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開  会 

午前１０時００分 開会 

○委員長（工藤小百合君）  おはようございます。ただいままでの出席は21名であります。定足数に達してお

りますので、ただいまから予算特別委員会を開会します。本日は３月10日に審査を繰り越しました４款衛生費

から７款商工費までと、８款土木費から14款予備費及び歳入までを審査します。発言及び答弁は、一問一答方

式でお願いします。発言の時間については質疑、答弁を含め１人20分としますので、質疑、答弁とも簡潔明瞭

にお願いします。 

──────────────────────── ○ ──────────────────────── 

付託事件審査（１）議案第１号 令和３年度宮古市一般会計予算  

○委員長（工藤小百合君）それでは初めに、４款衛生費から７款商工費までの審査を行います。松本委員、その

次は落合委員です。松本委員。 

○委員（松本尚美君） おはようございます。予算説明書の57ページです。まずは一昨日途中で終わりましたけ

ども６款農林水産業費、２項林業費、２目林業振興費の中の７地域木材利用住宅推進補助金ということでやり

とりをさせていただきましたが、まずお答えいただいた分についてはこの額を見直すというお答えいただいて

おりますけれども、加えて私はそれぞれ所管ごとに事業があるわけですけれども、この地域木材をどうするか

と、やはり多く使っていただきたい。地域内経済循環も当然関連すると思うんです。それから川下から川上ま

でというこの山を、森林資源をどう活用するかということですね。だから様々なポイントがあると思うんです

が、まずはこの建築というか建物ということで考えますと、キーワードとすれば、今言いましたように地域木

材を多く使っていただいて、山に、森林にお金が回るようにという目標があるわけですけども、やはりこの移

住定住にも当然関連するんですね。例えば住宅を建てる、それからこの家屋に限定していますけれども、住宅

に限定していますけれども、やっぱりその事業活動、経済活動に伴って、建築する建物も当然あるわけです。

だから、期待するんであればそれぞれ目標はあると思うんですけれども、キーワードをある程度もう少し寄せ

集めて、これ耐震の問題も当然絡んできますし、さっき言いましたように地域振興も絡んできますし、どなた

かが触れていましたけども、省エネ住宅といったものにも絡んできますね、空き家対策にも絡んでくるわけで

す。ですから、そういったことをパッケージにしてトータルとしてどういう施策といいますか、事業というか

補助事業があればより有効かということを、やはり、ばらばらではなくて集められるものを集めてパッケージ

として考えていく必要があるんじゃないかと思うんですが、部長どうでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 伊藤産業振興部長。 

○産業振興部長（伊藤重行君） はい。やはり委員おっしゃるとおりだと思います。それぞれの部・課ごとのそ

れぞれの目的に沿ってだけ動くんじゃなくて、やはり今後の林業の振興だけではなくて、地域内経済循環であ

ったり、今エネルギーのほうでの省エネ等もございます。またその対象となるのが一般住宅のみでいいのかと

いう部分もあろうかなと思いますので、その事業の目的がそれぞれ違うんだけども、一緒になってできるとこ

ろは当然手を組んでやる必要はあろうかなと考えております。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 

○委員（松本尚美君） ぜひこれ早急に、いろんなビジョンをそれぞれが縦割りでつくっていますけども、やは

りトータル的にこのウィンウィンで、市民事業者も活用してもらい、そしてメリットがある。そして森林にも

当然メリットがある。そういった地域の経済の建築であれば、建築関連の事業者の方々にもメリットがあると、
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そういったことをやっぱり追求していく必要があるんだろうなと思いますから、ぜひ産業振興部が中心になっ

てこの企画にいくわけに行かないんで、企画の仕事は横断的な話なのかもしれませんけれども、ぜひ企画が中

心になって所管外の部分もあるかもしれませんが、パッケージを検討していただきたい、進めていただき、期

待したいと思います。これはこれで終わりにします。それではちょっとこまいところで申し訳ないんですけれ

ども、56ページです。戻っていただいて、６款農林水産業費、２項林業費、２目林業振興費の４番ですね。こ

れナラ枯れ被害がどんどん広がっている、内陸にも影響を及ぼしていると。そしてその枯れたナラを伐採して

薫蒸したり、消毒したり場合によっては搬出して焼却するとか、そういった対策をしていると思うんです。私

は先行伐採もありうるんではないかと思うんです。要は今枯れてはいないけれども先行して伐採してそして防

御線といいますか、そういった部分をつくっていく。そして、枯れたものではなくて先行伐採したものは、場

合によっては活用できる可能性がある。そこはどうでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 飛澤農林課長。 

○農林課長（飛澤寛一君） はい、すいません。ちょっと先行伐採っていうのは私ちょっと初めて聞いたので、

ちょっと有効性についてはわからないですが、言っている意味はよくわかります。ちょっと考えていきたいと

思います。内陸に広げないようにというのが１番の目的だと思っておりますので、もう北上はやや宮古を越え

てしまっておりますので、いかに内陸に侵入させないかということだと思っております。その先行伐採が有効

であれば取り組んでいきたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 

○委員（松本尚美君） 言葉はね、先行という言葉がいいのか、予防という言葉がいいのかわかりませんけれど

も、いずれその枯れてしまうと利用価値がないんですね。ですから、樹齢といいますか、重ねていくと当然こ

れは利用できるんであれば可能性が大きいわけですし、そのあと植樹をする。またこれはまた別件だと思うん

ですけども、そういったことで山に放置されてる部分を大半ですね、この白浜街道を走っていても目に見える、

これだったら可能ではないか、搬出ができる位置にあるな、場所にあるなと思っても放置されてるんですね。

これはもう枯れているからそれを材価としては何も価値がないということですから、当然見向きもしないわけ

ですね。ですからそういったことを前提なんですけれども、ぜひ研究して、これ早めに手を打てるのであれば、

所有者とのやりとりも当然あろうかと思いますけれども、ぜひ進めるべきだと思います。次に61ページです。

６款農林水産業費、３項水産業費の２目になりますか、アワビの部分で栽培漁業推進事業があります。これ私

はマスコミ報道を通じてしか知り得てないんですけれども、やっぱり陸上養殖ですね。これと事業そのものが

イコールではないんですけれども、せっかくこのアワビの稚貝をつくって、そして海に放流するこのことを否

定していません。でも、このアワビを通年出荷して対応していくためには、私はこういうアワビの種苗を生か

して、そして陸上養殖につなげていくっていうことも私はやっぱり研究すべきだと思うんですね。そこはどう

検討されていますか。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木水産課長。 

○水産課長（佐々木勝利君） はい。松本委員ご提言のとおり、養殖に向けて考え方を進めていくというのは必

要なことではないかと思っております。ただ現実として今具体的にその話が進んでいるかといえば、まだ具体

的に話が進んでいない現状ではあります。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 

○委員（松本尚美君） その海面養殖もそうですし、今陸上養殖でホシガレイをやっていますけれども、どんど
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んサケなりですね今まで宮古市場に水揚げされたものがどんどん減っていって、もう何とかしなきゃいけない

という、本当に追い詰められた状況でスタートしているんですね。私はそうではなくて、やはりそれは100やっ

て100の事業化ができることじゃないと思うんですけども、可能性があるものについては、もうどんどん積極的

に行政が主体でやることではないのかもしれませんけれども、やっぱり声がけをして、そして進めていくって

いうことも私は必要な時期ではないのかなと。ちょっと遅きに失してる感はありますけれども、いずれこうい

った海面養殖、陸上養殖ですね、これ何やるかウニやカキに関してもそうなんですね、もう先進地については

これもう事業化して、採算がとれるっていうレベルまでいってるわけですね。だからこの宮古にある資源をど

う活用していくかということは、もう早め早め、先手先手を打って挑戦していかなきゃならないんじゃないか

なと思います。部長どうでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 伊藤産業振興部長。 

○産業振興部長（伊藤重行君） やはり近年の水揚げの減少から考えますと、つくり育てる漁業のほうに当然シ

フトしていかなきゃならないという気持ちでございます。それに向けて今トラウトであったり、ホシガレイで

あったりと。ウニの部分についても磯焼け対策の絡みもございまして、その陸上でという畜養のほうも、現在

手がけているところですけれども、やはり確かに先手先手とやっぱり漁協と一緒になって、どういうふうに今

後やっていかなきゃならないのかという部分を話合いながら、他地域に負けないような漁業をつくり上げてい

く必要があると認識しております。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 

○委員（松本尚美君） 産業立市ビジョンをトータル的に更新するというか、それぞれまた個別のビジョンもあ

るんでしょうけど、そういったところに何ら構想力もないんですね。だからそういったものをしっかり入れて、

もう聞けば総合計画にのっとってとか、かつては新市建設計画にのっとってとかそれぞれ産業振興ビジョンに

のっとって、計画的に継続しながら取り組むとあるんですけれども、そこにフィードバックしてしまうと、そ

こにないものがほとんど手がつかないという状況ですよね。だからどんどんビルドアンドスクラップじゃない

ですけども、時代に合うようにやっていかなきゃならないんじゃないかなと思いますから、これは私も20数年

ぐらい前、陸上養殖も海面養殖、特に陸上養殖はどうですかっていう声をかけたんですが、ほとんど見向きが

されてないんですね。加えてこの通年出荷するため鮮度保持含めて、ＣＡＳシステムなんかも提言しているん

ですね。要は額としても量が掛け算の世界で１万円の事業を生産性を生み出すために100万も200万もかけても

これは無理な話ですから、今度は100万円かけてそれをどう1,000万円にするのか、2,000万円にするのか、そう

いったことをやはり念頭に置きながら、やるためにはどうしてもパッケージ、もうほんとうにくどいようです

けどパッケージとして考えていかないと。ですから、１つ１つ課題解決していくっていうのはわかりますけど、

まずパッケージを持って、そして構想を持って１つ１つの事業をどう並行して進めていくか、いけるか。場合

によっては優先度もあるだろうとは思いますけれども、目標は１つなんですね。だからそこをぜひ期待したい

と思います。もう発想を切替えていただきたい。だから可能なものはもう限りなく調査研究して、そして実施

する部分は小さくでもいいですけども、計画的にどうすれば成長するか。そういったことを官民一体となると

いうことも当然必要です。残念ながら宮古の場合はほかの先進事例を見ても、これは失敗するか失敗しないか

どうなるかわかんない。それを見極めてからどうするかを判断する。石橋をたたいても渡らないという傾向に

あると思われますので、ぜひこういった栽培漁業に関して、つくり育てるという部分、これは品目こだわらず、

そしてそれを通年出荷するためにはどうするのか、そういった部分も含めて進めて行くべきだと思います。ど
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うですか。 

○委員長（工藤小百合君） 伊藤産業振興部長。 

○産業振興部長（伊藤重行君） はい。本当に既存の計画だけにとらわれてやってきたっていう部分は否めない

なと思います。やはり先日も申し上げましたけれども、全ての仕事においてですね、チェンジといいますか、

チャレンジと申しますか、そういうスタンスで、ビジョンに時間をかけるんじゃなくて、もうそこを同じ方向

に向くのはもう見えていますから、やれるところから怖がらずに挑戦していきたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 

○委員（松本尚美君） それでは59ページです。６款農林水産業費、２項林業費の２目薬師塗工芸館運営事業で

す。これも以前にもちょっと提言も含めてさせていただきましたが、何ら変わらない部分なんです。これから

この106号が高規格化して直線化して、このやまびこ館というのは非常に大きな、私は拠点ポイントになるのか

なあと思っていました。この薬師塗工芸館をどう活用するかという部分です。ただ単に今までのらでん細工で

すか、チョンさんの部分ですかね、それを見ていただくっていうだけではなくて、本来であれば、これは歴史

的に川井村時代、どこまで遡るかわかりませんけれども、やっぱり漆っていうやっぱり産業があったのかな。

それに基づいて漆工芸館というのが今あるのかな。だとすればじゃあ漆を産業化するのかしないのかも含めて、

そういったこの工芸館をどう活用していくかということは、これは補助金の絡みがあってその目的外使用が

云々というものもあったかもしれませんけれども、これ本気になって考えていかないとこれは負の遺産になっ

てしまうと思いますが、これは川井総合事務所長さんに聞くっていう部分じゃなくて、トータル的にはどうで

すか本庁で対応する部長さん、総務部長いないのかな。 

○委員長（工藤小百合君） 菊池企画部長。 

○企画部長（菊池廣君） はい。確かに以前、国道106号沿いにあったものをやまびこ館のほうに移設して、それ

で利用の状況が多少はよくなりましたが、また低くなってきているという部分がございます。トータル的にや

はり薬師塗漆工芸館自体を本当にどうしたいのかっていうのを考えていかなければならない時期なのかなと思

っております。今まではらでん細工の販売がなかなか出来なかったのを、来年度からやまびこ館のほうでも販

売をするというような方向で、幾らかそういった売上げのほうには行きつきますけれども、そもそものそうい

った漆を産業化するっていうこと自体をちゃんと考えていく、どこの部分をどう伸ばしていくかっていうのを

考えていかなければならないのだと思っております。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 

○委員（松本尚美君） ４月１日以降、部長も異動になるかもしれませんが、いずれそういったのはですね、１

年１年の年度替わりで云々じゃなくて、やはりマジにこれ考えてどう生かすか、これを期待したいです。ちょ

っと時間なくなりますから65ページです。７款商工費、１項商工費の２目商工振興費の中の産業立市ビジョン

です。これ先ほども言いましたけれども、産業という構成しているのは、支援センターが中心になってやって

いるのかなと、事業はやっているのかなと思うんですけれども、これ農業だって水産業だって別対応になって

いますけども、これだって産業なんですね。だからもうそういった縦割りではなくて、水産であれ農業であれ

林業であれ、そういったものをやっぱり包括した取組をしていく必要があるんじゃないかなと私は思うんです。

じゃあ水産農林は別ですよというんじゃなくて、産業となればね、この立市ビジョンをぜひパッケージでとら

えるべきだと思いますし、またこれをコーディネートする人材ですね、いろいろ呼び名はプランナーとも称す

るかもしれませんし、マネージャーと称するかもしれない。そういった人材の確保ですね、こういった部分も
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市内を中心に当然探していただきたいし、対応していただきたいんですけども、ちょっと一般質問でも触れた

部分、一般質問で触れなかったかな。今、国の制度も出てきております。地域おこしリーダーという、名称は

地域プロジェクトマネージャーという名称になっていますけども、そういった人材を広く確保して、そして担

っていただく、１人でいいかどうかこれは国は１人っていう部分で新年度から対応するようですけれども、宮

古市は複数必要だというんであれば、それなりに人材をどう確保していくか。これをやはり今日いらっしゃる

皆さんいっぱい業務を抱えて、もうそれに集中出来ないっていう部分もあるかもしれませんので、片手間では

これ出来ませんので、企業誘致を含めて、だからそういった人材を確保、これについては企画部長なんでしょ

うかね、産業立市ビジョンだから伊藤産業振興部長かなと思いながらも聞いていますが。 

○委員長（工藤小百合君） 伊藤産業振興部長。 

○産業振興部長（伊藤重行君） はい。まさしくこの産業立市ビジョン、今までですと、総合計画に書いてある

のをそのまま踏襲してなんら同じこと言ってんだなというふうな状況でした。やはりここら辺も改めまして、

各その分野別のビジョンを取りまとめて、そしてそのいろんな人材の活用であったり、多分今後新たなコロナ

の部分のような危機管理の部分もつけ加えていかなきゃならないんだろうなという気がしますけれども、今ま

でにない産業立市ビジョンをつくり上げたいと思っています。 

○委員長（工藤小百合君） 次は落合委員。その次は竹花委員です。落合委員。 

○委員（落合久三君） 説明資料46ページ。４款衛生費、１項保健衛生費、４目公害対策費。前前日ちょっと中

途半端で終わったんで、ここでは２点だけ聞きたいと思います。再三課長のほうから、悪臭防止法の規定も引

用しながら説明があって、今後市として規制をかけていくと、規制区域に指定していくということが述べられ

ました。そこで一つは、確かにこの悪臭防止法の第３条には、市長は悪臭防止の必要があると認める地域は指

定しなければならないというふうに規定しています。そこで聞きたいのは、昨日今日の問題でないっていうの

を各方面から意見出ているんですが、なぜ今回規制地域に指定するっていう判断自体は遅きに失したとはいえ、

当然だと思うんですが、聞きたかったのは、なぜこれは規制地域の指定がここまで延びたのかという原因をち

ょっと説明お願いします。 

○委員長（工藤小百合君） 北舘環境生活課長。 

○環境生活課長（北舘克彦君） はい。ここまで延びたのかというよりも今回なぜそういう経緯に至ったのかと

いうところでちょっとお話をさせていただきたいと思うんですが。これまでも悪臭につきましては、近隣の方々

からのお話をいただいて、その都度その事業所のところに出向いてお話をしておりました。今回の10月に田老

の町の中心部のほうまで臭いがいっているというふうな情報を我々が受けまして、それが非常に重要な重大な

ことであるということで、今回調査をして、指定をしたいというふうな経緯に至ったものでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 落合委員。 

