
－21－ 

第19回久慈市議会定例会会議録（第２日） 

 

議事日程第２号 

平成26年９月２日（火曜日）午前10時00分開議 

 第１ 一般質問 

     新政会代表        中平 浩志君 

     政和会代表        濱欠 明宏君 

     創政会代表        桑田 鉄男君 

──────────────────── 

会議に付した事件 

 日程第１ 一般質問 

──────────────────── 

出席議員（23名） 

１ 番 梶 谷 武 由君 ２ 番 下川原 光 昭君 

４ 番 上 山 昭 彦君 ５ 番 泉 川 博 明君 

６ 番 木ノ下 祐 治君 ７ 番 畑 中 勇 吉君 

８ 番 砂 川 利 男君 ９ 番 山 口 健 一君 

   (午前10時37分入場) 

10 番 桑 田 鉄 男君 11 番 澤 里 富 雄君 

12 番 中 平 浩 志君 13 番 小 栁 正 人君 

14 番 堀 崎 松 男君 15 番 小 倉 建 一君 

16 番 小野寺 勝 也君 17 番 城 内 仲 悦君 

18 番 下 舘 祥 二君 19 番 中 塚 佳 男君 

20 番 八重櫻 友 夫君 21 番 髙屋敷 英 則君 

22 番 宮 澤 憲 司君 23 番 大 沢 俊 光君 

   (午後１時入場) 

   (午後４時33分退場） 

24 番 濱 欠 明 宏君  

欠席議員（１名） 

３ 番 藤 島 文 男君  

──────────────────── 

事務局職員出席者 

事務局長 大 森 正 則 事務局次長 嵯 峨 一 郎
議事グループ 
総 括 主 査 田 髙  慎 

議事グループ 
主 任 長 内 紳 悟

──────────────────── 

説明のための出席者 

市 長 遠藤 譲一君 副 市 長 中居 正剛君

総 務 部 長 勝田 恒男君 総合政策部長 一田 昭彦君

総合政策部付部長 奈良  透君 市民生活部長 澤口 道夫君
健康福祉部長 
(兼)福祉事務所長 和野 一彦君 農林水産部長 米澤 喜三君

産業振興部長 澤里 充男君 
建 設 部 長 
(兼)水道事業所長 中森  誠君

山形総合支所長 中新井田欣也君 会 計 管 理 者 鹿糠沢光夫君

教 育 委 員 長 鹿糠 敏文君 教 育 長 加藤 春男君

教 育 次 長 小倉 隆喜君 選挙管理委員長 大沢 寿一君

監 査 委 員 石渡 高雄君 農業委員会会長 宇部  繁君
総務部総務課長
(併)選管事務局長 久慈 清悦君 

農 業 委 員 会 
事 務 局 長 泉澤 民義君

教 育 委 員 会
総務学事課長 夏井 正悟君 監査委員事務局長 田端 正治君

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    午前10時00分   開議   

○議長（八重櫻友夫君）  ただいまから本日の会議を

開きます。 

 欠席通告が藤島議員及び宮澤議員よりありました。 

 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（八重櫻友夫君）  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、中平浩志君。 

    〔新政会代表中平浩志君登壇〕 

○12番（中平浩志君）  先月20日、広島市北部で発生

した豪雨に伴う土砂災害により犠牲になられた方々に

心からお悔やみ申し上げますとともに、被災された

方々に対しましてもお見舞い申し上げます。 

 それでは会派を代表して通告に従い、市長並びに教

育長に一般質問を行います。 

 初めに友好都市協定について質問します。 

 久慈市議会では全国初で千葉県袖ケ浦市市議会との

友好交流協定を締結しました。久慈市として国内友好

都市の協定がないので、大規模災害時の相互支援を初

め、観光、物産、文化等の交流を通じて交流促進を図

るべく、当市とゆかりのある国内都市との友好都市協

定を結ぶべきと思いますが、考えをお伺いいたします。 

 次に、公共施設の総合管理計画についてお伺いいた

します。 

 公共施設の老朽化は自治体の財政運営を脅かすこと

から計画的に統廃合や修繕をすべきと思いますが、計

画についてお伺いします。 

 次に、津波避難タワーについてお伺いします。 
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 東日本大震災で久慈湊地区に津波避難タワーの整備

を示し、住民説明会を開きましたが、出された意見、

内容とその意見をどのように反映させるのか、お伺い

いたします。 

 次に、災害対策についてであります。 

 広島市で発生した土砂災害は多くの死者、行方不明

者を出し、大惨事となりましたが、当市の土砂災害警

戒区域等の指定状況とその強化策について、また新た

に配布されたハザードマップを活用しての具体的な取

り組みについてお伺いいたします。 

 次に、人口問題対策本部についてであります。 

 先月８月４日、対策本部を庁内に設置し、解決課題

に向けた検討や情報共有を全庁的に進めるとしており

ますが、その具体的な事業内容についてお伺いいたし

ます。 

 次に、2016年いわて国体についてであります。 

 希望郷いわて国体軟式野球競技場の会場変更に伴い、

当市野球場本戦会場でなく予備会場及び練習会場とし

て使用し、共催市町村の幹事及び人的・経費的支援を

行うということでありますが、その具体的な内容につ

いてお伺いいたします。 

 次に、交通安全対策についてであります。 

 近年、飲酒運転による交通事故などが大きな社会問

題となっており、連日のように新聞をにぎわせており

ます。そこで飲酒運転は当市が県内ワーストワンであ

ると仄聞しておりますが、状況と防止策について、さ

らに小袖小学校前に横断歩道を設置するよう地区住民

から要望が出されておりますが、設置の考えについて

お伺いいたします。 

 次に、漁港内に残る震災瓦れきについてであります。 

 東日本大震災の津波による瓦れきなど、漁港内に残

っている箇所がありますが、状況をどのように捉えて

いるのか、お伺いいたします。 

 次に、ごみの不法投棄についてであります。 

 市内各道路の脇に粗大ごみや飲んだ後のポイ捨ての

缶など多く見受けられますが、防止策や回収の考えに

ついてお伺いいたします。 

 次に、食の安全についてお伺いします。 

 ７月下旬、中国上海の食品工場で期限切れの肉を再

加工して出荷や返品された不良品を出荷したり、悪質

な行為が新聞テレビで大きく報道されました。市内に

も大量の中国産食品が出回っており、仄聞するところ

によりますとレストランや飲食店等でも大量に消費さ

れているようです。そこで輸入食品の安全性について

どのように捉えているのか、お伺いいたします。 

 次に、健康長寿についてお伺いします。 

 当市の豊かな自然環境のもとで多くの市民が健康で

長生きするため、また高齢者が安心して明るい快適に

生活するため、保健師等を活用しての環境づくりが必

要と考えますが、お伺いいたします。 

 次に、水産基盤整備についてであります。 

 漁港内の静穏度を高めるため、小袖漁港防波堤北端

部のかさ上げ工事が行われると仄聞しておりますが、

どのように進められているのか、お伺いいたします。 

 次に、産業振興について４点質問します。 

 １点目、一次産業の人材育成についてであります。 

 当市の１次産業に従事する人手不足が懸念されてお

り、後継者問題が深刻化しておりますが、対策につい

てお伺いいたします。 

 ２点目、久慈秋まつりについてであります。 

 昨年も多くの観衆でにぎわった秋まつり前夜祭は、

本年もアンバーホールの駐車場で開催する予定ですが、

「あまちゃん」の効果も残る中、さらに多くの来場者

が自家用車を使用することが予想されるので、その駐

車場対策について、さらに「あまちゃん」出演者への

お通りへの参加依頼の考えについてお伺いいたします。 

 ３点目、三陸ジオパークについてであります。 

 昨年９月に日本ジオパークとして認定以来、市内各

ジオサイトも含まれる三陸ジオパークですが、今後市

としてのかかわり方とこれまでの交流人口状況につい

てお伺いいたします。 

 ４点目、第２期中心市街地活性化計画についてであ

ります。 

 基本計画を進めるに当たり、市民からのアンケート

により幅広く意見を求め、集約した上でさらに検討を

重ねているものと考えますが、本年３月29日、内閣府

より認定された計画はどの程度見直すことになるのか、

具体的な方向性をお伺いいたします。 

 次に、土木行政について２点質問します。 

 １点目、市道整備についてであります。 

 現在工事中の久喜地区中沢２号線の進捗状況と工事

完了見通しについてお伺いいたします。 

 ２点目、長内土地区画整理事業についてであります。 

 この事業は、現在都市計画決定の廃止に向けた地域
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住民への説明を終え、今後、県知事の協議を経て廃止

されるものと思われます。当該地区を整備するに当た

っては、地域住民からの意見収集を初めに行い、確実

な整備を進めていくことが必要と思いますが、整備方

針についてお伺いいたします。 

 最後にいじめ問題について。 

 近年、無料通信アプリによるいじめが問題になって

います。インターネットでの、親に代わり、いじめや

性犯罪などトラブルを早期に発見・監視するサービス

等を利用しての対応策についてお伺いいたします。 

 以上で代表しての質問を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

    〔市長遠藤譲一君登壇〕 

○市長（遠藤譲一君）  新政会代表、中平浩志議員の

ご質問にお答えをいたします。 

 最初に、友好都市協定についてお答えをいたします。 

 まず、久慈市とゆかりのある国内都市との友好都市

協定を結ぶことについてでありますが、現在までのと

ころ、国内での友好都市締結の実績はございませんが、

市ではこれまでに市議会、民間団体、さらには市の事

業などを通じた国内都市とのつながりが多数ございま

す。 

 これらの都市と友好都市協定を結ぶことにより、文

化、教育、観光、経済、防災、環境など交流分野の幅

が広がるほか、市民の相互交流が促進され、市民生活

に潤いがもたらされることが期待されます。 

 友好都市協定の締結に当たっては相手があることで

ありますので、こちらの思いだけでは成就しないもの

でありますが、これまでのつながりをさらに深めてい

くとともに、新たな都市とのつながりを築いていくこ

となどにつきましても、前向きに取り組んでまいりま

す。 

 次に、公共施設の総合管理計画についてお答えをい

たします。 

 公共施設等の老朽化が我が国全体の課題としてク

ローズアップされる中で、本年４月、国から地方公共

団体に対して、公共施設等の総合的かつ計画的な管理

の推進に向けた「公共施設等総合管理計画」の策定の

要請がなされたところであります。 

 これを受けて当市におきましては、本年度及び来年

度の２カ年で同計画の策定を進めることとし、本年８

月、コンサルタント会社と業務委託契約を締結したと

ころであります。 

 この計画は、市の全ての施設を対象とした現状把握

に基づき、今後の計画的な修繕や統廃合などを検討、

実行するためのグランドデザインとなるものであるこ

とから、財政状況や人口動態等の将来推計及び市民の

意見を反映した計画となるよう取り組んでまいります。 

 次に、津波避難タワーについてお答えをいたします。 

 津波避難タワー計画の事業説明のため、久慈湊及び

夏井駅前・大湊地区を対象に、去る７月30日、説明会

を開催し、８名の出席をいただいたところであります。 

 また、建設予定地に隣接する６世帯を戸別訪問し、

ご意見を伺ったところであります。 

 その中では、「車いすの走行が可能なスロープを設

置してほしい」、「漂流物への対策は大丈夫か」、

「設置場所は住家が少なく、効果に疑問がある」など

のご意見がありましたが、おおむね賛同いただいたも

のと認識しております。 

 なお、地域住民の皆様から頂いたご意見につきまし

ては、詳細設計を進める中で、技術的、予算的に可能

なものについて取り入れながら整備を進めてまいりま

す。 

 次に、災害対策についてお答えをいたします。 

 まず、市内の土砂災害警戒区域等の指定状況と、そ

の対策強化についてでありますが、市内には645カ所

の土砂災害危険箇所が存在し、そのうち、164カ所で

指定に向けて説明会が実施され、現在、107カ所が警

戒区域等に指定され、その指定割合は16.6％となって

おります。 

 土砂災害警戒区域等の指定を受けることによる土地

の資産価値の低下を懸念するなどの理由によりまして、

住民の合意形成が図られず、区域の指定がおくれてい

る状況にあります。 

 土砂災害警戒区域等の指定は、県が行うことになっ

ておりますが、市といたしましても、災害から人命を

守るため、区域の指定につきまして、県と協力しなが

ら住民の理解が得られるよう努めてまいります。 

 次に、新たに配布されたハザードマップを活用して

の具体的な取り組みについてでありますが、今回作成

したハザードマップは、地震及び津波が発生した場合

に、住民が迅速かつ安全に避難行動がとれるよう、日

ごろの備えや心構えに加え、東日本大震災の情報を新

たに盛り込み、平成17年に配布した津波防災マップの
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改訂版として作成したものであります。 

 今後におきましては、自主防災組織や防災ワークシ

ョップ、防災出前講座などを活用しながら、東日本大

震災の教訓を風化させないよう、市民一人ひとりの防

災意識の一層の向上を図ってまいります。 

 次に、人口問題対策本部についてお答えをいたしま

す。 

 対策本部の行う具体的な事業内容についてでありま

すが、対策本部が所掌する事項は人口問題対策本部要

綱により「人口問題についての課題解決及び情報共有

に関すること」などとしており、この大きな課題を克

服していくためにも、雇用・所得環境の改善、結婚・

出産・子育て・教育環境の整備・充実、Ｉターン・Ｕ

ターンの促進などの各施策を相互に連携させて全庁を

挙げた若者定住対策として講じてまいります。 

 そのためにも、この対策本部の設置を機に、まずは

部局横断的に情報共有を図るとともに、効果的な施策

の展開に向け、近々、対策本部に幹事会を設置し、検

討を進めてまいります。 

 次に、2016いわて国体についてお答えをいたします。 

 久慈地区で開催される競技に係る人的支援、経費的

支援の内容についてでありますが、柔道競技におきま

しては、希望郷いわて国体久慈市実行委員会内に、各

種団体、有識者などを委員とした専門委員会を設置し、

人的支援、経費的支援などを含めた競技会運営全般に

ついての協議、検討を進めていくこととしております。 

 また、軟式野球競技におきましては、久慈市の本戦

会場地辞退により、４町村で試合日数や試合数が増加

していることから、これらの町村に対する具体的な支

援の内容を、会場地７町村及び各市町村野球協会で設

置している第71回国民体育大会「軟式野球競技」連絡

協議会において、今後、協議、検討を行うこととして

いるところであり、両競技会の成功に向け、鋭意取り

組んでまいります。 

 次に、交通安全対策についてお答えをいたします。 

 まず、市内の飲酒運転の状況と防止策についてであ

りますが、平成26年１月から７月までの市内における

飲酒運転の検挙者数は９人であり、昨年の同時期と比

較し３人の減となっております。 

 しかしながら、例年、年末にかけて飲酒運転の検挙

者数がふえる傾向も見受けられることから、予断を許

さない状況にあります。 

 市といたしましては、飲酒運転の撲滅は最重要課題

と捉えており、これまで久慈警察署や関係団体などと

連携し、夜間における中心市街地での飲食店への巡回、

市内の企業や事業所の従業員を対象とした「交通安全

コンクール」の実施、成人式における飲酒運転追放誓

約書の署名活動、啓発チラシの配布など、各種啓発事

業を実施しているところでありますが、今後におきま

しても、飲酒運転撲滅や交通ルールの遵守などモラル

向上が図られるよう各種啓発に積極的に取り組んでま

いります。 

 次に、小袖小学校付近への横断歩道の設置について

でありますが、横断歩道の設置につきましては、所管

の警察署が現地調査を行い、道路環境や交通事故の発

生状況などから、必要性、緊急性を総合的に判断して、

岩手県公安委員会がその要否を決定しているところで

あります。 

 ご質問がありました小袖小学校付近には、現在、横

断歩道がない状況ですが、周辺の道路環境は、下り坂

により車両がスピードを出しやすい上、カーブにより

見通しが悪く、危険な箇所であると認識しているとこ

ろであります。通学児童や地域住民の安全を確保する

ため、当該箇所への横断歩道の設置が必要と考えてお

りますことから、今後、久慈警察署へ強く要望してま

いります。 

 次に、漁港内に残る震災瓦れきについてお答えをい

たします。 

 震災発生後、各漁港内に流入した震災瓦れきにつき

ましては、災害復旧事業により浚渫・撤去を行ったと

ころでありますが、新たに漂着したもの、当時発見で

きなかったものなどがあり、その後においても、引き

続き市の単独事業で対応してきたところであります。 

 また、現状におきましても川津内漁港ほか４漁港に

おいて、支障となる瓦れきを確認しておりますことか

ら、その優先度などを考慮しながら対応してまいりま

す。 

 次に、ごみの不法投棄についてお答えをいたします。 

 市では、10人の環境パトロール員による巡回監視を

行い、不法投棄の早期発見と未然防止に努めていると

ころでありますが、依然として車両を使用しての粗大

ごみの投棄や車窓からと思われる空き缶のポイ捨てな

ど、車道脇への不法投棄が多く見受けられるところで

あります。 
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 市といたしましては、その状況を踏まえて、昨年度

から、不法投棄の多い夜間の対策として、職員による

定期的なパトロールの実施のほか、監視カメラの設置、

車両のライトで反射する警告看板の設置などを行って

きたところであります。 

 今後におきましても、市民を初め、町内会、衛生班

などのご協力をいただきながら清掃活動を実施するほ

か、ドライバーのマナー向上の啓発活動や監視体制の

強化を図るなど、不法投棄をさせないための環境づく

りに努めてまいります。 

 次に、食の安全についてお答えをいたします。 

 輸入食品の安全性についてでありますが、厚生労働

省では、食品衛生法に基づき、毎年度「輸入食品監視

指導計画」を策定し、輸入食品の安全性確保対策を講

じており、また、岩手県においても「岩手県食品衛生

監視指導計画」を定め、県内に流通する輸入食品の抜

き取り検査などを実施し、違反が認められた食品につ

いては回収などの指示を出すなど、安全性の確保に努

めていると久慈保健所からうかがっているところであ

ります。 

 したがいまして、市内に流通している輸入食品につ

いては、安全性が確保されているものと考えておりま

す。 

 次に、健康長寿についてお答えをいたします。 

 健康長寿の延伸を実現するには、社会生活を営むた

めの機能を高齢になっても維持することが重要である

と認識いたしております。 

 国は、団塊の世代が75歳以上となる平成37年に向け、

「国民の健康長寿が延伸する社会」を構築し、健やか

に生活し、老いることができる社会を目指して予防・

健康管理の具体的な取り組みを３項目挙げております。 

 一つは、高齢者への介護予防などの推進、二つ目、

現役世代からの健康づくり対策の推進、三つ目、医療

資源の有効活用に向けた取り組みの推進となっており

ます。 

 当市におきましては、健康寿命の延伸に向けて、保

健師が中心となり、介護予防、生活習慣病予防、心の

健康づくり、妊産婦や乳幼児期からの健康づくりなど

の事業を推進しているところであります。 

 今後におきましても、関係機関・団体などと連携を

図り、健康寿命の延伸に努めてまいります。 

 次に、水産基盤整備事業についてお答えをいたしま

す。 

 小袖漁港防波堤北端部分のかさ上げについてであり

ますが、隣接する防波堤より低く、荒天時には越波に

より港内の静穏度が悪化し、漁業活動の支障となって

いることから、防波堤のかさ上げ改良を計画している

ところであります。 

 計画の概要についてでありますが、防波堤北端部分

の延長66メートルについて、現況の高さ、東京湾平均

海面いわゆるＴＰプラス5.0メートルから、2.4メート

ルのかさ上げを行うものであり、平成27年度から着手

し、平成28年度内の完了を予定しております。 

 次に、産業振興についてお答えをいたします。 

 まず、一次産業の人材育成についてでありますが、

農業につきましては、後継者確保及び新規就農者支援

策として、「いわて地域農業マスタープラン実践支援

事業」による生産施設整備への助成を行っているほか、

新規就農者へは「新規就農者育成確保対策事業」によ

る融資返済への助成や、国の支援策であります「青年

就農給付金」の給付により就農初期の負担軽減などを

図っております。 

 また、地域農業を担う力強い経営体質の担い手を育

成する観点から、昨年度は１経営体の農事組合法人設

立を支援したところであり、今年度におきましても集

落営農組織１経営体の法人化を支援しているところで

あります。 

 林業につきましては、これまで市では、担い手の技

術習得を図るため、森林組合が実施する「緑の雇用担

い手対策事業」の研修地として市有林を提供してきた

ところであります。 

 また、岩手県林業技術センターにおきましては、新

規林業就労者の確保を図るため、「高性能林業機械基

本高校生研修」を毎年実施しており、今年度は岩手県

立久慈東高等学校の生徒18名が参加したとうかがって

いるところであり、県や公益財団法人岩手県林業労働

対策基金などの関係機関と連携を図りながら人材の育

成・確保に努めているところであります。 

 水産業につきましては、県において、すぐれた漁業

青年と漁村青少年の育成などに指導的役割を果たして

いる漁業者を、岩手県漁業士として認定しているほか、

海づくり少年団への支援を通じ、漁業後継者の育成に

努めているところであります。 

 また、今年度におきましては、県北広域振興局と連
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携し、まずは行政側で後継者不足に至った要因などを

収集、分析した上で、担い手確保のための具体的な対

応方向をまとめ、水産関係団体と連携しながら、後継

者対策について漁業者との対話をする場を設け、具現

化していくこととしております。 

 次に、久慈秋まつりについてでありますが、前夜祭

見物客の駐車場対策につきましては、臨時駐車場とい

たしまして、久慈市役所、岩手県立久慈高等学校長内

校を借り受けるとともに、今年度新たに「長内小学校

グラウンド」と「ロイヤルパークカワサキ」の駐車場

を借り受け、前夜祭見物客の皆様の利便性の向上を図

ることとしております。 

 また、「あまちゃん」出演者へのお通りへの参加依

頼状況につきましては、今年度当初から出演交渉を行

ってきておりますが、出演者の皆様のスケジュール調

整が難航しており、現時点でのお通りへの参加は決定

していない状況にありますが、引き続き交渉を行って

まいります。 

 なお、中日につきましては「大友良英＆あまちゃん

スペシャルビッグバンド」の皆様がパレードに参加す

る予定となっております。 

 次に、三陸ジオパークについてでありますが、平成

25年９月24日に三陸ジオパークが日本ジオパークに認

定され、三陸ジオパーク推進協議会を中心に、日本ジ

オパークネットワーク活動の展開や、学術研究などの

推進に取り組んでいるところであります。 

 当市の取り組みといたしましては、小袖海岸や琥珀

などの豊富なジオ資源を活用し、ジオツアーの開催、

ジオマップ、ジオガイドブックの作成などに取り組ん

できたところであり、認定後に実施したジオツアーな

どのイベントに、延べ約200人の参加をいただいたと

ころであります。 

 今後におきましても、三陸ジオパーク構成市町村や

民間団体である「北三陸大地の恵み・ジオパーク推進

連絡会」などの関係団体との連携を深め、広域的な取

り組みを行うほか、「みちのく潮風トレイル」や「三

陸復興国立公園」などとの相乗効果により交流人口の

拡大に努めてまいります。 

 次に、第２期中心市街地活性化基本計画についてで

ありますが、先般市民アンケート調査を実施した結果、

市民の皆様が求めている駅前拠点の整備につきまして

は、喫茶店、産直、ファミリーレストランなどの商業

的な施設が上位を占め、公共的な施設整備のご希望が

少ない結果となっております。 

 導入を予定しておりました補助金は、公共施設部分

が対象であり、市民の意向をできるだけ反映させるた

めには、新たな財源や民間資金を活用するＰＦＩなど

の整備手法について、改めて検討を要するものと捉え

ております。 

 また、川崎町との東西交流や各店舗の魅力向上、空

き店舗対策など、ご意見を多数いただいており、課題

が多いことから、今年度予定していた国庫補助事業の

申請については見送ることとし、改めて、真の意味で

にぎわいを創出するまちづくりのための整備計画の策

定について、丁寧に検討してまいります。 

 最後に、土木行政についてお答えをいたします。 

 まず、市道整備についてでありますが、復興道路、

市道中沢２号線は、久喜中沢地区のアクセス及び災害

時の孤立を解消する道路として、43メートルの橋梁を

含め、全体延長約448メートルで計画している路線で

あります。 

 本路線の進捗状況は、現在、中沢団地側及び久喜保

育園側の道路工事と橋梁の橋台を築造する下部工事を、

順次施工中であります。 

 今後は、下部工事の進捗状況を見据えながら、橋梁

の橋げたなどを製作・架設する上部工事を発注する予

定であり、平成27年３月の完成を目標に、鋭意取り組

んでまいります。 

 次に、長内地区土地区画整理事業についてでありま

すが、本事業の都市計画決定の廃止につきましては、

８月22日に開催した久慈市都市計画審議会において、

廃止案が可決され、現在、岩手県との協議に向け、手

続きを進めております。 

 審議会に先立ち、３地区において住民説明会を開催

し、廃止案の説明後において、各地区の要望・意見等

を伺ったところであります。 

 今後におきましては、これらの要望・意見などを参

考に、各地区町内会などと協議しながら、個別の事業

導入について検討を進めてまいります。 

 以上で、新政会代表、中平浩志議員に対する私から

の答弁を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  加藤教育長。 

    〔教育長加藤春男君登壇〕 

○教育長（加藤春男君）  新政会代表、中平浩志議員
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のいじめ問題についてのご質問にお答えをいたします。 

 新聞記事等で紹介されました無料通信アプリによる

いじめ問題等の問題に対して、保護者に代わり、いじ

めや性犯罪などトラブルを早急に発見監視するサービ

スにつきましては、子供が使用している無料通信アプ

リ内の不適切な言葉をチェックし、不適切な言葉が使

用確認された場合に保護者へ通知するものであり、各

家庭で使用することを前提としたものであると認識し

ております。 

 無料通信アプリの使用によるネットいじめの問題は

深刻な問題であると認識しており、その対応策といた

しましては、それらを使用する場合のルールやマナー

及びその危険性について、市内全小中学校で児童生徒

の実態に合わせた情報モラル指導を実施するとともに

保護者のための研修会等を各学校で実施しております。 

 また、教職員に対しましてもネット上の問題把握や

指導のあり方等の研修会を実施しております。今後と

も、学校、保護者、行政が一体となって、ネットいじ

めの未然防止に努めてまいります。 

 以上で、新政会代表、中平浩志議員に対する私から

の答弁を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  再質問、関連質問を許しま

す。中平浩志君。 

○12番（中平浩志君）  それでは再質問させていただ

きます。 

 まず、４番の災害対策についてなんですけども、も

ちろん県が土砂警戒区域指定するというのは私も知っ

ておりましたけども、ただこの県がやってる、例えば

もうかなり前だと思いますけども、防災のためのダム、

土砂災害のためのダム等があるはずなんです。じゃあ、

そのダム等が県で確認してるっていうのかな、本当に

機能しているかどうか確認してるかどうかっていうの

が私やっぱり大事なことじゃないかなというふうに思

いますけれども、そういったことについては県からど

のような情報を得ているのか、お伺いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  砂防ダム等のことだと思い

