないかなと、そう思ってい

るわけです。路面が水没するという事態がことしない

とは限らないと。対応策についてお伺いしたい。 

 それから、もう一つですが、６月議会でもいろいろ

な議論がございました。大成橋の上流の堤防未整備地

域は、先ほど答弁で県に対して要望を強めていきたい

と、そういうお話を伺いましたけれども、それはきょ

う、あすでき上がるものではないことは明らかで、台

風シーズンを迎えて、いつかあったような、あそこの

集落のほとんどが浸水してしまうというようなことが

ないとは限らないと、私はそう思っているんですが、

堤防が築堤されることは、それは大いに望むところで

ありますけれども、それまでの間の対応を地域の人た

ちとひざを交えた話し合いなどをして備えるべきでは

ないかなと思うんですが、対応策についてお伺いした

い。 

 それから、最後になりますけれども、発達障害。教

育問題でありますけれども、通告では軽度発達障害を

持つ児童・生徒というようにしておりますが、要する

に私の理解だと、先ほど答弁でも触れられたＬＤとい

いますか、学習障害、あるいはＡＤＨＤと言われてい

る注意欠陥・多動性障害、そういった子供が普通学級

にいるわけですので、担任をする教師は非常に苦労し

ているし、それからそのことが子供たちに不利益にと

いう表現はどうかはわかりませんが、いずれ１人の教

師の限られた時間にできることって限界があるわけで

すから、当然ながら全体の子供に影響を及ぼすと。そ

ういう問題を抱えて日々の授業が行われているわけで

す。 

 先ほど教育長の答弁で、市単独で非常勤講師を２名

配置しているというお話がありまして、私はこういう

姿勢は非常に評価したいと、いいことだと、そのよう

に思って伺ったわけです。 

 ご承知のように、文科省は来年度からこのような子

供の指導に対する教員の増員を発表していますよね。

実は私、１週間ほど前に八戸で開かれた小泉内閣の最

後のタウンミーティングに出席をしてきたんですが、

教育改革がテーマでした。そこでも話題になりました。

大集会ですから、具体的なことはわからないまま帰っ

てきたんですが、久慈市でこの文科省の方針を来年度

受けられるものかどうか。そういうことの見通しです。

もし受けられないならば、先ほど教育長がお話しされ

たような市単独の配置を来年度も継続してほしいと。

それについてのお考えをお伺いしたい。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 初めに、男女共同参

画社会にかかわるご質問についてお答えをいたします。 

 この啓発は地域に入っていくことが大事じゃないか

というご提言でございますけれども、まさにおっしゃ

るとおりでございます。今後私どもが予定しておりま

すのは、１月から２月ごろにかけまして、一般市民を

対象に２回ほどセミナーを開催するということを予定

しているところでございますが、出前講座であります

から、これは地域の方が自主的に取り組むと。地域の

方が自発的に取り組むように何とか持っていって、ご

要望があるような形にして、私どもの方でもいろいろ

と共同参画についての啓発を図っていきたいという考

えは持っているところでございます。 
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 それから、二つ目のもんめの会の事業に対する支援