○委員（落合久三君） それであともう１点は、地域を悪臭防止の対応が必要だというふうに判断をして、規制

をかけることは全く異議なしなんですが、今後の見通しとして、同僚議員もどなたかが指摘しましたが、どう

いう見通しを持っていますか。なぜかっていうと、この前の質疑のときに、例えば脱臭のための機械が昨年11

月に直したと、ところが今年の１月になったらまた不具合が生まれた。要するにどのぐらい本気で直したのか

っていうのが問われるようなことが繰り返されてきたので聞くんですが、これは今もう直っているんですか。 

○委員長（工藤小百合君） 北舘環境生活課長。 

○環境生活課長（北舘克彦君） 直っているのを確認してまいりました。 
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○委員長（工藤小百合君） 落合委員。 

○委員（落合久三君） はい。そこを確認した上で次に進みたいと思います。53ページ、６款農林水産業費、１

項農業費の53ページの１番下、道の駅やまびこ館管理運営事業。ここのところで指定管理料が触れてあって、

業務の内容として、やまびこ産直館及び周辺施設等の管理というふうに書いてあります。これは総合事務所の

所長に聞いたほうがリアルでいいのかなと思うんですが、私たちも盛岡に行くときはあそこに結構寄るんです

が、建物の外づけでもともとあるトイレ、ここを利用した遠くから来た人の話。トイレがとても他の道の駅の

トイレと比べてあまりにもお粗末じゃないかということを観光客と思われる人から聞いた人が、私にそういう

話をしてきました。それが１人２人だけじゃないと。そこで聞くんですが、あそこの外づけにして使用をして

きているトイレは、いつつくったもので、最近何か改修工事やったんでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 田代川井総合事務所長。 

○川井総合事務所長（田代英輝君） やまびこ館の屋外トイレということだと思います。築20年を経過したとこ

ろというところでございます。特に改修はしてございませんが、中の便器等は洋式化、ウォシュレット対応と

いうような形のトイレでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 落合委員。 

○委員（落合久三君） 今、洋式になってウォシュレットも備え付けてあるっていうことに関してですが、この

私に電話をよこした人は、こういう表現でした。私も見に行こうと思っていてちょっと時間なくていってない

で、それで聞いているんですが、「ぽんと上にウォシュレットの装置を載っけたような感じだよ」っていう話

でした。これからどんどん三陸沿岸道路、盛岡縦断西道路も整備されて、そして一方では素通りされてしまう

かもしれないという懸念も一方である中で、どうやったら少しでも多くの人に踏みとどまってもらうかという

ことを考えたときにね、もうちょっときちんとしたトイレにする必要があるんじゃないかという趣旨だったん

です。それで聞いているんですが、今ウォシュレットになってる、洋式になってるっていうのは、最初からそ

うだったんですか。 

○委員長（工藤小百合君） 田代川井総合事務所長。 

○川井総合事務所長（田代英輝君） 途中改修工事がございまして、後づけでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 落合委員。 

○委員（落合久三君） はい。積極的な意味で交流人口を確保する観光客が来たときに、不快な思いをさせない、

他の道の駅の施設トイレと比べてあまりにも見劣りする、この方はそういう表現でした。見劣りがするという

ことだったんで、ぜひ検討してもらいたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 菊池企画部長。 

○企画部長（菊池廣君） はい。やまびこ館のトイレの関係は、11月に行われましたタウンミーティングのほう

でも新里地区の方からご意見いただいております。宮古盛岡横断道路が完成して、やまびこ館のところが寄り

やすい位置によりなってくるので、やはり停まっていろいろ所用を足すのが多くなると。まして、遊具もつく

りましたので、そこに遊びに来る方も多くなるだろうということが予想されます。この施設に関しては、計画

的にどういう時期にというのを早く見直していって進めなければならないのかなと思っております。 

○委員長（工藤小百合君） 落合委員。 

○委員（落合久三君） ぜひお願いします。検討してください。次に60ページ６款農林水産業費、３項水産業費、

２目水産振興費の前前日、同僚議員も聞いたんですが、廻来船誘致対策事業。前回の同僚議員の質問に内訳を
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聞いたのに対して課長のほうからは、ここで北海道、東北地区等への誘致を行うと。端的に言えばサンマ船の

誘致であるという説明だったと思うんですが、これはその考えは現瞬間も変わってないですか。それが駄目だ

とは私も思いませんが、そのサンマ船の誘致っていうのは、相当私はそれが駄目だっていうんでない、サンマ

もいっぱい獲れてほしいし、そうあってほしいんですが、同時にいろんな東北水研なんかがもう出している知

見によれば、そこにあまりこうこだわりすぎるっていうのはやっぱりちょっとどうかなっていう思いがあるん

で聞いているんですが、前回の課長の答弁をもうちょっと、理由を説明してください。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木水産課長。 

○水産課長（佐々木勝利君） はい。廻来船誘致対策事業につきましては、やっぱり前回も佐々木清明委員の質

問に答弁したとおり、今回の北海道、東北と主なものはやはりサンマ船であるという認識は変わりございませ

ん。ただ去年、廻来船誘致対策事業を実施はしたんですけれども、コロナの影響でやっぱりその誘致活動が思

うように出来なかったということがございましたので、新年度につきましては、そういう状況が続いておりま

すけれども、やはりサンマ船を中心に展開していきたいなというふうに現時点では考えてございます。 

○委員長（工藤小百合君） 落合委員。 

○委員（落合久三君） 課長が１番詳しいわけですが、昨年のサンマの水揚げは２万9,000トンと、史上最低が２

か年連続して更新していると。もうとんでもないサケ以上にとんでもない低迷状況に入っていると。船主にも

私も１回だけ聞いていますが、新聞にも載ったように、北海道の根室を出発した船でも危なく1,000キロ離れた

ところ、要するにもう公海上ですよ、排他的経済水域、日本だけが出来るのをはるかに飛び越えて、1,000キロ

から1,500キロ沖の公海上でないとサンマがいないと。それも獲ったはいいが、もう本当に小さいし数も少ない

というのを大事なことは、東北水研のこれは巣山 哲先生っていう長年ずっとグループ組んでやっている研究

員がここもう数年見通しが全く立たないと。その理由は、サンマは夏から秋にかけて南下して、そしてあとど

こに行って産卵するかっていうと、本州九州のこの岸の近場の深いところで産卵をして、そして、大きくなっ

て北太平洋にまた行ってプランクトン食べながら、また夏から冬、秋にかけて南下してくるっていうんですが、

この産卵場自体が従来の産卵場にほとんどいない。これはもう明確なんですよ。どこで産卵しているかってい

うと、やっぱり従来の1,000キロも1,500キロもずっとハワイまでは、そんなには行かないですが、ずっと離れ

たところで産卵をしているようだと。そこにはプランクトンの量が全く少ないために、そもそも大きくなれな

い状態で北太平洋に北上をして戻ってきている。そこまでもう発表されている以上、私は廻来船誘致、サンマ

も来てほしいんですが、そういう一定のみ見込みが立つところに重点的にっていうのはやっぱり見直すべきだ

と私は思うんですがどうでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木水産課長。 

○水産課長（佐々木勝利君） はい。落合委員のご意見、ご提言もそのとおりだとは思います。ただ、この廻来

船を誘致するに当たっては、行政だけではもちろん出来ない。やはり中心になるのは魚市場を中心に、買受人

とか問屋さんとか含めた全体関係する皆さんが考え方を統一して、それでもって受入れ体制を整えて廻来船を

受け入れるということにしなければならないということです。そこが今のところ、サンマを受け入れる体制は

整っておりますけれども、巻き網とかその他のほかの魚種を受け入れる体制が今整っているかって言えば、な

かなかそうなっていない現状がございますので、まずはそっちのほうをずっと検討はしておりますけれども、

なかなか思うようにいってないのが現実でございます。今受け入れる体制が整っているサンマを中心にという

ことで、新年度も進めなければならない。もちろん巻き網ほか、その他の廻来船の魚種についての受入れ、あ
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るいはその誘致っていうのも考えて進めて同時に進めていきたいとは思っております。 

○委員長（工藤小百合君） 落合委員。 

○委員（落合久三君） はい。是非、やっぱりいろんな研究機関がずっと追っかけていますから、その到達して

いる研究調査を含めた意見ね、当然。そういうものもちゃんとこう誘致協議会で共有して、判断をすべきだと

思います。次に62ページ、６款の農林水産業費、３項水産業費の今松本委員も触れた海面養殖陸上養殖のこと

で次の点を質問したいと思います。海面養殖のほうですが、トラウトサーモン、これを去年どなたか同僚議員

が聞いたのに対して水産課長の答弁は、豊洲市場に行ったときに関係者から、いや宮古市さん、宮古市さんて

言ったかどうかわかりませんが、トラウトサーモンの類いは全国どこでもやってますよ。これを一定の市場で

占めるようにするためには差別化、宮古ならではっていうのをやっぱり工夫しないと難しいと思いますという

意味のことを言われたっていう答弁を課長はしてます。私も全くそうだと思うんです。そこでそういうのを踏

まえて２つ聞きます。１つはトラウトサーモンは近い将来、要するに事業化っていうことを検討、見越して、

近い将来何万トンぐらいの生産をすべきだと思っていますか。目標値。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木水産課長。 

○水産課長（佐々木勝利君） はい。この目標数値につきましては、なかなか難しいとこがあるんですけれども、

まず一つは漁業権がまだ免許されていないので現実的に事業化が進めないというのがございます。この漁業権

が免許された後に事業主体になる宮古漁協がどのように増やしていくかというところを、我々も一緒に相談し

ながら進めていきたいと思いますけれども、今、去年が成績として51トン700キロ上がりました。今年は種苗を

20トン入れて５倍想定で100トンの水揚げを見込んでおります。今現在マックスでそこまでしか生産出来ない状

況ですので、それを漁業権免許、あるいはその後の考え方でどのように増やしていくかというのは、宮古漁協

と相談しながら進めていきたいと思っています。 

○委員長（工藤小百合君） 落合委員。 

○委員（落合久三君） 先ほど松本委員も別な意味合いで、別なテーマで言ったんですが、やっぱりこれだけ３

大魚種がもうどんどん水揚げが落ちているもとで、やっぱりこれはこれでとても重要なやっぱり事業化の対象

だと思うので、そういう意味では今年の取組を踏まえた上で、中期的にって言った意味はすぐっていうつもり

はないですが、やっぱり積極的な事業化に向けての目標を持って、やっぱりみんなの英知をそこに結集すると

いうふうにぜひやってもらいたいと思います。時間がないので終わります。 

○委員長（工藤小百合君） 次は竹花委員です。その次は、西村委員です。竹花委員。 

○委員（竹花邦彦君） はい、委員長。私は７款商工費では、１つ目に区界高原観光資源活用事業、そして閉伊

川流域振興事業についてお聞きをしたいと思っておりますし、５款労働費では、移住支援事業、そして時間が

あれば離職者等資格取得訓練・就職支援事業について少しやりとりをさせていただきたいと思っております。

最初に予算説明資料68ページ、７款商工費、１項商工費、３目観光費の中の区界高原観光資源活用事業200万円

についてお伺いをいたします。ここでは事業説明では、道の駅区界高原を基点として区界の魅力発信をして集

客力を高める、そして交流人口の増加を図るためのモデル事業として実施をすると、こう記載をされてありま

す。そこで最初にお伺いをしたいのは、モデル事業としているわけですが、とすればこの事業は新年度だけな

のか、それとも２年３年という事業展開を考えているのか、ここら辺の考え方をまずお伺いをしたいと思いま

す。 

○委員長（工藤小百合君） 田代川井総合事務所長。 
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○川井総合事務所長（田代英輝君） はい、この事業でございます。岩手県の地域経営推進費というところにも

今申請のほうはさせていただいておる事業でございます。モデル事業ということで、今回２つほど計画してご

ざいます。この推移を見ながら評価をして、翌年に向けて続けられるのかどうかといった部分でまずここをや

ってみようというところでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 竹花委員。 

○委員（竹花邦彦君） 端的に言えば、今考えているのは来年度１年間の事業として考えている。もし推移を見

てというお話がありましたけれども、市とすれば２年３年というスパンでは考えてはいないのだと。こういう

ふうにも聞こえるわけですが、そこはどうなんでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 田代川井総合事務所長。 

○川井総合事務所長（田代英輝君） はい。来年１年というお話させていただきましたけれども、やはりトレッ

キングにしても、それから雪遊び広場にしても来年１年やってみて、ああすればよかったこうすればよかった

という部分は出てこようかなというふうには思ってございます。ですので、１年というお話はしましたけれど

も、その評価を踏まえて、１年、２年という形で、ある程度はやってまいりたいとは思ってございます。 

○委員長（工藤小百合君） 竹花委員。 

○委員（竹花邦彦君） なぜこういう話をするかというと、確かに事業の中ではトレッキングと雪遊び広場、こ

ういった形での事業計画がされていますけれども、要は、区界地域をどう振興発展させていくのかというとこ

ろが１つの着目点としてこの事業が展開をされる。その１つのツールとして、新年度には今申し上げたような、

イベント等を中心にした事業展開だけですよね。つまり、そもそもはその区界の自然資源、あるいはそこの周

辺等の資源をどう活用してあの地域を振興させていくのか、そのことを通して交流人口をどう拡大をしていく

のかというところに本来やっぱり着目しての事業なんだろうと思うんですね。そういう意味では大変私も期待

はしたいと思っているわけです。そういう意味で、モデル事業としてそのためには当然、これは単にこのイベ

ントだけがよかったかどうだかっていう問題ではないだろうと。どういうふうな事業展開をしていくかという

ところに着目をするとすれば、少なくても単年度ということにならないんだろうな、私はそういう思いでお聞

きをいたします。そこで、一昨日のたしか木村委員とのやりとりだったと思うんですが、この事業展開にあた

って川井産業振興公社、それから地域の方々と意見交換をしたというお話がありました。これは具体的にここ

の事業を行うに当たって意見交換をしたということなわけですが、どういうその場面での意見交換、つまりそ

こら辺をもう少しどういう意見交換だったのかというところをお聞きかせいただきたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 田代川井総合事務所長。 

○川井総合事務所長（田代英輝君） はい。区界の部落のほうにはこれまでも定期的に懇談会といいますか、そ

ういった集まりでお邪魔させていただいているところです。今回の部分では区界に新しい道路ができる中でど

のような形で足を運んでもらえる地域であり続けるかといった話題も多々出るところでございます。その延長

上で、区界高原に関して、地域の部落会、それから公社、こういった部分とどういった部分で皆さん足を運ん

でいただいて、地域の活性化につながるような取組が考えられるだろうかというような部分でお話合いを持ち

まして、具体的にこういった部分ではどうかといったところから話を詰めてきて、予算計上させていただいた

というところでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 竹花委員。 

○委員（竹花邦彦君） そこで目的としているその集客力、それから交流人口の増加、まあこういうところが大
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きな目的で新年度予定をしているトレッキング、そして雪遊び広場、まあ雪遊び広場はどういうイメージかな

というとこはちょっと私は小岩井の雪まつりみたいなものを想定をしてるのかなというふうな思いもしており

ますが、まずそれはそれとしてですね。このイベントのターゲットについてはどのように考えていて、この事

業展開をしようとしているか。つまり、市内なのか市外からもなのか、あるいは親子連れ等々なのか、ここら

辺の戦略としてのイメージ、ここはどういうふうに考えていらっしゃいますか。 

○委員長（工藤小百合君） 田代川井総合事務所長。 

○川井総合事務所長（田代英輝君） はい。まずトレッキングのほうでございます。こちらのほうは、盛岡少年

自然の家でもたくさんいろんな事業をやってございます。宮古の方はあまりそちらのほうの事業には参画って

いうのはないようでございますが、盛岡市で大分人気のトレッキングコース等もございます。そういった部分

では、宮古の子どもたちにも来ていただきたいという部分もございます。そして、盛岡から近くなるといった

部分で今現在盛岡のほうでもキャパ、受入れ切れていないといった事業もございますので、そういった部分で

そこをバックアップしながら、盛岡からも集客を呼べればいいなと思っています。また雪遊び、こちらについ

ては従前から盛岡の団体が区界高原に来て、雪遊びをするといった団体がございます。こちらのほうにヒント

を得まして、親子連れであったり、そういった団体であったり、近くなるといった利便性が向上するといった

部分で、そういった親子連れであったりが少しソリ遊びであったり、かまくらとかそういった部分を体験でき

れば集客にもつながるんではなかろうかという意図でございます。 

○委員長（工藤小百合君） 竹花委員。 

○委員（竹花邦彦君） そうすると、現在も一定の盛岡方面から親子連れも含めて雪遊び等々している団体と思

われると。それをさらに広げることができるかどうか、トレッキングについても青少年の家を基点として、一

定のそういった当然子どもたちが中心でのトレッキングだろうと思うんですね、青少年の家ですから。そうい

ったものをどう広げていけるかということなんだろうと思うんですね、今。そこで、私はやっぱりこの事業を

やっていく場合に、ぜひやっぱり視点としてどういうものを置いていくかというところが、大きなやっぱりこ

の取組の考え方が違ってくるんだろうと思います。当然トレッキングについては青少年の家を活用する、ある

いは兜明神岳、四季折々の野草等々もありますから、こういった恵まれた自然環境を生かしながらトレッキン

グを楽しんでいくということなんだと思うんですよね。冬については雪遊び、宮古地域では雪が多いところで

すから、かつてはスキー場があった、これはただ積雪が少なくなって今スキー場が出来なくなってきている状

況にありますけれども、そういったものを活用していこう、ただ問題はそれらをやるんだけれども、単にそう

いった単発としてのイベントではなくて、私１つはやっぱりぜひ検討してほしいのは、集客等にあたっては、

ＪＲ山田線をどう利活用させていくのか。つまり、道の駅の正面には区界駅があるわけですから、盛岡方面、

あるいはそういったとこも含めて、残念ながら道路はもうあそこは外れるわけですよね。そういった意味では

１つは、山田線をどうここ１つ戦略の中に組入れていくか。山田線の利用促進にもつながるということも含め

て、やっぱりこの戦略の中にそこをひとつ視点にしておくべきだろう。もう１つは、単にイベントとあわせて

ですね、今のあそこには田代高原蕎麦がある。どのぐらい生産者がいらっしゃるかちょっと私わかりませんけ

れども、地元の食をどうここにつなげていくのか。露地野菜栽培なんかも結構だんだん道に出していく方が少

なくなっておりますけれども、そういった地元の食材をどう生かしていくのか。そのことを通して、当然単に

イベントだけでなく、そういったものを通じながらですよ。そうすると地元の方々の活力とか、あるいはなん

ていいますか、もう少しやる気につなげていくような形、まさにそんなことが地域振興だと思うんです。ぜひ
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そういう意味からすれば、そういった戦略的な視点も組合せながら、単にイベントを単発的、あるいは一定の