ますけど、これは林務部が行っているもので、これは

周期的に点検回っているというふうにはうかがってお

ります。 

○議長（八重櫻友夫君）  12番中平浩志君。 

○12番（中平浩志君）  周期的に県のほうでは回って

みてるということです。多分そうしますと、この間の

広島県じゃないんですけども、ああいうふうな、もし

かするとこの久慈市でも起こる可能性がありますけれ

ども、県とするとそういった見回ってるということは

きちっと、ここは大丈夫、ここは危ないなっていうの

を把握してるってことですよね。やはりそういった部

分は、例えばこういったハザードマップを含めながら、

本来だったらば市民に対しても知らしておかなければ

私は情報公開としてまずい部分ではないのかなという

ふうに考えますけども、そういった考えはいかがでし

ょうか。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  この広島での災害を受けま

して、市といたしましても消防・防災のほうといろい

ろ協議しております。この中でもハザードマップ、こ

れを生かした広報、啓発活動、緊急時の避難、そうい

ったものについて今後とも研究してまいりたいと思い

ます。 

○議長（八重櫻友夫君）  12番中平浩志君。 

○12番（中平浩志君）  市民の生命・安全のためです

から、きちっとやっていただきたいなというふうに思

います。後でまた同僚議員からも質問が出ると思いま

す。 

 あと、次が、いわて国体について先ほど答弁いただ

きましたけども、野球競技等については今後検討する

ということですけども、実際この経費的支援というの

では具体的に幾らぐらいかかるっていうのは全く出て

きませんでしたけども、トータルどれぐらいかかるの

か、試算してると思いますけども、お知らせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  野球競技にかかわっ

てのお応えをしたいと思いますが、久慈市で会場地を

返上したということで、例えば久慈市で開催するとす

れば、４日間の開催経費で詳細な積算はしておりませ

んが、一般的にはおおむね2,000万円程度の開催費用

というのが発生するのではないかと考えております。

そのうちこれもまだ県のほうでは決定しておりません

が、これまでの開催例なんかを見ますとおおむね２分

の１程度が県からの助成というのが見込まれる。そう

いうようなのが現在考えているところでありまして、

ここ現実的には1,000万円程度が、自己開催するとす

れば自己資金でかかるのかなと予想しております。 
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 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  12番中平浩志君。 

○12番（中平浩志君）  これはまず久慈市でやる場合

ですよね、今の答弁です。じゃあ、もう久慈市では主

会場じゃないんだよということになりましたので、じ

ゃあ各町村に対してはどの程度の経済的な支援という

のを考えているのか、お伺いします。 

○議長（八重櫻友夫君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  これにつきましても、

今後日程試合数がふえる４町村との協議になりますが、

想定される部分につきましては、例えば開催日数がふ

えることによる宿泊地までの選手とか役員等の送迎と

か、あとは競技役員の増加に対する経費とか、あるい

は駐車場の誘導とか、警備等の委託業務に係る経費と

かそういう部分が予想されていると思います。金額等

はまだ協議前でございますが、今後関係町村といろい

ろな要望を聞きながら対応してまいりたいと考えてお

ります。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  12番中平浩志君。 

○12番（中平浩志君）  今後検討していくっていうこ

とですけども、2016年ですから早急に検討していかな

ければ、これもやっぱりずるずる延ばしてもしょうが

ない部分だというふうに私自身は思いますし、やっぱ

り他の町村にしてもいつまでも決定されなければ後々

響いてくると、日程的に部分でも、予定される部分に

関しては。やっぱりそういった部分をきちっと考えて

やっていっていただきたいというふうに、これは要望

でございます。 

 次に、健康長寿について質問させていただきます。 

 るる久慈市でも行っているというふうに答弁いただ

きました。 

 実は、私たち常任会で長野県の佐久市に行って視察

してまいりました。その中でやっぱり佐久市さんです

ばらしいなと思うのが、世界最高健康長寿の都市とい

う形で運動を進めております。これ、「ピン・ピン・

コロリ」という感じでやってましたけども、ぴんぴん

しながらころっといくというふうな標語なようです。

「ぴんころ運動推進事業」というんですけども。やは

り我々もそうなんですけども、普段から食生活を含め

ながら、きちっと健康を維持しながら長生きするとい

うのがもちろん当たり前のことなんですけども、当た

り前のことが当たり前にできてないのが現状です。や

はりそういった部分では、長野の佐久市さんでもそう

なんですけども、きちっと各地域を回りながら保健師

さんがこういった食事メニューがありますよとか、こ

ういった形でやれば健康ですよとか、そういうふうに、

こうきちっとこまめに各地域に入りながら指導してい

るというふうなのもありますし、各学校に出向いても

食事のつくり方、栄養のバランスのとり方なんかも指

導しているようです。 

 やはり久慈市でも、やっぱりそういった部分ではピ

ン・ピン・コロリじゃないんですけども、健康で長生

きのためには私自身こういう推進も必要じゃないかな

というふうに思いますけども、考えをお聞かせくださ

い。 

○議長（八重櫻友夫君）  和野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（和野一彦君）  健康長寿についてお

答えをいたします。 

 佐久市の場合でございますが、長生きをされている

80歳以上の方の食生活を調査し、そして栄養士が「ぴ

んころ御膳」というものを開発して、そのようなメニ

ューを啓発しているというふうに聞いております。 

 当市におきましても、昨年保健所が中心となってつ

くったメニューでございますが、エス・ワン・グラン

プリ、これは減塩食のメニューのコンテストでござい

ますが、昨年大阪市で開催をされまして、この久慈市

のメニューでございます「かるしおｄｅアマノミクス

定食」というものが、これが全国一といいますか、グ

ランプリを受賞しております。こういうふうなメニ

ューを啓発しながら、保健師それから栄養士、そして

また地域の保健推進委員あるいは食生活改善推進員の

協力を得ながら、こういうふうな減塩食メニューも啓

発してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  12番中平浩志君。 

○12番（中平浩志君）  「かるしおｄｅアマノミク

ス」というメニューですか。私、初めて聞きましたけ

ども、こういうような取り組みっていうのはやっぱり

必要じゃないかなと本当に私自身も思います。 

 これだけ長寿社会と言われているということは、や

っぱり我々若い世代も含めて病気にならないで長生き

するということが、私やっぱりこう必要じゃないかな

というふうに感じてます。我々の世代よりもっと下の
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今の高校生・中学生の世代でもそうなんですけども、

やはりきちっと食生活が大事なんだよということを教

えていく場っていうのが、私もっともっとあって必要

じゃないかなと。そうすることによって病気にならな

いから医療費等もかかってきませんし、いろんな意味

で負担が軽減されるんじゃないかなというふうに思い

ますけれども、そういった、例えば学校関係とか含め

て今後どういった指導していくのか、お伺いします。 

○議長（八重櫻友夫君）  和野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（和野一彦君）  学校との連携という

ことでございますけれども、これにつきましては総合

計画の中でも健康診断やあるいは健康指導、心の健康

づくり、そしてまた食育も掲げておりますので、こう

いうふうな面につきまして学校等とも連携をしながら、

若い時期からの健康づくりについて啓発をしてまいり

たいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  12番中平浩志君。 

○12番（中平浩志君）  どんどん若い人の世代含めて

そういった指導をよろしくお願いします。 

 あと、次が13番の産業振興の（１）、（２）になり

ますけども、１次産業の人材育成、これも農林水産業、

いろんな意味で人材不足というのは皆さんわかってい

るとおりですし、県でもいろんな施策等もやっている

ようです。私、常にこう感じているのが、二、三日前

でしたけど、新聞だったかテレビでもやってましたけ

ども、漁業者の後継者っていうのかな、人材が減って

きていると。特に被災が大きかった南のほうは多いよ

うですけども、当久慈市でも私こう見てますと、聞い

てますと、今やってて、息子の代に漁師やらせたくな

いっていう人は結構います。もう私で終わりだと。と

いうことは、何でそうなるのかなとなると結局漁師だ

けでは飯食えないということが現状だと思います。 

 やはりそういった部分をどうやって打破していくか

というのが私は必要じゃないかなというふうに常日ご

ろ言ってますし、なおかつ漁業でご飯食べれるような

形のある程度の保証っていうのも、私あってもいいの

かなと、金額的な面ですよ。全額とは言いませんけど

も、前話をしましたけども、例えば農家の場合だと冷

害対策なんかでも結構出るじゃないですか、いろんな

補助金等でも何でも。ところが、漁業に対してはなか

なかそういった部分では個別には出ないんです。結局、

漁協等を通してどうにかしてくださいっていう発想に

なってますけども、やはり私は個々の部分でもそうい

った何らかの手当っていうのが必要じゃないのかなと

いうふうに思ってます。けれども、どういった市のほ

うでの考えを持ってるのか、お聞かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  米澤農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  後継者、特に漁業に

ついてのご質問いただきました。 

 漁業就業者でございますけれども、国勢調査の数値

で申し上げますと、平成22年が350人、その５年前、

平成17年が492人、その５年前が541人というふうにご

指摘のとおり減少してきてるということも事実でござ

います。こういったことで漁業関係者も、特に生産部

のほうからいろいろお聞きをすることがございますけ

れども、漁業は農業、林業と違って漁業権の設定とい

うふうなこともございまして特殊な面がございます。

若い方々も組合員というんですか、漁協の組合員等に

も１軒、１戸、１組合員というような、そういう決ま

りもあるようでございます。なかなかこうスムーズに

入っていけない部分もあるというふうなこともお伺い

をしております。 

 これらのことについて先ほど市長の答弁にもござい

ましたけれども、今年度それらの意見を分析いたしま

して漁業者の方々、それから水産関係団体と連携をし

ながら対話をする場を設けて、いろいろ今後に向けて

取り組んでいくということにしておりますので、いず

れ、議員のご指摘等も踏まえながら対応していきたい

というふうに思ってございます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  12番中平浩志君。 

○12番（中平浩志君）  いろんな施策をこれから考え

ていくということですけども、喫緊の課題になってく

るというふうに私は思います。これだけ少子高齢化が

進んでしまうとやっぱり魅力がどうなんですかって問

われてしまうと思います、漁業等に対して。今、人材

不足っていうのもちらっと、人材育成についてなんで

すけども、そういった部分はどの分野でも出てきてま

す、正直なところ言いますと。 

 だから、日本国は海に囲まれた国です。必ず海とと

もにある程度生活していかなければならない国だと私

は考えますし、なおかつもちろん久慈市だって海に面

してますし、漁業者がかなり多いというふうなことを
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考えますとそういうふうな部分もある程度もっともっ

と県と協力し合いながら、有効的な手を打っていくっ

ていうことが私は本当に必要じゃないかなと考えてま

す。 

 もちろん農業・林業等に関してもそのとおりです。

これだけ耕作放棄地等もふえてるっていうことは、そ

れだけ農業に従事する方々がいないということになり

ます。 

 じゃあ、地球規模で考えてみても自給率はどうなん

ですかっていうのを考えてしまうと、やっぱり怖いな

あというような感じがします。やはりそういった部分

を考えますと、今日明日からでもすぐ何かできること

は常にきちきちとやっていかないと、私本当に大変な

ことになるというふうに自分自身では思ってますので、

そういった部分でさらに何かご意見があればお伺いし

たいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  米澤農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  農林水産業それぞれ、

国におきましても新規就農をする場合に給付金という

ものを出してございますので、これらのことを新たに

就労する方々に制度の内容等を十分説明することも必

要かと思いますので、そういった支援制度もあるとい

うことをいずれ周知徹底を図っていきたいなというふ

うに思ってございます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  ただいま議員さんからご提

言ありましたこの水産業農林業、それぞれできちっと

この久慈市で生活していくと、いけるんだという部分

がこの人口減対策にも大きくかかわってくる大きな問

題だというふうに捉えております。そういう中で久慈

市が単独でできるもの、それについても一生懸命やっ

てまいりますし、それから県、そして国に対してお願

いしていかなければならない部分、それらについても

精力的に対策あるいはお願いをしていきたいというふ

うに考えております。 

○議長（八重櫻友夫君）  12番中平浩志君。 

○12番（中平浩志君）  副市長、頑張ってやりましょ

う。よろしくお願いします。 

 次が秋まつりについてなんですけども、多分当局の

皆さん方知らないのかなと思います。私も知りません

でしたけども、これはメーカーのほうから来たんです

けども、スズキのメーカーなんですけども、今イン

ターネットの中でニコニコ町会議全国ツアー2014年と

いうのがニコニコ動画の中でやってます。これは、視

聴者より募った開催希望町の中から全国10カ所を選定

して各会場にニコニコ動画の人気企画を展開するほか、

各地の魅力や特色をニコニコ生放送にて全国に発信す

るイベントというふうなのがあります。たまたま今回、

私これなんで知ったかというのはさっき言いましたけ

ど、スズキのメーカーからハスラーっていうのが出て

るんで、それに出してるということで、もしあれだっ

たら皆さん方も見てくださいよという案内できたんで

すけども、やっぱりこういうふうなのを、久慈の秋ま

つりももしよかったら参加できるんだったらば来年以

降でもいいから参加したほうがいいんじゃないかなと

いうふうに思ってます。近いところですと秋田県の仙

北市角館町が９月７日、秋祭りをこのニコニコ動画で

やるようです。 

 何の祭りだからどうのこうのじゃないんですけども、

やっぱり今あまちゃん効果である程度、これほど秋ま

つりも注目集めてる中で、ただこれが何年続くかと考

えると、やっぱり何か、次いろんな施策考えていかな

きゃならないということになると、私はこういったイ

ンターネットの世界の部分も利用していいのかなとい

うふうに思ってます。秋まつりだけ利用するってわけ

でもないんですけども、秋まつりを利用しながらその

地域活性化、私これ見たらその秋まつりの中でまたい

ろんな行事やってるんですよね、調べてみますと。後

で調べてみてもらえばわかるんですけども。そういっ

た部分をさらに全国に秋まつりを利用しながら全国に

発信する動画のようですので、やっぱりこういった部

分を私活用してもいいのかなというふうに思いますけ

ども考えをお聞かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  ただいま議員さんか

らニコニコ町ツアーということでの情報を提供いただ

きました。大変ありがとうございます。 

 やはり、あまちゃん効果ということで去年から続い

ているわけでございますけれども、これにつきまして

もやはり何か毎年毎年新しい手を打っていかなければ、

このおいでいただいてる観光客の方々の増員といいま

すか、継続はなかなか図っていけないものだというふ

うに思っております。 
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 ご提供いただいた情報につきましては、いろいろ研

究してみたいと思いますし、やはりそういったイン

ターネットとか、それからメディアにいわゆる情報提

供して取り上げてもらうというのも大きな観光におい

ては重要な部分だと思っておりますので、いろいろ情

報等を集めながらそういった部分も活用してまいりた

いと思います。大変ありがとうございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  12番中平浩志君。 

○12番（中平浩志君）  今のやつで例えばなんですけ

ども、町のコスプレをお祭りの中でやるとか、例えば

ですよ。そういうふうなのとか、「町まるひろば」と

かいろんなことをいろんな会場でやるとか、あとチャ

レンジ、その地域で例えばお年寄りだったらお年寄り

はこういうのが得意なんですよというのをお祭りの中

でやって、それをニコニコ動画で発信するとか、そう

いうふうないろんなこの企画を独自で考えながらそれ

を発信してるようです。何というのかな、規格にとら

われないというのかな、常識に。極端に言えば、町で

ゲーム実況をしましょうというのもこの中では入って

います。 

 お祭りを利用しながらそれをニコニコ動画で発信す

るという形、やはり何かのアピール、ＰＲ、こういっ

たのが私必要だなというのがこれ見ててそう思います。

これ、ニコニコ動画のやつが全国で約3,700万人が利

用してるということになりますので、こういったもの

を見ていただきながら、若い人がなおかつまた久慈に

来てもらうというふうな何かのきっかけになれば私は

「あまちゃん」だけじゃない、いろんな意味でこの相

乗効果が生まれるんじゃないかなというふうに思いま

すので、そういった部分ではどんどん利用していただ

きたいものだなというふうに思いますけども、いかが

でしょうか。 

○議長（八重櫻友夫君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  ただいまの議員さん

からのご提言、大変ありがとうございます。 

 市といたしましても、いろいろこのメディアの活用

とかインターネットの活用というのはいろいろ幅を広

げて取り組んでいかなければならない部分だと思って

おります。中でも今取り組んでおりますのは、メディ

アを活用したいわゆるドラマとかテレビのロケ地のプ

ロモーション的な部分で、そういった組織といいます

か、そういった報道関係の部分を活用してのＰＲとか、

そういったものにも今取り組んでいるところでござい

ます。 

 ご提言いただきましたこの部分につきましても、大

変見ている方が多いと3,700万人ということでござい

ます。そういったもので影響力はかなり高いものだと

思っておりますので、研究しながら鋭意取り組んでま

いりたいと思いますので、今後とも情報提供をいただ

ければと思っております。ありがとうございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  ４番上山昭彦君。 

○４番（上山昭彦君）  それでは、中平議員の質問に

関連しましてご質問させていただきます。 

 項目順にはなりませんけども、質問項目の14番目の

（２）、13番目の（４）、（３）、（２）、時間が許

すようであればまた戻りますが、４番目の①について

も質問させていただきたいと思います。項目ごとにお

聞かせいただきますので、ご答弁をよろしくお願いい

たします。 

 初めに、質問項目14番目の（２）でございます。 

 長内地区土地区画整理事業についてお聞きいたしま

す。３地区で説明会を行いまして、参考にして各町内

会と協議しながら進めるということでございました。 

 当事業は、おわかりのとおり平成15年に事業中止を

決定して以来、当該地区のまちづくりについて区画整

理事業も含めたあらゆる整備手法について検討するた

め、土地区画決定を存続したという経緯があるようで

す。事業中止からの経緯については、さまざまないき

さつがあったようにも思いますが、平成24年に当該地

区の全町内会から土地区画決定の廃止要望書というも

のが提出されておりますが、廃止に向けての事務事業

は少しおくれた感が否めないように思いますが、その

辺の考えをお伺いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  各地区から４地区から町内

会要望ございました。これにつきましては、ぜひ都市

計画決定、これを廃止してほしいというものでござい

ました。この事務が少しおくれましたのは本当に申し

わけないと思っております。これは、市の内部での調

整がちょっと時間を要したと、それからまた県との調

整が時間を要したということでありますので、ご理解

のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  ４番上山昭彦君。 

○４番（上山昭彦君）  市のほうの内部の調整がおく
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れたということでございましたが、今後進めるに当た

りましてはスピード感を持って進めていただければ幸

いだと思っております。 

 今後は手続きが今進んでいる状況でございますし、

県知事の協議を経まして廃止が決定されていくもので

あろうと思います。予定で今月中になるんでしょうか、

来月にずれ込むんでしょうが、決定された場合、その

方策、決定された後の進め方としてはどのような方向

性をお考えなのか、お聞きいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  県知事との協議を今現在進

めることとなっております。この協議に対しての回答

が９月中旬ごろ出る予定となっております。そういた

しますと告示行為となり、廃止が決定することになり

ます。 

 今後の長内地区の土地区画整理事業計画区域の整備

につきましては、市長のほうからもお話ししておりま

すが、各町内会と協議しながら個別の事業導入につい

て進めてまいりたいということでございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  ４番上山昭彦君。 

○４番（上山昭彦君）  各当該地区住民の皆様からの

ご意見を早めに収集していただきまして、住民が生活

しやすい環境整備を進めていただきたいものでありま

す。 

 そこでまたお聞きいたしますけれども、住民から上

げられる要望とはまた市としての考え方が一致するか

どうか別なものとは思いますが、現在当局でまず最初

にこれはやらなければいけないのではないかと考えて

いる事業がありましたらお聞かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  私ども各町内のほうにかな

り入りました。もう平成22年から入っておりまして、

その中でも今回も要望さまざまありましたけれども、

一番要望の強かったのが雨水対策、排水路の整備です。

これは以前からもありましたけれども、ちょっとした

雨でも床下浸水になるというような箇所もございます。

そういったところをまず用地の絡まないところで公共

下水道の雨水排水、こちらを計画してまいりたいと思

います。 

 また、公共下水道の汚水につきましても雇用促進住

宅等があるところは人口密集しておりますので、そち

らのほうもあわせ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。 

○議長（八重櫻友夫君）  ４番上山昭彦君。 

○４番（上山昭彦君）  雨水排水対策を考えていきた

いということでございましたが、９月中旬に県知事の

協議を経て決定になるということではございますけど

も、実際に取り組まれる時期として本年度から取りか

かることができるでしょうか。 

 また、本年度取りかかれないようであれば、来年度

に事業として取りかかれることができるのでしょうか。

お聞かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  今現在、事業が廃止に向け

て手続きを進めておりますけれども、新しい事業、先

ほど言いました公共下水道の雨水対策事業、これにつ

きましては来年度から委託費をとって、できればでき

るところから、来年度できれば一部でも工事をしたい

というふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ４番上山昭彦君。 

○４番（上山昭彦君）  来年度からやりたいという思

いがあるようでございます。個別の事業により整備を

進めることが得策と判断したようであります。これま

での導入が困難であった事業積極的に進めていただき

まして、よりよいまちづくりとしていただきたいもの

と思います。 

 次ですが、質問項目の13番目の（４）の第２期中心

市街地活性化基本計画についてであります。 

 こちらは、今年度の国庫補助は見送るというお話を

いただきました。８月20日に開催されました全員協議

会においても９月中旬に補助申請を決断すると言われ

ておりましたので、それを決断したということだと思

います。 

 これは当局はご存じなんでしょうけども、当たり前

ではありますけれども、ご担当者の皆さんは当然目を

通しておられると思います。認定申請認可されました

けども、その申請に当たってや、これから変更申請に

当たっては中心市街地活性化基本計画認定申請マニュ

アルに沿ったものを、認定申請マニュアル、私も勉強

をしてなくて読んでなかったんですが、相当厚いもの

を見させていただきましたけれども、その中で軽微な

変更以外は総理大臣による変更の認定が必要であると

いうふうに載っています。 
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 また認定後、認定されましたので認定後ということ

になりますけども、認定基本計画の内容に反する市と

しての方針が作成された場合、認定を取り消されるこ

ともあるというふうに載っています。 

 今回これから改めて検討していくということになり

ますけれども、変更した場合、総理大臣による変更の

認定が必要になる場合に取り消されるということもあ

り得るのかどうか、その辺をお聞かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  中心市街地活性化基

本計画第２期の計画について今後その核となる事業に

なるわけですけれども、駅前の部分の施設整備につい

て改めて丁寧にアンケート調査等を考慮しながらいろ

いろ検討していきたいということでございます。 

 その中で現在認定をいただいております計画につき

ましてはどのようになるかということでございますが、

計画の趣旨そのものいわゆる土風館を中心とした部分

と、それから新たに開発する駅前の部分、そういった

部分を相乗効果を持って、そして街なかの活性化につ

なげていくという基本的なコンセプトといいますか、

目標は変わっていないものだと私どもは思っておりま

す。 

 そして、その中で駅前開発の部分でいわゆる整備の

地区とか、それから施設の内容とか、そういったもの

を改めて検討したいということでございますので、そ

の部分が取り消しに当たるかどうかというのはちょっ

とまだ協議をしてみなければならないのですけれども、

基本的な部分は変わっていないというふうに私どもは

捉えておりますし、取り消しという部分とは捉えてい

ないところでございます。変更は、当然そこの部分で

目標値とかそういったものは変わってきますので、そ

ういった協議は必要になってくると思ってはおります。

今後そういった部分、国交省、内閣府等とも協議しな

がら進めてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（八重櫻友夫君）  ４番上山昭彦君。 

○４番（上山昭彦君）  取り消しとならないように進

めると思います。内閣府と相談しながら、すり合わせ

を行いながら変更の申請を行うというふうになります

ので、その辺はうまく対処してまちづくりを進めてい

ただきたいと思いますが、現在観光客がたくさん訪れ

ている久慈市でございます。早期にまちづくりが図れ

ないと、せっかくの来ていただいてる観光客、交流人

口になるわけですけども、この方たちが減って減少す

るということも、この第２期中心市街地の事業によっ

て減るということも考えられないわけではないですの

で、何とかうまい方向へもっていってほしいと思って

おります。 

 次に、質問項目の13番目の（３）の三陸ジオパーク

についてであります。 

 市町村と各自治体と関係団体と連携しながら進めて

いくということでございました。東日本大震災を乗り

越えまして、日本ジオパークへと認定されたわけでご

ざいますけれども、交流人口の増加を見込める大きな

観光資源と思っております。 

 当局で捉えている、かかわるイベントで200人ぐら

い来ていただいたというお話もいただいておりますが、

このジオパークを見に、体感しに当市へ来られる人で

その200人以外、カウントできない人というのはもっ

ともっとその数倍はいるものと考えております。久慈

市内のジオサイトを見学されたい方が例えば久慈に来

られまして、ジオサイトの案内を望んだ場合、観光物

産協会なり広域観光協議会なりにお問い合わせが行く

もんだと思いますけども、結局は案内できるのは一部

の市の観光課の担当者しかいないのではないかと思い

ます。 

 そこで、当市のかかわり方としてこれまで何度とな

くボランティアガイドの強化を提唱しておりますけれ

ども、いまだに人材が育っていないのではないかと思

います。ボランティアガイドの人材育成を市が主導し

ていかないとだめであると思います。ボランティアガ

イドのネットワークを構築し、ボランティアガイドを

ふやしてかなければならないと思いますけれども、ご

所見をお伺いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  ジオパークにかかわ

りまして、いわゆるボランティアといいますか、ガイ

ドさんの人材育成をどうやってくのかということでご

ざいまし。 

 考え方は上山議員さんと同じ考え方を持っておりま

して、ガイドをふやして人材育成してまいりたいとい

うふうに考えております。これまでも昨年認定をいた

だきましたが、その中で活動といたしましては、中学

校とか公民館、そういったところへの学習会への講師

を派遣して、まず地元の人にこういったジオの資源が
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あるんだということを勉強会等で広めていくという部