ということでありますが、これは広報を初めとしまし

て、市のバスを借り上げたりとか、さまざまやってご

ざいます。もちろん市の庁舎内でも、広くその参加を

呼びかけているところでございます。 

 ただ、この入場料の件につきましては、教育委員会

といいますか、もんめの会の方から伺っているところ

によりますと、入場料を1,000円徴収するということ

から、なかなかといいますか、規定上難しいと、それ

はできないということに聞いているところでございま

すので、ご理解をいただきたいと思います。 

 夢ネットにかかわっての学校教育での活用というこ

とにつきましては、教育委員会の方でご答弁すると思

いますので、ご了解いただきたいと思います。 

○議長（菊地文一君） 鹿糠教育長。 

○教育長（鹿糠芳夫君） 私の方から、発達障害の関

係についてお答えを申し上げたいと思います。 

 議員が指摘のように、普通学級に在籍する子供がい

た場合に、担任の負担感というのは大きいというふう

に感じておりますし、先ほども答弁申し上げましたよ

うに、これについてはできるだけ、例えばそこに特殊

学級がある場合には、父兄の理解を得てその学級に在

籍してもらう。あるいは、ない場合には、県に教室等

の増設をお願いするというのが基本でございますが、

先ほどさらに指摘のありました、新聞等の報道にもあ

ったわけでございますが、来年度、文科省では発達障

害の児童・生徒の支援のために教員を増員するという

ことが発表されております。これについては詳細はま

だわかっておりませんけれども、いち早く県の方に要

望して、強く要請をして、これの導入には努めていき

たいと、そのように考えております。 

 この問題につきましては、担任教員はいわゆる軽度

の発達障害の子供がいた場合において、どうしてもそ

ちらの方に集中するということがございまして、学級

の経営に悩みが尽きないわけでございます。この問題

はこれからサポートする同じ学校の教職員等にもさら

にも研修等も積んでもらい、この問題に対する理解も

深めていただくということで、この面も努力するわけ

でございますが、いずれ文科省が出したさきの新聞の

報道のように増員される見通しでございますので、こ

れには力を入れて要望してまいりたいと思います。 

 あとその後のことについては、いろいろさらに単独

とか提起がありましたが、厳しい状況の中では、あく

までも義務教育については文部科学省の責任において

解決してほしいと、こういう基本で取り組んでまいり

たいと思いますし、文部科学省から配慮の得られない

部分については、県とも相談し、市財政当局とも相談

して対応していくと、これが基本的な考え方でござい

ます。 

 以上であります。 

 あとは次長から答弁させます。 

○議長（菊地文一君） 大湊教育次長。 

○教育次長（大湊清信君） 夢ネット事業にかかわり

まして、教育現場での活用計画、活用内容ということ

のご質問でございました。これについては問題点とい

うことでございますが、問題点、二面性があるかと思

います。 

 一つは施設整備の関係、ハード面の関係がございま

す。現在、夢ネットとして各学校をつないでおります

が、その端末とすれば、端末のパソコン１台それから

スクリーン、プロジェクターそれからカメラ、こうい

う貧弱な状態の設備しかしておらないというところで

ございます。ですから、今現在ではパソコン教室での

活用が第一義的な制約された中での活用かなというふ

うに考えております。 

 ただ、これにつきましては校内ＬＡＮ、今後順次整

備してまいります。これによりまして、普通教室でも

活用することが可能になってくるだろうというふうに

考えております。また、パソコンそのものの更新、こ

れも今、パソコンそのものがちょっと古くなっており

ますので、これの整備についても計画的に進めていく

ということを考えております。 

 また、ソフト面、これにつきましては、教職員の立

場での教育関係の資料蓄積。これは蓄積をしなければ

活用できないという部分がございます。これについて

は、本庁の方に情報センターをつくりましたので、そ

ちらの方のサーバーに蓄積をして、いつでも取り出し

て活用できるような状況をつくっていきたいというふ

うな考えを持っております。 

 また、当初皆様の方にご説明しましたとおり、小規

模校での交流事業それから部活動での交流関係、これ

に活用していただきたいというようなこともお話し申

し上げましたが、これについては最大４校で一括一気

に、同時期に活用できるというような性能を持ってお
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ります。これらのところの交流関係の事業の部分の具

体的な活用、これについては現在、教育研究所でその

活用方法についてどうあるべきかというふうな考え方、

先ほどの教育資料の蓄積、そこのところでの蓄積の内

容、方法等についても、この教育研究所の方で研究し

てまいりたいということにしております。 

 いずれこれらについては、現場の各学校長との協議

それからご理解、これらを全体的に考えながら進めて

まいりたいと、こういうふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） 河川の排水にかかわり

ましてのご質問にお答え申し上げますが、これまでも

内水の排除につきましては、強制排水というようなこ

とで、中央あるいは現在、川貫地区等に内水排除の工

事を取り組んでおり、効果的でございますが、お尋ね

のジョイス前の路面冠水にかかわりましては、今年度、

路面の排水をすべく側溝工事を計画しておりますので、

路面排水についてはそれで何とか対応してまいりたい

と、かように考えてございます。 

 それから、未堤区間の築堤でございますが、これま

でも重点要望として県に鋭意お願いしてきているわけ

でございますが、昨年度からは長内川の新街橋上下流

の築堤に予算が計上されて、工事の方に取り組むべく

県の方で準備しているわけでございますが、久慈川の

未堤区間につきましても今後さらに整備が図られるよ

う要望してまいりたいと、このように考えております

ので、ご理解賜りたいと存じます。 

○議長（菊地文一君） 20番田表永七君。 

○20番（田表永七君） 時間が迫っているので、１点

だけ質問いたします。 

 男女共同参画社会関係の話ですけれども、会場を貸

し出すときのその規則といいますか、規定があるわけ

ですから、それはそうだと思うわけですけれども、久

慈市と久慈市教育委員会が後援をしていると。何か経

過からすれば、共催の話の時期もあったというふうに

伺うわけですが、元文部大臣の赤松良子さんが、男女

共同参画社会あるいは女性の権利ということで講演を

なさるという内容になっているようだし、憲法に男女

平等の思想を条文に盛り込んだ実質的な人だと言われ

ているベアテを主人公とした映画が上映されると、そ

ういうふうに聞いていて、私は今何を言おうとしてい

るかと……。時間ですね。要するに、男女共同参画社

会推進そのものが内容だと。だから、規定があるから

使用料の減免ができないと、そういうことでいいんだ

ろうかなという思いがあって、再度考慮の余地がない

かお伺いしたい。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 施設は教育委員会の

施設でございますけれども、私どもが伺っているとこ

ろでは、内容については、もちろん議員おっしゃいま

すとおり公益的なといいますか、そういう内容である

というふうに思っているところでございます。しかし、

入場料を取るということになりますと、これはどうし

ても有料で使用料をいただかなければいけないという

ことでございますので、どうぞご理解いただきたいと

思います。 

○議長（菊地文一君） 再質問、関連質問を打ち切り

ます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

散会 

○議長（菊地文一君） 以上で本日の日程は終了いた

しました。 

 なお、９月13日の本会議は、議事の都合により午後

１時30分に開会いたします。 

 本日はこれで散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

午後０時16分   散会 
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