期間やっていくということでなくて、今申し上げたような公共交通、山田線等の利活用、あるいは地元の食材

をどううまく組合せた形にしていくのか、そしてそういう中で親子、あるいは市外からも、どう集客を呼び込

んでいくのかというそうした戦略的な視点が私は非常に大事だと思うんですよね。ぜひ私はそういう組立てを

していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 菊池企画部長。 

○企画部長（菊池廣君） はい。竹花委員のご提言ありがとうございます。実は次のご質問、多分閉伊川流域の

関係をご質問されると思うんですが、実はこの区界高原の観光事業としてこういうようにくくってはおります

が、閉伊川の水源である区界から宮古湾まで、この閉伊川流域一帯というのを考えながら、まさにそういった

観光資源をイベントで単発で終わらせるんじゃなくて、地元にあるそういった食材やら、ＪＲ山田線を利用し

てというトータル的にそういったのを活用してどう活性化させていくかというところでまさにやっていきたい

と思っておりました。なので、ここの今の区界高原の観光資源活用事業という内容は今、説明したとおりでご

ざいますが、最終的にはそういったものを地域にある観光資源をいかにもっと膨らませて、いろんな方に知っ

てもらって交流人口を多くするというのを考えて進めていきたいと思っておりました。 

○委員長（工藤小百合君） 竹花委員。 

○委員（竹花邦彦君） そのことが出来ていけば区界の道の駅も取りあえず１年間指定管理はしました。まさに

ここはそこの道の駅を基点としてということだとすれば、そういうことを通して、区界の道の駅、あるいはや

まびこ館も含めて、しっかりとそこに集客を呼び込むのができる、運営をしていくということもある意味では

展望が出来てくるだろうと思いますので、ぜひ私は意見として申し上げた点も含めて、ご検討いただく中で、

ぜひ取組方をお願い申し上げたいと思います。次に閉伊川流域の振興事業50万円です。今、菊池部長のほうか

らも少しお話がありましたが、私がまずお聞きをしたいのは、この閉伊川流域と言っていますけども、具体的

には区界から茂市というか、新里なのかどうなのか。この流域という部分がどこの、当然そうなれば宮古も入

ってくるわけですが、具体的にどこの部分で、ここの調査、あるいは自然資源の活用というものを考えての部

分なのかという点をまずお聞きをしたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 菊池企画部長。 

○企画部長（菊池廣君） はい。広い定義でいきますと、閉伊川の源流から河口までということにはなるかと思

いますけれども、今回ここの部分で、閉伊川流域の調査をしていくという部分は、区界から新里地域プラス、

川井地域は小国のほう、そっちのほうまで広げてというように考えておりました。 

○委員長（工藤小百合君） 竹花委員。 

○委員（竹花邦彦君） これまでも今既に新里のほうでは川下り等々も含めてやっているわけですので、それ以

外の当然雇用等も含めて、いろんな活用策はあるんだろうと思いますが、ぜひここもあわせて期待をしておき

たいという、時間がありませんのでこれについてはこの程度にしておきたいと思います。次にお伺いをしたい

のは５款労働費でございます。説明資料49ページ、５款労働費、１項労働諸費の中の移住（就業）支援事業234

万円についてお聞きいたします。この事業は市として、どっちかというと市というよりも県のある意味ではこ

れは国の地方創生総合戦略に基づいて、東京一極集中を是正していこうと。そのために東京23区等々から移住

させるための１つの事業だと理解をいたしております。そこで、ここを始めるときにはですね、この事業の課

題は何か。この事業は県のマッチングサイトに登録をしている事業者、企業等々に就業をして向こうから移住
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してくるという場合に支援金が支給されるというものですから、そのマッチングサイトにどれだけ登録ができ

るかというのが１つの周知も含めて、課題になっていたと思います。ちょっと私もマッチングサイト開いてみ

たらば、宮古市の登録法人事業所は８社であります。今、県内で全部でたしか231事業者が登録をして、その中

で宮古が８社だと。ここの８社だというところをどういうふうに受け止めているか、あるいは今後の課題につ

いても、ちょっと時間がありませんからあわせて考え方をお聞きさせていただきたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 岩間産業支援センター所長。 

○産業支援センター所長（岩間健君） はい、お答えいたします。実は本年度当初、昨年４月段階では宮古市の

企業の登録は２社でございました。これについてはやはり受皿を整えるのは市町村の役割ということで、実は

12月にちょっと会議をやってですね、１月の中旬から２月にかけて市内53社を対象にして、コロナ禍で訪問出

来ない企業さんありましたけども、27社に私どものコーディネーターが訪問いたしました。その効果があって

８社増えました。ただ宮古に営業所がある県内の企業さんがそのほかに３社ございます。あとは東京方面に本

社を持って、宮古に事業所をもって誘致企業等も含めると、こちらも３社ございますので、合わせると14社ご

ざいます。まだまだ介護・福祉・医療関係の事業者さん訪問のほうを控えさせてくださいってお答えをいただ

いてますので、これからは受皿となる登録企業の増について、積極的に訪問させていただきたいと考えており

ます。 

○委員長（工藤小百合君） 竹花委員。 

○委員（竹花邦彦君） 登録は最低限の条件ですけども、登録したからといって必ずしも移住者が増えるかとい

うと、これは別問題だと思います。市内の事業者の方々は、どちらかというとやっぱり高卒者を中心に採用し

たいという希望が強いのだというお話も聞いておりますから、東京方面から来ればもうそれなりの賃金等も、

高い水準だというところもあって、なかなか現実問題とすれば、現実の受入れは非常に難しいという話もある

やに聞いております。それはそれとしてやっぱり非常にやっぱり宮古市も積極的だという姿勢を示すためには

ここもね、少し考えて行く必要があるだろう、県も勉強しながらぜひ頑張っていただきたいということを申し

上げて終わります。 

○委員長（工藤小百合君） 次は西村委員です。西村委員。 

○委員（西村昭二君） 委員長。はい。私のほうからは、説明資料のほうからお願いしたいと思います。まず52

ページ。６款１項３目これの有害鳥獣被害防止対策事業の中から質問させていただきたいと思います。この事

業の中に３つ、実施隊員の報酬と電気柵等購入の補助、そしてあとは対策協議会の負担金というところで３つ

挙げられておりますが、この中の電気柵等購入補助の件ですけれども、ほとんどが電気柵だと思うんですけれ

ども、電気柵以外の補助という実績はありますかね。例えばワイヤーメッシュ、あとは多獣種対応型柵という

のもあるみたいなんですけれども。 

○委員長（工藤小百合君） 飛澤農林課長。 

○農林課長（飛澤寛一君） はい。すいません、件数は持ってきてないんですが、ワイヤーメッシュ等も対象に

なっております。ただ件数は少ないです。はい。 

○委員長（工藤小百合君） 西村委員。 

○委員（西村昭二君） これをなぜ私が質問したかといいますと、ほとんど電気柵で対応されていると思います

が、私は電気柵も有効だとは思うんですけれども、今後、電気柵ですと管理のほうが恐らく大変になっていく

のではないかと。それで、先進地のほうではメッシュ柵のほうに切替えている自治体もありまして、これはな
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ぜかというと、電気柵の場合ですと、例えば草がその柵に倒れかかってしまうと漏電して役に立たないと。そ

うしてしまうと、動物が電気柵の電線の部分に当たっても、そのまま切っていってしまうというそういう事例

が全国で多発しております。確かにワイヤーメッシュに比べれば電気柵のほうが単価が非常に安いんですね。

設置費用なども自分たちでもできるんですけれども、もしこれ今後可能であれば、例えば小さい畑とかは自分

で管理できる部分はいいと思うんですけど、もっと大きい範囲で今後やっていくのであれば、ちょっと国のほ

うの絡みもあるんでしょうけれども、ちょっと計画を出して何か補助金がもらえるようであれば、できれば耐

用年数も長いワイヤーメッシュにして囲い込みをしてやるっていうほうが、今後の維持管理の面でも非常に有

効ではないかなと思うんですけれども、いかがなもんでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 飛澤農林課長。 

○農林課長（飛澤寛一君） 確かに高齢化が進んできて農家も少なくなってきているという中で、毎月例えば草

刈りしなければならない、そうじゃないと漏電してしまうというような問題も起きておりますので、状況を見

ながら、電気柵からフェンスに切替えていく必要もあるのかなと思います。その中で例えば現在も国の事業を

使って集落単位での囲い込みの事業は行っております。そういうものも使いながら、あるいは市の事業も、必

要な対策に変えていきたいと思っております。 

○委員長（工藤小百合君） 西村委員。 

○委員（西村昭二君） はい、そうですね。ぜひそういうふうにお願いしたいと思います。おそらく今、広範囲

で電気柵を設置される方々からも、おそらく設置費用の補助っていう話も聞こえてきていると思いますけれど

も、電気柵であれば、素人の方がって言ったら極端な話ですけど、個人でもできる施工なんですが、ワイヤー

メッシュになると、やはり業者さんが必ず必要になってきます。そうなったときにやはりそこで初めてこう設

置費用という補助も今後考えていかないと、長い目で見れば、私は必ず必要になってくると思います。で、ち

ょっと私の知り合いでも電気柵の設置に何日間か関わったという方がいらっしゃるんですが、やはり草刈りの

懸念もされていました。若い方が私が伺った方と数名だけでこれから草刈りどうしようかっていう、仕事を休

んでもやらなきゃないのかなっていう不安も、そういう声も聞こえておりますので、できれば管理が、初期投

資はかかるかもしれませんが、なるべくその維持管理のほうがかからないようにしていけばいいのではないか

と。恐らく先ほど課長がおっしゃったように、高齢化が進んでいくと将来的に維持管理も市でやってくれない

かという声が私は聞こえてくるのではないかなと思うので、ぜひそこはよろしくお願いいたします。 

○委員長（工藤小百合君） 飛澤農林課長。 

○農林課長（飛澤寛一君） はい。必要だと思っております。ただ、経費が恐らく相当かかるだろう。今まで設

置費用を見ておりませんので、相当かかるだろうと思います。負担も大きくなるだろうと思います。なので設

置に当たってももう長期的な考えで集落全体を囲ってしまうというような取組でなければ、今までのような小

さい単位で設置しても、費用対効果の面であまりよくないのかなと思います。大きい面で、大きい範囲で考え

ていきたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 西村委員。 

○委員（西村昭二君） はい。それでもしその計画とかを国に示せば、もしかしたら出るメニューがあるかもし

れませんので、ちょっとその辺は調べていただいてご検討していただければと思います。続いて、いいでしょ

うか。それとここの部分に関連してなんですけれども、宮古地区の猟友会の実施隊員は毎年数名ずつですけど

も増えております。その中には若い方も増えておりますし、そしてあとは最近ですと、花輪・長沢の農家の方
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が罠の免許を取得したりというところで、農家の方々の意識も被害鳥獣の防止に関して意識が高くなっている

っていうのは見えておりますが、できればですね、ちょっとここには載ってないと思うんですけど、宮古市の

ほうで農家の方、あとは興味がある方向けの講習会というか、必要性というのを訴えるような活動もこれから

していかないと、今の猟友会、実施隊員の平均年齢も大分上がってきてましたので、今は増えていますけれど

も、将来的には減っていくというところが目に見えております。なのでそういう啓発活動というか、全てを例

えば実施隊員に有害駆除、有害捕獲鳥獣対策をやらなきゃないんですけれども、全てをできるかと言ったら、

正直出来ないのが現状ですので、何とか市のほうでそういった講習会等も、何とか予算でこの中でできるので

あればいいんですけれども、そういうところも考えていただけないかどうかお伺いします。 

○委員長（工藤小百合君） 飛澤農林課長。 

○農林課長（飛澤寛一君） はい。本当に被害報告、相談がどんどん増えている状況です。猟友会の皆さんには

もう、大分苦労して対応していただいているのですが、もう間に合わないという状況です。市としても農林課

職員、この１年で新たに３名が銃、狩猟の免許を取得しております。私も含めると４名が銃、狩猟の資格を持

っているという状況です。それでもまだまだ対応し切れないと。もう今後は集落にお願いしていくしかないだ

ろうと思っております。集落ぐるみで罠の免許を取っていただく。その中で、我々、西村委員も狩猟をされて

おりますが、罠の設置については、個数の限定がされておりますし、必ず毎朝というか、１日１回必ず見回り

しなければならないと。私たちももう出勤前に見回りしなければならないということになってしまうので、な

かなか大変な状況です。なので、集落の皆さんが罠の設置だけでもしていただければ、集落単位で設置してい

ただいて、罠にかかった場合は最後止め刺しというか、処分には大変危険な部分があるので、それについては

猟友会に協力いただくなり、我々職員が行って処理するなりということで取り組んでいきたいなと、今後は思

っております。そういった意味で、狩猟の免許の試験は、来年はできれば宮古でやっていただきたいというこ

とで、誘致の働きかけをしているところです。その中に農家にもどんどん周知していって、皆さんで免許を取

っていただきたいと考えております。また、それに必要な勉強会等あるのであればそれについても取り組んで

いきたいと思っております。 

○委員長（工藤小百合君） 西村委員。 

○委員（西村昭二君） はい、ぜひお願いします。猟友会の会員も本当に今ちょっと私は有害捕獲のほうにはほ

とんど参加出来ていないんですけれども、やはりまだ現役で仕事しているは若い方々は、どうしても土曜日、

日曜日っていうと家族サービスであるとか、そういったところで、なかなか参加出来ないというところもあり

まして、今頑張っていらっしゃる、ある程度年齢の高い方々が、それこそあと何年やれるのかなというのを私

も思っておりますで、今は実績のほうも宮古の実施隊員の方々は挙げていますけれども、今後これ５年10年経

ったときに、やっぱり会員が減ってくると農家の方々からも何をやってるんだという、今度はお願いから苦情

という形になってくる恐れもあるので、市と地域と自治体とうまく連携しながらやっていただければなという

ところでちょっと意見としてここは申し上げて終わりにします。はい、委員長。次の質問に移ります。 

○委員長（工藤小百合君） 西村委員。 

○委員（西村昭二君） 59ページ。６款２項２目林業振興費の中のまいたけ研究開発センター運営事業のことに

ついてお伺いしたいと思います。まず、ちょっとこのまいたけの事業の説明の中の、まいたけ生産によるその

所得向上を図るとありますが、これは実際どなたが利益を得ているんでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 田代川井総合事務所長。 
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○川井総合事務所長（田代英輝君） はい。まいたけセンターでございますが、こちらの施設はまいたけの原木

を製造する施設でございます。木を切り出して、菌を植菌して、仕上げるというところまでがこのセンターの

仕事ということで、それを生産者に有料で売ると。購入した生産者が自分のところで育てて、それを産直等に

出して、利益を得るといった仕組みでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 西村委員。 

○委員（西村昭二君） はい、わかりました。この原木を仕入れる、要は生産者というのは限定されているわけ

でしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 田代川井総合事務所長。 

○川井総合事務所長（田代英輝君） 事業の発足当時は、川井村の地域内というところでございましたが、現在

は川井村地域内に限らず、どなたでもご購入ができるという形になっています。 

○委員長（工藤小百合君） 西村委員。 

○委員（西村昭二君） ちょっと私が申し上げたいのは、家庭で食べるために買っている方が私はほとんどじゃ

ないかなと。ちょっと私の周りでも買っている方々いらっしゃるんですけれども、それをセンターでは販売は

しているんでしょうけれども、それを生業としてやっている生業まではいかなくても、それを生産して、売っ

て商売にしているような方というのはそれほどいないのではないかなと思うんですが、その割合はどうなんで

しょうね。 

○委員長（工藤小百合君） 田代川井総合事務所長。 

○川井総合事務所長（田代英輝君） 委員ご指摘のとおりだと思ってございます。アンケートをした実績値で言

いますと、それを実際に売るというのは、生産者の約20％ぐらいと把握してございます。 

○委員長（工藤小百合君） 西村委員。 

○委員（西村昭二君） それでこのセンター自体は利益は出ていませんよね。 

○委員長（工藤小百合君） 田代川井総合事務所長。 

○川井総合事務所長（田代英輝君） はい。利益は出てございません。 

○委員長（工藤小百合君） 西村委員。 

○委員（西村昭二君） ちょっと私厳しいこと言うかもしれないんですけれども、私はこれが本当に必要なのか

どうかというのを感じているんですけれども、要はその20％の方々は販売はしているけれども、これはちょっ

とあまりよろしくないのではないかなと。そしてその20％の方々は利益は出てるんですかね。 

○委員長（工藤小百合君） 田代川井総合事務所長。 

○川井総合事務所長（田代英輝君） はい。参考数値ということで申し上げれば、川井のやまびこ館、こちらの

ほうにまいたけとして今年度の実績で言いますと、金額にして130万円程度、キロ数に換算しますと約900キロ

ぐらいと見込んでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 西村委員。 

○委員（西村昭二君） これは商売としてはあまり私はよろしくないのではないかと思いますので、どうやった

ら利益が出るか、あとはその販売をする先も、やはり私は家庭で食べるためというところは向かないのではな

いかなと思うんです。その辺はこれから考えて、どうしても続けていかなきゃないのであれば、原木の値段を

上げるとか、様々対策をしていかないと残しても余りちょっとどうなのかなと思いますけれども、今後そうい

った対策というか、これずっと赤字でやっていくようであればどうなのかなと思っての質問ですけども。 
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○委員長（工藤小百合君） 田代川井総合事務所長。 