分もございますし、それからいわゆる民間の北三陸大

地の恵みの連絡会の皆さん、それからそのほかにも例

えば体験学習協会のほうで教育旅行に携わっているイ

ンストラクターの皆さんとか、民泊などでご支援をい

ただいているその民泊の皆さん、そういった方々を対

象にいろいろな研修会等をこれまでも開いております

し、その中で皆さんがガイドをする際に利用できるガ

イドブック、いわゆるガイドさんのためのガイドブッ

クというようなものも今作成しているところでござい

ます。そういったものでボランティアを育てていきた

いというふうに思っておりますし、ネットワークとい

うことでございますが、先ほど申し上げました各種団

体、研修会に参加をいただいてる団体の皆さんをやっ

ぱり結集をして、そしてネットワークをつくりまして、

いわゆる一般の方がこちらにおいでになったときにガ

イドを申し込む窓口というものをしっかりとつくり上

げて案内できるような形、そういったものに今取り組

んでいるところでございますので、いろいろとご協力

をお願いしてる部分もございますが、そういったこと

で取り組んでおります。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  ４番上山昭彦君。 

○４番（上山昭彦君）  ジオパークにかかわるボラン

ティアガイドの養成ですが、これには鋭意ご尽力いた

だきたいものと思っております。 

 次に、秋まつりのことを聞きたいのですが、ちょっ

と時間もないですので、最後に災害対策の１のとこに

行きますが、災害対策としての項目ではありますけれ

ども、ハザードマップに掲載されている事項でござい

ますので、関連してお聞きいたします。ハザードマッ

プには市内各地の危険箇所が表記されております。土

砂災害の危険のある区域としては、名称は土石流危険

渓流というものがあります。市内には、先ほど答弁で

は六百数十カ所あるということでしたが、この土石流

危険渓流というものは343カ所点在しております。 

 その中の一つに国道45号長内バイパスの中間より少

し南側にありますけれども、そこも土石流危険箇所と

して指定されております。大雨のたびに土石がバイパ

スの暗渠を通りまして、三陸鉄道ののり面にぶつかっ

て堆積が続いておりまして、時折、土木のほうにお願

いしまして土砂の撤去というのもやっている現状があ

ります。バイパスに流入するその対策または三陸鉄道

にぶつかる下流部、三陸鉄道超えてから川までの流出

部、その流入部と流出部の抜本的な対策が必要かと思

いますが、お考えをお聞かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  国道45号バイパスから三陸

鉄道の下に通っている暗渠排水、これについては土石

流と言いますか、小さな土砂が流れてくる対策につい

てでありますが、これは以前にも土木課のほうで土砂

を取り除いたことがございます。ただ、その当該地区

はその三鉄の下流部分に流末がないということです。

そのまま畑の中に水が出てるような状態でございます。

これにつきましては、ちょっと今後現地のほうを調査

いたしまして、どういうふうな整備ができるか研究し

てみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  ５番泉川博明君。 

○５番（泉川博明君）  中平議員の一般質問に関連し

て何点か質問させていただきます。 

 まず初めに、質問項目の７、交通安全対策について

の②、小袖小学校前の横断歩道設置についてですが、

答弁では必要と考えていることから久慈警察署に強く

要望していくということでございました。もちろん考

えてみますと、交通事故はいつ発生するのかわからな

いわけでございますので、子供たちの安心安全な通学

路の環境をつくってやらなければと私も思います。市

道でもあり、地区住民の方からの要望もございますの

で、１日でも早く設置して安全を確保すべきと思いま

すが、考えをお伺いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  澤口市民生活部長。 

○市民生活部長（澤口道夫君）  小袖小学校前の横断

歩道の件についてご質問いただきました。 

 市長からご答弁申し上げたとおりでございますが、

私も担当職員等と行って現場を見てまいりました。あ

そこは市道上村三崎線の通りでございます。それから

丁字路がございまして、小袖の下のほうから上がって

くる上村三崎２号線が丁字路になってまして、その上

村三崎線については三崎方面からくるとちょうど下り

坂になってございまして、非常にスピードが出やすい

ような状況でございますし、丁字路でもありますし、

非常に交通量があれば子供たちは非常に危険なとこだ

なということを見てまいりました。それで小袖の区長

さん、それから小袖小学校の副校長先生とも一緒に立
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ち会いをして見てまいりまして、非常に危険な箇所で、

横断歩道は必要だなということを感じましたので、警

察署のほうには直ちにこういった箇所を要望したとこ

ろでございます。 

 それから、あそこの周辺に三崎中学校、それから久

喜小学校もあるわけですが、同じ市道でございますが、

三崎中学校それから久喜小学校については横断歩道が

設置されております。なぜ小袖小学校に設置されなか

ったのかちょっと疑問に思ったわけでございますが、

いずれそういった部分もございますので、久慈警察署

のほうには強く要望してまいりたいというふうに思い

ますが、ただすぐ線を描けばいいというような問題で

はないようでございます。いろいろ交通安全施設点検

ですとか、道路管理者あるいは久慈警察署と現場を見

ながら、それらを見ながら、あと市長から答弁申し上

げましたとおり、最終的には岩手県の公安委員会のほ

うで決定し、久慈警察署のほうでそういった横断歩道

を設置するというふうな手続きになると思いますので、

いずれ今すぐにということではないかと思いますけれ

ども、必要性を強く感じましたので、しっかりと要望

していきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ５番泉川博明君。 

○５番（泉川博明君）  この件につきましては、久喜

小学校の場合、あそこは県道なんですが、申請してか

ら結構時間がかかったもんで、設置まで。だからそう

いう経緯もございましたので、今後とも強く要望して

いけばと思います。 

 それでは、次に質問項目の８でございますが、漁港

内に残る震災瓦れきについてですが、久喜漁港で一昨

年の冬頃から港内の透明度がよいときではございます

が、あちこちに海底に残っている瓦れきが見受けられ

るようになり、現在に至っております。このことにつ

きましては、県北広域振興局の漁港漁村課にも撤去の

要望をいたしてきておりますが、返事はまだ来ておら

ない状況にございます。市といたしましても撤去の要

望をしてくだされば大変助かりますが、考えをお伺い

いたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  米澤農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  久喜漁港につきまし

ても、ご承知のとおり第２種漁港ということで県管理

になってございます。ただいまお話がございましたこ

とにつきますといずれ漁業に支障があるということだ

と思いますので、市といたしましても県のほうに強く

要望していきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ５番泉川博明君。 

○５番（泉川博明君）  要望の件につきましては、よ

ろしくお願いをいたします。 

 次に、質問項目の９、ごみの不法投棄についてです

が、パトロールも実施し、身近な分については回収を

実施しているようでございますが、いずれにいたしま

しても草木の葉が生い茂る前に実施したほうがよいの

ではと思いますが、考えをお伺いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  澤口市民生活部長。 

○市民生活部長（澤口道夫君）  お話のございました

ごみの不法投棄でございます。 

 これにつきましては、先ほど答弁申し上げましたと

おり、環境パトロール員10名を委嘱いたしまして、パ

トロールして不法投棄の現場等確認しております。確

かに今の時期ですと草が生い茂ってなかなか発見しづ

らい部分があります。したがいまして、一斉清掃、春

先もあるわけでございますので、そういった時期に市

民の皆様から協力をいただきながら簡単というか小さ

い空き缶とかそういった部分については回収をいただ

きたいと思いますし、また大きな部分については生活

環境課のほうに情報提供いただければと思います。い

ずれ春先といいますか、まだ草が生い茂る前の活動は

重要だというふうに考えておりますので、そういった

方向で検討してまいりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ５番泉川博明君。 

○５番（泉川博明君）  私もたまたまウォーキング

コースといいますか、あそこ三崎の小学校の付近から

舘石といいますか。あそこのあたりをウォーキングし

てるんだけども、往復しますと600個から700個ぐらい

のポイ捨て缶が見受けられるんです。それが完全には

回収しないうちに草木の葉が生い茂ってしまって回収

しないまま残っているような現状がございます。 

 そして、大きい粗大ごみといいますか、それらにつ

きましても結構立て看板があるんですけどもなんか効

果がないような気がいたしますんで、何とかその辺の

対策をもう一つぐらい考えてみるべきと考えますが、

どうでしょうか。 
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○議長（八重櫻友夫君）  澤口市民生活部長。 

○市民生活部長（澤口道夫君）  お話のあった路線に

ついても担当課のほうで確認をしておりまして、車道

脇への空き缶が随分多いなというふうな印象を受けた

ようでございます。いずれ車窓からのポイ捨てといい

ますか、安易な、マナー悪いわけでございますが、そ

ういったマナー違反のポイ捨ても多いということでご

ざいますので、そういったところについてもいずれ啓

発してまいりたいと思います。 

 それから不法投棄につきましても、いずれ情報をい

ただきたいというふうに思います。いずれ一義的には

原因者、不法投棄した方の犯罪なわけでございますの

で、投棄した方がわかればその方に処置をしていただ

くと、第一義的にはそういったことになっております。

そのほかでは、原因者が不明な部分については土地の、

捨てられている土地の所有者あるいは管理者の方が責

任をもって撤去するというふうなことに法律上なって

おりますので、道路脇でございますので、市道でござ

いますか、市の所有地であれば市が撤去しなければな

らないということでございますので、いずれ情報を提

供いただければというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ５番泉川博明君。 

○５番（泉川博明君）  このことを申せばちょっとあ

れだけど、交通違反になるんですけども、ジュースの

ポイ捨て缶であればまだわかると思うんですけども、

ビールの飲んだ後の缶がすごいんです。だから飲酒運

転がすごくいるんじゃないかなと思います。その辺も

やっぱり看板とか、そういうののっけてもらってやら

ないと事故のもとになりますんで、その辺の考えはど

うなんでしょう。 

○議長（八重櫻友夫君）  澤口市民生活部長。 

○市民生活部長（澤口道夫君）  ビールの缶も散見さ

れるということでございます。 

 運転する方が飲みながら運転していれば非常に問題

なわけでございます。助手席に乗っている方か、ある

いは後部座席で友達が飲んでてそのまま缶を捨ててる、

運転手は多分飲んでないんだろうなというふうにここ

は思いたいわけでございますが、そういった部分で質

問ありました飲酒運転等の撲滅についても市民生活部

のほうでいろいろ啓発活動行っておりますので、不法

投棄のポイ捨て、缶のポイ捨てとか、そういったのと

あわせていずれ運転手のマナーの向上のためにいろい

ろ啓発活動を行ってまいりたいというふうに思います。

よろしくお願いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  ５番泉川博明君。 

○５番（泉川博明君）  次に、質問項目の12でござい

ますが、水産基盤整備事業についてですが、小袖漁港

の防波堤北側の低い部分につきましては私どもは同じ

高さにかさ上げすべきと考えます。関係者の方にお尋

ねいたしましたら、現在調査中とのことでございまし

た。ご答弁にもございましたが、この港はしけとなり、

北寄りの高波が押し寄せますと極端に港内の静穏度が

悪くなり、時には荷さばき所の岸壁を波が超えると仄

聞いたしております。このようなこと等から申しまし

ても計画どおり進めて、早く完成すべきと考えますが、

ご所見をお伺いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  米澤農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  早期に完成すべきと

いうご質問でございますけれども、現在のところ先ほ

どご答弁あったとおり、27年度に着手して28年度の完

了ということでございますけれども、できるだけそう

いった現況がございますので、できる限り早期に完成

するように努力してまいりたいと思います。ありがと

うございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  ５番泉川博明君。 

○５番（泉川博明君）  最後の質問になります。 

 質問の項目の14、（１）の土木行政の久喜地区中沢

２号線についてでございますが、答弁では順次施工中

で完成は27年３月とございました。現在工事中であり

ます現場は、降雨等で工事がなかなか思うように進ま

ない日々があったようですが、これから先、安全を第

一に事故の内容に工事を進めてほしいと思いますが、

考えをお伺いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  中沢線のほうでの不慮の事

故といいますか、ちょっとのり面が崩れたということ

で不通になったときもございました。本当にご心配を

おかけしました。これにつきましては、今現在は切り

かえて安全な形になっておりますけども、今後につき

ましても中沢２号と橋等も結構急峻なところでござい

ますので、注意しながら整備に努めてまいりたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  ６番木ノ下祐治君。 
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○６番（木ノ下祐治君）  それでは、中平議員の質問

に関連しまして何点か質問させていただきます。 

 １番の友好都市協定についてでございます。 

 先般、全員協議会のほうでこれについて説明があっ

たわけですが、あの説明を聞いていて私はふと感じた

というか、疑問に思ったことがございまして、結構な

予算をもってお迎えするわけですが、この中で内容を

見ますともちろん来る方はこちら側で接待するのはこ

れは当たり前の話なんですが、来る方の中に一般市民

の方が一緒に来てるのかどうかについて私はちょっと

不思議に思ったんです。というのは、いわゆる交流と

いうのは文化交流、人材、そして産業間の交流とかそ

ういうことになっていこうとは思うんですが、そうい

う方々が一緒に、果たしてもちろん市長さん方が来る

わけですから、それはその中に入ってることは入って

るんですが、産業とかそういう観点で果たしてこれは

組まれてるのかどうか、その辺について質問してみた

いと思いますが、よろしくお願いいたします。すぐは

答弁がないかな。なければすぐ違うほうに移りますが。 

○議長（八重櫻友夫君）  ただいまの木ノ下議員の質

問は項目、友好都市の件なんですが、いずれ要旨には

リトアニアの件は入っておりません。でも、常任委員

長として今回秋まつり以降にリトアニアの関係者の

方々が見えますので、その関係で大変どのように歓迎

をもたらしたらいいのかというのを日ごろお話しされ

てるようですんで、それに関連して答弁がございまし

たらお願いします。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  資料持ってきてませんで

したけども、市長夫妻、それから駐日全権大使夫妻、

それからあと産業界からもおいでになると、あと子供

さん方、あとは踊りの踊るダンサーではないかと思い

ますけど、そういった方々から来ていただいて友好を

深めると。25周年の記念調印をやるというような段取

りでこの間ご説明をさせていただきました。議員の皆

様のご協力をお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ６番木ノ下祐治君。 

○６番（木ノ下祐治君）  余りそこは深入りしないで、

きょうはそこはやめておきますが、次にこれは質問５

になるんですが、ただこれは恐らく13の産業振興と人

材育成のほうの関係と多分ごっちゃの質問になるかな

あと私は思うんですが。と申しますのは、私は人口問

題とこの人材育成、これは結婚問題等にも全て先ほど

の市長の答弁でもありましたが、これは全て関連して

くると思って当然私もそう捉えております。 

 これについて根幹に何があるのかなあと、私は自分

なりに何年も前から考えておりました。なぜ久慈市の

人口が減っていくのか。なぜ第１次産業が衰退してい

くのか。それについてなんとなく気がついたような気

がします。それは、いわゆる市民の意識にあると思う

んです。我々の世代、もちろんその大先輩の方々、今

子育てをしてる世代、そして学校教育のあり方、教育

長は校長の上がりですので、私はそこの部分も言いと

きたいんですが。と申しますのは、今どの産業も技術

者が足りない。我々第１次産業も先ほど中平議員の質

問にもありましたが、水産業も、水産業なんかはいわ

ゆる先ほど中平議員の質問の内容聞きますと、自分は

漁業しているけれども後継ぎはさせる気がない、とて

もこんな苦労は息子にはさせたくないという考え方が

私らが子供のころの時代と随分考え方が違ってんです

よね。私らの子供の時代はこうではありませんでした

よね。いわゆるこういう話をすると何ととられるかち

ょっとわかりませんが、よく高校に行ってる方とか、

大学まではその当時は珍しかったんですが、私が子供

の時代は。一生懸命勉強してる子供たちに親はこうい

う話をしましたね、おじいさんおばあさん方が。「お

いおい、お前そんなに勉強して学校の校長先生になん

のだか。学者になるのか」という話などもよくありま

したよね。それはいいんです、そこはそこで。 

 ところが、最近高校に行くまでは、これは今の教育

として絶対必要でしょう。そして、それから大学に行

く。大学に行くのはいいんですが、入れる親もともか

く高校のとき進路を親が子供に決めてあげれないとい

うか、子供がそこの夢の部分を持ってない。そして、

親もそこをはっきりと答えを出してあげれない。そう

いった部分で産業というものを今の久慈市の産業、第

１次産業なり、そういう部分もこの議場に入る前に澤

里議員と話をしましたらその整備工もないと。ともか

く人材、後継者がないと、じゃあ大学に入った方々は

何やってるんだろうなあと、そういう部分にあると私

は思ってるんです。今の方々は久慈市を見てないんで

す。よそを見てる。 

 私はそのように捉えておりますが、市長なりどちら

が答弁するかわかりませんが、まずその辺から考えを
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伺いたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  米澤農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  後継者等に関しての

ご質問もございますので、お答えしたいと思います。 

 当時といいますか、今からかなり前には久慈市内に

も農林高校、それから水産高校、工業高校、商業高校

ございました。それで現在はその関係の学校、統合に

なっているということもございます。そういった学習

する場が少なくなっているというのも事実かと思いま

す。 

 そこで、林業、それから漁業、農業関係ではそうい

った部分の支援のために農業大学校あるいは漁業大学

校等で研修しようとする場合には、支援金等を出して

支援をしてるということも現在は行われております。

いずれ私自身個人的な考えとすれば、そういう学習す

る機会が地元にもなくなっている部分も多少影響して

いるのかなというふうに感じてるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  ６番木ノ下祐治君。 

○６番（木ノ下祐治君）  市長か副市長あたりから答

弁があるかと思ったんですが、後でこれについて答弁

してください。 

 なぜ私を含めて今の久慈市に在住する市民の方々が

自分の子供を久慈に残さないのかなあと、私はそれを

すごく疑問に思ってるんです。 

 よくこういう話を聞きますよね。久慈に仕事がない

と言います。私はそう思っておりません。私は久慈に

仕事があると思ってます。それと同時に仕事というの

は、私は自分の持論で常々言うわけですが、仕事は自

分でつくるものだと、そういう持論を持っております

ので、その何か話をすると、久慈に仕事がない。それ

は、例えばＩＴ産業とか、そういう仕事は確かにあり

ませんよ。私は、ですから市長、市民の一番大事なも

のは、久慈市を、これからの展望を考える場合に意識

改革が絶対必要だと思っております。そういう意識改

革を市長を初め、もちろん教育者も、我々市民はもち

ろんですが、そういう考え方に立っていかないとこれ

からの久慈市は衰退していくだけの、私は一方だと思

ってるんです。市長のご所見を、その後、教育長のご

所見を願いたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  久慈市のみならず全国の地方

都市の一番の問題が人口減少と少子化の進行だと思っ

ております。人がどんどん減る町では経済の活性化は

望むべくもないというふうな状況でございます。 

 今、木ノ下議員からお話ありましたように、ハロー

ワークとも意見交換しておりますけども、久慈市は仕

事があるんですと。特に高校の卒業生、正規採用で採

りたいと求人を出しても応募がないと、人が採れない

と、人さえいれば事業展開できると、企業の社長さん

方からもそういうお話をいろいろ聞いております。水

産業の加工の関係です、これは。縫製業からもそうい

う声がございます。 

 今、整備工場も足りないという話だったんですが、

人は求めてるという状況の中で、特に高卒の地元定着

の数字が岩手県、特に沿岸部、被災地については震災

後過半数の子供たちが地元に定着する傾向があるんだ

けどもと。久慈の地域だけが相変わらず６割は県外、

特に首都圏を希望するというふうな状況がとまらない、

その中でも女子は８割がこの久慈の外を希望するとい

う、これがなぜかという話になっています。これは親

御さん、あとはおじいさん、おばあさんからもちょっ

と話を聞く機会あったんですが、１回は外に出てみた

らいいんじゃないかというふうに話す人が多い状況は

あるなと思っております。１回は外に行って外の経験

を積んで戻ってきたらいいんじゃないか、現実には戻

ってくると、中途採用では仕事先が極端に少ないとい

う状況がございますので、これは企業の社長さんにも

考えていただかなくちゃいけないんですが、本当にさ

まざまな問題がございます。 

 久慈工業あるいは東高校にしますと、就職率はいい

という状況なんですけど、地元定着の割合が極端に低

い、これは町の魅力をいかに増していくか、あるいは

久慈の歴史をどう語っていくかっていうのもあるんで

すけど、今回のあまちゃんブームを含めまして久慈市

の魅力をもっと親の世代あるいはその上の方々が子供

たち、孫の世代にこんないいとこはないということを

もっともっと語っていくべきだろうと思っております。 

 市といたしましては、特に実業高校の先生方と生徒

さん方とその親御さんに対してハローワーク任せでは

なくて、もっと地元定着してほしいと、ここのところ

を強く語りかけていかなければいけないと思っており

ますし、そのための誘導策もきちんと考えていかなけ

ればいけないと思ってます。気持ちだけに頼っては、
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なかなかこれは状況がすぐには改善される状況じゃな

いと思っておりますので、有効な手立てもあわせて検

討していかなければ、この久慈地域の将来が本当に大

変なことになると、少ない高校卒業生の大半が地元に

残らないという状況は認識しておりますので、これを

早急に手を打っていかなければいけないと思っており

ます。久慈市だけではなくて、市民の皆様のご協力も

いただきながら頑張らなくちゃいけないと思っていま

す。 

 特に首都圏のほうの求人は、非常に早い時期に、し

かも丁寧に来ると。企業の方も早い時期に高校に会社

説明で来ると、優秀な人材から決めていくと。決まる

と早い時期に行き先決まりますので、生徒さん方も安

心する、親御さんも安心するという状況あるんですが、

そこのところを地元定着に向けて地元がしっかり頑張

らなくちゃいけないと、そういうふうに考えておりま

す。 

○議長（八重櫻友夫君）  加藤教育長。 

○教育長（加藤春男君）  市長がお話しされたとおり

だと思いますが、木ノ下議員と私も同年代かなと思う

んですけども、確かに私ども子供のころは長男は例え

ばうちに残るのは当たり前、家業を継ぐのは当たり前

という時代だったろうというふうに思っております。 

 ただ、その後、高度経済成長の中で第１次産業から

第２次産業へ、そして第３次産業が圧倒的に多くなる

中で、高校生の志向といいますか、就職希望は第３次

産業のほうに向かっていったことも事実でございます。

そういう意味では、何ていいましょうか、第１次から

第２次へ、そして第３次の流れが高校生の中で起こっ

てきたと。 

 そして、私どもは、私、高校の教員だった時代には、

進路については当然親と子供そして教員、三者で協議

して、あるいは話し合っていくわけですけども、確か

に親が自分の子供の進路について、いわゆる意見を強

く言わなくなってきたのは事実でございます。やはり

子供に任せますというふうなことを話すようになりま

した。私は、親には、子供が言うことを聞くか聞かな

いかは別にして、親の意見はしっかり言ってほしいと

いうふうに話してまいりました。そういう中で子供が

考える材料を得ると。つまり親の言うことをそのまま

聞かなくても、親はこのように考えているんだという

ことを、子供はしっかり捉えて進路を考えるようにな

るんではないかというふうな話をしてまいりました。

ある意味では高校生にとっては自分でただ決めろとい

うのはつらいことでもあります。やはり周りの者がお

前にはこれが向いてんじゃないかというふうな話をし

てくれるのも大事なことだろうというふうに思ってお

ります。 

 そういう中で非常にうれしかったことの一つに、生

徒が大学の農学部に行ってうちの農業を継ぎたいとい

った生徒がおりました。実は、第１次産業であっても、

かつて古い時代の人が言ったように、働ければ、つま

り体が丈夫であればいいんだという時代ではなくて、

いろんな知識や技能を身につけて、そしてやっぱり時

代に合った第１次産業を担っていくというのも大事な

ことだというふうに思っております。そういう意味で

は上級学校の役割は大きいなというふうに思っている

ところでございます。 

 いずれ、市長おっしゃったように久慈市の産業を担

っていく人材を中学生・高校生から出していくのはや

はり久慈市教育委員会としても一つの使命だというふ

うに思っているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  ６番木ノ下祐治君。 

○６番（木ノ下祐治君）  捉え方はさすがにいいとこ

捉えているなあとそのように見ましたが、いずれにし

ても私を初め、ここにいる皆さん、市職員を初め、久

慈市を愛するということです。久慈市を好きになって

いなければ、自分の地元をですよ、そうでなければ子

供を久慈市に残そうと思わないわけです。私は子供は

みんな久慈にいますけれども、娘も子供いますけど。

言うこと聞かない子供いますが。 

 そういった観点からものを考えるならば、ともかく

自分のお膝元を見ずして遠くばっかり見たって、子供

が帰ってくるところがなくなる、ふるさとがなくなる、

私はそれを一番危惧してるんですよ。親元をなくして

その後どうするんですかと、これは教育にも市長のこ

れからの行政に対するかじ取り、教育長は教育するた

めの指針になろうかと思います。絶対その部分は忘れ

てはいけないなあと。時間となりましたのでやめます

が、答弁はここらはいいでしょう。私の感想で終わり

ます。 

○議長（八重櫻友夫君）  この際、昼食のため休憩い

たします。再開は午後１時といたします。 
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    午前11時52分   休憩   

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

    午後１時00分   再開   

○議長（八重櫻友夫君）  休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 新政会代表、中平浩志君の一般質問を継続します。 

 関連質問を許します。11番澤里富雄君。 

○11番（澤里富雄君）  中平議員に関連して何点かお

伺いをいたします。 

 まず、質問項目１番の友好都市協定についてであり

ますけども、現在、久慈市では、午前中にも木下議員

から出ました。クライペダ市との姉妹都市締結があり

ますけども、また、先般は久慈市議会は全国で初めて

のケースということで、袖ヶ浦市議会と協定が締結さ

れたところであります。 

 市として国内の友好都市の締結がないわけですけど

も、先ほど相手があることから、前向きに取り組むと

いう答弁がありました。久慈市の観光キャッチフレー

ズ、これでは「白樺ゆれる 琥珀の大地 海女の国」

とうたっておりますけども、こういったことから、白

樺つながり、軽井沢市とか、全国に白樺の有名なとこ、

久慈市が一番と言われております。そういった関係、

あるいは琥珀ロードつながり、あるいは海女つながり、

そのほかにも闘牛とか、教育旅行等が久慈市に大分お

いでいただいておりますけども、これらたくさんの交

流、相手が考えられると思います。友好協定は観光、

あるいは文化、大規模災害時の支援はもちろんですけ

ども、そういったもののほかにもいろいろ総合交流を

通じまして、心の広い人間関係をつくるとか、あるい

は市民生活を豊かにするというような大きなメリット

があるわけです。 

 ぜひ、この友好都市協定を検討すべきと思いますが、

再度考えをお伺いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  ただいま澤里議員からご意見

を賜りました。議員のご意見のとおりだと思っており

ます。 

 災害のみならず、観光のみならず、さまざまな分野

のおつき合いができれば久慈としても発展可能性出て

まいりますし、久慈にとって大きなプラスがある事業

だと思っておりますので、これについても、できると

ころから相手方の市町村とお話し合いを進めていきた

いというふうに考えております。 

○議長（八重櫻友夫君）  11番澤里富雄君。 

○11番（澤里富雄君）  ぜひ前向きに検討していただ

きたいと思います。 

 次に、質問項目の２番ですけども、公共施設の総合

管理計画についてであります。久慈市においても管理

計画の検討をするというご答弁がありました。 

 市では２カ年で策定を進めると、先ほど答弁があっ

たところでございますけども、この策定によりまして

どのような優遇策があるのか、お伺いをいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  この計画を定めることに

よってどのような優遇策があるかということでござい

ます。 

 まず、計画策定の経費でございますけども、２分の

１が特別交付税で措置されることになってございます。

それから、公共施設等の除去、取り壊し等について、

地方債の特例措置を創設するということで、26年度以

降当分の間、地方債の充当率75％で地方債を導入でき

るというようなメリットがございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  11番澤里富雄君。 

○11番（澤里富雄君）  この計画には、膨大な作業、

あるいは専門知識、技術、そういったのが要すると思

いますけども、現在の限られた職員の中で体制が十分

なのかどうか。 

 先ほどの答弁では、たしかコンサルをお願いすると

いうような話がございましたけども、この内容ですけ

ども、箱物だけを対象にするのか、あるは道路とか、

橋とか、あるいは宇部の市営住宅等も大分古いわけで

す。こういったのも対象になるのか。具体的な今考え

ている対象施設についてお伺いをいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  公共施設の対象はという

ことでございます。 

 これは先ほど市長からもご答弁申し上げております

が、市の全ての施設を対象にしていきたいと。つまり

道路も、橋梁も、あと箱物も含めて対象にしていくと

いうことにしております。 

○議長（八重櫻友夫君）  11番澤里富雄君。 

○11番（澤里富雄君）  全てということでありますけ

ど、特に計画は確か新聞等で見れば３年間にわたって、
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今どういう優遇策があるかということの中で出ました