○川井総合事務所長（田代英輝君） はい。西村委員ご指摘のとおりだと思っております。我々もセンターの改

善、まいたけの産業の在り方としての改善という部分で検討してきたところでございます。まず１点は、セン

ター自体の収支という部分です。赤字というご指摘もございます。こちらのほうについては、発足して30年余

りたちますけれども、赤字体質というのはこれまでも変わってございません。こちらのほうは、歳出のほうで

はなかなか圧縮というのは可能な限りはしてきたところでございますが、これ以上の歳出の圧縮というのは、

人件費でございますので難しいと。そうなればやはり歳入の部分で、先ほどご提案がありましたとおり、菌木

の値上げといった部分は考えて、そして新年度から実施をしていきたいと思ってございます。加えて、この菌

木、現在年間約１万個程度売れているものでございますが、年々需要とすれば川井地域の方よりもほかの地域

での需要というのも出てきてございます。そういった部分で川井特産品というものの一つでもあると思います

ので、もう少しこの菌木というのを世の中に発信してもいいのではなかろうかと思ってございます。今年道の

駅、それから里の駅で試行的にこういった菌木についても置いてもらってちょっと実験をしてみました。結果

とすれば、相当量興味を持ってお買上げいただいたという実績もございます。今度公社でＥＣサイトを立ち上

げたりといった部分もございます。発信する機会というのは、ふるさと納税にしてもそうだと思うんですが、

見せ方、売り方という部分で幅が広がってきていると思ってございますので、もう少しこういった部分を発信

していきたいなというふうには思っています。これは、まいたけセンターの収支という観点です。それからも

う１点の産業としてのというところがあると思います。委員ご指摘のとおり家で食べている部分であれば、こ

れ産業じゃないだろうということだと思います。ここは昨年度いわて生協に公社のほうでまいたけご飯の素と

いうのをつくってございますけれども、これ初めて出品をいたしました。その結果売り切れということで、加

えて盛岡方面のバイヤーに聞けば、まだこのまいたけのニーズというのはあると聞いてございます。なので売

り方といった部分で、今現在は生産者が公社の産直に出すというのがセオリーになってございますけれども、

そこから一歩踏み出して公社を軸にして加工品であったり、生出荷であったりといった部分の広がりをできる

ような仕掛けをつくっていかなければならないと思ってございます。 

○委員長（工藤小百合君） 以上で４款衛生費から７款商工費までの審査を終了します。座席消毒及び説明員入

替えのため暫時休憩いたします。おつかれ様でございました。 

〔説明員入れ替え〕 

午前１１時２２分 休憩 

午前１１時３０分 再開 

 

○委員長（工藤小百合君） 休憩前に引き続き会議を再開します。説明員の入替えがありましたので、確認のた

めに申し上げます。発言及び答弁は、一問一答方式でお願いします。発言の時間については質疑、答弁を含め

１人20分としますので、質疑、答弁とも簡潔明瞭にお願いします。なお必要がある場合には二巡目まで行いま

す。当局においては場合によっては反問権も認めますので、よろしくお願いします。それでは８款土木費から

14款予備費までの審査を行います。発言される方は予算書または説明資料のページ、款項目等を特定して発言

してください。それでは発言される方は挙手願います。 

○議会事務局次長（松橋かおる君） 確認します。白石委員、木村委員、畠山委員、熊坂委員、清明委員、橋本

委員、伊藤委員、重勝委員、坂本委員、長門委員、竹花委員、落合委員、松本委員、田中委員です。 
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○委員長（工藤小百合君） それでは伊藤委員、その次は橋本委員です。伊藤委員。 

○委員（伊藤清委員） はい。じゃあ１点だけお伺いいたします。説明資料で71ページをお願いします。８款土

木費、２項道路橋りょう費、この中の牛伏地区道路改良事業、この委託料の説明をお願いします。 

○委員長（工藤小百合君） 去石建設課長。 

○建設課長（去石一良君） はい。牛伏地区道路改良事業でございますが、こちらのほうにつきましては、国道

106号から牛伏地区をつなぐ市道牛伏線、それと田鎖から老木のほうに、牛伏のほうに来てます田鎖老木線、こ

の２路線について、現況を調査して今後の改良の予備設計のほうをしてまいりたいと考えています。当地区に

つきましては、大雨が降りますと浸水して孤立している状況にございます。そういったものの解消であったり、

幅員が車１台がやっと通れる程度の狭い道路でございますので、こちらの改良のほうの計画をしていくもので

ございます。 

○委員長（工藤小百合君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤清委員） はい。あんまり聞き取れなかったんですが、つまり根城から来れば、今バリケードされ

て通れなくなっている牛伏に通じる道路なんですが、あそこを改良するということなんですか。 

○委員長（工藤小百合君） 去石建設課長。 

○建設課長（去石一良君） 現在の通行止めしている区間については、そこは含んではございません。牛伏地区

から根城側に行く生活道路として現在も使っている区間、そちらの拡幅のほうの検討でございます。 

○委員長（工藤小百合君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤清委員） 根城の手前まで。牛伏側に入っていってどの辺までですか。 

○委員長（工藤小百合君） 去石建設課長。 

○建設課長（去石一良君） はい。牛伏から約500メートルの区間でございます。最後の住宅がある付近、そこま

でと考えてございます。 

○委員長（工藤小百合君） 終わりですか。 

○委員（伊藤清委員） はい、終わります。 

○委員長（工藤小百合君） 次は橋本委員です。橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） はい。ではお願いいたします。説明資料の72ページ、８款土木費、５項都市計画費、１

目都市計画総務費、都市計画総務の中でちょっとお聞きしたいと思います。この中にあります、地理情報シス

テム賃借料とありますが、まずこの事業とこの２次スクリーニング云々ってこうあるのがちょっとよく意味が

わからなかったんですが、まずこの地理情報システムについてお伺いしたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 盛合都市計画課長。 

○都市計画課長（盛合弘昭君） はい。地理情報システム、こちらのホームページなんかでＧＩＳを使ったもの、

ｉマップということで市民の方にも市内の情報、地図情報掲示しているものでございます。こちらのほうの事

業を今後も継続していくということで、今回計上させていただいたものでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） これは前からＧＩＳのやつは出ているんですけども、ここで初めてシステム賃借料が出

た、前からこれ予算計上はずっとなされていましたでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 盛合都市計画課長。 

○都市計画課長（盛合弘昭君） はい。こちらは平成27年度に業務委託を使ってシステム導入したものでござい
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ます。その間には利用料ということで５ヶ年28、29、30、元年、２年までということで、５ヶ年分の利用料を

含んだ契約となっていました。これが令和２年度、今年度この利用料の期間が終えることから、来年度以降は

これを賃借料として借りた上で運用していくということで今回委託料から賃借料として計上させていただいた

ものでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） そうしますと、これまで５年間の借りて支払ったということで、これは今度から単年度

でこういうふうな賃借料になっていくんでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 盛合都市計画課長。 

○都市計画課長（盛合弘昭君） システムのやり方ですが、例えばこのシステム全体をもう、例えば開発すると

かというと、非常に大きな費用がかかります。既にもう導入されたシステムですので、これを賃借料で払って

いくことが経済的だという判断で、今回賃借料ということで今後も継続して運用していきたいと考えておりま

す。その年度ごとの賃借料として、運用していきたいと考えております。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） はい。それでこのＧＩＳのやつは、様々な部局間のデータを重ね合わせながら、可視化

させて市民サービスだったり、様々な資料とかデータとか分析に用いられるものとして、非常に大きな効果を

発揮しているように思われるものなんですけども、これまでの宮古市の取組として、ある程度のやつは載って

いるんですが、今後この都市計画として計上して毎年やっていくっていうことですが、そこの狙いは何に重点

を置いてこのデータを積み重ねていく予定なのか、今の状態だと、例えばＡＥＤがあるとか、石碑がどうのこ

うのとかっていうことを、浸水のやつも載っているんですかね。様々なデータを有して積み重ねてこう広げて

いくんですが、この都市計画の中ではその都市計画関連まで含めてやっていくと思われるんですが、目的、最

終的にはこれの活用はどこに重点を置いているものになりますか。 

○委員長（工藤小百合君） 盛合都市計画課長。 

○都市計画課長（盛合弘昭君） はい。まず都市計画部としてはですね、都市計画図がございます。これを常時

更新していく必要があるということで、これのベースになるものがまずＧＩＳを運用しているということです。

そのＧＩＳの汎用性を生かして、今委員がおっしゃったようなＡＥＤの位置とか、防災無線の位置とかという

のも運用しています。これは市民に対する情報ということで、ホームページで掲載しているものです。今後の

導入方法としては、いろんな活用方法はあるんですが、大きく都市計画としてその災害危険区域、あるいはそ

のマップなんかでも出ていますけども、そういったものを見える化できるようにしていきたいということと、

まずはそのベースとしてはこの都市計画決定図、これを更新していくものの１番のベースになるものだという

ことで、常時継続してく必要があるかなということで考えておりました。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） はい。そうするといずれ都市計画関連のものから徐々に情報公開していくっていうこと

になろうかと思いますが、今後ね、こう各部署のやっぱりデータっていうのがやっぱりここに重なっていくと

非常にさっきもおっしゃったようにシステム的にはね、構築すればかなりお金はかかるということで、このＧ

ＩＳのシステムを使えば、ある程度コスト削減されながら、いろんな情報を積み立てることができるっていう

のは、効果を持っているようでございますので、ただ割と知られてないですよね。ホームページにあるってい

うことも、私も１回講習にお邪魔したけども、誰も市民は参加してなかったとかそういう実態だったんで、そ
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の辺をやっぱり明らかにもうちょっとこういうものがあって、市民でもその都市計画、例えば住宅を建てると

きのそのいろんなデータにも、活用になるとか、あと商業分析でもいろんな人口周辺、例えば何かそこで商売

をやりたいときの人口周辺の商圏としてのデータとしても活用されるとか、様々な効果を持っているようなん

ですが、そこまで宮古市がデータを積み重ねていくかどうかは、これからの課題だと思うんですが、その辺の

大きな目標もこの中に捉えているのかどうかちょっとお伺いします。 

○委員長（工藤小百合君） 盛合都市計画課長。 

○都市計画課長（盛合弘昭君） 現在のところ、都市計画のほうからの枠が、あまり広がっていないというのが

現状です。ただこのＧＩＳの持っている地図の特性というのは非常に汎用性が高いのは、委員ご指摘のとおり

ですので、これをいかにうまく活用していくかというのは私たちも問題認識を持っていまして、今後もう少し

汎用性があるっていうか、うまく使えるようなことは考えていきたいなと思っております。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） あとハザードマップに関連するんですが、浸水域のやつを示しているんだけども、ハザ

ードマップまではまだ応用出来ないような仕組みみたいに見受けられるんですよね。一応はそういう浸水区域

がこうだよっては表示にはなるけども、実際今紙ベースで出ているようなああいう感じでなかなかこう見るこ

とが出来ないというか、ちょっと見にくいっていうかね、はっきり言うと、わかりにくいんですよね。その辺

のやっぱり精度も上げていかないとせっかくのシステムなんでね、そこはうまく連動させたほうがいいのかな

と私は思うんですが、その辺は都市計画のほうでやるのか、それとも危機管理のほうでやるのかってことにな

るんですが、それはやっぱり都市計画が主導してやっていくようになりますでしょうか。そのハザードマップ

の関係です。 

○委員長（工藤小百合君） 盛合都市計画課長。 

○都市計画課長（盛合弘昭君） ハザードマップをＧＩＳの中で運用していくというちょっと何か踏み込んだ回

答ちょっと出来ませんけども、運用を本当に広げているっていうことは庁内のいろんな機関とも調整しながら

そこは進めたいと考えております。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） ぜひこれの汎用性はかなりの効果があると思いますので、これだけまた単年度で予算を

かけていくようでございますので、ぜひ効果的になるようなものにしていただきたいと思います。それで、次

のこの第２次スクリーニング地盤調査業務委託みたいな、これもこのＧＩＳと連動するものなんですか。 

○委員長（工藤小百合君） 盛合都市計画課長。 

○都市計画課長（盛合弘昭君） はい。こちらはＧＩＳとはまたちょっと異なった事業となります。ちょっと経

緯を説明させていただきますと、令和元年度に国のほうで航空写真等を使って、大規模盛土の危険な箇所とい

うのを国のほうで調査した結果があります。それをそのあと今年度、令和２年度に現地位置を確認するという

盛土の年代調査は、目的は市内の大きな盛土が崩れたら、被害等が起きるような場所があるようであればそれ

は事前に手だてをしなさいという国の方針がありますので、それに基づいて元年度は、40ヶ所ほど現地の盛土

の年代の調査とか、湧水の状況であるとかというのを調査しました。これを受けまして、令和３年度現位置で

の調査が必要な箇所というのが二カ所ほどありましたので、こちらのほう、ボーリング調査を進めるというこ

とで計上させていただいたものです。盛土の大規模盛土造成のスクリーニング事業というのは、先ほどの話の

繰り返しになりますけども、大きな盛土で崩れたときに被害が起きるような場所を事前に調査して、危険箇所
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を特定するというのが目的となっております。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） 了解いたしました。次に８款土木費、４項港湾費、１目港湾費の中の港湾振興ビジョン

策定についてお伺いいたします。策定経費が計上されておりますが、今後のビジョンの取組、次年度どのよう

なビジョンの策定がされていくのか、ちょっとお伺いしたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 小成港湾振興課長。 

○港湾振興課長（小成勝則君） はい、お答えいたします。港湾振興ビジョンにつきましては、その他の産業分

野の各ビジョンと同時に並行して進めていきまして、来年度に産業立市ビジョンという形で取りまとめるとい

うことになっております。今年度も、取り組んではいるんですけれども、委員会を令和３年度に開催いたしま

して、そちらのほうで港湾の今後の５年程度の目標とか、そういったものを定めていくということでございま

す。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） はい。これ港湾振興ね、23年、それから28年等で策定されてきて新たにっていうことだ

と思います。今後ね、23年度からつくってきたような策定の在り方ががらりとまた変わっていくのか、例えば

出崎埠頭のさらなる埋立てによって様々な事業の展開、それから観光船の課題で一般質問でも行ったように、

市長がその水上交通のシステムを湾内のほうでも構築させたい。それから、重茂のトドヶ崎に入っていくとこ

ろの接岸場所も整備をするというようなことで、いろんな関連も含めて、港なり海を取り巻く状況も大きく変

化してきていると思うんです。そこで改めて、どういうところがビジョンとして大きく変わっていくのか、そ

れから例えば港湾、藤原ふ頭にしても、グリーンポート政策っていうかね、緑化政策みたいな今の状況で果た

していいのか、景観も含めて、どうなのかってそういうところまで踏み込んでビジョンが構築されていかなけ

ればならないんだろうなって思うんですが、その辺はいかがでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 小成港湾振興課長。 

○港湾振興課長（小成勝則君） はい。こちらの港湾振興ビジョンでございますけれども、委員の方が14名ほど

おられます。各団体から選ばれておられる方になりますけれども、そういった方々の意見を伺いながら、それ

ぞれの分野からのご意見を取りまとめるというような形で作成していきたいなと思ってございます。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） はい。そういう委員の意見ということなんで、改めて本当にこれまでの在り方じゃなく

して、さらにやっぱりこう進化するような感じの中での様々な意見を集約して、新たな取組に向けるようなビ

ジョンに策定していただきたいと思います。時間がないので次の質問に移ります。90ページをお願いします。

10款教育費、４項社会教育費の５目文化振興費の中に、これちょっと関連性があるのかあれですが、まず90ペ

ージの文化財保存活用地域計画策定事業、これ改めてちょっと地域計画というのが出ているんですが、この具

体的な内容についてお伺いしたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 藤田文化課長。 

○文化課長（藤田浩司君） この文化財保存活用地域計画でございますけれども、こちらは平成30年に文化財保

護法が改正されまして、新たに制度化されたものでございますけれども、今年度県のほうで文化財の保存活用

計画の大綱をつくります。それを勘案しまして、市町村が文化財の保存と活用に関する総合的な計画をつくる

ものでございます。計画といたしましては、未指定の重要な文化財を含めまして、それらを次世代に継承する
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ということで、ふさわしい保存と活用を目指すために、具体的な計画を策定していくものでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） はい。未指定の文化財を含めて様々なことを取り組んで、それをやるための協議会なり

公開講座なりワークショップをやる、それから地域住民ヒアリング等が示されたんですけど、その地域計画と

いうのは宮古市の中でも、地域を分けてそういったものを調査・研究していくものなのか、宮古市全体の地域

のことを言っているのかちょっとそこを確認したいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 藤田文化課長。 

○文化課長（藤田浩司君） この計画は宮古市全体の計画でございます。ただこちらの資料にもございます通り、

地域協議会を設置しますけれども、地域住民のヒアリング、大きく分けて公民館単位で行う計画でございます

けれども、地域の住民からヒアリングを行った上で、指定文化財もそうですけれども、未指定のものもいろい

ろ聞き取り調査を含め行いまして、計画をつくってまいりたいとそういうふうに考えております。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） はい。そうしますと、88ページにある文化財保護事業とはまた別と捉えてよろしいです

か。こちらでも文化財の調査・保存し管理を行う。こっちは保存とか管理とかっていうことなんですが、調査

というのが入っているんですけれども、これと関わりは当然出てくるかと思うんですが、どうなんでしょう、

こっちのほうで新しい文化財になるものも調査しているわけですよね。実態としてはあるのかどうかも含めて

お願いいたします。 

○委員長（工藤小百合君） 藤田文化課長。 

○文化課長（藤田浩司君） この地域計画策定事業につきましては、当然文化財保護事業の中の一環というふう

に捉えておりますけれども、こちらの地域計画策定に当たっては国の補助も受けられることということで新た

に事業を起こしたものでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） はい、了解いたしました。いずれそういうめども立てながらというか、地域にやっぱり

眠っているようなものがかなり見受けられるっていうことで、新たに掘り起こすことから始めていくっていう

理解でよろしいのか、有形無形いろいろあると思うんですが、もう形として無くなったものもあるとは思うん

ですが、その辺も何か関連してくるんですか。掘り起こしていくのは。 

○委員長（工藤小百合君） 藤田文化課長。 

○文化課長（藤田浩司君） はい。委員ご指摘のとおり、新たな文化財の掘り起こしも含めて検討しているとこ

ろでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） じゃあちょっと時間がないので、二巡目でお願いします。終わります。 

○委員長（工藤小百合君） 昼食のため暫時休憩します。 

 

午前１１時５５分 休憩 

午後 １時００分 再開 

 

○委員長（工藤小百合君） 休憩前に引き続き会議を再開します。佐々木清明委員、その次は熊坂委員です。佐々
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木委員。 

○委員（佐々木清明君） 説明資料の69ページをお願いします。８款土木費、１項土木管理費、この中の街灯管

理事業についてお伺いいたします。この街灯管理事業の中で電気料、修繕料、蛍光管取替え等がありますが、

令和２年度には街灯新設委託として200万円で55件ありましたが、今年度令和３年度は街灯新設工事がなくなっ

た理由についてお伺いいたします。 

○委員長（工藤小百合君） 去石建設課長。 

○建設課長（去石一良君） はい。街灯の新設につきましては、地区の要望を受けまして設置しているところで

ございますが、現在要望がある箇所が20件ほどございます。例年東北電力さんのほうから20灯ほど寄附をいた

だいてございます。ですので今の時点ではこの寄附の中で間に合う見通しということで、予算のほうには新設

の部分について計上はしてございません。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木清明君） そうすれば東北電力さんのほうから20灯分の寄附等いただいて、その分で間に合わせ

る、20灯分考えているということですね。 

○委員長（工藤小百合君） 去石建設課長。 

○建設課長（去石一良君） 現時点ではそのように考えてございますが、またその要望等を踏まえまして、また

不足があればまたその時点で検討したいと思っております。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木清明君） やはりこの予算書をつくる場合にやっぱり東北電力さんから20灯の寄附でもいいです

けども、前にはあがっているんですけれども、今回この予算書にあがってないんで、あげていただければ大変

助かるなと思っていましたけども、その辺は。 

○委員長（工藤小百合君） 去石建設課長。 

○建設課長（去石一良君） はい。予算が伴わない部分でございますので、その関係上この説明のほうには、載

せておりません。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木清明君） はい、わかりました。それでもう１点。水銀灯からＬＥＤ照明灯への交換改修という

ことでございますけども、令和２年度は2,750万円かな。今年度は電気料が2,640万円と、ＬＥＤ灯をつけてい

るためか、かなり電気料が安くなっていると。これからもまた、常時水銀灯からＬＥＤに交換していくという

ことですけども、それで670万円という金額が上がってますけども、これ何灯ぐらい考えていますか。 

○委員長（工藤小百合君） 去石建設課長。 

○建設課長（去石一良君） はい。670万円の内訳でございますけども、190灯を考えてございます。１灯当たり

３万5,000円ほどかかりますので、190灯の交換を考えてございます。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木清明君） はい。わかりました。ありがとうございます。次ですね、70ページ８款土木費、２項

道路橋りょう費の中の３目道路新設改良費の中の真ん中辺ですけども、磯鶏金浜線で道路改良工事が280メート

ルで2,000万円とついていますけども、どの辺をどのように変えていくのが教えていただきたいです。 

○委員長（工藤小百合君） 去石建設課長。 

○建設課長（去石一良君） はい。現在磯鶏金浜線の未整備区間が全体で280メートルございます。その部分につ
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いて、来年度はのり面の掘削をしてまいりたいと考えてございます。位置につきましては現地の状況を見なが

ら考えてございますが、主にのり面の掘削工事と考えてございます。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木清明君） はい。委員長。280メートルというのはこの金浜の街の中じゃなく、八木沢側の裏側の

ほうの道路のことですかね。あそこのまだ舗装になってない建設されてない部分の280メートル、道路をつくる

ということですかね、新しく。 

○委員長（工藤小百合君） 去石建設課長。 

○建設課長（去石一良君） 現在前後がもう拡幅改良の方の整備が終わってございまして、その中間280メートル、

狭い幅員の形で残っている区間がございます。そこの拡幅整備でございます。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木清明君） 磯鶏金浜線については裏側のほうを通ってくるんですけれども、関連して旧八木沢の

橋のところが今は通行できなくなっているわけです。それで大変あの辺の人たちにはご不便をかけて、いろい

ろとお叱り等を被ってますけども、橋自体はいつごろ出来ますか。 

○委員長（工藤小百合君） 去石建設課長。 

○建設課長（去石一良君） はい。八木沢地区の災害で被災した橋につきましては、現在請負業者が決定してご

ざいます。現在施工計画を立てているところでございますが、４月の着手を今予定しているところでございま

す。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木清明君） はい、わかりました。それでは、次そのまま下のほうにおりてきまして、前須賀日立

浜線道路改良事業ですけども、これにつきましては、ご存じのようにこの道路はやっぱり台風、大雨等が降っ

た場合に冠水するわけです。それでやっぱり近隣の方々、あそこらに住んでる方々に長い間ご不便をかけてき

てるわけです。それで去年から道路改良工事というか、道路工事が始まったわけですけども、何か今回かなり

遅れているような感じがするんですけど、この遅れた理由についてちょっとお願いします。 

○委員長（工藤小百合君） 去石建設課長。 

○建設課長（去石一良君） はい。前須加日立浜線の事業の遅延の状況でございますけども、当初今年度末まで

に完成させる予定で進めておりましたけども、ただいまご指摘のあった部分、台風等々で大雨のたびに冠水す

る低い道路の状況でございます。当初ここは現道の高さで検討しておりましたけども、やはり今後、浄土ヶ浜

とか付近の生活道路としても重要なところでございますので、かさ上げをすることで変更のほうを検討してま

いりました。その検討に時間を要したことから今年度の完成はちょっと難しくなりまして、来年度12月までに

全線完成するように進めてまいりたいと考えてございます。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木清明君） そうすれば今現在土地等の話合い等は終わってもうＯＫなんですけども、これからっ

ていうのはそこをかさ上げというか、土盛りをしていく行程ですがね。その辺で仮道路というのはどっちのほ

うにつきますか。 

○委員長（工藤小百合君） 去石建設課長。 

○建設課長（去石一良君） 仮設道路でございますけども、前須賀日立浜線の現道につきましては、幅員がかな

り現況でも広く土地がございますので、一旦防潮堤側のほうに道路を切り回して、かさ上げをしていくと。さ
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らに浄土ヶ浜第３駐車場のほうにつながる浄土ヶ浜線というものが、交差しているんですけども、ここの部分

については、浄土ヶ浜側のほうに切り回しをして進めたいと考えてございまして、その辺の土地の使用につき

ましても、地権者さんのほうと相談の上、今検討しているところでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木清明君） あとですね、もう１点はあそこにそば屋さんか何かあったと思うんだけども、あとそ

れから工作物とか物置のようなのが３つ４つあるんですけども。あそこをやるときにどっかに持っていくわけ

ですか、解体するわけですか。 

○委員長（工藤小百合君） 去石建設課長。 

○建設課長（去石一良君） はい。建物が１軒とあと工作物が何軒かございます。それぞれ地権者さんのほうと

相談の上ですね、今進めているところでございまして、仮店舗でいくのか、それとも一旦その営業補償をして、

一旦その期間は営業を休んでもらうか、そこは交渉の中で決定していくというふうになります。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木清明君） やっぱり皆さん方ご存じだと思いますけども、この道路はやっぱり観光地、宮古市の

やっぱり観光地とすれば浄土ヶ浜ですけども、そこへ通じる本当にメインの道路なんです。それでやっぱり観

光客等を受け入れるにも、あのような状態の道路ですと、非常に観光客さんに申し訳ないなあと感じてますん

で、１日でも早く完成をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○委員長（工藤小百合君） 去石建設課長。 

○建設課長（去石一良君） はい。現在工事を進めている部分の迂回している部分がございますが、その迂回に

ついては４月いっぱいには解消しまして、新しい道路のほうを通行できるようにしたいと考えています。ゴー

ルデンウィーク前の観光客がたくさん来るまでに、主たる道路を通っていただくようにしたいと思います。な

お手前の部分につきましては、今年12月までに完成させるように取り組んでまいりたいと考えてございます。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木清明君） はい。よろしくお願いします。次71ページ。８款土木費、２項道路橋りょう費の中の

昨日も畠山委員さんはちょっと触れたようですけども、末広町線無電柱化推進事業について、１点だけお伺い

したいと思います。この事業につきましては、かなり前に産業建設常任委員会のほうでも説明を受けたような

記憶があります。それで、事業の内容とか総事業費とか多分ちょっと忘れましたけど、９億か10億ぐらいかか

るんじゃないかなあと記憶はしていましたけども、この総事業費について幾らぐらいかかりますか。一応完成

が令和５年度を予定していますけども。 

○委員長（工藤小百合君） 盛合都市計画課長。 

○都市計画課長（盛合弘昭君） はい、お答えします。まず事業の概要になりますけども、全体で470メートルほ

ど、駅前から末広町通りまして、東側に470メートルほどの区間を計画しているところでございます。全体事業

費としては、約10億円を見込んでいるところでございます。10億円。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木清明君） そこにたくさんの人たちを集うためにつくるわけですけども、今回昨日畠山さんがい

ろいろ聞いたんでその辺はいいですけども、この工事の進捗については進み具合というか、駅側のほうからや

るのか、それとも岩見さんのほうからやるのか、それだけ教えてください。 

○委員長（工藤小百合君） 盛合都市計画課長。 
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○都市計画課長（盛合弘昭君） はい。この事業のスタートは岩銀側から、駅前側から行いたいと思っていまし

た。令和２年度の９月補正で予算化いただきまして、まずはこちらのほうの工事を発注したところです。令和

３年度につきましては、債務負担行為とあわせて大規模工事として、終点まで岩見さんのところまで進めたい

と考えておりまして、これについては６月以降の発注と考えておりました。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木清明君） そうすれば、予定とすれば460メートルのところ、今回は375メートルを工事するとい

うことでいいですか。 

○委員長（工藤小百合君） 盛合都市計画課長。 

○都市計画課長（盛合弘昭君） はい、そのとおりでございます。ちょっとつけ加えさせていただければ今回の

工事では、土の中に入る部分を行ってまいります。電線の入る、さや管的なものですね。その後、最終的な舗

装を現時点での予定としては令和５年度の段階で、舗装、道路の美装化と着手してまいりたいと考えておりま

す。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木清明君） この工事は10億円かかるということですけども、これあくまでも震災対応というか、

国のほうからのお金でつくるわけですけども、金額自体10億円っていうの、これはぴったり10億ですか、いや

何を言いたいかと言えばね、超えた場合にどうするのかと思って。宮古市で出すのか、どうなのか。 

○委員長（工藤小百合君） 盛合都市計画課長。 

○都市計画課長（盛合弘昭君） 全体事業費ですので、工事をやっている中で動いてくる部分も今後あるかと思

います。現段階では10億円ぐらいということで事業計画を起こしているところでございます。工事着手した後、

いろんな要素が出てくれば変更の増もあるかと思いますし、あとは減の部分もあるかと思います。それはその

ときそのときで報告させていただきながら対応してまいりたいと考えております。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木清明君） 非常にこの工事については、宮古市の工事としては私は大イベントというか本当に大

工事だと思っています。なぜかといえば地下に何が埋まっているかわからないし、どうなっているかわからな

いところの末広町の道路を全部削って地下に電柱、あるいはＮＴＴの電話とかそのいろんなものをみんな中に

入れるわけですんで、非常に厳しいなと思って非常に先行きを不安視してますんで、まず何とか成功するよう

によろしくお願いします。以上です。はい。 

○委員長（工藤小百合君） 次は熊坂委員です。その次は畠山委員です。熊坂委員。 

○委員（熊坂伸子君） はい、よろしくお願いいたします。予算に関する説明資料でお願いします。77ページ10

款教育費、１項教育総務費、３目教育研究所費の教育研究所運営事業の中のＩＣＴ推進員についてお尋ねしま

す。教職員の資質向上を図るための援助、指導を行うということで、昨年の10月の臨時会議でタブレットの導

入を決めて、3,117台の導入を決めて、いよいよこのＧＩＧＡスクールというか、ハード整備がなされるわけで

すけれども、やはり教育民生常任委員会で先生方にアンケートをとったときに、リモート教育、遠隔教育を進

めるに当たっての不安がやはりその機器を整備した後に使いこなせるかどうか、教育にきちんと活用できるの

かという不安がとても１番多い項目であったんですけれども、それを先生方に指導してくださる方がＩＣＴ推

進員なのかなと理解しているんですけれども、その理解でよろしいでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 小林学校教育課長。 
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○学校教育課長（小林満君） はい、そのとおりでございます。ＩＣＴ支援員につきましては、学校現場でどの

ようにＩＣＴ機器を活用するかという、授業を通して、もしくは教育活動で生かしていけるように助言、あと

は指導等できる推進員を配置する予定でございます。 

○委員長（工藤小百合君） 熊坂委員。 

○委員（熊坂伸子君） どういった方がなるんですか。 

○委員長（工藤小百合君） 小林学校教育課長。 

○学校教育課長（小林満君） はい、学校管理職経験者を今配置する予定で動いております。 

○委員長（工藤小百合君） 熊坂委員。 

○委員（熊坂伸子君） 大変心強いと思いますけれども、１人で大丈夫なのかなという気がしてお聞きするんで

すけれども、全校一斉に配備されますので、どの先生もどういうふうにスタートしていったらいいのかという

ことで、需要は多いんだろうと思いますけれども、１人だとどこにも足りないような気もしたんですがどうな

んですか。 

○委員長（工藤小百合君） 小林学校教育課長。 

○学校教育課長（小林満君） はい、お答えいたします。このＩＣＴ推進員につきましては各学校との状況把握

をしていただいたり、あとはそこの個に応じてもちろん指導はしていただきます。あわせて、研修等につきま

しては、４名いる指導主事も活用させていただきますし、宮古教育事務所、県の事業等も活用しながら何とか

こう教職員の理解を深めていきたいと思っております。あわせてこのパソコンというか、タブレット等の整備、

ソフトを導入したり、機器に不具合がないように整備することにつきましては、委託を使いまして、専門業者

を活用して推進していくというふうなところで考えております。 

○委員長（工藤小百合君） 熊坂委員。 

○委員（熊坂伸子君） 昨年の教育民生常任委員会のリモート教育に対する提言の中でも触れたんですけれども、

やはりハード整備が一気に進むことに、コロナ禍の影響もありまして一気にきたわけで、先生だけではなく保

護者の方、あるいは児童生徒も大変戸惑いというか、使いこなすまでにはなかなかこういろいろな研修であっ

たり、スキルアップが必要だなと思います。その中で提言の中でも触れたんですけれども、２年かかるか何年

かかるかわからないんですけれども、きちんと段階を踏んで本当に教育を深めるために、これがもう大きなお

金をかけて整備するわけですので、有効に活用されるために工程を踏んで、それが皆さんで共有できるような

形で進めていったらどうかという提言もさせていただいたんですけれども、そのようなタブレットを活用した

教育、リモート教育も含めて、そのような宮古市でどういうふうに定着させていくかというような、プランと

いいますか、ビジョンといいますか、そういうものの策定はされているんでしょうかね。 

○委員長（工藤小百合君） 小林学校教育課長。 

○学校教育課長（小林満君） はい。お答えいたします。基本的にこの５年間の大まかな概要等につきましては、

一覧としてまとめてございます。現在今年度、次年度に向けた計画等は設定になっておりますので、各学校の

教職員を集めて２月には研修会を一度開催し、パソコンタブレットを使う、写真等を使ったり、あとはＱＲコ

ードを教科書から読み取って動画等を見るとかっていうところだけではなくて、さらにそれを授業の中でどの

ように使うのか、そのためにどういうふうなソフトを導入していくかどうかというふうな部分につきましても、

既に試行を始めておりますので、先生方にご不安を与えないような形で導入できるように努めてまいりたいと

考えております。 
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○委員長（工藤小百合君） 熊坂委員。 