けども、特別交付措置を講じるということになってお

ります。 

 ２年間ということですけども、複数年にわたって検

討した場合、その複数年分が対象になるのか。それと

も計画が策定された年度分だけが対象になるのか、お

伺いをいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  建物の取り壊しの起債充

当でございますけれども、まず、この計画期間でござ

いますけども、10年以上とすることが望ましいという

ふうな基準がございます。国から示されております。 

 特例の期間なんですが、計画期間中取り壊しの起債

が充当できるのかというようなご質問でございました

けれども、平成26年度以降当分の間というよう表現に

しかなっておりませんので、ご理解をいただきたいと

思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  11番澤里富雄君。 

○11番（澤里富雄君）  次に質問項目の３番ですけど

も、津波避難タワーについてであります。災害時には

どうしても車椅子の人とか、あるいは体の不自由な人

というのが逃げ遅れの可能性が高いわけです。 

 先般、総務委員会で焼津市の避難タワー、視察に行

ってきたわけですけども、これも久慈市の今計画して

いるものより相当高い建物でしたけども、階段だけの

施設でありました。いわゆる体の不自由な方々の避難

は課題としておるというようなことをお話しておりま

した。 

 階段式だとなかなか上がっていくのは大変というこ

とになるわけです。そういったことから、先ほどの答

弁の中で、車椅子用のスロープの設置を考えていると

いうことでありましたけども、ぜひこのスロープをつ

けた設備にすべきと思いますが、再度考えをお伺いい

たします。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  津波避難タワーへの車椅

子に対応したスロープということでございます。 

 これは、説明会なり、登録世帯を戸別訪問した際に、

関係者の方から車椅子の走行の可能なスロープを設置

してほしいという要望がございました。ただ、技術的

もしくは予算的に可能かどうかについて、詳細設計の

段階で検討しながら取り入れることができるものにつ

いては取り入れてまいりたいということでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  11番澤里富雄君。 

○11番（澤里富雄君）  もう一つ避難タワーについて

ですけども、この避難タワーの平時、普段の利用につ

いてどのように考えているのかと、それから、毛布と

か、あるいは雨具、非常食品、こういったののほかの

タワーへの防災倉庫、こういったものの設置の考えが

ないのかどうか、お伺いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  一応、基本設計が終わっ

ておりまして、その中では必要な備品ということで、

食料、飲料、それから生活必需品、これについては配

備するというような基本設計ができ上がっております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  11番澤里富雄君。 

○11番（澤里富雄君）  次に質問項目の４番ですけど

も、災害対策についてであります。警戒区域の指定で

すけども、先ほどの答弁で市内には645カ所、そのう

ち指定されているところが107カ所って捉えましたけ

ども、16.6％しかないというような答弁がありました。

指定の進まない背景に、資産価値が低下することから

市民の理解を得られないということが背景にあるとい

う答弁でありましたけども、これは、生命あるいは財

産にかかる大事なことですので、危険箇所は100％と

は言いませんけども、かなりの高い数字で指定をしな

ければならないと思うわけです。今後のこの推進対策

についてお伺いをいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  土砂災害警戒区域の指定で

ございます。こちらは議員おっしゃるように、市民の

皆様の生命、財産、これを守るための啓蒙活動、避難

警戒体制の整備、そういったものに寄与するものと思

っております。 

 ただいま国会のほうでこの法律の改正について、事

務を進めていると伺っております。今後、半分強制的

な部分も含めて検討するというふうに聞いております

ので、今後、国の動向等を注意しながら、こういった

ものについて、県と一緒になって事業を進めていきた

いと思っております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  11番澤里富雄君。 
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○11番（澤里富雄君）  これに関しましてもう１点、

避難指示の発令基準、これは策定されているのかどう

か、まずお聞きしたいと思います。 

 それから、市の中には気象情報を分析する専門がい

ないのが実態だと思います。担当者の判断の迷いが、

今般大きな被害が出ております広島市と同じような事

態を引き起こしかねないわけですけども、洪水とか、

こういったのの場合は判断水位があると思います。土

砂災害の場合は、最近は特にそうなんですけども、集

中したゲリラ豪雨、こういったことによって、地域に

よって条件がかなり違ってきますので、判断やあるい

は発令のタイミングは実際には難しいと思います。 

 例えば、久慈の場合は山形とか、あるいは山根の方

面にゲリラ豪雨があった場合ですけども、こういった

場合はゲリラでなく警戒情報が出たら、その地区だけ

でなく、下流の市内にも、これは勧告の空振りを心配

されると思うんですけども、勧告の空振りを恐れずに

勧告を出すというような基準の単純化、そういったの

が必要ではないかと思いますけども、考えをお伺いし

たいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  勧告とか、避難指示の基

準ということのご質問でございます。 

 これについては、国のガイドラインで示された方針

に基づきまして、今、暫定的に運用をしているところ

でございまして、土砂災害については、避難勧告は土

砂災害警戒情報が発表されたとき、ほか、になってご

ざいます。ただ、この土砂災害警戒情報は市内全域に

出されるものでございまして、メッシュで水分の含有

量の多い部分をピンポイント的に、そこに対して勧告

を発令していきたいと。気象情報を見ながらそういっ

た発令の仕方をしていきたいというふうに考えている

ところです。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  11番澤里富雄君。 

○11番（澤里富雄君）  それじゃ、②のほうのハザー

ドマップに関してです。今度は新たなに立派なハザー

ドマップを作成して、各家庭に配付されましたけども、

前のもそうだと思うんですけども、これはほとんど各

家庭で眠っている状況があると思うんです。 

 そういうことのないように、自分の住む場所の危険

性を常に感じる、万一に備えて、意識の確認のために

もハザードマップを利用して、土砂災害区域、この区

域に出向いてワークショップ、トークを開催しながら、

どのような災害のときにはどこに避難すればよいかと

いうような、常に認識、意識するように。 

 せっかく立派なハザードマップをつくったのですか

ら、これを活用すべきと思いますけども、ご所見をお

伺いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  全く議員のおっしゃると

おりだというふうに思います。 

 常にそういった情報によって、自分の地域、もしく

は自分の居宅がどういった災害の危険性があるのかと

いうのを認識していただいて、そういう気象状況にな

ったときには、自主避難もできるような体制でいなけ

ればならないのだというふうに思います。 

 その活用方法でございますが、やはり配っただけで

は見ていただけないっていう面もあるかもしれません

ので、津波のことで、先ほど市長からお答えしたわけ

ですけれども、この土砂災害についても自主防災組織、

ワークショップ、もしくは防災出前講座等を活用しな

がら、地域に入っての説明をしていきたいというふう

に考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  11番澤里富雄君。 

○11番（澤里富雄君）  最後になりますけども、避難

した場合、避難所、これは今回広島のほうでもいろい

ろ問題あったし、東日本大震災でもそうですけども、

避難所の運営の問題、高齢者、あるいは障害者等の要

援護者への避難所での対応、それから子供、あるいは

女性への配慮、こういったものを考えた場合、女性を

メンバーに含めた避難所の運営マニュアルみたいなも

のをつくっておくべきじゃないかと思いますけども、

考えをお伺いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  確かに避難所の状況を見

てますと、板の上にクッションを引いて横になってい

るというような状況でございます。 

 避難所に全てそろってればいいわけですけども、な

かなかそうもいかないと。ただ、議員から今ご指摘が

ありましたように、できるだけいい環境で避難できる

ような状況、いかにしてつくっていったらいいか。そ

れについては検討してまいりたいと思ってますし、そ
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の必要に応じてガイドライン、そういった指針等につ

いても研究をしてまいりたいというふうに考えており

ます。 

○議長（八重櫻友夫君）  19番中塚佳男君。 

○19番（中塚佳男君）  中平議員の質問に関連して、

７番目、１点お伺いいたします。 

 交通安全対策について、会派の皆さんが、いや久慈

が酔っ払い運転で一番らしいというから、警察に行っ

てきいてきました。そしたら警察では、ちょうど担当

者がいまして、その人が来て丁寧に説明していただき

ましたけれども、一番と言ったらいいかどうだかわか

らないんだけども、盛岡の東署、西署に匹敵する、そ

れ以上の検挙率でございますと。久慈管轄は普代から

洋野町までだけど、そういう現状でございますという

お話を聞いてびっくりいたしました。 

 そこで、今までも市のほうでも一生懸命撲滅運動に

参加して一生懸命やっております。実は警察のほうで

は、行政のほうから支援していただくのは非常に助か

ると。 

 この間、久慈病院付近で痴漢がありましたけれども、

この行政無線で話していただいたら、かつっとなくな

ったと。やめましたと。だから、この交通安全に対し

ても行政のほうでもご支援いただければ非常に助かり

ますと、そういう話をしておりました。 

 そこで、今までもやってきたわけだけども、これ以

上一生懸命啓発運動、行政無線あるいは交通指導者等

を使ってやるべきと思いますし、ただ、時間、晩の５

時ころから６時ごろまでぐらい、そこら辺を見計らっ

てやればよろしいと思いますし、中身をどこまで話し

ていいのか悪いのか、これは私はわかりませんけれど

も、ともかく捕まった人が、たまには泣く人もあると。

そうでなく、明日からどうして生活していんだべなと、

そんなことを言われても本当に、非常に悲しい思いを

して捕むんだ、取り押さえるんだと、そういう話して

おりました。 

 それで、事故を起こす前にやっぱり捕む、取り押さ

えることは大事なんだけれど、行政で無線、あるいは

交通指導車等でやるのは一番効き目があるような話を

しておりましたので、今まで以上に協力してやるべき

と思いますが、ご所見をお伺いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  澤口市民生活部長。 

○市民生活部長（澤口道夫君）  飲酒運転について、

ご質問いただきました。 

 まず状況から申し上げますが、去年、平成25年１年

間の摘発件数につきましては、久慈市に住所がある方

23名ということでございまして、免許人口1,000人当

たりだと、久慈市は1.02人ということで、去年は悪い

ほうから３番目でございました。 

 １番悪いところが大槌町、２番目が九戸村、次が久

慈市というふうな状況でございました。 

 それから、ことし７月末時点では、久慈管内では19

件だということで、先ほど警察署のほうからお話があ

ったとおり、盛岡東署、西署に次いで悪い状況になっ

てございます。 

 警察のほうから伺いますと、これぐらい飲んでも大

丈夫だろうと、どうせ飲んでも捕まりはしないという

ふうな部分で、運転手のモラルの低さが一番大きな問

題だろうというふうに伺っているところでございます。 

 先ほど市長からご答弁申し上げましたとおり、いろ

いろな啓発活動を実施しております。忘年会等の季節

では、市内の繁華街を夜間回って歩いて啓発活動をし

ておりますし、あるいは成人式での成人者に誓約書の

署名をいただくとか、そういった啓発活動を行ってお

りますし、そして、検挙者があれば広報の15日号、お

知らせ号に、何歳の男性か、女性か、あるいは安全協

会のどこの分会の方かというふうなことで載せまして、

啓発を行っているところであります。 

 行政のほうでは、１にも２にも啓発活動というふう

に考えておりますので、警察署あるいは関係団体と連

携して、さらに啓発に努めてまいりたいというふうに

考えております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  再質問、関連質問を打ち切

ります。 

 次に、政和会代表、濱欠明宏君。 

    〔政和会代表濱欠明宏君登壇〕 

○24番（濱欠明宏君）  24番濱欠明宏であります。平

成26年９月２日、私は第19回久慈市議会定例会に当た

り、政和会を代表し、当面する諸課題について、遠藤

市長並びに加藤教育長に一般質問をいたします。 

 初めに、８月20日発災しました広島市の集中豪雨に

よる大規模多発土砂災害において、犠牲となられまし

た72名の御霊に哀悼の意をささげ、心からご冥福をお

祈りいたします。 
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 また、いまだ行方不明の方が２名おられます。警察、

消防、自衛隊の皆さんが約3,000人の体制で一生懸命

捜索をしているとのことでありますが、一時も早く無

事に発見されますことを心から強く願っております。 

 そして、今朝の新聞報道によると、避難所生活を余

儀なくされております約880人の多くの被災者の皆様

にお見舞い申し上げますとともに、１日も早く平穏、

無事な日々の暮らしに戻れるよう心からお祈り申し上

げます。 

 政府は、８月に各地でおきた豪雨災害を「平成26年

８月豪雨」と命名しました。いまや日本列島は災害列

島と化しております。久慈市も災害対策に万全を期さ

なければと強く肝に銘じております。 

 さて、平成26年３月26日は遠藤市長が初登庁した日

であります。正面ロビーには多くの支援者があふれる

中、遠藤市政の幕が上がったのであります。そして、

６月議会において、遠藤市長は初の所信表明演述を行

いました。その結びに、「私は、市民の皆様の声をし

っかりとお聞きし、開かれた市政を推進し、雇用の確

保など地域経済の活性化を図ることにより、「住んで

てよかった」と市民の皆様が実感でき、次代を担う子

供たちが「ふるさと久慈に住んでいたい」と思えるよ

うな笑顔あふれるまちづくりを目指して、久慈市長と

して、全身全霊をかけて市政運営に当たる」と力強く

申されたのであります。 

 遠藤市長は久慈市のトップリーダーであり、トップ

セールスマンでもありますが、その源は「元気はつら

つ」でなくてはなりません。政治家にとって健康が第

一であります。どうか健康には十二分に留意されまし

て、久慈市を活力と笑顔あふれる豊かな町に導いてい

ただきますよう、節に希望いたします。 

 それでは通告の順に従い、質問いたします。 

 質問の第１、市長公約の実現についてであります。 

 ①でありますが、遠藤市長、就任をして早５カ月が

経過しました。職務に就くと就かないとでは、責任と

いう点で大きな違いがあると思われます。 

 行政には、継続性が求められます。根底にある憲法

の上に自治体は条例を制定し、議会の議決を経て、事

業が執行されております。新しい風が市政に吹くこと

は、閉塞感の打破に大きく貢献しますが、市政の刷新

は一朝一夕では成し得ません。事業の見直しには、議

会の賛同が不可欠でありますし、財源の再配分が伴う

からであります。 

 できることから一つずつ公約の実現をしていくこと

になりますが、短期、中期、長期の分類状況について

お伺いします。 

 ②として、前市長からの事務引き継ぎで、遠藤市長

は選挙の年は骨格予算ということで、６月補正に向け

て市長の判断ができる財源の幅が大きいだろうと思っ

ていたようでありますが、現実にはかなり違っていた

ということであります。市民の負託に応えるためには、

財源の工夫が必要であることは論を待たないところで

あります。 

 そこで、合併特例債の見直しやＰＦＩの導入を取り

入れる施策を検討すべきと思いますが、その考え方に

ついてお伺いいたします。 

 次に、人事行政についてであります。 

 （１）職員人事についての①でありますが、前市政

においては、24年度から25年度にかけて、１人の部長

級職員が２年間定年延長した実績があります。職員の

定年延長に対する基本的な考え方について、市長のご

所見を承ります。 

 ②でありますが、県では任期つき正職員を採用して

います。市としてもその制度を導入し、臨時職員を任

期つき職員とする考えはないか、お伺いいたします。 

 （２）でありますが、地方公務員の給与制度を見直

していた総務省の有識者検討会は、給与水準の引き下

げが必要とする中間報告を公表しました。影響につい

てお伺いします。 

 次に質問項目の３であります。 

 市長は公約どおり、副市長２人制から１人制にし、

組織のスリム化の実現に向けて大きな第一歩を記しま

した。市の重要課題であるスリム化について、その取

り組み状況についてお示しください。 

 また、補助団体についても、組織のスリム化に取り

組むことが必要と思われますが、市の指導状況につい

てお伺いいたします。 

 質問項目の４です。 

 障害者や高齢者が利用しやすい市庁舎として、バリ

アフリー化が喫緊の課題であります。平成26年度当初

予算で、市庁舎エレベーター設置工事費が措置されま

したが、着手見通しについてお伺いいたします。 

 次に、質問の５、防災拠点施設整備構想についてで

あります。 
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 ①として、今回起きた広島市の土砂災害を受け、局

地的豪雨に伴う土砂災害を防ぐため、都道府県が重点

対策の対象とする土砂災害警戒区域の指定促進に向け、

支援強化の検討を始めました。 

 達増知事は、８月25日の定例記者会見で、市町村と

しっかり連携しながら警戒区域の指定を早めていかな

ければいけないと、避難対策に万全を期す考えを示し

ました。 

 防災公園整備予定地は、地すべり地帯であります。

特別警戒区域に設定されているのかお伺いします。 

 ②でありますが、建設場所についてであります。 

 議会だより８月１日号で、建設場所を変更する場合、

ゼロベースからの協議となり、新たな場所の基本計画

の策定、都市計画決定の変更、事業認可申請などの手

続きが必要となることや、予算要望や交付申請には時

間的に間に合わないことなどから、現在の場所が適当

と考えると城内仲悦議員の一般質問の答弁が掲載され

ました。 

 市長は、選挙において、多額の予算を要する防災公

園については大幅な見直しをすると訴えたのでありま

す。議会だよりを見た市民から、市長公約との兼ね合

いで大きな反響を呼んでおります。改めて市長の真意

をお伺いいたします。 

 質問の第６は、人口減対策についてであります。 

 当市の人口減の最大の要因をどのように捉えている

のかお示しください。また、多面的な行政対応が必要

と思われますが、具体的な施策についてお伺いします。 

 次に、質問項目の７でありますが、宇部地区圃場整

備事業についてであります。 

 ８月６日に待望の工事安全祈願祭があり、いよいよ

事業がスタートしました。関係各位に深甚なる敬意を

表するものであります。ただ、残念ながら一部工区で

入札不調があったようでありますが、今後の見通しに

ついてお伺いいたします。 

 次に、質問項目８、いわて森のトレー問題について

であります。 

 前市政からの負の遺産である、いわて森のトレー問

題は、平成15年度の決算から恒常的に毎年度決算にお

いて、15億3,478万5,200円が収納未済額として計上さ

れております。回収方策をお伺いいたします。 

 次に、質問項目の９でありますが、水産業の復興に

ついてであります。 

 県への重点要望の中で、「１、東日本大震災からの

なりわいの再生にかかる支援について」の中のプロジ

ェクトⅡ「水産業を復興する」において、水産業の復

旧はほぼ完了したということでありますが、入札不調

で事業未着手の企業があると伺っております。企業の

再生見通しについてお示しください。 

 質問項目の10、駅前開発についてであります。 

 ①として、第２期中心市街地活性化基本計画のアン

ケート調査において、それぞれの図面にかかる概算事

業費を示さない理由についてお伺いいたします。 

 ②でありますが、ＪＲ山田線宮古・釜石間を三陸鉄

道に移管する方針が検討されていますが、表玄関久慈

駅の配置のあり方、川崎町との東西交流アクセスなど、

ＪＲ側とこの際話し合う千載一遇のチャンス到来であ

ります。ご所見をお伺いいたします。 

 なお、通行書において、千載一遇の遇の字が、こざ

とへんではなくしんにょうへんの誤りでありましたの

で、訂正をお願いいたします。 

 次に、質問の11、道路行政について。 

 （１）復興道路についてであります。 

 ①として、元木沢地区の復興道路が、盛土構造によ

って地域が東西に分断されますが、これまで長年にわ

たって培ってきた地域のコミュニティが、復興道路に

より崩壊することになります。普代村役場付近の復興

道路は高架構造になっておりますが、元木沢地区に適

用にならなかった理由について、どのように把握され

ているのかお伺いいたします。 

 ②でありますが、復興道路に産直施設の建設が可能

と仄聞しておりますが、市の取り組みについてお伺い

いたします。 

 （２）として、県道野田長内線についてであります。 

 小袖漁港入口付近の防潮堤かさ上げにより、歩行者

並びに車から海が見えなくなる区間が生じるようであ

りますが、小袖漁港が左側に見通せる観光スポットに

なっておりますが、その対策をどのように考えている

のかお聞かせください。 

 （３）市道整備についてであります。 

 ①として、小袖保育園、小袖漁村センターの施設に

通ずる市道三崎線からの道路を市道認定し、安全対策

を講ずるべきと考えますが、ご所見をお伺いします。 

 ②でありますが、市道川又橋場線及び天田内三日町

線の整備見通しについてお示し願います。 



－46－ 

 質問の最後になりますが、教育行政について、教育

長に３点お伺いします。 

 ①でありますが、市内小中学校の学力水準について

であります。先般実施された学力テストの結果を踏ま

えてお示しください。 

 ②として、ＬＩＮＥがいじめの温床となっているよ

うでありますが、その対策についてお伺いします。 

 登壇しての最後の質問項目でありますが、新野球場

建設についてであります。 

 平成23年２月に６カ所の候補地を示し、長内町南田

地区の候補地の１番として庁議の合意を得て、建設に

向けて大きく前進したのでありました。しかし、３月

11日の東日本大震災の影響で、事実上白紙に戻ったの

が新野球場の計画であります。 

 その後、防災機能を備えた野球場の建設を目指すこ

とが教育委員会としての議会への答弁になりました。

しかし、総合防災整備計画の中で、将来、旭町大崎地

区に野球場を建設する案が前市長の懐にあったと仄聞

しております。 

 議会には、終始一貫そのような答弁はなされません

でした。仮にそのような案が市長の懐にあるとしたら、

それは議会に対しての隠ぺい案であり、議会の冒とく

であります。 

 新野球場建設案、並びに３月１日の広報くじに示さ

れた防災公園のポンチ絵に、教育委員会は25年度後半

にどのように関与したのか、お伺いします。また、新

野球場建設に対する教育長の見解をお示しいただけれ

ば幸いであります。 

 以上で、登壇をしての政和会代表質問とさせていた

だきます。実直な答弁をよろしくお願いをいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

    〔市長遠藤譲一君登壇〕 

○市長（遠藤譲一君）  政和会代表、濱欠明宏議員の

ご質問にお答えをいたします。 

 最初に、市長公約の実現についてお答えを申し上げ

ます。 

 まず、公約実現に向けた取り組みについてですが、

これまで防災拠点構想の見直しや国体野球会場の変更

のほか、市長と話そう！ふれあいトークの開催、副市

長１人制の実施、中学生までの医療費助成拡大など、

既に実現してきたものもありますが、総合防災公園の

整備や総合運動整備をはじめ、公約に掲げた事項を着

実に実施するためには、まさに市政を刷新し、組織が

一丸となって取り組む必要があると考えております。 

 このため、久慈市という行政組織における実行計画

として、市政刷新アクションプランを策定することと

し、推進組織として、市制刷新推進本部会議を立ち上

げたところであります。 

 この市政刷新アクションプランにおいて、一つ一つ

の公約の実現に向けた４年間の行程表をお示ししたい

と考えております。 

 次に、市長公約の実現に向けた財源確保についてで

ありますが、合併から10年経過し、交付税の合併算定

がえによる優遇措置が段階的に縮減されていく中で、

公約言実現のための財源確保に向けた取り組みは非常

に重要であると考えており、徹底的な歳出の見直し、

歳入の確保に努めてまいります。 

 この中で合併特例債は、他の地方債と比較して高税

算入率が高く、有利な地方債であること、また、合併

特例債の発行可能期限が平成37年度まで延長となって

おりますことから、新市建設計画の見直しなど所要の

改正を進め、より効果的な活用を検討してまいります。 

 また、公共施設等の設計、建設、維持管理及び運営

に民間に資金とノウハウを活用する事業手法でありま

すＰＦＩの導入など、従来の枠に捉われない効率的な

行政運営に積極的に取り組んでまいります。 

 次に、人事行政についてお答えをいたします。 

 まず、職員の定年延長についてでありますが、政府

は、平成28年度までに定年の段階的な引き上げや再任

用制度の活用の拡大、その他の雇用と年金の接続のた

めの措置を講ずることについて検討することとしてお

ります。 

 このことから、当市におきましても国の検討内容を

注視しながら、現時点では職員の定年延長は行わず、

再任用制度による対応を行っているところであります。 

 次に、臨時職員を任期つき職員として採用する考え

についてでありますが、任期つき職員は、高度で専門

的な知識、経験などを有するものを一定の期間、特に

必要とされる業務に従事させる場合に行うものと認識

しております。 

 このことから、現時点では臨時職員を直ちに任意つ

き職員として採用することは考えておりませんが、今

後もさまざまな手段を講じながら、職員体制には万全

を期してまいります。 
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 次に、総務省の地方公務員の給与制度の総合的見直

しに関する検討会における基本的方向性に関する所見

についてでありますが、この検討会は、地方公務員給

与の現状分析、対応方針の整理などを行うことを目的

に総務省が設置したものであります。 

 今回、中間整理として、基本的方向性のとりまとめ

が行われ、対応の方向性として「地方公務員も、給与

水準の平均２％の引き上げなどの国家公務員給与の見

直しの内容を十分に踏まえるべきもの」と考えられる

としております。 

 なお、今回、この給与制度の総合的見直しに対して、

全国知事会、全国市長会、全国町村会は、「地方と都

市部の公務員給与水準の格差拡大が生じるばかりでな

く、特に地方においては、官民を通じて地域間格差が

拡大することとなりかねない」と共同コメントを発表

したところであります。 

 国におきましては、今後一層、地方と都市部の格差

が拡大することがないよう、地方公務員の給与制度に

ついて適切な配慮が必要であると考えております。 

 次に、組織のスリム化の取り組み状況についてお答

えをいたします。 

 これまで各部等において所管する業務内容などをも

とに、必要な組織の改編等について検討を行い、現在、

調整作業を進めているところであります。 

 なお、市の直営で行っている事務事業につきまして

は、民間の活力を活用するなど、できるところからス

リム化を図ってまいりたいと考えております。 

 また、市が補助している団体組織のスリム化につき

ましては、これまでも補助対象としている事務事業の

必要性、有効性の検証を行ってきたところであります

が、今後は、団体の財務及び運営状況の把握に努め、

より効率的な組織運営が図られるよう要請してまいり

ます。 

 次に、市庁舎のバリアフリー化についてお答えをい

たします。 

 ご指摘のエレベーター設置工事につきましては、本

庁舎耐震改修工事と一体で施工することとし、本年７

月に株式会社小山組と請負契約を締結したところであ

り、今年度中の完成を見込んでいるところであります。 

 次に総合防災公園整備事業についてお答えをいたし

ます。 

 総合防災公園整備地は、土砂災害防止法に基づく土

砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域には指定され

ておりませんが、現在、実施しているボーリング調査

等の結果を踏まえながら慎重に計画を進めてまいりま

す。 

 次に、建設場所についてでありますが、総合防災公

園は、私が市長に就任した３月末時点には、既に所定

の都市計画事務手続きを終え、平成25年度社会資本総

合整備交付金復興枠の交付決定、平成26年度予算の内

定を受けていた状況にあり、場所を変更することは一

からの協議となり、時間的な大きな制約があること、

そして、津波による浸水が想定される湊町地区や夏井

町大崎地区の方々の一次避難場所や、夏井町地区と市

街地を結ぶ園路の整備について、地元の強い要望があ

ることなどを総合的に勘案し、この場所に整備するこ

とが妥当と判断したものであります。 

 次に、人口減対策についてお答えをいたします。 

 当市の人口減の最大の要因をどのように捉えている

かについてでありますが、当市からの転出者が転入者

を上回っており、Ｕターン就職などによる転入者が一

定程度はいるものの、若者世代が進学や就職を機に県

央や県南、あるいは関東、東北方面に流出しているこ

とが要因であると捉えております。 

 また、多面的な行政対応についてでありますが、さ

きの新政会代表中平議員にお答えいたしましたとおり、

雇用・所得関係の改善、結婚・出産・子育て・教育環

境の整備、充実、Ｉターン・Ｕターンの促進など、各

施策の相互連携を図り、全庁を挙げて取り組むほか、

この地域を久慈地域全体の問題と捉え、近隣市町村や

県、国などと連携して取り組んでまいります。 

 まずは、この対策本部の設置を機に部局横断的に情

報共有を図るとともに、効果的な施策の展開に向け、

近々対策本部に幹事会を設置し、検討を進めてまいり

ます。 

 次に、宇部川地区圃場整備事業の工事の入札状況に

ついてでありますが、本年度工事予定面積71.7ヘク

タール、４件の入札を実施したところ、１件19.4ヘク

タールの工区について、５月末及び６月末に２階の入

札不調となったことから、工期条件等を見直して８月

21日に６社による見積り合わせを実施した結果、落札

者が決定し、現在契約事務を進めていると、県北広域

振興局から伺っているところであります。 

 次に、いわて森のトレー問題についてお答えをいた
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します。 