○委員（熊坂伸子君） よろしくお願いしたいと思います。それからご家庭によって、やはり受け入れる側とい

いますか、いろいろそのスキルにも差がありますし、この導入に当たっては、意識の差もあると思うので、ご

家庭の方の不安にも、先生方に直接質問が来るか、教育委員会に来るかわからないんですけれども、家庭の不

安もこう解消できるような仕組みというのも提言の中に入れさせてはいただいたんですけれども、その辺は考

えておられるのか伺います。 

○委員長（工藤小百合君） 小林学校教育課長。 

○学校教育課長（小林満君） はい。やはり学校の教育内容、そして教育活動についてのご理解という部分を保

護者も含め市民、幅広くやはり共有していく必要があるだろうと捉えております。今年度につきましては教育

委員会だより、もしくは広報等を通じまして、現在学校のほうでコンピューター、ＩＣＴですねそれらを活用

して様々な活動が行われているっていうことを発信し始めているところでございますので、そのような形を継

続するとともに、学校内で保護者等に幅広く心配を与えないような形、もしくは丁寧な取扱を行いながら、家

庭の中でも十分に機能するような形で周知、そしてお知らせ等についてはコロナ禍ではありますが、工夫して

まいりたいと考えております。 

○委員長（工藤小百合君） 熊坂委員。 

○委員（熊坂伸子君） ぜひ丁寧な対応をして、これが有効に活用されるようによろしくお願いしたいと思いま

す。それで、それに関連してちょっとだけ気になったんですけれど、そのページの１番下に特別支援教育事業

のほうに特別支援学級に在籍する児童生徒にタブレット端末をと書いてあってリースと書いてあるんですけれ

ども、この去年の3,117台の中には特別支援学級の生徒の分も入っているものと思っているんですけれども、リ

ースするんですかね。 

○委員長（工藤小百合君） 小林学校教育課長。 

○学校教育課長（小林満君） お答えいたします。こちらの特別支援学級につきましては、もう既に個々の学習

保障という観点から、ＧＩＧＡスクール構想の前段階のところで既に子どもたち一人一人がタブレットを使っ

て授業する形態等でもう既に配置して進んできておりましたので、それらを更新したり、そういうふうな形で

今回予算計上させていただいております。ですので、先日購入しましたやつよりは少しグレードの高いものを

使っていますので、前回のＧＩＧＡのところでは購入していないと、もう既に使っているというところで、今

回リースの90台という部分で計上させていただいております。 

○委員長（工藤小百合君） 熊坂委員。 

○委員（熊坂伸子君） 了解いたしました。次の質問に移ります。78ページの10款教育費、１項教育総務費の３

目教育研究所費の学力向上事業についてお尋ねをいたします。これは放課後学習支援員、昨年というか今年度

は２人でしたので、１人増えておりますけれども、そうするとこれ巡回型で複数の学校を１人の支援員さんが

担当というふうに去年説明を受けたと思いますので、１人増えると全校網羅出来ているんでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 小林学校教育課長。 

○学校教育課長（小林満君） お答えいたします。昨年度２名配置し、10校を回っておりましたので、今回３名

ということで、市内14校全てに放課後学習支援を行うというところで計画を立てて進んでおります。 

○委員長（工藤小百合君） 熊坂委員。 

○委員（熊坂伸子君） 小林課長、今14校とおっしゃったんですね。14校っておっしゃいましたか。 
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○委員長（工藤小百合君） 小林学校教育課長。 

○学校教育課長（小林満君） 全小学校に配置ということでございます。 

○委員（熊坂伸子君） そこでこれが全小学校ですね、上の文章、中学校での数学及び英語力向上のための調査

研究というふうに書いてございますが、この間の教育長への一般質問の際に聞いて、これまでは中学生、宮古

の中学生数学と英語にちょっと課題があるという認識でいたんですけど、先日の答弁では国語もという話があ

りましたので、ここは数学・英語だけなのかなとちょっと気になっていたんですけれども。 

○委員長（工藤小百合君） 小林学校教育課長。 

○学校教育課長（小林満君） お答えいたします。調査研究等につきましては特に国語・数学・英語については

学力調査等は実施させていただきたいと思っております。特にもやはりこの管内、宮古市の中で課題の見られ

る数学、そして英語、こちらにつきましてはさらに調査研究という形で、何とか子どもたちの学力を向上させ

るように進めてまいりたいというふうに考えております。 

○委員長（工藤小百合君） 熊坂委員。 

○委員（熊坂伸子君） わかりました。ちょっと関連でここにないんですけれども、今年度までニュートンスク

ールというのが、長い間宮古市の特徴的な教育としてあったんですが、この新年度の中にはなかったので、こ

れはもうやめるんですか。 

○委員長（工藤小百合君） 小林学校教育課長。 

○学校教育課長（小林満君） はい。こちらのニュートンスクールにつきましては、小・中学生を中心とした形

での理科実験教室ということで平成20年頃からでしょうか、かなりこの長い間取り組んできた事業ではござい

ますが、平成31年度からは科学の甲子園の補助というふうな形で、変更になってきておりますので、今年度は

理科教育については、学校での学習指導のところを中心にしながらＩＣＴを関わらせてですね、充実させてい

きたいと考えておりますので、こちらのニュートンスクールとしての事業につきましては今年度、コロナの様々

なことも勘案し、実施しない方向で検討していたところでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 熊坂委員。 

○委員（熊坂伸子君） はい。今コロナの影響も考慮してということだったので、これまでいろいろ有名な講師

の先生もいらっしゃったりして面白い理科の実験の授業などもしてたと思うんですけど、そういうことが難し

くなったということなんでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 小林学校教育課長。 

○学校教育課長（小林満君） はい。お答えいたします。市内の児童生徒が一堂に会した形での大規模なイベン

ト的な形でございましたので、そこにつきましてはちょっと差し控えさせていただきつつ、やはり大学等との

連携による、この児童生徒の興味関心を高める活動というのは大事にしてまいりたいと考えております。 

○委員長（工藤小百合君） 熊坂委員。 

○委員（熊坂伸子君） 了解をいたしました。次の質問です。79ページ、10款２項１目学校管理費の小学校維持

管理事業、小学校トイレ洋式化工事についてお伺いいたしますが、このトイレの洋式化に伴って私ほかの自治

体の方から宮古の学校のトイレには女子トイレなんですけど、音姫ってわかりますか。正式名はトイレ用擬音

装置というんだそうですけれども、それはついているのかついてないのか教えてくださいって言われて、ちょ

っと学校に行って調べるというのも出来かねたので、これは整備されているんですか。 

○委員長（工藤小百合君） 小林学校教育課長。 
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○学校教育課長（小林満君） はい。現在は洋式化改修というふうなところで進んでおりますが、ただ今までの

ところでは設置されてない、水洗機能がありませんでしたので、洋式化が進みまして、流れる音が出るってい

うか、音が出るっていう確認でよろしいですか。ボタン押して。音楽が流れる。 

○委員長（工藤小百合君） 熊坂委員、個々の発言ではなくてちゃんと挙手してください。 

○委員（熊坂伸子君） 音姫というものの理解は先生は知らないんですかね。女子トイレには必ずでもないんで

すが、よくついている。 

○委員長（工藤小百合君） 小林学校教育課長。 

○学校教育課長（小林満君） はい、存じております。あのミュージックが流れるものかと思いますが、そちら

につきましてはちょっと確認はとれておりませんが、洋式化進めていく段階で、様々なですねトイレ施設等に

は音が流れる仕組み等もございますので、ちょっとその辺りは確認をさせていただきたいというふうに捉えて

おります。 

○委員長（工藤小百合君） 熊坂議員。 

○委員（熊坂伸子君） 聞きにくいことを、答えにくいことを質問して失礼しました。後でもいいので、市内の

状況がわかれば教えていただきたいと思います。次の質問ですが、その下の小学校保健事業、1,692万5,000円。

この中でフッ化物洗口も含まれていると思います。フッ化物洗口の部分は、金額的にはどれぐらいになるんで

しょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 小林学校教育課長。 

○学校教育課長（小林満君） はい。今年度から少しその薬剤買ったりする部分が変わったと聞いておりますの

で、確認の上ご説明したいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 熊坂委員。 

○委員（熊坂伸子君） これは一般質問で教育長とも意見交換させていただいたんですが、国際的には効果はな

いというふうな評価ですけれども、リスクについてはまだ国際的にもはっきりしていないということで、確か

保護者の判断で、保護者が了解した児童生徒だけというお話でしたので、情報提供をしてどうしますかという

ふうにお尋ねするんだと思いますが、やはりそのインフォームドコンセントの基本ですので、効果があるかも

しれない部分とリスクがあるかもしれない部分を両方正確にお伝えした上で、父兄のご判断を了解をいただく

ということが大事かなと思っておりますので、丁寧に進めていただきたいと思います。よろしくお願いします。

次の質問に移ります。81ページ、10款２項２目の教育助成事業のところですが、時間がないですね。宮古市小

規模・複式学校教育研究会というのがあるんですが、市内に複式学級というものはどれぐらいありますか。 

○委員長（工藤小百合君） 小林学校教育課長。 

○学校教育課長（小林満君） 現在複式を有する学校につきましては、高浜小学校、赤前小学校、そして重茂小

学校、川井小学校になります。来年度からは、川井中学校も複式学級になる予定でございます。 

○委員長（工藤小百合君） 熊坂委員。 

○委員（熊坂伸子君） ４校、来年度から５校というお話ですが、学級数にすると、学年によって複式じゃない

ところもあるとは思うんで。 

○委員長（工藤小百合君） 小林学校教育課長。 

○学校教育課長（小林満君） はい。重茂小学校につきましては５、６年生のみ１学級になっております。ほか

につきましては基本的に完全複式の形で、３学級、もしくは欠学年、学年がゼロの学級、学校も令和３年度に
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は出てまいりますので、そこにつきましては１学級が通常学級で、２学級が複式というふうな学校になってお

りますし、川井中学校につきましては１学級が普通学級で、もう１つが複式学級ということで２学級というこ

とになっております。 

○委員長（工藤小百合君） 熊坂委員。 

○委員（熊坂伸子君） はい。複式学級の実態は了解いたしました。時間がないので、疲れてなければ２巡目で。

終わります。 

○委員長（工藤小百合君） 次は畠山委員。その次は木村委員です。畠山委員。 

○委員（畠山茂君） はい。よろしくお願いします。時間があれば私は４点お聞きしたいと思います。河川維持

とタグボート費と公民館費と文化財保護について聞きたいと思います。まず初めに71ページの８款土木費、３

項河川費、１目河川維持費についてお伺いいたします。ここで河川環境整備事業なんですが、昨年の説明です

と市の管理が211河川ありますということで、まず１点目にお聞きしたいのは、この事業の説明を見ると、今年

度はしゅんせつ事業がないように見えるんですが、今年度はないということでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 去石建設課長。 

○建設課長（去石一良君） 河川の事業でございますけども、説明資料のほうに３つの事業を記載してございま

す。１つが河川環境整備業務委託といたしまして、こちらは河川のしゅんせつをする業務でございます。そし

て、もう一つの測量設計業務委託というのは、しゅんせつではなく、護岸の決壊とかその危険な部分の護岸改

修、それをするための設計委託料でございます。そして河川環境整備工事とは、護岸補修等の工事でございま

す。この３つの事業を組合せまして河川事業のほうを進めてまいります。 

○委員長（工藤小百合君） 畠山委員。 

○委員（畠山茂君） はい。説明で理解いたしました。それで国道を強靱化だったり、防災減災の方向で今進ん

でいるんですけど、昨年のご説明の中では、これからこの整備計画ですね、個別だったり中長期的なものを含

めて、立てていきたいというようなお話があったと思うんですが、そちらの計画はどうなっているのかお聞き

したいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 去石建設課長。 

○建設課長（去石一良君） 河川の整備の計画につきましては、今年度の５月、予算補正の中で今後整備してい

く箇所の部分についてご説明させていただいたところでございます。一つの事業につきましては、河川のしゅ

んせつを進めていく、もう一つは台風19号等々で決壊して、国の災害査定の採択には至らないけども危険な箇

所、そういった部分についても進めていくということで、ご説明させていただいたところでございます。来年

度はその計画に基づいてまだ残っている部分を進めていく予定としてございます。 

○委員長（工藤小百合君） 畠山委員。 

○委員（畠山茂君） わかりました。思い出しました、理解いたしました。次の質問に移ります。次は下の浸水

対策事業なんですが、今年度は29のうちの22地区の対策が示されました。今年度の予算を見ると、浸水対策調

査設計業務委託ということで、これから具体的な事業に入っていくと思うんですが、これからのちょっとスケ

ジュール感を教えていただきたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 去石建設課長。 

○建設課長（去石一良君） はい。こちらの予算の浸水対策事業でございますけども、下水道区域外の地区の事

業でございまして、地区数では13地区ございます。今後の事業の予定でございますけども、まずはこの河川の
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対策、浸水対策を進める上で、財源というものが現在のところまで確保出来てございません。これに市がやろ

うとしている事業内容に合ったメニューというものが、今の国の河川整備の補助事業にはなかなか該当しづら

いかなり規模が大きい河川じゃないと河川事業として採択されない状況にございます。その中でこの間の基礎

調査を検討している、進めている中で、岩手県のほうともいろいろ相談しながらきたところでございます。そ

うしたところ、来年度岩手県のほうにおきまして、流域治水プロジェクト推進に基づいて流域の治水の計画を

立てるということでございます。こちらのほうに市の事業もあわせてそのプログラムの事業に盛り込むことで、

国の浸水対策治水事業の補助の採択を受ける可能性が広がるということでございましたので、まずはこの事業

に盛り込むことができるようにこの準備を進めたいと考えてございます。あわせて台風19号で大きな被災があ

った津軽石地区の部分でございますが、基礎調査の部分で方向性はある程度見えてきたんですけども、さらに

詳細の調査をする中で、もう少しその規模感とか、そういうものを調べていく必要があると考えてございます。

それらを進める上で今回3,000万円という予算を計上したところでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 畠山委員。 

○委員（畠山茂君） 取組はわかりました。ただ財源がないというのは本当に厳しいです。ただ、自然災害が今

多くて本当に住民の皆さん、大変関心が高い事業だと思いますので、これからも取組をよろしくお願いいたし

ます。次の質問に移ります。72ページの８款土木費、４項港湾費、１目港湾費のタグボート常駐経費について

お伺いしたいと思います。これは昨年度からフェリーが中止になった中で今年も予算計上になりました。昨年

はフェリーが中止ということで、ちょっと私は疑問に思ったんですけど、喉下まで来てちょっと中止をしまし

たけど、今回２年目ですので、何点かちょっと疑問点をお聞きしたいと思います。まず１点目は、タグボート

常駐経費の前提は、まずフェリー再開に備えるということだと思いますので、この間の一般質問でも西村委員

が触れましたが、まず基本的に市のフェリー運行再開の見通し、簡単にどのように思っているか、考え方をお

聞きします。 

○委員長（工藤小百合君） 小成港湾振興課長。 

○港湾振興課長（小成勝則君） お答えいたします。まずちょっと前段にタグボートについてなんですが、フェ

リーだけではなくてそのほか客船の入港する際ですとか、そのほかの船舶で使用する場合もございますので、

フェリー限定ではないという前提がまず一つご理解をいただきたいなと。ご質問のフェリーの再開の件でござ

いますけれども、今月いよいよ三陸縦貫道の宮古から仙台の間、あるいは宮古から盛岡、こちらのほうが全線

開通をいたします。その後、物流といいますか交通の流れが変わってくると思っております。その動向を見な

がら、フェリーを利用する荷主さんですとか物流業者、そういったもののポートセールスを行いながら、船社

にこれぐらいのニーズがあるよということをお伝えして、再開に向けての働きかけを行っていきたいというふ

うに考えてございます。 

○委員長（工藤小百合君） 畠山委員。 

○委員（畠山茂君） はい、わかりました。ここはフェリー再開云々の議論の場ではないので、まず考え方は理

解をいたしました。まず本当に三沿道が完成する今年１年が山場だとは思います。次の質問に移りたいんです

が、今回の予算提案に当たってタグボート会社とも多分意見交換をしてきたと思うんですけども、今後のどの

ような交渉をして、今今に至ったのかをお聞きしたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 小成港湾振興課長。 

○港湾振興課長（小成勝則君） はい。お答えいたします。令和元年度につきましては、フェリーの常駐につき
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まして月700万円相当額ということで負担をしておりました。それがフェリーが宮古港寄港をお休みするという

ことになりまして、改めてタグボートの会社と交渉いたしまして、拘束時間ですとか、あるいは従業者の勤務

の体系ですとかそういったところを詰めて、月額で317万円というふうに昨年の６月に交渉いたしました。その

ことは議会のほうにもご報告をさせていただいたところでございます。今年度に当たりましては、コロナの状

況もございますけれども、コロナの状況がございますというのはですね、タグの常駐に当たりましては、総経

費から売上げの目標を引いたものを行政として支援しようというのが大きなスキームでございます。このコロ

ナの影響もございまして、皆様もご承知のとおり今年クルーズ船８回の寄港予定ございました。これがゼロに

なってございます。その分売上げが当然に減るべきものというふうに思います。そうしますと、月当たり今回

年額で3,810万円ほどご提案させていただいておりますが、12か月換算にしますと昨年度と同じ317万円いうこ

とで、本来売上げが落ちれば、こちらのほうで支援すべき額が大きくなるのではないかというふうに思います

けれども、そこはやむを得ない事情ということで相手方にご了承いただいて、今年度の単価と同額で令和３年

度も引き続きというふうに協議を進めてまいったというところでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 畠山委員。 

○委員（畠山茂君） 前年どおりでやるということはわかりました。フェリーが中止を続けている中で、次タグ

ボートの維持費のちょっと考え方をお伺いしたいんですが、端的に言えば、これはもうフェリー再開まで毎年

やっていくのかどうなのかということだと思います。それとも期限を例えば３年、５年、10年という期限を決

めてこのタグボート費を維持していくのか、仮に来年もとなると、もう１億円を超えます。どこまで我慢でき

るかということもあると思うので、ちょっとこれからの見通しを考えているのかいないのかそこをお聞きしま

す。 

○委員長（工藤小百合君） 伊藤産業振興部長。 

○産業振興部長（伊藤重行君） はい。この部分については、市議会の特別委員会とも同じような考え方であり

まして、県に対して当然費用負担を求めていきたいという基本的なスタンスでございます。やはり、タグの常

駐の一つの目的が先ほど港湾振興課長から言ったとおり、重要港湾の宮古港の機能強化という部分もございま

すので、当然これは継続して行っていきたいと考えています。 

○委員長（工藤小百合君） 畠山委員。 

○委員（畠山茂君） はい。部長から今継続して頑張っていくんだというお話ありました。今県のお話も出たん

ですけども、私の理解はこの宮蘭フェリー就航当時から、これは一緒に県との共同事業だと思っていました。

最初は半分ずつ出していますので、ご案内のとおり昨年県は予算計上はしましたけど、執行に当たってはフェ

リーが再開しないと執行はしませんということで多分今年度は未執行のまま終わると思います。市のほうも今

まで県に要望をしてきましたし、フェリー再開においても様々県と多分連携してフェリー再開の取組をしてき

たと思っています。そこでお聞きしたいのは、県は新年度の予算をどのように見積もってるか市としては把握

していますか。 

○委員長（工藤小百合君） 小成港湾振興課長。 

○港湾振興課長（小成勝則君） 県のほうに問合せたところ、当初予算に県の分の負担金は計上しない方向とい

うことで回答をいただいております。 

○委員長（工藤小百合君） 畠山委員。 

○委員（畠山茂君） そうなんです。県は新年度は予算計上していません。内部事情もちょっと聞きましたけど、
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計上したけど財政課のほうで、待ったがかけられて、もしフェリーが再開したら補正予算で対応するよという

お話を受けていました。そこで、ここは最後にしたいんですけど、私の考え方からすると、やっぱり予算執行

は教科書のとおりに、経済性と効率性と有効性が必要だと思います。なので、今回の提案を私の感覚ではちょ

っとおかしいなと思っていて、これはあくまでも県との協働事業だと私は思っていますので、しかも港湾は県

の管理ですので、宮古市だけが一生懸命踏ん張ってもやはりこれは県と足並みをそろえてまずやるべきだと私

は思います。したがってフェリー再開がいつ再開するかわからないので、予算計上はしてもやはり執行は今年

度の県のように執行に当たってはフェリーが再開というのを私は条件として、予算計上はしてもいいんですけ

ど、執行はやっぱり条件をつけるべきだと思うんですが、そういうふうに担当課か財政課のほうか、思ったり

はしないかちょっと確認をしたいんですが。財政課のほうに聞いてみますか。 

○委員長（工藤小百合君） はい。箱石財政課長。 

○財政課長（箱石剛君） 予算執行に当たっては、責任を逃れるわけではありませんけれども、執行権につきま

しては、金額によって市長決裁であったり、副市長決裁ということになりますので、そのときの判断によるも

のと思われます。 

○委員長（工藤小百合君） 畠山委員。 

○委員（畠山茂君） この件はもうこれで終わります。次の質問に移ります。87ページです。10款教育費、４項

社会教育費の２目公民館費です。ここは昨年の実績報告を見たときに感じたんですが、公民館の利用状況だっ

たり、利用件数、利用人数を見たときにかなり施設によってアンバランスがあるなと感じましたし、公民館事

業でも一生懸命やってるところとやってない施設がありました。そこでお聞きしたいのは、今年度どのような

事業をしようとしているのか、ちょっと代表的なところ改善点、もしあればお聞きしたいなと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 田中生涯学習課長。 

○生涯学習課長（田中富士春君君） 公民館の利用実績につきましては、全体的な傾向として、貸し館の部分で

ありますと新しい施設の利用が増えているという状況ではあります。そして、それぞれの地域の事情によって、

利用の形態もそれぞれでありますので、それぞれ人数なり件数についても違います。そして事業については、

地区館については各地区に根差した様々なその文化ですとか、歴史ですとか、食の部分とかそういった部分の

事業は、青少年の体験とかそういったものをやっていきますし、また中央公民館とかそういうところでは大き

な事業、高齢者大学とか、公民館まつりとかそういったものをやって人と人をつないでいくような形をとって

いくっていうふうなのが基本的な方針でございます。 

○委員長（工藤小百合君） 畠山委員。 

○委員（畠山茂君） あとここが１点疑問に思ったのは、中央公民館費なんですが、今回４月から新しく市民交

流センターと一体になるのに、ちょっと金額が前年度と同じなので、これはどのように理解をしたらいいのか

というところをお伺いしたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 田中生涯学習課長。 

○生涯学習課長（田中富士春君君） 予算につきましては、公民館の館長ですとか公民館主事の部分の人件費と、

あと講座に係る講師謝礼とか、そういったものになります。施設のほうは、市民交流センターのほうに移りま

すので、そちらの光熱水費とかそういったものはそっちを、ただ分館については、当面残しましてそちらの経

費は別にかかるという状況でこういった予算になっております。 

○委員長（工藤小百合君） 畠山委員。 
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○委員（畠山茂君） もう時間がない。最後88ページ10款教育費、４項社会教育費の５目の文化振興費、簡単に

言うと去年、この文化財保護事業について様々やっぱり地域大変なんで、補助金とか必要だよ、ないですかと

いう問いかけをしましたら、新たな補助金交付要綱を定めて創設してまいりますというような説明をいただい

たんですが、これは先ほどお話しした関連して橋本委員のこの文化財保存活用地域計画と連携するかちょっと

そこら辺を最後に説明を聞いて終わりたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 藤田文化課長。 

○文化課長（藤田浩司君） 文化財保存活用に関する補助金の制度につきましては、昨年の４月１日で施行して

おります。文化財の保存管理や活用に関する補助制度といたしまして、費用の２分の１以内の額を支援すると

いう制度を創設してございます。 

○委員長（工藤小百合君） 次は木村委員、その次は白石委員です。木村委員。 

○委員（木村誠君） はい、委員長。私からは説明資料の71ページ、８款土木費、２項道路橋りょう費、下のほ

うの末広町線無電柱化推進事業、先ほどの佐々木委員と同じところでお聞きしたいと思います。他の上の項目

で、事業損失事前調査等業務委託2,200万円載っていますけども、これはどこに頼む予定でいるんですか。 

○委員長（工藤小百合君） 盛合都市計画課長。 

○都市計画課長（盛合弘昭君） こちらの末広町線の工事に入る前に、工事に入った後に例えば建物が傾いたと

か、外壁にひびが入ったとかというのが工事に起因するものなのかどうかを確認するために工事着手前に調査

するものでございます。委託先としては、建設コンサルタントの中での補償業務等登録している業者さんがあ

りますので、そちらのほうに指名競争入札で付したいと考えております。 

○委員長（工藤小百合君） 木村委員。 

○委員（木村誠君） はい、わかりました。言葉だけで読んでてっきり売上げの損失があるかないかの調査かな

と思ってお聞きしました。今の答弁の内容で理解いたしました。それでは次の質問に移ります。委員長。 

○委員長（工藤小百合君） はい。木村委員。 

○委員（木村誠君） 73ページ、８款土木費、５項都市計画費、５目の公園費の健康公園整備事業についてお聞

きしたいと思います。来年度は880万円予算がついていますけども、これ何か所移設する予定でいますか。 

○委員長（工藤小百合君） 盛合都市計画課長。 

○都市計画課長（盛合弘昭君） はい。こちらのほうですね、公園としては１か所を考えているところでござい

ます。これまでの健康公園、近内地区ですとか南町、この界隈などを整備してきたわけなんですが、目的とし

て体の健康とからだと心の健康に寄与するということで、ウォーキングコースを設定した中で活用するのが有

効的かなということで考えていまして、現在のところは１か所、来年度は設置したい、１公園に設置したいと

考えております。 

○委員長（工藤小百合君） 木村委員。 

○委員（木村誠君） はい。わかりました。残りは何か所これから設置する予定でいいますか。 

○委員長（工藤小百合君） 盛合都市計画課長。 

○都市計画課長（盛合弘昭君） はい。全体で74公園に設置したいと考えております。これまでの実績として、

令和２年度末での43ヶ所が整備済みとなります。ですので、今後31ヶ所の公園に整備を進めていきたいと考え

ております。 

○委員長（工藤小百合君） 木村委員。 
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○委員（木村誠君） はい、わかりました。自分もあちこち市内仕事で走り回っている中で、結構あちこち工事

するんだろうなっていうなんか面影が見えたもんですから、これからどんどん広がるかなと考えておりました。

ちなみに、新里・川井地区の実績はどうなっていますか。 

○委員長（工藤小百合君） 盛合都市計画課長。 

○都市計画課長（盛合弘昭君） 新里・川井地区については、現在のところまだ整備実績は上がっておりません。

地域的なバランスも検討しながらの整備計画のほうには盛り込んでいきたいと考えております。 

○委員長（工藤小百合君） 木村委員。 

○委員（木村誠君） はい。２年くらい前の議会報告会の中で、川井地区の方から市内ばっかりということで、

お言葉をいただいてましたんで、平等に満遍なく進めていただければなと思います。はい、委員長。 

○委員長（工藤小百合君） はい。木村委員。 

○委員（木村誠君） はい。その中で今現在整備された公園の健康遊具の利用ですか、以前一般質問でもさせい

ただいたんですけども、相変わらずやっぱり使っている方が見られなくて、夕方になると腹筋を鍛えるベンチ

型のところに子どもたちが並んでゲームやってるような感じの状態ばっかり見られていますけども、何かこれ

から増やす前に、増やすというか、設置がゴールじゃなくて利用してもらわなければ意味がないと思いますの

で、これから増やす中で同時に何かそういった利用頻度を上げるような工夫っていうのは、検討されてるんで

しょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 盛合都市計画課長。 

○都市計画課長（盛合弘昭君） はい、委員長。健康公園、まずどういったものがニーズがあるのかということ

を調査しますということでアンケート調査を西ヶ丘・近内地区で行いました。その中で認知度は比較的小さい

お子さんを持つ家庭の方が認知度が高くて、あと利用者の方も比較的世代が広がっていました。私たちが思っ

ているより実は使っている方も多いというのが、アンケート結果でわかったところです。それを踏まえまして、

庁内で関係課らと連絡調整会議を開きまして、いろんな意見をいただきながら、進めていきましょうというこ

とで健康公園の整備計画のちょっと原案を考えたところです。これを今後いろんな情報媒体を使って発信して

いきたいと考えておりました。 

○委員長（工藤小百合君） 木村委員。 

○委員（木村誠君） わかりました。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。同じページの

８款土木費、６項住宅費２目住宅管理費の部分についてお聞きしたいと思います。市営住宅等指定管理料3,793

万4,000円の内訳を教えてください。 

○委員長（工藤小百合君） 菅野建築住宅課長。 

○建築住宅課長（菅野和巳君） はい。こちらの3,793万4,000円の内訳でございます。こちらの市営住宅の管理

につきまして指定管理の委託を出してございまして、現在、株式会社寿広という会社にお願いをしているとこ

ろでございます。こちらに対して市営住宅の管理、入居の申込みですとか、あとは入退去等の検査に関するこ

と、あるいは書面の受け付けに関すること、あとは入居者の管理指導等に関すること等々の市営住宅の管理に

つきまして委託をしているものでございます。年間の指定管理料として3,793万4,000円を計上してございます。

あと同じ業者に災害公営住宅の指定管理も同時に委託をしてございます。下のほうに書いてございます、災害

公営住宅分として3,103万7,000円。こちらも同じ会社に委託をしているという状況でございます。 

○委員長（工藤小百合君） 木村委員。 
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○委員（木村誠君） はい、わかりました。あとちなみに寿広さんはこの中で人件費はもちろん入ってるのかな

と思うんですけども、何人ぐらい計上されているんですか。 

○委員長（工藤小百合君） 菅野建築住宅課長。 

○建築住宅課長（菅野和巳君） はい。こちらの人数で専従で５名というふうに設定してございます。 

○委員長（工藤小百合君） 木村委員。 

○委員（木村誠君） そうしますと残りの５名って言っても、それなりの平均的な給料で計算すると、かなりそ

れでも金額が余るという言い方おかしいですけども、多いと思うんですけど、そこは蛍光灯の交換費用とかい

ろいろ具体的にどういった使い方されているんですか。 

○委員長（工藤小百合君） 菅野建築住宅課長。 

○建築住宅課長（菅野和巳君） はい。こちらの金額全てが人件費というものではございません。指定管理料の

内訳といたしましては、５名分の人件費もございますし、あとこちら24時間対応で休日、夜間も、苦情対応、

あるいはトラブル対応ということで電話等々の受け付けもしていただいておりましたので、その経費も入って

ございます。あと市営住宅全般の管理ということで、浄化槽の維持管理費ですとか、消防設備点検の費用です

とか、受水槽の清掃あと市営住宅の修繕費ですね。指定管理に出す前までは市が直営で予算をもちまして行っ

ておりました維持管理のための修繕等々、こちらをこの費用の中に含めて指定管理者のほうに全部やってもら

っているという状況でございます。あとはそのほか指定管理のほうで事業等々維持・運営するための費用とい

うことでの費用、これらを全部含めまして、3,793万4,000円と3,103万7,000円という内訳になってございまし

た。 

○委員長（工藤小百合君） 木村委員。 

○委員（木村誠君） はい、わかりました。そうすると例えば市営住宅だと28団地の945軒で、集会所が９か所に

対しての3,793万4,000円。下のほうの災害公営住宅だと18団地、10団地少なくて、世帯数も563棟、半分までい

かないにしても、それに近いくらい少ないです。集会所は１ヶ所少ないです。それに対して3,103万7,000円、

トータル的な金額がそんなに差がないっていう災害公営住宅が建ってまだ10年たってない、比較的壊れるはず

がないって言い方おかしいですけども、どういった考えで理解すればよろしいですか。 

○委員長（工藤小百合君） 菅野建築住宅課長。 

○建築住宅課長（菅野和巳君） こちらの費用につきましては、先ほど申し上げました人件費、あるいは施設ご

との維持管理費、例えばエレベーターの保守点検費というようなのも含まれているんですけれども、このエレ

ベーターというのはほぼほぼ災害公営住宅のほうしか持ってございませんので、費用で言いますと、これらは

むしろほぼ災害公営住宅の分ですよという状況でございます。いわゆるこれらの総費用を合算いたしまして結

果としてこれ戸数での案分をして、こういう費用となってございました。実際には災害公営住宅分だけとか、

市営住宅分だけというふうに積み上げたというよりは、総費用を計算して指定管理の契約をしております。そ

してこれを案分しているという状況でございました。 

○委員長（工藤小百合君） 木村委員。 

○委員（木村誠君） はい。わかりました。ちなみに寿広さんに委託する前、恐らく６、７年前は直営でされて

いたと思うんですけども、そのときと比較してメリットっていうのを教えていただきたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 菅野建築住宅課長。 

○建築住宅課長（菅野和巳君） はい。費用の点で言いますと、直営で行うよりもある程度経費が軽減されてい
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るかなというふうに計算をしてございました。そして何よりもやはり民間の事業者を活用しているという状況