 いわて森のトレー生産協同組合からの債権回収につ

いてでありますが、これまで毎月１回、組合と直接折

衝を行い、補助金返還を督促してきているところであ

ります。 

 また、回収に向けましては、岩手県と継続的に協議

を重ねているとともに顧問弁護士に相談し、検討を行

っているところであります。 

 今後におきましては、岩手県及び顧問弁護士との協

議を深めながら、法的手段を含めて、早期解決に向け

鋭意取り組んでまいります。 

 次に、水産業の復興についてお答えをいたします。 

 震災後、国や県のほか、さまざまな団体などからの

支援を受け、魚市場、製氷貯氷施設、水産加工施設、

燃料給油施設、漁船、漁港施設など、いわゆるハード

面につきましては、震災前と同程度に復旧復興してい

るところでありますが、平成24年度公募の復興交付金

事業において採択となった１社につきましては、入札

不調による当初計画の見直しなどに時間を要し、事業

未着手となっております。 

 当該企業の再生見通しについてでありますが、事業

の完了期限が本年度限りとなっており、これからの事

業展開を考えた場合、非常に厳しい状況にあると捉え

ております。 

 次に、駅前再開発についてお答えをいたします。 

 まず、市民アンケート調査において概算事業費を示

さなかった理由についてでありますが、事業実施の目

的であります、やませ土風館と駅前拠点による中心市

街地全体のにぎわい創出を図るためにどうあるべきか

につきまして、多くの市民の方から条件的な制約なし

で幅広く自由なご意見をいただく必要があると考え、

実施したものであります。 

 また、３枚の計画図面から選んでいただいたものは、

そのまま採用するというものではなく、図面を参考に

ご提案をいただきました内容を総合的に分析し、計画

に反映する考えであります。 

 次に、東日本旅客鉄道株式会社との協議についてで

ありますが、これにつきましては駅前拠点の整備に加

え、川崎町と中心市街地を結ぶ道路整備の可能性につ

いても協議が必要であることから、早急に取り組んで

まいります。 

 最後に、道路行政についてお答えをいたします。 

 まず、復興道路の元木沢地区の道路構造に高架式が

適用されなかった理由についてでありますが、基本的

に自動車専用道路の工法選定に当たっては、当該箇所

の地形や沿道状況、施工性や経済性などを総合的に考

慮して決定されるものであります。 

 当該元木沢地区の場合、他の工法に比較して一般的

な工法である盛土工法が最適であると判断したと、国

土交通省東北地方整備局三陸国道事務所から伺ってい

るところであります。 

 次に、復興道路に産直施設を建設する取り組みにつ

いてでありますが、国土交通省は、本年６月に無料の

高速道路における休憩施設の整備方針を示したところ

であり、この中で、多様なサービスを提供する道の駅

の整備を進める考え方も提示されております。 

 具体的な整備手法などはまだ示されていないところ

でありますが、三陸沿岸道路の完成時の交通量の増大

をにらんだ道の駅の整備は、利用者の利便性向上だけ

ではなく、当地域の食などに関する魅力を全国に発信

する大きなチャンスであり、地域活性化の核になるも

のと期待されることから、積極的に取り組む考えであ

ります。 

 今後は、位置や規模、財源を含めた整備手法につき

まして、ＰＦＩなど、官民連携も視野に入れ、さまざ

まな角度から検討を進めてまいります。 

 次に、県道野田長内線についてでありますが、現在

施工中の小袖漁港海岸防潮堤の高さに合わせまして、

県道野田長内線をかさ上げすることとしております。 

 また、隣接する防潮堤背後地につきましても建設残

土などを活用し、県道と同じ高さで盛土を行うことに

より、一定の見通しを確保したいと考えております。 

 次に、市道三崎線から小袖保育園及び漁村センター

へ通ずる道路の市道認定についてでありますが、この

道路は漁業集落環境整備事業で昭和57年に延長217.9

メートルを整備し、その後、平成19年に南側の延長

100メートルについて拡幅工事を実施したものであり

ます。 

 当該道路の市道認定についてでありますが、当初は

市道認定基準要綱で規定している幅員を満たさない区

間があったことから、市道認定していないところであ

りますが、拡幅済み区間の市道認定については、今後

所要の事務を進めてまいります。 

 次に、市道川又橋場線及び市道天田内三日町線の整
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備見通しについてでありますが、市道川又橋場線は、

現在、山根町馬渡地区の施工を進めているところであ

りますが、この沿線は渓谷で険しい地形であることか

ら、山側の岩掘削や川側の護岸工事など多額の事業費

を要するため、なかなかに進捗が図られていない状況

にあります。 

 今後の整備につきましては、隘路箇所の解消や待避

所の設置など、整備促進に努めてまいります。 

 また、市道天田内三日町線は、建設資材を運搬する

大型トラックや琥珀博物館へ向かう観光バスなど、大

型車両の交通量が増加している路線でありますことか

ら、平成22年度から拡幅工事に着手しております。 

 現在、主要地方道久慈岩泉線との交差部から天田内

橋を含めた区間を整備中であり、今後も引き続き整備

促進に努めてまいります。 

 以上で、政和会代表、濱欠明宏議員に対する私から

の答弁を終わります。 

 ２項２目職員給与についての総務省の中間報告にお

きまして、平均２％の引き下げと申すべきところを引

き上げと発言いたしましたので訂正をお願いいたしま

す。失礼いたしました。 

○議長（八重櫻友夫君）  加藤教育長。 

    〔教育長加藤春男君登壇〕 

○教育長（加藤春男君）  政和会代表、濱欠明宏議員

の教育行政についてのご質問にお答えをいたします。 

 最初に、市内の小中学校の学力水準についてであり

ますが、ことしの４月22日に小学校６学年及び中学校

３学年の児童生徒を対象に、全国学力・学習状況調査

が実施されました。 

 結果として、当市の状況は、小学校は国語、算数と

もにほぼ全国水準であると捉えております。また、中

学校は国語と数学ともに全国水準に到達できていない

状況であり、特にも数学が低い水準にあります。 

 これまでも課題を克服すべく各学校に対して授業の

工夫、改善を図るよう研修会等を通して働きかけてま

いりましたが、年度によって結果が上下する状況が続

いております。 

 本調査における状況から、教育委員会といたしまし

ては結果を真摯に受けとめ、今後、校長会等と相談し

ながら、指導方法の改善や学力向上支援員の効果的な

配置と活用、各種研修会の運営や指導主事の訪問指導

を行ってまいりたいと思います。 

 次に、ＬＩＮＥについてでありますが、先の新政会

代表、中平議員にお答えいたしましたとおり、無料通

話アプリＬＩＮＥの使用によるネットいじめは深刻な

問題であると認識しており、その対応策といたしまし

ては、スマートフォンやアプリケーション等を使用す

る場合のルールやマナー及びその危険性について、市

内全小中学校で児童生徒の実態に合わせた情報モラル

指導を実施するとともに、携帯型デジタル機器利用に

ついてのアンケートを実施して、実態把握に努めてお

ります。 

 また、保護者に対しては、学校通信等での情報提供

や研修会を各学校で実施しております。併せて教職員

を対象としたネット上の問題把握や指導のあり方等の

研修会等も実施しております。 

 今後とも、市内児童生徒の状況を把握しながら、学

校、保護者、行政が一体となって、ネットいじめの未

然防止に努めてまいります。 

 最後に、野球場建設にかかわってのご質問でありま

すが、旭町大崎地区への建設案につきましては、教育

委員会としては承知していないところであり、また、

広報久慈のポンチ絵の作成につきましても、教育委員

会はかかわっていないところであります。 

 次に、現在の市営野球場は、下水道処理用地に目的

外使用承認を得て暫定的に設置しておりますことから、

移転して、新野球場を建設しなければならないと認識

しているところであります。 

 本市のスポーツの振興、推進を図るためには、新野

球場周辺に多様な施設等が配置され、多くの人に利用

されることが望ましいと考えますことから、新野球場

の移転先及び建設時期、その進め方等につきましては、

市長部局としっかり協議してまいります。 

 以上で、政和会代表、濱欠明宏議員に対する私から

の答弁を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  再質問、関連質問を許しま

す。24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  ただいま市長並びに教育長か

ら実直な、前向きな答弁をいただきました。心から感

謝を申し上げたいと思います。 

 １番の市長公約の実現でありますが、５カ月という

ようなことで、これから新建設計画というようなこと

を策定をしながら示していくというようなことだろう

と思います。 
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 ただ、やはり何と言いましても、市長、副市長を２

人制を１人制にしたというのを緒に遠藤市政が幕を開

けたと思っております。 

 前市政でも、財源のかからない、要するに市長が提

案すればできる公約も何点かあると思うわけでありま

す。その中に、やはり任期の問題、市長の多選自粛条

例、これは前市長も机の片隅に置きながら提案する時

期をにらんでいたということで、結果としてにらみっ

ぱなしだったと。提案しないで終わったわけですけれ

ども。 

 遠藤市長には、ぜひとも、副市長２人制を１人制に

したということから始まって、次、自律規定になりま

すか、市長多選自粛条例も早期に提案する、短期的な

中でとらまえているのではないかと思うわけでありま

すが、まず、その所見をお伺いしたい。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  公約に掲げました中の多選自

粛条例につきましてでありますが、現在、その手続き

等について担当のほうで検討をさらに深めております。 

 間に合えば12月議会に提案させていただきたいとい

うふうに考えております。 

○議長（八重櫻友夫君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  一つ一つ、ぜひ財源のかから

ないやつ、もう何点か市長公約の中にあると思うんで

す。それを一つ一つ、いずれ部局と相談しながら、今

は12月にはもしかすればということでありますので、

大いに期待しておりたいと思います。 

 財源の問題であります。 

 やはりどうしましても、市長バトンタッチを受けて、

まさに骨格予算という名のもとに、実は、私は投資的

予算もかなり前市長が予算化したのではないかという

ことで議論を何回もしたんです。しかし、行政の継続

性あるいは国からの予算配分の問題等々、やはり予算

措置せざるを得ないという答弁もいただきました。 

 しかし、新市長が何と言いましても、みずからの公

約を引っさげて、市民のために一つ一つ笑顔であるた

めの市民の創出を目指して、財源を見たときに非常に

少なかったというふうなことで、苦労をかけているわ

けですけれども。 

 その中で、先ほど合併特例債あるいはＰＦＩの導入

等々も前向きに、しかも合併特例債が平成37年まで延

びたということもあります。私は、野球場建設もかか

わるんですが、そういったものも、実は合併特例債、

あるいはＰＦＩをにらみながら、財源の確保を求める

ということも必要かと思うわけですが、その辺の事業

執行にかかる財源の工夫について、再度お聞かせ願い

たい。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  濱欠議員ご指摘のとおりです。

久慈市の財政も非常に厳しいところにございます。そ

ういった観点からも含めまして、総合防災公園等、本

当に必要な事業であるか、財源も含めてきちんとした

検討が必要だと思っています。 

 今の時代、地方自治体が直営でやるという方法のみ

ならず、さまざまな施設整備についてはＰＦＩとかっ

ていう事業手法も、実際には全国的にかなり取り組み

実例もございますので、いかに財源負担を減らしなが

ら効率的な市民のための施設整備が図れるかという観

点で積極的に勉強をしているところです。 

○議長（八重櫻友夫君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  人事行政についてであります。

職員の定年延長については、再任用ということで取り

扱っていきたいということであります。 

 私も二十四、五年度の職員の定年延長について、非

常に興味深く実は見守ってたんです。というのは、再

任用の方もおられる、一方で一般職の定年延長もあっ

たと。その職員の給与差、かたや嘱託職員、かたや一

般給与というふうなことで、私は違和感を実は持って

いたんです。 

 しかも、定年延長だとそのまま先輩が残るわけです

ので、後進のやる気のある職員については、重し的な

感じもあったと伺っております。 

 そういった意味では一旦けじめをつけて、60歳の年

度でおいて退職すると。そして、新たなに職員を再任

用するというふうなことでやるのが、私は退職金のこ

とでも、もし何かあったらどうするんだと、事故でも

あったらどうするんだと、退職金ももらえないことす

るんじゃないかという懸念もあってやりとりしたこと

あるんですけど。 

 そういったのを踏まえますと、やはりすっきりと一

度おやめをいただいて、そして改めて嘱託職とか、そ

ういった形で再任用するのがいいのかと思ってました

が、市長はそういう考えであるというようなことです

が、これに対して補足があれば市長の意見をお聞きし
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たい。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  ただいまの点についてでござ

いますが、国におきましては、職員の年金受給までの

期間をどうするかという観点からのさまざまな措置も

講じられておりますが、久慈市におきましては、やは

り職員間の公平性、これはしっかり確保しながら事務

の効率性をどこが担保するかということを検討しなけ

ればいけないというふうに思っております。 

 合わせまして、久慈市は非常に雇用が厳しい、安定

した雇用先が確保されないというお話、先ほども出て

おりましたので、こういった職員の再任用がいいのか、

あとは交代いただいて若い方に市の職務を担当してい

ただく、それがいいのかというふうな観点から、総合

的に幅広く、とにかく基本は公平にやるべきだと思っ

ております。 

○議長（八重櫻友夫君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  期限つき正職員、県では導入

しているわけであります。 

 しかし、ただいまの答弁では、久慈市においてはな

かなかに任期つき正職員の採用については、高度な職

務を控えているもんだから、なかなに厳しいと。 

 ただ、私は臨時職員の待遇については、常々、やは

りパートナーシップ、正職員と臨時職員、しかしパー

トナーシップとして、かたやが有利で、かたやが不利

だと。例えば、期末手当とか、そういうなのがある。

あるいは、臨時職員は１カ月休んでまた再雇用という

ふうなこともある。そういった意味では、非常に臨時

職員に対するパートナーとしての配慮に、いま一つ工

夫が必要だと思っているわけです。 

 そういった意味で、任期つき正職員にすると、まさ

に正職員なので給与手当等々、いろんな意味で有利に

なると。そのことによってやる気を引き出してもらう

というようなこともあって考えてますが、これについ

ても、市長何か答弁があればお願いします。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  日本全体で非正規雇用の方々

がどんどんふえていると。これが、結婚、出産含めて

大きな経済的な足かせになっているんではないかとい

うふうな指摘もされております。 

 久慈市におきましても、正職員と期限つき臨時職員

の処遇の格差ということは、非常に私も気になってお

ります。それぞれ職務の内容から、これまでそういう

採用体制できているのですが、やはりここの格差解消

については、これからもどうあるべきか検討しなけれ

ばならない大きな課題だと認識しております。 

○議長（八重櫻友夫君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  組織のスリム化、まさに大き

な第一歩を記した副市長２人制から１人制であります。

まさに、市長のやる気によって財源を違った意味で確

保したというふうなことで、これについても、選挙を

通じて子育て支援に回すんだというふうな力強い発言

もあった。それを現実のものにしたというふうなこと

で、まさに遠藤市政、スリム化に向けての大きな一歩

を記したと思っております。 

 一方で補助団体があるわけですけれども、補助団体

がいま一つスリム化について、いかに取り組んでいる

のか。どちらかと言えば肥大化してるんではないかと

いうふうな懸念もあるんでありますが。 

 これについては、副市長、長年こういった補助団体

にとりかかっているわけですけれども、現状の補助団

体の肥大化になっているのかどうか、あるいはスリム

化に向けてどのような指導をしているのか、改めて副

市長からお聞かせを願いたい。 

○議長（八重櫻友夫君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  市でさまざまな団体に補助

をしているわけでございます。 

 団体は自主的な運営をするわけでありますが、今ご

指摘があったように、市も一生懸命スリム化に取り組

んでいるところでございますし、そして各種関係団体

についても、やはりスリム化に取り組んでいただきた

いという思いがございます。 

 それと、かかわりますかどうかですが、市の指定管

理ということで各団体等、今は大抵５年間の指定管理

ということで、団体の皆様方から市の関係する施設等

を運営していただいているわけでございますが、そう

した中で５年間という期限があることから、努力する

部分が欠けているんではないかというようなご指摘も

片方ではいただいております。 

 そういうことから、関係する団体あるいは指定管理

をしている団体等についても、合わせてスリム化なり、

自主的な運営等について、市としても一緒になって効

率的な組織運営ができるようにしていきたいというふ

うに考えております。 
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 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  市庁舎のバリアフリー化であ

ります。 

 私は、これは長年、とりわけ車椅子の方々が、市庁

舎は市民の財産であるし、市民がいつでもどこでも、

何階でも行けると。そして、行政に相談をしたり、お

願いをしたりというふうなことが、私は求められてき

たんだろうと思っている。 

 そういう中では、久慈市は非常に取り組みが遅かっ

た。しかし、このごろ、耐震をしながらエレベーター

設置についてはというようなことで、当初予算で措置

されたというようなことで、大きな前進をした。市長

から、今年度中には完成を見たいというふうなことで

ありましたので、これについては、大きく障害者やそ

ういった方々が本当に利用できやすい市庁舎に早くな

ることを心から願いまして、これについては要りませ

ん。 

 そこで、防災拠点整備構想であります。 

 広島の土砂災害、土石流発生したわけですが、私は

人災だと思ってんです。というのは、宅地開発等進ん

だ結果、しかも警戒区域、特別警戒区域に指定されて

なかったとか、あるいはいろんな発令が遅かったとか

っていうのはあるんですが、一番根底にあるのは、津

波は天災です。完全に天災。しかし、土砂災害は、私

は人災もあるんだというのは、今回の広島の土砂災害

で私はそう認識します。 

 そういった中で、葛巻町の遠別岳には、数百年も前

の土石流後を示す蛇抜けの道があるという。山崩れの

前がにおいがする云々という、今回も出ました。私は、

こういった土石流が堆積したところに、いわば住宅地

をつくったことが今回の大きな悲劇だと思っている。 

 そこで、防災拠点構想についても、地すべり地帯に

は基本的には警戒区域、建物があると特別警戒区域と

いうふうに二段構えになってんですが、私は、この旭

町大崎地区、これまでも議論を進められてきたんです

が、まさに地すべり地帯であります。 

 仮に、大雨が降ったと。とりあえず避難をしなきゃ

ならない状況があって、あるいは津波が発生した状況

があった。大雨も降ってきた。避難場所に行った。土

石流に巻き込まれたらどうなるかということを、私は

大きく心配してるんです。 

 城内さんに対する議会だよりで先ほどのやりとりを

したわけですが、そこで私が一番気にしているのは規

模です。要するに、市長がこの場所の変更は現時点で

は無理だと、妥当だと考えてるんだが、その妥当と言

われる規模。例えば、前に後方支援の拠点ということ

で、緊急時には自衛隊や消防隊などの救援部隊が活動

する拠点となるというのも一つ案です。ポンチ絵にあ

るんです。その説明に。あるいは地域の緊急避難場所

だと。津波による被災が想定される湊町や夏井町云々

かんぬんで、避難場所であると。 

 避難場所はケースバイケースでしょうが、大規模災

害のときに自衛隊の駐屯基地だという後方支援基地の

説明があったんですが、市長の頭の中には、そこまで

描いてるかどうかです。 

 いわゆる前の議会で説明してるのは、福祉の村のほ

うにつながる園路を整備したい。しかも避難場所も整

備すると。18億円は100％ですのでそれを財源にする

と。しかし、道路においては、つながらない可能性が

あるから、つながらない場所については財源を工夫し

なきゃならんという答弁があって、それ以上の答弁が

なかった。 

 私はその答弁を聞きながら、現在の場所は防災公園

としては妥当とするが規模を小さくし、いわゆる後方

支援の拠点とする大きなイメージは持ってないかどう

かっていうのが、私は一番気になるんですが、市長い

かがですか。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  ただいまの質問についてであ

りますが、以前の計画のように自衛隊の集結基地とか、

そういったものは考えておりません。 

 これから種々検討は必要でございますけども、基本

は福祉の村に通ずる道路と最低限の避難場所、これは

国との関係、いろいろ要件等もございますので、あく

までも必要最小限のものについて考えております。 

○議長（八重櫻友夫君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  ありがとうございます。 

 いわて森のトレー問題であります。 

 先ほども登壇して話しましたが、平成15年から、い

わゆる県から請求書が来て、そっから年度末に決算書

上収納未済額を載せて早11年目、15年から25年度の決

算も同じ額が載っている。 

 これについて、いわゆる負の財産です、市長。前市
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政が片づけなかった負の財産。しかし、この負の財産

をいつまでも負の財産と引き継ぐわけにはいかない。

今がある意味では整理整頓するチャンスが来たと私は

思ってる。 

 そこで整理整頓するには、裁判では判決が出て負け

た。トリニティーを相手にする裁判にしては負けた。

そうすると、残っているのは当事者森のトレーに対す

る返還請求です。しかし、返還するには向こうの財源

が、財政はどうなっているのかというのが肝要です。 

 それを、先ほど答弁がありました法的ごとをふくめ

て検討する。私はもう、本当に法的なことを踏まえて、

返せる、返せないというのを明らかにした上で、県と

早急にこの詰め方をしなきゃならん。 

 もともと県は、当初15億円何がしの部分の３分の１

をとりあえず返還するときに、７対１の、８分の１の

5,000万円を市に求めた。集金努力をしなさいと。努

力をすれば勘弁しますというふうな約束があったんだ

が、これももう10年たったというようなことで言えば、

いわゆる、いわて森のトレーに対していかがかという

法的な結論を出した上で県と協議する。県議会の議決

も必要だから。 

 そういう時期に来てるんだが、その辺の積極的な姿

勢について答弁を副市長のほうからよろしくお願いし

ます。 

○議長（八重櫻友夫君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  ただいま森のトレー問題に

かかわって、法的手段も含めて、検討する時期に来て

るんではないかということでございます。 

 岩手県からは市が回収に最大限努力したと認められ

る場合には、新たな負担は求めないという方針でござ

います。 

 そこで、市としてどのような努力をすれば、その状

況になるのかという部分も含めて、今、県と詰めてい

る段階でございます。そして、今お話のあった法的手

段、それを含めて、今、県と協議をしている状況でご

ざいますので、その方向性が決まりましたら、また議

会とも相談して、市としての考え方を決定していきた

いというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  あと２分しかありませんので、

教育行政についてだけ、１点。 

 教育長答弁。ポンチ絵、あるいは野球場については、

25年度当時後半については、全く関与してないという

ことです。しかし、３月１日号のイメージ図には、ま

さに教育委員会が関与しているような状況での絵が、

イメージ載っているんです。そう言った意味では、私

は今の答弁、本当に実直な答弁をいただいたと思って

います。 

 時間があればもう少し議論したいところなんですが、

いわゆるスポーツ施設等の配置について、全く関与し

てなかったというのを明らかにされただけでも、非常

に大きな、答弁としての収穫があったということで、

会派の仲間に関連質問を譲りたいと思います。 

 ありがとうございました。 

○議長（八重櫻友夫君）  ８番砂川利男君。 

○８番（砂川利男君）  濱欠議員の質問に関連して、

何点かお尋ねをいたします。 

 市道整備についてお尋ねをいたします。②の市道川

又橋場線についてお尋ねをいたします。 

 この線につきましては、途中が２カ所ぐらい舗装が

切れているところがございますが、これはいかなる理

由でもって切れているのかという点をお尋ねをいたし

ます。まずそれをお願いします。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  切れている場所ですけれど

も、これは改良工事を先行して行っております。その

ときに改良工事が区切りのいいところで終わってしま

って、ちょっと予算が足りなかったということで、今

年度舗装するという予定になっております。 

○議長（八重櫻友夫君）  ８番砂川利男君。 

○８番（砂川利男君）  今年度の予定でだというんで

あれば、大変ありがとうございます。 

 それから、川又線に関して、１億2,000万円の予算

が５年後にということで議決をいただいた件は、来年

当たり切れる、期限を迎えるんでないかというふうに

思いますが、これは私は一般質問等でお願いした、要

望した立場からすれば、山形町サイドから工事を始め

て久慈市に向かってやってもらいたいというように言

ったつもりで理解してるんですけれども、実際にこれ

を着手していくという段階になっていくならば、どの

ような捉え方で考えているかお尋ねします。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  川又橋場から小国のほうま
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でかなり距離があります。 

 それで今考えておりますのは、狭隘なところ、そし

て、曲がりがすごい多いところ、そういったところを

まず最初に手をつけていきたいというふうに考えてお

ります。 

 今までの経緯もございますので、まず、久慈側のほ

うから進めるのは進めますけれども、小国のほうから

でも危険なところ、そういうところがあれば、そうい

ったところを早めに整備したいというふうに考えてお

ります。 

○議長（八重櫻友夫君）  ８番砂川利男君。 

○８番（砂川利男君）  小国側のほうからだと、非常

に急なカーブが３カ所ぐらい、緊急でも大型自動車が

回るになかなか危険なところがあるんですけれども、

そういったところをやるのであれば、早急にとりかか

っていただきたいというふうに思いますし、また、旧

山形の人間からの理解の仕方で申し上げれば、現在の

この川又線の工事を毎年50メートルか30メートルずつ

やっていただいている部分は、今まで久慈市の計画に

基づいて始めてきた工事の問題だというふうに私は理

解して、新たに川又線の整備についてのお願いの質問

を関係についての、１億2,000万円の５年後に取り組

んでいくんだという部分については、私は別個なもの

だというふうに理解してるんですけども。 

 そうであるとするならば、山形町側から久慈市に向

かって工事を進めていただきたいし、また、従来の工

事の部分は久慈市さんが昔から計画を進めてきたもの

が、山形方面に向かって進めていただければ、両方か

ら進めていただければ早いんでないかというような理

解の仕方をしてるんですけど、ここの部分についての

ご説明をお聞かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  今まで久慈市であった場合

の計画がそのままではないかということですけれども、

まだ距離がかなりのところがございます。川又の小国

に行くだけでも相当の年月と費用がかかります。 

 今、小国のほうの、先ほど議員がおっしゃいました

とおり、狭隘なところがある、危険なところがあると

いうことで、そちらのほうは現地のほうで把握してお

りますので、そちらのほうの、まず大変危険なところ

から工事をしていきたいと思っております。 

 できれば、市といたしましても、両方のほうから攻

められればそれが一番と思っておりますけれども、予

算の都合上もありますので、まず、危険なところを、

こういったところに重点的にお金を投資していきたい

というふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ８番砂川利男君。 

○８番（砂川利男君）  時間がないので、これはまた

別な機会にゆずりたいと思います。 

 次は、市内の小中学校の学力水準について。 

 先ほど答弁では、全国的なものが発表になったとい

う部分で、できるものであれば久慈市内の学校の教育

水準のレベルは、岩手県内のなかではどのあたりにあ

るのかというのをお聞かせ願えるのであればお願いい

たします。 

○議長（八重櫻友夫君）  加藤教育長。 

○教育長（加藤春男君）  県内との比較は手元にはご

ざいませんが、県内と全国水準、そんなに差はありま

せん。県内の中学校、数学、若干低くなっております

けど、そういう意味では岩手県内と比べても、中学校

については低いと。 

 小学校については、先ほど申し上げましたとおり、

全国水準並みということは県水準並みというふうに捉

えております。 

○議長（八重櫻友夫君）  ８番砂川利男君。 

○８番（砂川利男君）  小学校については全国並みの

レベルでいっておるんだけども、中学校はどうも思わ

しくないというような答弁なんですけども。 

 やはり中学校が思わしくない部分というのは、非常

に重大な問題だと言うふうに私は思うんですけども。

そういった中で、これから取り組みをいろいろされて

いくんだというお話をいただきましたが、そこがやっ

ぱり教育畑の頂点まで上がられた教育長さんのことで

すから、手の内は知り尽くしているところだろうと思

いますので、ぜひこれは細かいことを言えばきりがな

いので、やめて、その決意だけ聞かせてください。 

○議長（八重櫻友夫君）  加藤教育長。 

○教育長（加藤春男君）  学力向上というのは、本当

に長い間取り組んできておるわけでございますが、な

かなか実態として大きな成果が出ていないと。あるい

は、いい年があったり、悪い年があったりすると。こ

れは、学校現場にいると大体わかるんですが、ある学

年がいいが次の年は悪いということもございます。 
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 そういう中で、中学校の学力水準につきましては、

私は指導方法の一つであると思いますけども、いわゆ

る生徒がみずから学習する時間の不足、家庭学習等も

含めて、そういうふうなみずから勉強させる時間の確

保、そういうふうな指導がやっぱり非常に大事だとい

うふうに思っております。 

 小学校なんかにつきましては、秋田県は非常にいい

わけでございますけども、探究型、あるいは物の考え

方をしっかり教える中で学力が向上してるというふう

なことが新聞等でも報道されておりますけども、中学

校においても、もちろんそれは必要でございますが、

やはり学習時間の確保というのが、私は大きいのでは

ないかというふうに思っております。 

 そういうところを校長会等と相談しながら取り組ん

でまいりたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  ８番砂川利男君。 

○８番（砂川利男君）  ただいま教育長は、10年以内

には県内で10番以内の学校にしていくんだということ

は言っておりませんが、その決意でお話したように受

けとめて、次に移りたいと思います。 

 森のトレーについてお尋ねをいたします。 

 森のトレーは、私のような山形の人間がとやかく言

える立場にいなんですけども、久慈市の皆様方が始め

た問題でありますが、たまたま合併した以上は、市民

に負担がかかる恐れがあるとすれば、解消していく努

力義務があるのではないかという意味から申し上げさ

せていただきます。 

 まず、国が12億7,900万円の補助金を出して、その

原因は定かにわかりませんですが、会計検査院が引き

上げ命令を出して引き上げたということで、非常に大

きく事態が変わってきたと思うんです。それで、３分

の１を変換をまず先に、４億2,600万円。そのうちの

８分の１を、市としては5,300万円を拠出していると

いう形だと理解しているんですけども。 

 その後、昨年の12月の議会か、毎月14億円ほどの請

求が来ているんだという発言が飛び出し、びっくりし

たわけなんでございますが、そういう理屈からいきま

すと、責任割合が８対１の割合で、最初３分の１を国

に返還をするときは、久慈は5,300万円。それで、こ

の14億8,100万円ほどの金を返還請求が久慈市に県か

ら来るというのでも、８分の１の割合とするならば、

私の狂った計算機で言いますと、１億8,000万円くら

いになるというように思うんですけども、こういった

部分については久慈市と県との協議の中で、３分の１

を返還するときにおいては８対１の割合で久慈市さん

からも負担を求めたけれども、それ以降については、

満額の14億8,100万円を請求させていただきますとい

うような文書か何かのとり決めでもあるのか、お尋ね

いたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  米澤農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  まず、負担割合のお

話がございましたけれども、負担割合については、県

７、市１という７対１の割合でございますので、ご理

解いただければと思います。 

 それから、これまので流れでございますけれども、

国から県に対して補助金返還命令があったのが15年の

10月の16日でございまして、国からは12億7,910万

4,000円。それで、15年の10月20日に、県から久慈市

に対して補助金返還命令があったのが、15億3,478万

5,000円でございます。 

 先ほど申し上げました県と市の負担割合の部分で、

久慈市の負担額は5,329万6,000円ということになって

ございます。 

 現在、久慈市に対して県から求めら得ておりますの

は、14億8,148万9,000円が県が債権を有している額と

いうことになってございまして、久慈市は、いわて森

のトレー組合に対して補助金返還、全額15億3,478万

5,000円の債権を有して、これを返還するよう督促を

して、毎月通知をしているというような状況になって

ございます。 

 今申し上げましたとおり、それぞれ命令書等に基づ

いて手続き、それぞれ通知をしているものでございま

す。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  失礼します。 

 先ほど川又橋場線の舗装のことですけれども、全面

やる予定ではございません。本当の一部部分のみでご

ざいます。 

 馬渡地区、今年度予定しております。馬渡から川又

に行くほうは、まだちょっと手をつける予定ではない

ですので、ご了承ください。 

 よろしくお願いします。 
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○議長（八重櫻友夫君）  ８番砂川利男君。 

○８番（砂川利男君）  私は、この森のトレーの問題

に関しては、ポイントが二つでないかというふうに理

解しているんです。 

 一つは、この5,300万円プラス裁判費用163万円何が

し、これを組合に変わって、裁判に関して補助参加し

たときかかってるわけです。このお金が、どうやって

組合からお支払いをいただくのかという点と、もう一

つは、県が市に対して14億八千百何万円のお金を毎月

請求しているとすれば、久慈市としては、将来にわた

って一切払う気がないのか、あるいは払うとするなら

ば、どういう払い方をしていくのかという、二つにわ

かれるんじゃないかというふうに思ってございます。 

 その中で久慈市としては、県からの請求のある14億

八千百何万円何がしに対する請求に対しては、どのよ

うな話し合いがすすめられているのかお尋ねいたしま

す。 

○議長（八重櫻友夫君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  先ほどもご答弁申し上げま

したが、県から請求されております14億8,100万円ほ

どの金額、これに対して、岩手県と市との協議の中で、

市が回収に最大限努力したと認められる場合は新たな

負担を求めないんだと。要するに、14億8,100万円ほ

どの請求はしないんだということでございます。 

 そこで法的手段、これらをすることによって市の努

力を認めていただけるのかどうか、そこを含めて、今、

県と協議を進めている状況でございますのでご理解を

いただきたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  ８番砂川利男君。 

○８番（砂川利男君）  本来は、この問題は現在の遠

藤市長さんのもとで始まったものじゃないから、質問

するのが非常に気の毒なんですけども。 

 私は、この判例は前にも申し上げたんですけども、

ある一定の勧誘を伴い、その活動が当該施設の継続を

前提とすべき性質のものであるなどの事情が存すると

きは、信義衡平の原則に照らし、当該地方公共団体に

おいては損害の補償などの代償措置を講ずることなく、

施策を変更することは、当事者間の信頼関係を不当に

破壊するものとして違法性を帯びる。最高裁の判例と

して、昭和56年１月27日にこれが出ている。 

 これが私は、このケースに非常に似てると思うんで

す。要するに、国は金を継続してやっていく事業だと

いうことで県を通じて久慈市にお金を12億何千万円出

したものを、だめだから全部引き上げますと。それに

よって、損害が生じたところに対しては、損害措置を

講じることなく、そのようなことを行うことは限りな

く違法性を帯びるという判例が出ているというところ

からすれば、私は、これは有効に国と県に対する抗弁

力になる要素があるというふうに思うんですが、こう

いった部分を活用して、やっぱり粘り強く、市民に負

担がのしかかってこないように頑張っていただきたい。

感想をお願いします。 

○議長（八重櫻友夫君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  この森のトレー問題にかか

わって、市民に負担がないようにということでござい

ます。市としても、そういう気持ちで一生懸命県と協

議を進めてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  それでは、濱欠議員の質問に

関連し、何点か質問させていただきます。 

 まず質問の前に、遠藤市長、３月末から副市長を１

人制、そしてまた、長内区画整理事業の廃止、人口減

対策室等の設置、あるいは12月には多選自粛条例を提

案したいというような、スピード感があるということ

で評価しておりますので、今後ともこのスピード感を

忘れずにお願いたいと、このように思っております。 

 まず、野球場建設にかかわってですが、教育長は前

回と同じように、移転して、新野球場建設したい。そ

れについては、他の競技場も附属させるようにしたい

というような、いわゆる総合運動公園計画になるかと

思いますが、これをしたいと。しかも、市長部局とし

っかり協議していきたいんだという答弁を先ほどやっ

ております。 

 しっかりは、ゆっくりじっくりじゃなく、時間をか

けずにという意味でしっかり進めるように協議したい

ということで私は受け取りたいと思っておりますが。 

 そこで、今、教育委員会としては急ぎ取り組まなけ

ればならない、いわゆる野球場建設、あるいは総合運

動公園整備に向けて取り組まなければならないことは、

教育委員会としては何かということをお伺いしたいと

思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  この新野球場建設等にかか
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わって、今、教育委員会と協議を進めております。 

 その中身は、教育委員会として、野球場を含むいろ

んなスポーツ振興にかかわって、どのような施設が必

要なのか、そして面積、規模、それから概算の経費、

それらについて教育委員会として詰めていただきたい

と。教育委員会の考え方を出してほしいと。 

 そして、それを受けまして、市長部局として、今後、

施設建設にかかわって、窓口、担当部を市長部局に設

置いたしまして、この施設建設の進め方、あるいは財

源の確保等々について、市長の指示のもとに精力的に

進めてまいりたいというふうに考えているところでご

ざいまして、この財源にかかわっては、先ほど来質問

等もございますが、合併特例債、それから新市建設計

画等の見直しも必要です。それから、総合計画への計

上も必要になります。 

 それら含めまして、市長部局に担当部を位置づけま

して、その中で鋭意進めてまいりたいというふうに考

えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  そういうことで、教育委員会

の仕事としてはどういうふうに施設を張りつけるかと

いうのを決めて、市長部局にお願いしていくんだとい

うことで理解しましたので、いわゆる市長と同じス

ピード感を持ってひとつ頑張っていただきたいと思い

ます。 

 そこで、私の考えだと、普通で行きますと、総合政

策部が窓口になるのかと持っておりますが、総合政策

部で受けた場合は、次にやるべきことは何かというの

をまず、細いことですがお伺いしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  窓口については、総合政策

部が一つは考えられると持っております。それと総務

部、それから都市計画課、そして教育委員会等の関係

部署でもって連携して進めていくということになろう

かと思っております。 

 そして、その担当部の決定については、今組織の見

直しを進めております。その中で、新年度にそういう

位置づけをしてまいりたいというふうに考えていると

ころでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  副市長、そうしますと、総合

政策部なり、総務部でやる、あるいは組織を変えてい

くということで進めようとしているということは、来

年の４月にならなきゃ、具体的にそっからは動かない

ということでしょうか。 

○議長（八重櫻友夫君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  組織のほうの位置づけにつ

いては４月からになるわけですけれども、仕事の中身

とすれば、教育委員会では早急に事務を進めてまいり

ますし、内々に担当部について、指示はしております

ので、４月にならなければ仕事が進まないということ

ではございません。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  安心しましたが、そこで今度

は、実際に総合運動公園になりますと、都市計画の公

園としてやるのがいいかと思っておりますが、多分そ

ういう方向で行くか、どうなりますかですが。 

 例えばで失礼ですが、建設部長、市長がそういう施

設をつくるとゴーをかけた場合に何年ぐらいで完成、

供用開始になるか、もしわかったら教えてほしい。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  野球場そのもの、場所にも

よると思います。一概には言えないと思いますが、そ

れが山間部であれば、切るのにやっぱり１年、そして

建物に１年、その前に用地交渉等もあるとは思います

けれども、そして、野球場の場合は芝生の養生に１年

半かかるって聞いています。それから野球場そのもの

の座るところとか、中の調整室等、それらを足してい

きますと、やっぱり４年ぐらいはかかるんじゃないか

と思いますけれども。 

 まだ、場所によってさまざま期間は変わるとは思い

ます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  あと４年ぐらいだと、ぎりぎ

り急がないと、下水道施設として返還してから壊すま

でのその後に使えないような状況になりますので、ひ

とつその辺も計画スケジュールの中には頭に置いてつ

くってほしいと思っております。 

 そこで、前の答弁でも総合運動公園の場所について

は、関係者、関係団体等と協議しながら進めると、聞



－58－ 

きながら進めるということでしたが、その辺はいつご

ろから始めるようになるのか。野球協会としては、い

つでも話に乗りたいと思っておりますし、他の野球関

係者等もそう思っておりますので、どれぐらいからで

きるのかというのをお伺いしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  教育委員会との協議、相談

の中で、ただいまご質問のありました関係団体等々の

意見、聴取、相談、それらについては、今後教育委員

会で進めてまいりというふうになります。 

 建設時期等のお話、先ほど建設部長にご質問ござい

ましたけども、先ほどもご説明申し上げましたが、財

源の確保、それらが重要な課題になります。単純に言

って、土地があった中で、野球場だけで、従前の試算

であれば15億円程度が単純にかかるだろうというよう

な数字も聞いております。そして、それに土地が絡み

ますと、従前の数字であればプラス約10億円ぐらい、

25億円というような数字が出てまいります。 

 さらに、そのほかにさまざまな体育施設というよう

なことになりますと、さらに事業費が膨らんでまいる

ということになりますので、財源の確保の問題を含め

て、やはり慎重に検討していかなければならないとい

うふうに考えております。 

 そうした中で、今の野球場の使用できる期限が限ら

れております。そうした中で、現実的に久慈市に野球

場のない時期が必ず生じるもんだと考えております。 

 そこも含めて、関係の野球協会の皆様方とも相談を

しながら、どのようにして野球の振興を図っていくか

ということについても、相談しながらやっていかなけ

ればならないもんだというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  私は野球場だけというわけじ

ゃなく、教育長も言っている総合運動公園構想的なの

で長期的に計画をもって進めるべきだと思っておりま

すし、天然芝じゃなくて人工芝でもいいというような、

あとあとのことを考えたり、工期を考えればそれもい

いというのもありますから、ぜひ検討の中に入れても

らっておいて、工期等も考えてほしいと思っておりま

す。 

 これはよろしいですが、次の質問は、市道整備で天

田内三日町線についてであります。 

 濱欠議員への答弁では、大型トラック、観光バスが

かなりの量、通行してるというのは私も見ております

し、わかっておりますが、そういうことで、22年度か

ら拡幅をして、岩泉久慈線の取りつけから工事をして

いるということですが、今後も整備は続けるというこ

とで、ぜひこれもスピード感を持ってほしいと思って

おりますが。 

 なぜかと言いますと、ここはやっぱり久慈琥珀博物

館を中心にした観光地であると、岩手県を代表する観

光地だと。これをさらに東北、日本を代表する観光地

に持っていくためにも、ひとつお願いしたいと。雇用

対策なり、人口減対策に結びつく重要な問題であると

いうふうに考えておりますので、ぜひお願いしたい。 

 そこで、私も何回も通ってみておりますが、天田内

三日町線の岩久線の取り付けから、橋を渡るまで工事

してるわけですが、橋のところを渡らないでその反対

側、大沢田川の向かい側に目を向けますと、非常に経

費がかからない、工事費がかからない工事になるとい

うふうに見ておりまして、しかも、橋を一つも渡らな

いで狭いところを広くできるというようなふうに見て

おります。 

 また、その辺の近くの地権者等と話をしても、「市

に協力する」という話をしております。多分、市長も

そういう話をされているのかもわかりませんが、ぜひ

拡幅して、観光地にし、雇用拡大、そしてまた人口減

対策に進めてほしいと思っております。そのためにも

優先的に、重点的に進めるべきだと思っておりますが、

その辺の考えをお伺いします。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  天田内三日町線は琥珀がご

ざいまして、議員おっしゃるように、本当に観光のた

めに大変重要な路線だと思っております。そういうこ

ともありまして、昨年度に続きまして、今年度も拡幅

工事を進めたいと思っております。 

 また、議員のおっしゃいましたとおり、橋を渡らな

いと本当に線形がよくなります。これは、道路をス

ムーズな形で通せるということは、大変いい路線だと

うちのほうでは考えております。 

 これにつきましては、今後さまざま研究してまいり

たいと思いますけれども、何分この中にもかなりの大

人数がいるようです。それらの方もいろいろ調べてか

ら研究してまいりたいと思いますのでよろしくお願い
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します。 

○議長（八重櫻友夫君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  天田内三日町線にかかわら

ず、市道の整備計画あるかと思いますが、市長が変わ

ってから市道整備計画についてどう進めていくか、ど

うかっていうのは協議した経過があるかどうか、お伺

いしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  久慈市内の道路整備につきま

しては、各地区からたくさんの改良のご要望をいただ

いております。本当はどんどん進めたいところなんで

すが、やっぱり肝心の財源の問題がございます。 

 そうは言いましても、建設部のほうと優先順位をつ

けていかなければいけないということで、例えば通学

路を優先するとか、住宅密集地を優先するとか、そう

じゃないところをやらないという意味じゃないんです

けども、そこら辺を含めて、やっぱり優先順位をきち

っとつけて、それに従った、年次計画に従った整備を

するということが必要だろうということで、今、その

作業をしているところでございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  私も元土木課勤務の経験があ

りますのでわかっておりますが、道路整備計画につい

ては、今後何十年、何百年ってかかる、永遠に続くよ

うな事業であります。 

 市長が後援者にこう言われたからこっちをやれとか

っていう政治的配慮は除いて、ひとつ建設部を中心に

した市の、先ほど言いました人口減対策等も含めなが

ら、庁議なり、あるいは別の組織をつくって、本当の

みんながいいと思うような道路整備計画をつくってほ

しいと思いますが、その考えもお伺いします。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  ご指摘のように、整備の順番

等につきまして恣意的であってはならんと思っており

ますので、将来の久慈の町をどうつくるかという観点

から、客観的、公平であるべきだと思っておりますの

で、そういう計画をつくってまいりたいと考えており

ます。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  最後になりますが、市長公約

の実現についてということで、合併特例債あるいはＰ

ＦＩの積極的取り組み等も話がありました。 

 ぜひ、野球場についても研究、検討すべきだと思い

ますし、紫波町は火葬場をつくる、あるいは別のをつ

くるということでＰＦＩの活用をしながら、国の団体

等の表彰を受けているというのが新聞によく出ており

ます。 

 久慈市も、今は復興で仕事が建設業忙しい時期であ

りますが、その分収入もあるだろうということを考え

ますと、この建設業の関係者等のふところを市のほう

にも向けてほしいというＰＦＩ事業にもなるかと思い

ますので、ぜひ、建設事業関係者等との勉強会等も開

いてはどうかと思いますが、どこの業者というわけじ

ゃなく、そういう勉強会等を開くという考えはどうか

と思いますが、お考えをお伺いしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  ＰＦＩにかかわって、この

前ＰＦＩを専門的に研究してる方に来ていただきまし

て、職員向けの研修会を実施いたしました。 

 そうした中で、今から本当にＰＦＩ、どのようなも

のが活用できるのか、それについて勉強していかなき

ゃと思っていました。 

 ただし、今議員さんからご提議ありました業者との

検討会、それについては現時点ではまだ考えておりま

せんのでご了解願いたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  念のためお伺いしますが、そ

ういう勉強会、業者と開いても別に法的に問題はない

かというのを確認はしておきたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  業者の方々と勉強会をやる

ということについては、何ら法的な制限はないかとい

うふうに考えています。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  23番大沢俊光君。 

○23番（大沢俊光君）  濱欠議員の一般質問に関連い

たしまして、何点かお尋ねしたいと思います。 

 まず、１番のところは、質問に対する市長答弁の流

れを聞きながら、一言のワンフレーズで申し上げれば、

遠藤市政の市政刷新、アクションプラン、この展望に

期待するところであります。 

 質問のところで申し上げますと、８番、森のトレー

のところでございますが、私のように民間組織の中の

出身の者からすれば、先ほど負の遺産を十数年たった
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ということですが、市民にも周知する部分もあります

のでちょっと触れたいんですが、15億3,478万5,200円、

財務処理なり、債権、債務の管理の仕方とすれば、全

く民間と違うんです。行政の。 

 というのは、決算期でないと、この数字が出てこな

い。いわゆる市民に周知する公的資料だけです。予算

のときには、これは持ってないわけです。そうすると、

市が回収しなければならいのが予算には出てこない。

民間のようなノウハウで言うと、載せないということ

は回収しないというふうにもとれる。 

 こういうふうな経理は、10年の流れの中で、私も納

得したというのか慣れたということですが、ひとつや

りとりはいろいろありますが、ずっと私も訴えてきま

したし、民間の中で３件ほど訴訟、あるいは裁判にか

かわる案件を対処していましたが、市民が納得すると

いう、あるいは県が納得するという手法は法的手段し

かないんです。 

 この辺をぜひ詰めていただいて、債権者も、債務者

も、私はそのほうが整理がつくと思う。毎月１回ずつ

請求書をいただいてました。それで、その関係者のお

宅へ行って話してました。これ、10年というのでは、

私どもも回収の仕方については、やっぱり議員が何を

やっているのかと、こういう話になりかねませんので、

意気込みをもう一度お尋ねしたい。 

○議長（八重櫻友夫君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  ただいまの議員さんからご

指摘いただいたとおりだと考えております。 

 今、県と法的手段含めまして、鋭意相談をしている

ところでございまして、何とか年度内には方向性をき

ちっと県との協議を済ませて、そして議会とも相談し

て、市としての方向性を決定していきたいというふう

に考えておりますので、ご了解願いたいと思います。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  23番大沢俊光君。 

○23番（大沢俊光君）  ちょっと一旦引き返しますが、

ご期待申し上げます。ぜひそのような手続きをお願い

します。 

 それから、11番の道路行政の中の復興道路②のとこ

ろです。 

 最初に負の遺産の整理の仕方についてやりとりした

わけですが、遠藤市政の新しい展望の中の一つになる

と思って聞きましたが、復興道路にかかって、産直、

具体的に道の駅、取り組みたいと聞いたと私記憶して

ますが、久慈市だけでなく、この辺あたりは広範囲の

中でどこのなるかという場所もあろうと思いますし、

これまでのこれに類似する産直なり、道の駅とのかか

わりの、非常に地域との密着した施設になるというふ

うに期待しているわけですが、この辺の具体的までい

かないと思うんですが、交渉みたいなのがありました

ら、もうちょっと掘り下げてご説明いただければと思

います。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  ただいまの復興道路に関連し

ての産直施設でございます。 

 国は、以前は無料の高速道路でありますのでゲート

がない、トイレに行く方は一旦降りて、用を済ませて

また上がればいいという、そういう発想だったようで

すけども、最近になりまして、やはり利便性を考えれ

ば、それはなかなか利用者の立場から言っても使い勝

手が悪かろうということで、路肩に設置するか、ある

いは別な、一旦降りて施設をつくるかということでご

ざいますけども、私も今大沢議員お話ありましたよう

に、久慈市がつくると。野田がつくって、普代がつく

って、洋野町がつくるというふうになりますと、やは

りそれなりのものしかできないだろうと。 

 将来的に八戸と仙台が５時間で無料の高速道路で結

ばれると。しかも、無料がキーワードだと思っており

ます。遠距離のトラック会社等は、経費をいかに節減

するかという観点から、高速道路の料金が非常に大き

な負担になっておると聞いております。 

 冬場は、三陸海岸、雪が少ないので、そうしますと

トータルで長距離の大型運送の車両はほとんど三陸に

回るだろうと。時間的には若干プラスなんですが、経

費面考えまして、あと気象条件。あとは観光バス、観

光面考えても走りやすい道路が仙台と八戸結ばれると。

たくさんのお客さんが見えると思っております。 

 その際にトイレだけを整備するということではなく

て、その際に食事ができる、あるいは買い物ができる。

ここは海の町ですが、従来からそういった買う場所が

ないという問題がありましたので、そういった施設に

つきまして、少なくとも管内の４市町村、協力して、

それなりの規模のものを整備して、そして、そこに管

内の地域の方が出展するというふうな仕組みにしてい

けば、状況は一変する可能性は大であるというふうに
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考えております。 

 管内町村との意見調整等はこれからでございますけ

ども、これからの利用者を考えましても、八戸で降り

た方が、次はどこで休憩を取るだろうと、そういう観

点から、場所についても客観的に検討進める体制をつ

くって、全線開通に乗り遅れない形でいきたいと思っ

ております。 

 これについても場所の問題だけではなくて、財源の

問題がございますので、４市町村との連携になります

と調整が非常に重要になってくるかと思うんですけど

も、これをぜひ形にして、この地域、本当に経済的に

も、観光面でも一挙に変えていきたいというふうなこ

とを考えております。 

○議長（八重櫻友夫君）  23番大沢俊光君。 

○23番（大沢俊光君）  ご期待申し上げます。 

 機会がありましたら、市町村を、県職をされて、全

県下を掌握されている方なので、あえて釈迦に説法を

申し上げます。 

 復興道路、八戸仙台間ということですが、国の動脈

として、現在、新幹線と東北自動車等が岩手山のふも

とを通ってるわけです。県の施策だか、国の施策だか

の中で、岩手山が爆発するんでないか、あるいは火山

活動が活発だと、こういうことを考えますと、沿岸の

この復興道路というのは、国の施策の中でもまことに

重要だと思うんです。 

 機会がありましたら、ぜひ震災になったから復興道

路じゃなくて、そういう意味合いがあるということも

ご提言していただきたいと思うんですがいかがでしょ

うか。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  今、大沢議員ご指摘のありま

した観点についても、国に積極的に提案をしていきた

いと思っております。 

 財源につきましても、ともすればこれに使える事業

があるとか、ないとかって話なんですけども、この三

陸沿岸の起死回生の転機になる可能性を秘めていると

思っていますので、事業の創設を含めて、国交省、財

務省に対しても働きかけを強めていきたいと思ってお

ります。 

○議長（八重櫻友夫君）  23番大沢俊光君。 

○23番（大沢俊光君）  ぜひ、この重要な三陸復興道

路だということを、機会があるごとに強調していただ

きたいと思います。 

 それから、次は（３）の市道のところの①小袖地区

の保育園と漁村センターのところ、これも、答弁の中

で所要の事務を進めると、100メートル分については

進めたいというふうにとりましたが、市道認定の方向

というふうに捉えていいのかどうか。 

 区長さんをはじめ、実態をお聞きしましたら、いず

れ連担戸数が12戸ぐらいあるのか。そして、もちろん

公的機関の保育園があって、漁村センターが避難所に

なっているんです。ことしの雪のときにも大変だった

と言うんです。 

 常日ごろどういうふうにしているんですかと地元か

ら聞きましたら、みんな総出で共同作業で雪かきをし

てると、ずっとそうしてきたと。こういうことなんで

す。その辺が、100メートルだか拡幅ができているの

でと、こういう話があったんですが、どういうふうに

理解すればいいのか、もうちょっと詳しく教えてくだ

さい。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  市道三崎線から小袖保育園、

漁村センターまでのところでございますけれども、

100メートルほど拡幅した部分、その部分を市道認定

するということで、今から事務を進めるということで

す。 

 これから町内会等とお話し合いを持って、区長さん

のほうにも一応聞いておりますけれども、ここまでは

してほしいということで、漁村センター、こちらまで

の部分について、市道認定していきたいと思っており

ます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  23番大沢俊光君。 

○23番（大沢俊光君）  そこで区長さんとお話もあっ

たり、そういう場があるんですが、市道認定するため

の要件、裏側からずっと行ったら、私、保育園の後ろ

から連担戸数、住民戸数がたくさんあるんです。 

 そうすると、くるっと市道につながる市道認定には

ならないということですね、構造的に。その辺当たり

をいい意味で住民にきちっと教えて、「ここの分はこ

うだ」と「ここの分はこういうふうに残る」というふ

うな意味合いのこともお話いただかないと、私なんか

が行くと「あんた議員だろう」と、「何でここが市道

にならないんだ」「どうしてやってくれないんだ」と、
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こういうような話をされると、大変、法的な、道路交

通法上とか、市道認定の要件とか、住民とのかかわり

の中で今日までできなかったんだが、今度考えてるこ

とはこういうことだというふうな機会を設けるべきだ

と思うんですけれども、考え方を一度お尋ねいたしま

す。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  市道認定に当たりましては、

議員おっしゃりますように地域のほうに入って説明申

し上げて、それから認定のほう進めてまいりたいと思

います。 

 また、そのときには残りの部分、こちらについても

どうして市道認定の規格に合わないかというふうなこ

とも説明申し上げたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  23番大沢俊光君。 

○23番（大沢俊光君）  そこで住んでる関係者でなく、

小袖地区全体がそういうふうなことがわかるような説

明の機会を設けていただくことを要望したいと思いま

す。 

 それから、ちょっと時間があるから戻りまして、７

番、入札関係のところですが、私も関係者の１人とし

ていろいろ心配してましたが、８月21日、一部の入札

が方向づけが示されたと、こういうことでございます。 

 それで、これはちょっと私らのかかわりからいくと、

事業計画の分が入口論のところでかなりずれこんだ部

分があって、工事期間が大変だと思っておったんです

が、やっぱりこの一部の入札が成立したのが２年にま

たがって、最終的には作付が２年できない状況だとい

う話を承っております。 

 そこで、工事そのものは県が主体なわけですが、こ

れができ上がってから渡されて、いわゆる農業振興を

していかなければならないわけです。この辺について、

市のほうに事務局をお願いしてますが、私どもも一生

懸命努力しますが、シフトとして、今後の約70町歩、

野田までを含むわけですが、農道配水入れれば80町歩

にもなるわけですが、ここの振興策について、市の積

極的な姿勢というのも必要、また、私どもも一生懸命

やりますが、その辺の営農の累計、あるいは生産組合

の体制の指導についてどのように考えておられるのか、

ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  米澤農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  大川目地区の圃場整

備後の農場振興策等についての質問でございますけれ

ども、市といたしましても、宇部川地区、そして大川

目の圃場整備実施後の地区につきましては、後継者の

育成等の観点もございますし、さまざまな面で模範と

なるべき重点地区というふうな認識でおります。 

 先ごろですけれども、振興局の農政部、それから農

業改良センター、それからＪＡの久慈統括本部の方と

市と、これからの宇部川地区の今後の整備後の取り組

みについて協議をしてございます。 

 関係者一体になって、地域の方々とも意見を一致さ

せながら、農業経営の安定、それから農家所得の向上、

こういったものに取り組んでいきたいと持っておりま

すので、そのためにも法人となっている組織等にも積

極的なご協力をいただきたいというふうに思っており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  23番大沢俊光君。 

○23番（大沢俊光君）  最後に教育行政のところです

が、先ほど答弁の中で、建設にかかわる総合防災公園

のところで、広報くじのポンチ絵等には、あるいは建

設案に教育委員会がかかわってなかったと、こういう

ことで、ある意味ではびっくりしましたが、今度の新

体制では、今から組織が形になる前から、双方が連携

を取ってやるということに安堵したところでございま

すが。 

 いい意味で理解していただきたいんですが、総合防

災公園の市民に示した2014年の３月、これは市民から

見れば待っている夢なわけです。この辺がもし変わる

部分があったり、変更する部分があるのであれば、私

はある意味でひとつの公文書だと思うんです。 

 ですから、広報官の担当課に任せるんじゃなくして、

やっぱり市民が前市政で夢を持たせた分が別な夢に変

わるのであれば、公文書の扱いについても、訂正とか、

変更とかというのは、しかるべき時期にしかるべき方

法で市民に周知する必要があろうかと思いますけども、

考え方をお尋ねします。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  ただいまのご指摘の点につい

ては、まさにその通りだと思っております。 

 市民の皆様にもしっかり目に見える形でご理解いた

だけるような情報を、どのタイミングで出せるかは、
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これからも若干の検討もあるんですけども、それにつ

いても丁寧に対応してまいります。 

○議長（八重櫻友夫君）  再質問、関連質問を打ち切

ります。 

 この際、暫時休憩いたします。再開は午後３時40分

といたします。 

    午後３時23分   休憩   

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

    午後３時40分   再開   

○議長（八重櫻友夫君）  休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

 一般質問を継続します。 

 次に、創政会代表、桑田鉄男君。 

    〔創政会代表桑田鉄男君登壇〕 

○10番（桑田鉄男君）  私は、第19回久慈市議会定例

会に当たり、創政会を代表して、一般質問を行います。 

 質問に入ります前に、広島、北海道等で発生してお

ります豪雨による土砂災害で犠牲になりました方々に、

心から哀悼の意を表しますとともに、被災された方々

に対し、お見舞い申し上げながら、「災害に強い久慈

市を」との思いをさらに強くしたところであります。 

 以下、通告に従い、順次質問させていただきます。 

 最初の質問は、市職員の採用試験についてでありま

す。いわゆるアスリートとしての活動のみならず、指

導者としても働いていただき、久慈市のスポーツ振興

に寄与するという意味からも、スポーツ枠を検討すべ

きと思いますが、考え方をお尋ねいたします。 

 次の質問は、東日本大震災についてであります。 

 ２点質問いたします。 

 １点目は、各漁港付近の津波到達点への看板設置に

ついてであります。到達点の確認等は行われておりま

すが、いまだに設置されておりません。設置見通しに

ついてお尋ねいたします。 

 また、２点目は、海岸付近を含めた要所要所に電柱

等を利用し、海抜表示をすべきと思いますが、考え方

をお伺いします。 

 次の質問は、火災発生時の分団消防団出動命令につ

いてであります。地区名、地割地番のみならず、付近

にある目標物になり得る建物等も入れていただきたい

との声がありますが、考え方をお聞かせください。 

 次の質問は、広島、長崎への中学生、高校生を平和

大使としての派遣についてであります。平成27年は終

戦から70年、原爆投下から70年となります。広島、長

崎への中高生を平和大使として、平和教育の一環とし

てもぜひ派遣すべきと考えますが、ご所見をお伺いい

たします。 

 第５の質問は、国内自治体との姉妹都市締結につい

てであります。国外のみならず、国内自治体とも締結

を考えるべきと思いますが、考え方をお尋ねいたしま

す。 

 次の質問は、自治基本条例の制定についてでありま

す。地方分権が進む中、自治の基本理念、主権者であ

る市民の権利、まちづくりの主体となる市民、行政及

び議会の果たすべき役割と責務を定めるところの自治

基本条例制定に向けての考え方をお聞かせ願います。 

 次の質問は、市の人口問題対策本部についてであり

ます。全庁体制で検討を進める人口問題対策本部を設

置したが、市の独自施策のみでは厳しい状況にあると

思われます。今後、検討を進めるに当たり、国、県と

どのように連携をしていくのかについてお尋ねいたし

ます。 

 次の質問は、「市長と話そう！ふれあいトーク」に

ついてであります。いわゆる車座方式で市民と意見交

換をする「市長と話そう！ふれあいトーク」の開催状

況、またその成果についてお聞かせ願います。 

 ９番目の質問は、2016年いわて国体開催についてで

あります。久慈市は、軟式野球競技の主会場を返上し

たが、他の７会場地とどのように連携し、また支援し

ていくのかお尋ねいたします。 

 次の質問は、再生可能エネルギーについてでありま

す。当市における導入の状況、そして導入促進に向け

ての取り組み状況をお聞かせ願います。 

 次は、市が実施する各種健康診断についてでありま

す。検診による受診率の差はあるものの、依然として

低いといわれる各種検診の受診率の状況と向上に向け

た取り組みをお尋ねいたします。 

 次の質問は、市民の森散策路の熊対策についてであ

ります。多くの市民が利用している市民の森散策路で

ありますが、三船十段記念館付近にも熊の出没情報が

ある等利用者は危険を感じながらの利用となっていま

す。現在の熊対策の状況と今後の対応策についてお示

し願います。 

 次の質問は、野生動物による農作物被害についてで

あります。ことしの被害状況と対応策についてお尋ね
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いたします。 

 第14の質問であります。中心市街地活性化市民アン

ケートについてでございます。アンケート結果をどの

ように捉え、今後の計画に生かしていくのか。また、

今年度は国への補助申請を見送るとのことですが、今

後どのように計画を進めていくのかお尋ねいたします。 

 次の質問は、久慈街道踏切、大川目街道踏切への歩

道設置についてであります。ＪＲ側の事情で設置がお

くれているとのことですが、早期設置が望まれていま

す。設置の見通しについてお伺いいたします。 

 次の質問は、市道堀切南線についてであります。狭

隘であり、冬季間の除雪も入りにくく、早期改良整備

が必要と考えますが、その見通しについてお尋ねいた

します。 

 最後に、教育長に学校統廃合後の校舎等の利活用に

ついてお尋ねいたします。有効利用がなされていない、

利用しにくいとの声もありますが、利活用に向けた取

り組み状況をお聞かせください。 

 以上で、登壇しての私の質問を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

    〔市長遠藤譲一君登壇〕 

○市長（遠藤譲一君）  創政会代表、桑田鉄男議員の

ご質問にお答えをいたします。 

 最初に、市職員採用試験のスポーツ枠の導入につい

てお答えをいたします。 

 新たに「スポーツ枠」を導入することにつきまして

は、すぐれた競技力と指導力を有する者を職員として

採用することによりまして、市のスポーツレベルの向

上とともに、地域の活性化に寄与することが期待され

るものと考えております。 

 現在、当市におきましては、東日本大震災からの復

旧復興事業への対応や人口減少、少子高齢化の一層の

進行などの多くの課題を抱え、限られた職員をもって、

多様な市民ニーズに対応していかなければならない厳

しい状況にありますが、今後におきましては、スポー

ツ振興の面など、必要に応じて、スポーツ枠の導入な

どについても検討を進めてまいります。 

 次に、東日本大震災についてお答えをいたします。 

 まず、津波到達点への看板設置については、今年度

事業において現在発注済みであり、12月末までに桑畑

漁港ほか13漁港17カ所に設置を予定しております。 

 また、海岸付近の海抜表示についてでありますが、

避難方向や避難場所及び海抜を表示した避難誘導看板

を沿岸の電柱に設置しているところであります。設置

状況につきましては、平成25年度までに220カ所、今

年度は50カ所の設置を予定しております。 

 次に、火災発生時の消防団出動命令についてお答え

いたします。 

 消防団出動命令時に地区、地割地番のみならず、付

近にある目標物等も入れてほしいとのことであります

が、火災発生の通報を受けた後、出動させる分団の部

長以上に対し、久慈広域連合消防本部通信司令室から、

電話回線により合成音声で自動発信される順次指令、

防災行政無線の一斉放送、そして火災発生場所の文字

データに地図データを添付したＥメールの携帯端末送

信の３通りの方法で通知を行っております。このうち、

電話回線による順次指令と防災行政無線の一斉放送は、

装置の仕様上、火災場所が「町名、地割」による伝達

となり、「地割」から「地区や地域」を推定できない

ときは、火災場所の特定が困難な場合もありますこと

から、Ｅメールにおいて、「地区名または地域名や火

災現場付近に目標となる公共施設や民家がある場合は

その名称、世帯主」を通知しているところであります。 

 次に、平和大使の派遣についてお答えいたします。 

 当市は、これまでに非核平和都市宣言を行っている

ところであり、子供たちが広島や長崎を訪れ、戦争の

悲惨さ、平和の大切さを知ることは、非常に意義深い

ものと捉えております。 

 生徒の平和教育という面もありますので、関係部局

と協議を行いながら研究を進めてまいります。 

 次に、国内自治体との姉妹都市締結についてであり

ますが、さきの新政会代表中平議員にお答えいたしま

したとおり、友好都市協定につきましては、これまで

のつながりをさらに深めていくとともに、新たな都市

とのつながりを築いていく中で、姉妹都市提携につき

ましても、前向きに検討を進めてまいります。 

 次に、自治基本条例の制定についてお答えをいたし

ます。 

 制定に向けた考え方についてでありますが、自治基

本条例については、地方自治の原点である住民自治を

推進する観点から意義深いものと捉えており、今後市

民と協力協働のまちづくりを進めるためにも、自治基

本条例の制定へ向けた準備を進めてまいります。 

 次に、市の人口問題対策本部についてお答えをいた
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します。 

 人口問題対策に係る国、県との連携についてであり

ますが、さきの新政会代表中平議員ほかにお答えいた

しましたとおり、県では、去る７月28日に「県・市町

村人口問題連絡会議」を設置したところであり、また、

国では、全閣僚を構成員とする人口減少や少子化など

地方の問題に取り組む「まち・ひと・しごと創生本

部」の設置へ向けた取り組みが進められております。 

 人口問題への対策は、当市のみならず、地域全体の

重要な課題でありますことから、雇用・所得環境の改

善、結婚・出産・子育て・教育環境の整備・充実、Ｉ

ターン・Ｕターンの促進など各施策の相互連携を図り、

全庁を挙げて取り組むほか、この問題を久慈地域全体

の問題と捉え、近隣の市町村や県、国などと連携して

取り組んでまいります。 

 次に、「市長と話そう！ふれあいトーク」について

お答えいたします。 

 この「ふれあいトーク」につきましては、市ホーム

ページ及び市広報で市民に周知を行い、これまでに町

内会や各種団体など４団体からの申し込みがあり、身

近な地域の課題や当市のまちづくりなど、さまざまな

題材について活発な意見交換を行ってきたところであ

ります。その場で出されたご意見につきましては、速

やかに担当課におろし、速やかに対応、回答すること

としているところであります。 

 参加者からは、余り大人数ではなく、車座方式で話

しやすい雰囲気であったなどの感想をいただいており、

好評であると受けとめております。 

 今後も、この「ふれあいトーク」を積極的にＰＲす

るとともに、学校の生徒会やＰＴＡなどとの開催につ

いても働きかけながら、市民の皆様のさまざまな多く

の声を今後の市政運営に生かしてまいります。 

 次に、2016いわて国体開催についてお答えをいたし

ます。 

 軟式野球競技における近隣の他会場との連携と支援

についてでありますが、開催７町村及び各市町村野球

協会と設置している第71回国民体育大会「軟式野球競

技」連絡協議会におきまして、久慈市はこれまでどお

り事務局を務め、開催準備をしっかりと進めておりま

す。 

 今後におきましても、連携の強化を図りながら協議

会運営全般について、協議、検討を行い、競技会の成

功に向けて、これまでどおり幹事市として中心的に取

り組むとともに、必要に応じて、人的、経費的な面に

ついても支援等を行ってまいります。 

 次に、再生可能エネルギーについてお答えをいたし

ます。 

 当市における導入状況でありますが、国の公表によ

りますと、ことし４月末現在で、導入件数426件、導

入容量が5,542キロワットであり、容量につきまして

は、県内市町村中９番目となっております。 

 また、導入促進に向けた取り組みといたしましては、

市として、太陽光発電設備の公共施設への設置や住宅

等への設置補助、久慈地区拠点工業団地・未造成地へ

の大規模太陽光発電導入などを進めておりますほか、

民間事業者や研究機関・団体等が行う取り組みに対し

ましても協力しているところであります。 

 大規模再生可能エネルギーの導入に当たっては、電

力系統への連携可能量の制限や土地利用規制に係る課

題等もありますが、事業者や研究機関等との連携のも

と、課題解決に努め、導入促進に向け努力してまいり

ます。 

 次に、各種健康診断についてお答えをいたします。 

 当市の平成25年度における各種健康診断の受診率は、

国民健康保険特定健診が39.0％、後期高齢者健診が

20.0％となっております。 

 また、各種がん検診については、胃がんが20.2％、

肺がんが31.1％、大腸がんが29.6％、前立腺がんが

28.8％、子宮頸がんが30.2％、乳がんが35.4％となっ

ております。 

 これらの各種健康診断の受診率は前年度の受診率を

上回ったところであります。 

 受診率向上に向けた取り組みにつきましては、現在、

保健推進委員の個別訪問により受診勧奨、休日検診、

子宮頸がん、乳がん及び大腸がん検診の無料クーポン

券事業などを実施しているところでありますが、一層

の受診率向上を図るため、今後、通年での健康診断実

施など新たな取り組みを検討してまいります。 

 次に、市民の森散策路における熊対策についてお答

えをいたします。 

 高舘市民の森におきましては、昨年７月と、ことし

５月に、熊が木に登ったと見られる形跡や早朝の目撃

情報が寄せられております。 

 このため、市では、指定管理者との連絡を密にする



－66－ 

とともに、防災行政無線や看板設置等で注意を呼びか

け、鈴の携行についても周知を図っているところであ

ります。 

 今後におきましても、防災行政無線による注意喚起

等に努めるとともに、高舘市民の森指定管理者や、県

北広域振興局との連携を図りながら、追い払い等の対

策を講じ、利用者の安全確保に努めてまいります。 

 次に、農作物の野生動物被害についてお答えをいた

します。 

 被害状況についてでありますが、今年度８月26日現

在、熊によるデントコーンなどの農作物被害件数が７

件となっております。 

 対応策といたしまして、熊の目撃情報や、農作物被

害があった場合は、防災行政無線による注意喚起を行

うとともに、動物駆逐用煙火を使用した追い払いを実

施しているところであり、防除対策を実施した上でも

被害が続く場合は、県北広域振興局を通じて、有害鳥

獣捕獲申請を行い、わな設置に努めております。 

 また、被害防止を図るため、電気柵設置に係る一部

経費を助成する有害鳥獣防除対策事業を実施している

ところであります。 

 次に、中心市街地活性化市民アンケートについてお

答えをいたします。 

 アンケート結果を捉えた今後の進め方につきまして

は、さきの新政会代表中平議員にお答えいたしました

とおり、市民の意見をできるだけ反映させるためには、

改めて検討を要するものと捉えております。 

 今後は、市民が求めている、真の意味でにぎわいを

創出するまちづくりのための整備計画の策定について、

丁寧に検討してまいります。 

 次に、久慈街道踏切及び大川目踏切の歩道設置につ

いてお答えをいたします。 

 まず、久慈街道踏切の歩道設置につきましては、以

前から東日本旅客鉄道株式会社と協議を進めてきたと

ころでありますが、避難道路に係る２カ所の踏切拡幅

を今年度に行い、久慈街道踏切は、来年度に工事を実

施することで、協議を進めているところであります。 

 大川目踏切におきましても、歩道設置の必要性は認

識しているところであり、これら先行事業の進捗状況

を見据えながら検討を進めてまいります。 

 最後に、市道堀切南線の改良整備の見通しについて

お答えをいたします。 

 当該路線は、平成12年に市道認定された延長506.7

メートルの市道であります。 

 改良整備につきましては、市道全体の整備状況や財

政状況などを勘案しながら検討してまいります。 

 当面は、敷き砂利等路面の適切な維持管理に努めて

まいります。 

 以上で、創政会代表、桑田鉄男議員に対する私から

の答弁を終わります。 

 11項各種健康診断についての答弁におきまして、後

期高齢者健診の受診率を20.0％と申し上げましたが、

20.8％と訂正をお願いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  加藤教育長。 

    〔教育長加藤春男君登壇〕 

○教育長（加藤春男君）  創政会の代表、桑田鉄男議

員の学校統廃合後の校舎等利活用についてのご質問に

お答えをいたします。 

 学校再編等により閉校となった学校は、これまでに

９校であり、そのうち、他施設に転用したのが１校、

民間事業者等に貸与しているのが２校、取り壊しとな

ったのが１校となっております。 

 残り５校につきましては、地区のスポーツ活動、伝

統芸能の練習などに活用されておりますが、引き続き、

施設の有効活用が図られるよう、地域の方々の意見、

要望を聞きながら、協議、検討してまいります。 

 以上で、創政会代表、桑田鉄男議員に対する私から

の答弁と終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  再質問、関連質問を許しま

す。10番桑田鉄男君。 

○10番（桑田鉄男君）  何点か再質問させていただき

ます。 

 最初に、市職員の採用試験スポーツ枠のところにつ

いて、お尋ねをしたいと思います。 

 答弁は、必要に応じて検討してまいりたいというこ

とでございました。 

 いずれ、久慈市には、特に柔道、野球等でも有望、

有能な人材があります。ただ、今の状況は、他に流出

をしていると、そういう状況にあるわけでございます

ので、いずれそういう方に残っていただくという意味

からも、この枠を検討していただきたい、検討すべき

と思います。いずれ、毎年じゃなくても、何年かに１

人でもいいと思いますので、こういう枠があることに

よって、スポーツを一生懸命取り組む、そういう方も
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出ると思いますし、有効にそういう方を活用できると

思いますので、この仕組みだけは早くつくっておくべ

きかなと、そういうふうに思いますが、再度お尋ねを

します。 

○議長（八重櫻友夫君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  スポーツ枠について、何年

間に１回でもいいから、計画的にそういう枠を設けて

採用し、スポーツ振興にも寄与すべきだというご提言

でございます。これについては、市長の答弁の繰り返

しになりますけども、今後スポーツ振興の面において

も重要な点であるというふうに考えておりますので、

必要に応じて、今後どのようなことができるのか、研

究してまいりたいと思っております。 

 他市では、実際に盛岡市ですか、実際にこのスポー

ツ枠での採用もしているところもございますので、そ

れらも参考にしながら今後研究してまいりたいと考え

ております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  10番桑田鉄男君。 

○10番（桑田鉄男君）  前向きなご答弁です。いずれ、

早期にこのことについては検討していただきたいと思

いますのでよろしくお願いをします。 

 あと、２番目の震災の関係の海抜表示です。 

 これにつきましては、いずれ、他の市町村でもいろ

いろ取り組んでおるようでございます。そういうこと

が見受けられます。いろいろ工夫をしてるなというふ

うに感じたのは、看板といいますか、電柱等に表示を

しているんですが、下半分がある会社の名前等が入っ

ているところもございます。これは恐らく、財源を得

るためにスポンサーになってもらったのかなと、そう

いうふうこともございます。大変いいことだなと思う

んで、いずれ箇所等につきましてもこういうことも検

討をしながら、できるだけ多くの場所に表示、設置が

されるように取り組むべきと思いますが、再度お尋ね

をします。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  海抜表示のことについて

ご提言いただきました。業者等からスポンサーになっ

てもらって表示看板をふやしていったらどうだろうか

というご提案でございます。久慈市の場合は、久慈市

が効果促進事業を使って整備をしてきたわけですけど

も、今後におきましては、そのような方法についても

導入を検討してまいりたいというふうに考えておりま

す。 

○議長（八重櫻友夫君）  10番桑田鉄男君。 

○10番（桑田鉄男君）  次に、火災発生時の分団消防

団への出動命令についてでございます。 

 先ほどいずれいろんな方法を、３通りですか、方法

を使って命令をしているということだったんですが、

実は、侍浜で、たしか６月、７月か、火災が発生した

んですが、そのときに、たまたま広い町内だったんで、

どこどこ地区の何地割って言ったから、他から応援に

来てくださった分団も違う方向に行ったと。地元の分

団でも、たまたまそこを通っていく分団とか班の人は

わかったようですが、わからなかった部分が大分あっ

たようです。どこどこ地区の何地割だけでは大変だっ

たんで、近くに中学校があったんで、侍浜中学校付近

って言っていただければ、直線100メーターぐらいな

んで、もう少し早く消防団の人たちも駆けつけられた

のかなと、そういう話が付近の方からございました。

そういうことで、できるだけ、防災行政無線ででそう

です、分団の方々には３通りの方法でお知らせをして

いるようですが、差しさわりが何かあれば別ですが、

そうでなかったら、やっぱりどこどこ付近、大抵のと

こは目標物があると思いますので、そういうふうにす

べきと思いますが、再度この点についてお尋ねします。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  火事の場所の通知方法に

ついてですけれども、先ほど市長のほうからもお答え

しておりますが、最終的に、地図情報が入った通知に

ついては、文字データに地図データを添付したＥメー

ルの携帯端末送信の方法で行っていると。これが、地

図データが入った指示になります。 

 それで、防災無線については、地割地番だけの仕様

になっておりまして、その目標物等については放送で

きないということでございます。この仕様の変更、お

金はかかるんですけども、それについても検討してい

かないと、今の状況は改善できないのかなと。 

 例えば、地図データをつけて送信しても、メールが

混み合ってるとなかなか受信できないっていうような

状況もあろうかと思います。最初の順次指令、第１報

について、その仕様を変更をして目標物等を入れられ

るように改善できないか検討をしてまいりたいという

ふうに思います。でないと、これはなかなか改善でき
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ないのかなというふうに思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  10番桑田鉄男君。 

○10番（桑田鉄男君）  いずれ、今の件ですが、法的

なものとかそういうので制約がなく、いわゆる仕様の

変更等であるのであれば、早期にこれもぜひ改善をし

ていただきたいなと、そういうふうに思います。 

 あと、国内自治体との姉妹都市締結です。これも午

前中からいろいろ議論をされてます。いずれ、合併の

前に、旧山形村、今の山形町が小金井市といろいろ何

か友好的な関係にあったと聞くんですが、合併後はど

ういうふうになってるんでしょうか。ご承知しておる

のであれば、お聞かせをいただきたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  小金井市とのつなが

りでございますけども、平成15、６年ごろから旧山形

村通じまして交流が始まりまして、そして、現在は４

月上旬に桜まつり、それから９月の下旬から10月の上

旬になりますけども、お月見のつどいとかそういうイ

ベントに久慈のほうから行って出店するような状況で

す。 

 また、ことしからですけども、商工会議所それから

観光協会での民間交流のスタート、失礼しました、去

年からですが、そういう分での民間交流もスタートし

てると聞いております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  10番桑田鉄男君。 

○10番（桑田鉄男君）  そういう、手がかりといいま

すか、そういうふうなのがあるのであれば、いろいろ

相手方とも協議をしやすいのかなと、そういうふうに

も思います。ぜひ、これは歴史のある、まあ10年ぐら

いになりますか、そういうふうなことのようですので、

これにつきましても協定を結ぶところまで持っていけ

ればいいのかなと、そういうふうに思いますので、前

向きにご検討いただければ、と思います。 

 あと、「市長と話そう！ふれあいトーク」について

でございます。要請、要望があったのが４カ所、先ほ

どの答弁ではそうでした。それで、総じて好評であっ

たとのことのようでございますが、これまでの市政懇

談会、これとのかかわりはどうなるのかなと思ってま

した。というのは、この「市長と話そう！ふれあい

トーク」についても部長等も同行しているという状況

のようでございますので、従来の市政懇談会とのかか

わりはどうなるのかなということをお尋ねをします。 

○議長（八重櫻友夫君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  まずは、姉妹都市の

ほうの部分でございますが、今議員お話のとおり、教

育旅行のつながり、小金井市とか、あるいは闘牛つな

がりとか、あるいはこないだ提携しました議会友好の

つながりとか、それ以外にも先ほどの質問等でもあり

ましたが、海女つながりとか、白樺つながりとかいろ

いろなつながりございますので、あらゆる部分をきっ

かけに積極的に検討を進めていきたいと考えておりま

す。 

 それから、「市長と話そう！ふれあいトーク」につ

きましては、これまでの市政懇談会につきましては、

並行して行うということで、実際には今月の末から10

月、11月にかけまして、市内11カ所でこれまでどおり

の市政懇談会を行う。あとは、ふれあいトークにつき

ましては、申し込みがあり次第、あるいはこちらから

働きかける場合もありますが、丁寧に対応していきた

いと考えております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  ふれあいトークについて、部

長が出てるんですが、政策担当の部長が広報担当とい

うことで出ておりますので、基本は私が話をして、政

策の部長がいて、あと広報担当の職員がつくと、そう

いう少人数体制で対応しております。 

○議長（八重櫻友夫君）  10番桑田鉄男君。 

○10番（桑田鉄男君）  わかりました。 

 市政懇談会についてはこれまでどおり実施をすると

いうことのようです。この「市長と話そう！ふれあい

トーク」については今のところは要望があったところ

をやっているので、そこそこの人数は集まってるのか

なと、そういうふうに思いますが、これまでの市政懇

談会、いろいろ工夫をしながらやっていただいている

ようなんですが、２桁に満たない人、人数しか集まら

なかったとか、そういうこともあるようです。 

 いずれそういうことで、これはどういう方法がいい

のか、逆に、今総じて好評だという「市長と話そう！

ふれあいトーク」のほうがいいのか、その辺もあわせ

てご検討いただければと思いますし、市政懇談会もい

つも同じような人、それも少人数でしか集まらないと

いう状況にあるようでございますので、この方法、人
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集めという言い方は当たらないかもしれませんが、た

くさんの人に出ていただくようにやらないと、せっか

く開催をしても余り意味がなかったというふうにもな

るのかなと、そういうふうに思いますので、その辺の

考え方についてお尋ねをします。 

○議長（八重櫻友夫君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  ただいまのご指摘ありまし

たとおり、市政懇談会について、昨年も参加者が少な

いような状況がございました。そして、今年度新たに

遠藤市長が就任しまして、このふれあいトークという

ことで、団体のほうから申し込んでいただいて、そし

て、それに対して市長が出向いて話し合いをしていく

という形でふれあいトークを進めている状況でござい

ます。 

 そして、次に、市政懇談会ということで、その地区

に市の幹部といいますか、今年度は、市長、副市長、

教育長が出ていると。そのほかに部長が何人か出ると

いう形でもって、今年後は当局側の出席者を書いて、

対応したいというふうに考えておりました。 

 この市政懇談会については、その地区に当局側が出

向くということで今考えておりますので、これについ

ては今年度、ふれあいトークと市政懇談会、並行して

やって、そしてその後にいろいろ検討し、どうあれば

いいか考えていきたいというふうに考えておりますし、

また、この参加者に対しての周知の仕方についても、

前には世帯回覧でやって、なかなかに周知徹底されな

かったという部分等もありますので、この周知の仕方

について、どうあればいいか、そこも含めて検討し、

今後実施していきたいというように考えております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  10番桑田鉄男君。 

○10番（桑田鉄男君）  いろいろ検討しながら、せっ

かくの懇談会でございますので、大成功に終わるよう

にしていただきたいと思います。 

 さっき、一つ飛ばしたんですが、通告の７番目の市

の人口問題対策本部についてでございます。ある地域

の方々との懇談会で、遠藤市長は、いわゆる、この人

口問題、若い人たちを地域に残っていただくには、答

えはもうおのずから出ていると。いわゆる、それは、

安定して働ける場所をつくることだと遠藤市長言及を

されております。私もそう思うんですが、そういうこ

とからすれば、県では７月の末に市町村連絡会議を設

置しておりますし、市でも早々にこの人口問題の対策

本部を立ち上げたということは、大変評価に値するな

とそういうふうに思ってます。 

 今、内閣改造があしたですか、行われるようですが、

地方創生の担当の大臣も置くやに聞いております。そ

ういうことからすれば、県の連絡会議なり、そちらの

ほうとも連携をしながら、いわゆるその若い人方の働

く場、受け皿となる企業誘致なり、新たに業を起こす

ほうの起業、そこら辺も積極的に取り組んでいければ

なと思います。 

 いずれ、もうこれは全国的な課題でございますので、

早く手を挙げたほう、早く動いたほうの勝ちだなと、

そういうふうに思いますので、スピード感を持って、

このことについては取り組んでいただきたいと思いま

す。考え方をお尋ねします。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  この人口減少問題にいかに対

応するかでございます。 

 私は国政、国がもっと果たすべき役割が大きいと思

っております。新聞等におきましても、企業の地方分

散を進めるためには、税制面でもやっぱり地方に移転

した企業に優遇策を税金面でも講じるべきじゃないか

なと思っています。 

 そうはいいましても、国が国がと言ってる場合では

ありませんので、久慈市においていかに、安定した雇

用先をつくって、共稼ぎもできる、そういったために

は、子育ての環境対策もしっかりつくらなければいけ

ないと思っております。 

 課題は、やらなければならないことはそれだと思う。

問題はその各論部分です。いかに安定した雇用先を確

保するか、あるいは起業しようという若い人たちをい

かに育てるか、で、そのためには農業をどうするか、

水産業をどうするか、林業をどうするか、商店街の後

継者育成はどうするか、シャッターを上げるにはどう

するか、まさにその各論を各部局のほうに、今宿題と

しておろしておりまして、その各論が出てこないと、

その大もとの若者の定住対策が進まないというふうに

思っております。 

 若い方がしっかりとどまっていただかないと、集落

が高齢化して、もう動けなくなってきてるというお話

もあちこちで指摘されてますので、そのために、若者

がいかに地元に残れるか、そのためには、子供たちが
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一人でも多く産まれる町にはどうするか、各論部分の

実践にかかっていると思います。 

 議員の皆様にもぜひ積極的にかかわっていただきま

して、地域をどうするか、久慈をどうするか、一緒に

考えて動いていただければと思っております。 

○議長（八重櫻友夫君）  10番桑田鉄男君。 

○10番（桑田鉄男君）  いずれ、教育であったり、働

く場とかいろんな分野から有期的に連携をしながら、

協議をしていく、検討していくということのようです

ので、そちらについてはご期待を申し上げますし、私

どももいろいろ、できる面での情報提供なりをしなが

ら取り組んでいきたいなと、そういうふうに思います。 

 あと、質問項目の10番目、再生可能エネルギーにつ

いてでございます。 

 ちょっと聞いたんですが、予算化もされておったと

思うんですが、久慈バイオマスエネルギー、こちらの

事業が若干何か難しいといいますか、おくれているの

かなというふうに聞いたんですが、その辺についてお

尋ね申します。 

○議長（八重櫻友夫君）  米澤農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  バイオマスエネル

ギーに関係のご質問でございますけれども、議員さん

今ご指摘のとおり、事業若干おくれているというとこ

ろでございます。 

 それで、事業自体、今年度限りの事業ということが

ございまして、今、県、それからその事業者さんにお

いて、いろいろ県のほうと協議をしている段階でござ

います。いずれ、事業を実施することについては、事

業者主体も意欲的でございますので、今後その有効な

事業といいますか、事業の、何て言ったらいいでしょ

うか、その事業が完了できるように、有効な手段を模

索といいますか、している段階でございます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  10番桑田鉄男君。 

○10番（桑田鉄男君）  ちょっと、今の件なんですが、

ちょっと聞くところによりますと、大変心配をしてい

る方もあるようです。第二の森トレにならないのかな

というふうな声もあるので。実は、私もこの事業は大

変いい事業だと思うんで、積極的に進めていただきた

いと思ったんですが、そういう声があるのも事実でご

ざいます。いろんなことで、おくれてるのかなと思う

んですが、もし、具体的なおくれている要因、そうい

うのについてお聞かせいただけるのであれば、お答え

いただければと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  米澤農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  その要因ということ

でございますけれども、一つは林地開発という手続の

関係で、その部分が若干当初予定よりおくれていると。

その許可がおりなければ、そこの部分、次の段階に進

めないということがございまして、その手続のおくれ

等が主な要因。あとは、その年度内に事業が完了でき

るかというところでの、期間的な工期の問題というふ

うなことで、事業を今現在、これまで考えてきた事業

で進められるかどうかというのを検討し、事業者とそ

れから市等で協議をしているところでございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  ただいまの部長から主な要

因ということで、林地開発、その部分でおくれている

と。今、手を挙げておりますのは環境省の補助事業と

いうことで、それは３月31日までに完成しなければな

らないという、その期間的な制約がございます。そこ

で、事業者は経産省のほうの、今新たな補助事業、内

容は同じでございますが、それについて、今、関係す

る業者とそして国と、今協議を進めているということ

でございまして、事業者はこの事業そのものはやって

いくんだということでございます。それらの方向性が

出るのに若干の時間が今必要だということで、市とし

ては、方向性が出る部分を見守っている、そういう状

況でございまして、その事業そのものができないんだ

ということではなくて、補助、期限の制約等があるこ

とから、今、補助を申請しているものについて、検討

し、新たな国からの補助導入の部分で今検討を進めて

いるということでございます。 

 主な理由としては、林地開発の許可が今、おりてな

いということでございます。新たな経産省の事業につ

いては年度を越えてもできるという、そういう性質の

ものでございますので、そちらのほうに向けて今検討

を進めているという状況でございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  10番桑田鉄男君。 

○10番（桑田鉄男君）  どうもわかりにくくなったよ

うな感じがするんですが、いわゆるその環境省国庫補

助が出る分は環境省から経産省に移ると。あと、いず

れその補助申請をする場合、この林地開発、これは恐
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らく県で出すと思うんですが、それが出て、補助申請

をするという手順ではないんですか。その辺の手順に

ついてお尋ねをします。 

○議長（八重櫻友夫君）  米澤農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  申請につきましては、

その補助金の交付決定等も必要でございます。林地開

発の許可をとってから申請をするということではござ

いません。手続的に林地開発の審査期間も相当時間を

要するというふうなことで、今現在許可がおりてない

状況でございまして、今後その完了期限もございます

ので、協議をしているというふうなことでございます。 

 それから、先ほど副市長の環境省というお話がござ

いましたけれども、林野庁のほうの事業関係の補助で

ございますので、訂正をさしていただきたいと思いま

す。 

○議長（八重櫻友夫君）  10番桑田鉄男君。 

○10番（桑田鉄男君）  いずれ、この事業をぜひとも

できるように、できる限りの努力を市としてもしてい

ただきたいなということを要望をしておきます。 

 あと、市民の森散策路における熊対策です。 

 先ほど答弁の中では、去年、ことしも熊の目撃情報

が近くであったということで、鈴の携行とかそういう

のをお話をしているということのようなんですが、大

変ユニークな発想だなと思ったんですが、ここを利用

している人です、聞きますと、休日なんかには、四、

五十人とかの人が利用をしているということのようで

す。それで、ところどころに鐘をぶら下げといてもら

えないかなと、設置をしていただけないかなという声

がございました。そうすれば、そこを通った人がそれ

を、そこに行ったときに鳴らしながら、散策をする、

散歩すると。そういうなユニークな発想かなとそうい

うふうに思うんですが、そういう話をしている方がご

ざいました。実際、まあ、これであれば、余りお金が

かかるわけでもないし、可能かなと思うんですが、そ

の辺についてお尋ねします。 

○議長（八重櫻友夫君）  米澤農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  市民の森の熊対策に

ついてですけれども、私もそのようなことを有効では

ないかなというふうにも考えております。公園の入り

口に三船記念館、日中であれば、記念館のところから、

例えば、熊鈴を借りて公園に入るというふうな、そう

いうふうなことができるのではないか。あるいは、記

念館が休館日の際は、その一定の場所に熊鈴を自由に

持って公園に入れるようなそういったことが考えられ

るのではないかなというふうにも思っておりましたの

で、今後研究、検討してみたいというふうに思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  10番桑田鉄男君。 

○10番（桑田鉄男君）  16番の市道堀切南線について

お尋ねをしたいと思います。 

 先ほど市長からの答弁で、平成12年に市道認定をさ

れた506.7メーターの延長のある路線だということで

ございました。当面は敷き砂利等で対応したいという

ことのようですが、いずれ、ちょっとこの路線は狭い

ところなんで、冬季間の除雪もなかなか入りにくいと

いうことで、去年でしたか、あの地域で市政懇談会を

やったときに、立木を何とかしてほしいという話があ

って、伐採をしてもらったと。そういうこともあるよ

うです。この路線は、久慈拓陽支援学校と連担する集

落、そして侍浜駅のほうから連担する集落等を結ぶ路

線なわけでございまして、いずれ、大変、これが改良

されますと、支援学校のほうに行くにも近くなります。

大分時間も短縮されると思います。平成12年からとい

うことで、何年になりますか、もう10年以上たってお

りますし、いずれ、緊急度、優先度という言葉もござ

いますが、この地域の人にすれば、緊急度、優先度と

もども高い路線でございますので、早い時期に改良整

備に着手をしてほしいと、そういうふうに思いますが、

考え方を再度お尋ねをします。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  当該路線は養護学校の生徒

さんたちがよく通るっていうことで重要な路線だとい

う認識は持っております。 

 昨年度、立木を切って広げたというのを聞いており

ます。ことしも敷き砂利をして、車がすれ違えるよう

なところ、ちょっと工夫してみたいというふうに思っ

ております。 

 また、整備そのものにつきましては、これは久慈市

全体の中で財政状況等を勘案しながら、今後とも整備

に努力してまいりたいと思いますので、よろしくお願

いします。 

○議長（八重櫻友夫君）  ２番下川原光昭君。 

○２番（下川原光昭君）  桑田議員の一般質問に関連

をして、関連質問をさせていただきます。 

 先ほどの10番の再生可能エネルギーの件ですけども、
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申請先を変えて今やっているということなわけですけ

ども、年度をまたいでもできる事業だということです

けども、その許可の見通しというのはあるのかないの

かをまずお聞きしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  米澤農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  ただいまのご質問で

ございますけども、新たなところへの申請については

まだ行っていないところでございます。そのように聞

いております。現在、協議をしている、事前の協議と

いいますか、そういった段階でございますので。 

 協議はしてございます。ただ、正式なものというこ

とでは現在にはなってないというところでご理解いた

だければと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  ２番下川原光昭君。 

○２番（下川原光昭君）  申請はこれからだというこ

とですけども、先ほども質問者が言ってましたけども、

森のトレーのようなこと、事例にならないようにとい

うお願いと要望だと思うんですけども、やはりそこら

辺協議をしている最中だとは思うんですが、ぜひこの

事業が遂行できるように、ぜひ、途中で折れるってい

うことのない、ぜひよろしくお願いをしたいと思いま

す。 

 次に、11番の各種健康診断についてなんですけども、

各町内会にも健康保健委員、または健康推進委員がい

るわけですけども、その活動の内容についてお伺いを

いたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  和野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（和野一彦君）  健康診断にかかわっ

て保健推進委員の役割ということでございますが、各

町内に、市内で保健推進委員は180名ほどございます。 

 受診の勧奨ということで、個別訪問をして受診のお

願いもしてますし、あと、保健に関する啓発活動、こ

ういうのも行ってもらっております。こういうふうな

活動を通じながら、市内全体の保健活動の推進にご協

力をいただいているという状況でございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ２番下川原光昭君。 

○２番（下川原光昭君）  この保健推進委員とか健康

長寿というのは午前中のも中平議員さんからも質問が

あったわけですけども、教育民生で、佐久市、小諸市

に行政視察をしたわけですけども、あしたの小野寺議

員さんにものせておりますので、そこには余り触れな

いようにはしたいなとは思っておりますので、ご理解

をいただきたいと思います。 

 この長野県は過去において日本一の脳卒中だったり、

短命の県だったということでありましたけども、この、

今部長がお話しした推進委員の方々の、これは、市が

お願いしてやったのじゃなくて、みずからが、自分た

ちが、みずから立ち上げた保健推進委員だったり、保

健指導委員活動だったりしているわけですので、行政

が指導すればだめだというわけじゃないんですが、ぜ

ひ連絡協議会等も立ち上げて、スーパーとか、地域は

当然やってるわけですけども、各行事、久慈市もこれ

から産業まつり等があるわけで、受診の必要性等をぜ

ひそこでもＰＲできるものと私は思っておりますし、

あと、ＰＴＡ。ＰＴＡというのは子育ての最中の方々

でありますので、毎日、毎年のこの健康管理、子供の

子育てに、生活習慣病にならないような取り組みも、

このＰＴＡもいろんな啓発ができると思いますし、ま

た学校も当然あるわけで、そういうとこでぜひ、地元

だけに限らず、こういう各イベント等があるときに、

今180人の数える保健推進委員の方々がいるわけです

ので、一つ一つそういうイベント等、また地域に、全

員とは限らないわけですけども、班を編成したり、そ

ういうことをしながら、病気になってから病院に行っ

たり、予防するのじゃなくて、いずれ健康を保つため

の受診という考え方で取り組むべきではないのかなと。 

 岩手県が７月に脳卒中ワーストを発表をしたわけで

あります。その原因等久慈市にも私はあるもんだなと

思っておりますけども、その考え方についてお答えを

お願いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  和野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（和野一彦君）  やはり、健康寿命の

延伸というものは、日常の食生活の改善、あるいは適

度な運動とか、あるいは小さいころからのこの食生活

の改善というものが大事になってくると思います。こ

れにつきましては、保健推進委員、あるいは食生活改

善推進委員もございます。これらの方々と連携しなが

ら、そしてこれらの方々の自主的な活動も支援をしな

がら、行政、それから、これらの団体、学校等連携を

しながら、健康寿命の延伸を図ってまいりたいという

ふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ２番下川原光昭君。 
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○２番（下川原光昭君）  この健康、長寿の３要素は、

食事、運動、生きがいということだそうであります。

食事は、今、部長のほうからもお話があったとおりだ

と思いますし、あと運動ですね。長野県も雪国であり

ますし、冬場のこの運動不足、または部屋が寒くて、

それこそ血管が縮むということの原因で脳卒中が多い

ということだそうでもありますし、生きがい、生きが

いはやっぱり必要だと思います。これから敬老会、敬

老の日があって、敬老会シーズンになるわけですので、

その高齢者の方々がうちから出て、やっぱり人と話す

のが生きがいだとか、散歩の日中がリズムになってる

とかというのを、ぜひこの生きがいについても、高齢

者の方々が必要な要素だと思っております。 

 いずれ、そういうことで、受診率が先ほどの答弁で

向上しているということでありますので、ぜひそうい

う取り組みをますますして、久慈市も長寿の市になる

ようにお願いをしたいと思います。 

 あと、15番の久慈街道踏切、大川目踏切になります

けども、先ほどの答弁で、今年度、湊小学校からまっ

すぐの避難道路についての踏切の改良がされるという

ことで、久慈街道踏切が若干おくれたというのがあり

まして、来年度からの着手ということで、それについ

ても、非常に交通量、歩行者、各高校の生徒、あと買

い物客等、非常に交通量の多い地域でありますので、

早期に完成するようにぜひ努力をしていただきたいと

思います。 

 大川目踏切については、今なかなか整備の見通しが

立ってないというお話でありますけども、この大川目

踏切についても、公共施設のある踏切です。図書館、

中央公民館、体育館等、公共施設のところには人が集

まるわけですよね。それで、車１台しか通れない道路

幅員になっておりまして、歩行者、自転車の方が車が

通るまでそこで待ってなければならないという事態は

もう確認はしてあるかと思いますけども、やはり冬場

の雪道等々もありますので、やはり早急に、せっかく

前後が幅員が広げたのだから、それとつなげれば歩道

の確保が私はできるなと思っておりますけども、お答

えをお願いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  大変申しわけありません。

先ほどのバイオマス事業の件で、追加で説明をさせて

いただきたいと思います。 

 今、本申請に向けて、事業者は国に対して事前協議

中であるということでございまして、本申請について

は、９月19日まで申請するんだということでございま

す。そして、国からの交付決定が11月上旬の見込みで

あるということで国から聞いているということでござ

います。そしてこの市の補助金については、前払いは

しておりませんので、ご了解願いたいと思います。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  久慈街道踏切それから大川

目踏切でございます。 

 久慈街道踏切につきましては、７月２日に踏切につ

いての計画書に伴います現地立ち会い、これのほうを

行っております。予定どおりいきますと来年度事業し

て、歩道が設置できるのではないかというふうに考え

ております。 

 また、大川目踏切につきましても、議員おっしゃい

ましたとおり、市の図書館それから体育館等が隣接し

ております重要な路線だとも思っておりますけれども、

これにつきましても今現在ＪＲのほうはかなりの混み

合っているというふうにお伺いしております。特にも、

県南のほうの踏切拡幅等、かなり混み合っているとい

うふうに聞いておりますけれども、これにつきまして

も今後ともＪＲのほうと協議を進めてまいりたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  ２番下川原光昭君。 

○２番（下川原光昭君）  この大川目踏切につきまし

ては、東北人は粘り強いわけですので、部長のほうか

らも粘り強さを発揮して、早期に歩道着工して安全を

確保してもらえるようにお願いいたします。 

 今、途中で副市長のほうからもありましたけども、

11月の決定ということですので、ぜひその予定どおり

になるように望むところであります。 

 あと、３番の火災発生時の消防団の出動の件ですけ

ど、消防本部が３年ぐらい前に、いろいろな改善をし

て非常にスピーディーな消防団指令ができるようにな

ったわけですけど、私も一消防団員の一人なんですけ

ども、いずれ大きいサイレンが、お知らせありますよ

ね。あのときは長靴履いたり、半天着たりという準備

に入るんですよ。そうすると、自宅の電話に出動とい

うのがありますけども、それに出てるような暇はない

んですよね。そういうことで、夏井もそうだったし、
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侍浜もあって、夏井があって、この前門前であって、

夏井と門前は出動ということになります。そうすると、

今のように準備に入るわけです。そうすると、なかな

か自宅の電話とれないという状況になるんですよ。そ

うすると、防災無線を聞きながら、どこのとこと何番

地だというのを聞きながら行くんですけども、はて、

広さが広過ぎると、夏井町も広いわけで、何地割、何

番地、何号だと言われても、なかなかに行き場所さえ

定められないということで、ポンプ車に乗ってから再

度消防のほうに目標物をぜひ教えてほしいというのは

聞いて、その間中に聞いていくわけですけども、いず

れ、何というんですかね、今、先ほどのあれでも、夏

井町でも第２分団、あとは侍浜は８分団の方々も出動

するわけで、その方々は何地割、何番地ってやっぱり

わかりづらいんですよね。その中で、今ＧＰＳで受話

器をとった人がわかるはずですよね。携帯でもそうな

はずだし。そうすると、そこに目標物が多分上から見

れるんじゃないかなと私は思ってるんですよ。何番地

というのは確かに出てくるわけで、衛星受信で、そう

すると大きい建造物は私はわかるような気がするんで

すが、そこら辺確認したいんですが。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  Ｅメールの携帯端末への

送信は、文字情報プラス地図情報で、分団の部長以上

に対して送信になっているようです。私も見せてもら

いましたけども、それについては、地図の地図上に赤

い点で火災現場を表示してあるというような状況でご

ざいます。で、一斉放送を聞きながら、火災現場に駆

けつけるというようなことでございますけども、一斉

放送ではプライバシーの部分もあるんですけども、近

くの目標物、これを一斉放送っていいますか、順次指

令、第一報の部分で入れられればその目標物に到達し

やすいのかなというふうに思うので、その部分につい

て、広域連合との関係も出てくるかもしれませんけど

も、目標物を入れれるような順次指令ができればいい

なというふうに考えているところでございます。それ

に向けて検討したいということでございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  18番下舘祥二君。 

○18番（下舘祥二君）  桑田議員の質問に関連さして

いただきまして、一つだけお伺いしたいと思いますが、

教育委員会にお伺いします。 

 先ほど、学校の統廃合後の校舎が９校とおっしゃい

ましたが、これは分校は入っているんですか。ちょっ

とそれお願いします。 

○議長（八重櫻友夫君）  小倉教育次長。 

○教育次長（小倉隆喜君）  学校再編の９校というこ

とでございますけれども、これは、麦生小中学校、霜

畑中学校、枝成沢小学校、繋小学校、日野沢小学校、

戸呂町小学校、荷軽部小学校、侍浜小学校角柄分校、

山根小中学校となっております。 

 すみません、小中学校は一つ、山根は小中で１校に

なります。 

○議長（八重櫻友夫君）  教育次長。 

○教育次長（小倉隆喜君）  侍浜小学校の角柄分校は

１校といいますか、麦生小中学校、霜畑中学校、枝成

沢小学校、繋小学校、日野沢小学校、戸呂町小学校、

荷軽部小学校、侍浜小学校の角柄分校と山根小中学校

の９校になっております。 

○議長（八重櫻友夫君）  18番下舘祥二君。 

○18番（下舘祥二君）  そのうちの３校が活用されて

おると、民間そして地域から。そして１校が解体して、

残りの５校がまだ使われてない状態のようですが、こ

れ、見通しはいかがですか。 

○議長（八重櫻友夫君）  この際、本日の議事日程終

了まで会議時間を延長いたします。 

 小倉教育次長。 

○教育次長（小倉隆喜君）  残りの５校ということで

ございますけれども、これらの５校につきましても、

それぞれの地区で、スポーツあるいは集会として使っ

たりしております。１カ所だけ繋小学校だけは活用さ

れていない状況でございます。 

 見通しのほうは、これからも地元の方々の意見、あ

るいは市役所内部での利活用の募集、あるいは民間等

の利活用の募集等していきたいと考えております。 

○議長（八重櫻友夫君）  18番下舘祥二君。 

○18番（下舘祥二君）  この利用に関して、先ほど新

政会のほうの質問の中で出てきておりました、公共施

設と総合管理計画の策定要請っていうのは、これは４

月に何か来ているようでございます、総務省のほうか

ら。これの中で、そういった校舎も利活用できるよう

にっていうことで、先ほどのやりとりで詳しい補助率

等も出ておって、非常に有利な、これ、あれだなと思

って見ておりましたが。こういったものを活用して、

今後利活用していくっていうのは、そういった方法が
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あると思うんですが、お考えをちょっと伺いたいと思

います。 

○議長（八重櫻友夫君）  小倉教育次長。 

○教育次長（小倉隆喜君）  廃校舎につきましては、

これからも、地域はもとよりですけれども、先ほどの

公共施設の活用等についても、一緒になって検討して

まいりたいと考えております。 

○議長（八重櫻友夫君）  18番下舘祥二君。 

○18番（下舘祥二君）  ぜひこの計画にのせていただ

いて、そういった旧校舎、まだ廃屋にするのはもった

いないというような部分があるわけですから、大いに

活用して、何らかの、地域のためなり、また一般の

方々の会社とかそういうものに活用していただくとい

うことが大事なことだと思いますので、その点ひとつ

よろしくお願いいたします。 

 市長のほうからひとつお願いします。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  こういった閉校になった校舎

は、山形町の物件につきましてもまだまだ使えるとい

うものもございますし、山根小中学校に至っては、本

当にもったいないという話がありますので、今の、外

からの方で利活用計画を立てたいというそういうふう

なご意見もいただいておりますので、基本は地元だと

思ってるんですけども、せっかくの建物は有効活用さ

れないではもったいないので、ぜひこれについても地

元の方も入っていただいて、前向きに取り組むべきも

のと思っております。 

○議長（八重櫻友夫君）  再質問、関連質問を打ち切

ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    散会   

○議長（八重櫻友夫君）  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５時01分   散会   
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