もございますが、24時間対応でやはり、入居者からの問合せ等々に対応していただいているという部分が大き

いかと思います。やはり直営でやっておりますと、どうしても年末年始ですとか、ゴールデンウィークあるい

は休日等々の場合ですと市の日直を経由して、そして担当者に連絡がつけば何とかなるんだけれども、その担

当者も業者側に連絡がつかなければなかなか対応が出来ないというようなこともございました。ただ今現在は

24時間で対応してもらいつつ、専門の業者ということで、こちらの指定管理者から工事会社等々もある程度押

さえている状況ですので、市が直営でやるよりも迅速な対応が可能になっているものと認識してございます。 

○委員長（工藤小百合君） 木村委員。 

○委員（木村誠君） はい、わかりました。ちなみに指定管理されている事業所なんですけども、こちらはどう

いった形で入札されて決定したんですか。 

○委員長（工藤小百合君） 菅野建築住宅課長。 

○建築住宅課長（菅野和巳君） こちらの指定管理は市のほうから仕様等々をお示しして、業者のほうに要望し

ていただくと、そしてその提案内容、こちらのほうを市内部で審査をさせていただいて、ある程度点数化をさ

せていただいて、その中から業者を選定して決定するという中身でございました。ちなみに今現在、寿広さん

と契約をしてございますが、この契約の際には２社の応募をいただいた結果で今現在、寿広さんのほうに決ま

っているという状況でございます。 

○委員長（工藤小百合君） 木村委員。 

○委員（木村誠君） はい、わかりました。ちなみに次の入札っていうか、あれは３年、５年どっちですか。 

○委員長（工藤小百合君） 菅野建築住宅課長。 

○建築住宅課長（菅野和巳君） はい。現在の契約はですね、５ヶ年にわたる契約となってございまして、最終

年度は令和４年度までの契約となってございました。 

○委員長（工藤小百合君） 木村委員。 

○委員（木村誠君） はい、わかりました。寿広さん恐らく宮古に営業所、向町のあたりのあそこの会社かなと

思うんですけど、以前事務所に行ったときそんなに人がいらっしゃらなかったもんですから、今回５名って聞

いたので、たまたま外出中だったのかなと思いながらもお聞きいたしました。はい。あと、ちなみに今、地域

内経済循環という言葉がしょっちゅうあちこちでも飛び交っていまして、地元でお金を落として地元で回して

いこうっていう考え方ありますけども、入札方法のあれはプロポーザル入札でよろしいですか、まず。 

○委員長（工藤小百合君） 菅野建築住宅課長。 

○建築住宅課長（菅野和巳君） はい、そうですね。市のほうで最低限の仕様を示した上で、業者のほうからご

提案をいただいて審査をするという状況でございました。 

○委員長（工藤小百合君） 木村委員。 

○委員（木村誠君） はい。その際例えばいろんなプロポーザルって、これが出来ている出来ていないっていう

のを点数にして、点数の高いところがとれるような感じだと思うんですけども、その中に例えば宮古に営業所

を持つじゃなくて、宮古に本社を持つというのがポイント高いとか営業所があれば若干ポイントが下がるけど、

宮古に何もなければ０みたいな感じのそういった項目もあったほうがやりやすいのかなと思いますし、あとそ

の中のプロポーザルって経験値が結構ポイント高いウエイトと示しているかと思いますけども、そうすると新

規で参入というのはなかなか難しいのかなと思いますんで、ここら辺をちょっとこの場じゃなくて、後で別な
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場でお聞きしたいと思います。はいじゃまず中途半端ですけど以上です。はい。 

○委員長（工藤小百合君） 次は白石委員です。その次は佐々木重勝委員です。白石委員。 

○委員（白石雅一君） はい、委員長。ではよろしくお願いします。すいません私からの質問は１点だけでして、

同じように、説明資料の76ページをお願いします。10款１項の２目の中の育英事業についてお伺いいたします。

この中に奨学資金貸付金がありますが、この奨学金につきましては経済的な理由で就学困難な方に奨学金の貸

付けを行うというのとともに、市内に宮古管内で就業している方に対しては定住化促進対策として、償還金の

減免を行うという２つがあると思っていますが、今現在、考え方としてこの奨学金を貸付けすることに対して、

やはりこの宮古管内に戻ってきて就職してもらいたいっていう思いが強いのか、経済的理由で困窮されている

方に対して貸付けを行うのがメインなのかちょっとこの考え方の２つは、どのくらいのバランスというか、そ

ういった考え方でいらっしゃるんでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 小林学校教育課長。 

○学校教育課長（小林満君） はい、お答えいたします。貸付けにつきましてはやはり経済的に厳しいご家庭、

そして子どもたちの学びを保障するという観点は非常に大事かと思いますし、あわせてやはり宮古に戻ってき

て定住して仕事に就いていただき、地域を支えていただくということも非常に大事であると考えておりますの

で、双方大事にしながら進めていきたいと考えております。 

○委員長（工藤小百合君） 白石委員。 

○委員（白石雅一君） はい。両方のバランスをしっかり確立させながらと今お伺いして思ったんですけれども、

この奨学金の貸付けについて、来年度からまた支援の幅が広がったりいろいろ拡充されている部分も考えてい

らっしゃるようですけれども、令和３年度はどういった予定で進めていく予定でしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 小林学校教育課長。 

○学校教育課長（小林満君） はい。こちらの奨学金につきましては今年度、新型コロナウイルス感染症に関す

る家計急変の方も見越しまして、継続して貸付けをするというふうな形で運用させていただいております。ま

た、他の奨学金をお借りして、今まで学校生活を送ってきたお子さん方に対して、やはりコロナに関わって額

の変更だったり、もしくは重複しての奨学金貸付けを希望する方等もおられましたので、そういうふうな部分

につきましては継続しながら、丁寧に対応してまいりたいと考えております。 

○委員長（工藤小百合君） 白石委員。 

○委員（白石雅一君） はい。コロナの影響でという話が今あった中で、重複の貸付けはもともと駄目でしたよ

ね。それがコロナ特例でオーケーという形になってるんですか。 

○委員長（工藤小百合君） 小林学校教育課長。 

○学校教育課長（小林満君） はい。今年度、年度当初のところで議会のほうでも説明させていただいたと思い

ますが、他の日本育英と学生支援機構との額から、市で設定している８万円というふうな部分についての差額

等につきましても、今年度はその申請をいただいた方に関しては、貸付けを行って対応してきたということで

ございます。 

○委員長（工藤小百合君） 白石委員。 

○委員（白石雅一君） すいません。差額分ということですね。はい、理解いたしました。この奨学金、宮古管

内に就業した方に対して、定住化促進対策で免除を行うというふうになっていますが、この免除のところもそ

うですし、奨学金を申請する段階で、この宮古の企業に対して、リストでもいいですし、宮古の企業の紹介で
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もいいですし、何かしらこう申請に来た方が宮古に戻ってきて、減免申請もあるし、戻ってこようと思えるよ

うな、そういった経済とのつながりという部分をもう少し意識した取組というのをするべきではないかなと思

いますがいかがでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 小林学校教育課長。 

○学校教育課長（小林満君） はい、お答えいたします。やはり戻ってくるためには地元にどんな企業があり、

どんな職業の魅力があるかというふうな部分についての理解を深めるということは大変大切な視点と考えてお

ります。と同様にやはり高校生、インターンシップをしたり、様々経験をするわけですが、市内各小・中学校

等につきましては県そして市等から発行しているその企業の説明資料等を配布しているわけですけども、やは

りそういう部分を幅広く様々な方々にごらんいただくように情報提供は努めてまいりたいと考えておりますの

で、関係各課と連携をした上で対応していきたいと考えております。 

○委員長（工藤小百合君） 白石委員。 

○委員（白石雅一君） はい、そうですね。情報提供についてはぜひ関係各所と連携とって行っていただきたい

なと思っていますし、今回この奨学金を受ける方々に対しても、様々な資料作成をお願いして、その資料があ

った上でいろいろ審査等を行っているようですので、その資料をつくる際にも、宮古に戻ってきたときに大学

で学んできたことをどこの企業で生かしてどういう返済プランを立てて、自分の中で宮古で生活していくため

にはどういった形で生活していけるのかなっていうのをまず大学に入る前の段階で少しこうイメージづけしな

がらやっていけるようになると思います。資料作成に関しても、学生側がつくる際に、その参考になると思い

ますので、ぜひここは育英事業で経済的に困難な方に対して、奨学金貸付けを行っているというのと、定住化

促進の両輪をぜひもっともっと進めていけるように、今後も様々な方面から取組を行っていただきたいと思い

ますが、今先ほど、今後の予定もお聞きしましたので、意見だけ述べて終わりにしたいと思います。以上です。 

○委員長（工藤小百合君） 次は佐々木重勝委員、その次は坂本委員です。 

○委員（佐々木重勝君） はい、委員長。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木重勝君） はい。私も説明資料により、８款を中心にお伺いしたいと思います。資料の69ページ

お願いいたします。８款２項２目の道路維持費についてお伺いしたいと思います。震災からの復旧復興、ある

いは度重なる台風被害ということで、それぞれ担当部担当課においてはご苦労なされておるところを目の当た

りして、直に聞けばいいのかなと思うところですが、何点かこの場において質問をさせていただきたいと思い

ます。まず道路維持事業で２億9,572万4,000円という予算が計上されております。昨年から見ると2,900万円、

約3,000万円ほどダウンになっているということで、私の勝手な解釈ですが、震災からの復旧復興等をそれぞれ

進んだ中で、ある程度道路の改良なり、この維持というものは抑制されてきて、これから大いに増えてくるの

かなというような勝手な解釈をしていたわけですが、それが年々減っていくような状況なので、これは一つ聞

いてみようとなった次第です。それで、説明の中に道路維持補修工事等ということで、１億4,000万円計上され

ております。これ過去３カ年を見ますと、昨年は１億5,800万円、その前は１億7,400万円ということで、私の

考えたのから逆行して減らされているので、どういう経過でこういうふうに減らされてるのかなと思ってお伺

いする次第ですが、もう道路維持補修もなくなってきてんだという部分なのか、財政上こういうふうに切り詰

めていくというお考えなのか、その辺をお伺いいたします。 

○委員長（工藤小百合君） 去石建設課長。 
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○建設課長（去石一良君） はい。道路維持費に係るその工事の部分でございますと、ご指摘のとおり、今年度

の予算から見て、若干減額しているところでございます。その減額の理由でございますが、これまで事業のほ

うを実施していく中で災害等々もあり不用額を出すときもございました。ある程度そのまだ災害復旧、来年度

が１番まだピークとしてあるんですけども、まだまだその市内業者の手持ち工事というのが相当数ある状況で

ございます。そういう中で維持事業費の予算を多く持ったところでも、なかなかその不調とかですね、そうい

う部分もございますので、今年度１億4,000万円、何とか執行出来ている状況にありましたので、まず予算規模

で来年度のほうは進めてまいりたいと考えてございます。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木重勝君） 今の答弁によりますと、やらなければならないところはあるということですが、事務

作業的にこれで取りあえず持っていきたいとも受け止めたんですが、それでよろしいですか。 

○委員長（工藤小百合君） 去石建設課長。 

○建設課長（去石一良君） はい。道路の維持修繕が必要な箇所っていうのはその程度にもよりますけども、ま

だかなりある状況でございます。請負業者の手持ち工事量とか、あと職員の事務作業というものは、１億5,000

万円であろうが、１億4,000万円であればさほどその辺は変わらないんですけども、やはりその業者の不調とか

そういう状況を見ると、まずはその災害復旧工事を優先しながら完了した時期にはまた予算のほうをしっかり

考えてまいりたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木重勝君） はい。ただいまの説明で了としたいと思います。それでは、今年度１億4,000万円の中

身は側溝改修工事、あるいは側溝蓋路面の補修ということですが、これを具体的にどこをどのようにやるか今

の段階で煮詰まっているんでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 去石建設課長。 

○建設課長（去石一良君） はい。１億4,000万円の内訳でございますけども、宮古地区が１億3,000万円、川井

地区が1,000万円の予算としてございます。そのうち市内、宮古地区につきましては、市内を東西南北４地区に

分けて実施してまいります。そのほかの舗装部分の工事を二つの地区に分けて実施してまいります。具体の場

所についてはたくさん全域に広がってございますので、まずはその危険な状況、特に冬場から春にかけて、路

面が穴ぼこが大分激しくなってございますので、そういった通行の危険が及んでいるところをまず優先しなが

ら、進めてまいりたいと考えてございます。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木重勝君） はい、わかりました。それではまたさらにこまいことを聞いて申し訳ないんですが、

側溝の改修という内容が書かれていますが、私、認識不足で申し訳ないんですが、側溝といえば何か土側溝と

か、何かいろいろあるようですけども、側溝の改修、壊れたのを直すということですか。土側溝をＵ字溝みた

いなのを入れて直すということなんでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 去石建設課長。 

○建設課長（去石一良君） はい。どちらのケースもございます。土側溝を側溝に改修したり、壊れている側溝

を直すものも改修両方ございます。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木重勝君） それで最後にお聞きしたいのは、土側溝ということで聞こえはよろしいんですけれど
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も、私が見てる範囲の土側溝は、もう平になって雨水は道路に流れると。土側溝のほうが高くなってるという

ような状況のところが結構あると思うんですけども、これも改良工事に将来的に考えられないもんでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 去石建設課長。 

○建設課長（去石一良君） 状況を見ながらその緊急度の高いところから実施してまいります。具体の場所につ

きましては、こちらのほうでも調査の部分で把握していない部分もあろうかと思いますので、その辺のご教示

いただけたらと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木重勝君） はい、ひとつよろしくというのは使うなということですが、よろしくお願いします。

それではもう一つ道路維持事業に関連してお伺いしたいんですが、お忙しい中にもそれぞれの管理区間の中を

道路パトロールしておられるようですが、パトロールした中で当然悪い箇所の把握という部分もあろうかと思

いますが、それぞれの道路に不随する事業をやっておられる方々もあると思うんですけども、その指導とかと

いう部分の任務はあるもんでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 去石建設課長。 

○建設課長（去石一良君） パトロールにつきましては、週２回実施してございます。そしておおむね主要な道

路につきましては１ヶ月に全て１回は確認するようにしております。交通量が少ない部分については、３か月

には必ず１回はパトロールするようにしてございまして、このパトロールの体制につきましては、現在建設課

の維持係の設計も担当している職員１名と、あと道路補修をしている担当と２人でパトロールを週２回実施し

てございます。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木重勝君） すいません、主語が抜けた質問をしまして。言いたいのは、それぞれ市で管理する道

路に付随して、それぞれ事業をやっている事業所なり現場があるわけですが、その出入りとかいう場合におい

て土砂なりという部分を市道なり国道なりという部分に引っ張っているというか、天気がいいときには土埃、

雨が降れば泥んこというところが結構あるんではないのかなと思って、そこをやっぱりパトロールした時に指

導とか何とか出来ない指導なんかしてある程度こう市道というものを適正管理してもらえないものかなという

思いから質問します。その辺はいかがでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 去石建設課長。 

○建設課長（去石一良君） はい。工事で道路を汚している部分に関しては、パトロールで発見したときは当然

指導してまいりますし、あとは工事監督している部分でも、汚れが激しい場合にはその清掃の指導をしてござ

います。ただ場合によってはある程度その少々我慢しなければならない部分もございますので、そこは近隣の

住民の皆様方のご理解のもと、現在進めていると考えてございます。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木重勝君） 指導しているということですが、どことは特定は当然申し上げませんが、ある程度年

中土・土砂等が引っ張っている現場もおありかなと。昔はある程度作業員の方がほうきを持って立っていたと

いう部分ですが、それすら今ないという部分もあるんですけども、いずれお願いはするなということですが、

いずれ道路パトロールをした中で、その辺は特定した話は申し上げませんが、指導していただければなと思い

ますが、いかがですか。 

○委員長（工藤小百合君） 去石建設課長。 
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○建設課長（去石一良君） はい。道路の汚れに関してはしっかり現場も確認しながら場合によればその現者に

清掃等の指導をしてまいりたいと考えております。 

○委員（佐々木重勝君） はい、それじゃもう１点だけで終わりにします。70ページをお願いします。８款２項

２目の中で浄化槽排水対策事業ということで850万円計上されております。これも昨年その前というふうに、ち

ょっと紐解いてみたらば、それぞれ1,500万円、1,500万円、今回が850万円ということで、これにつきましても

ある程度、事業対象とならない、あるいは整備されたという観点の予算計上なのかどうかお伺いします。 

○委員長（工藤小百合君） 竹花生活排水課長。 

○施設課長兼生活排水課長（竹花浩満君） はい、お答えいたします。この850万円なんですけども、地区のほう

は摂待地区を予定しております。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木重勝君） その減額された経過と申しますか、もう要らないんですかと、必要ない、もう整備す

るところがなくなりましたかという形でお伺いしたんですけど。 

○委員長（工藤小百合君） 竹花生活排水課長。 

○施設課長兼生活排水課長（竹花浩満君） 整備するところがなくなったというところではありませんけども、

来年度については、接待地区のところが必要であるというところで、ここを予定しております。それ以外のと

ころについては、これから引き続き調査をしながら、必要であれば４年度以降も引き続きやりたいと思ってお

ります。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木重勝君） いつも私お話ししているんですが休暇村線、あの一帯には道路なかなかおかげさまで

整備していただいたんですけども、沿線には住宅地があって、まだまだ必要だと思いますんで、その辺に目を

向けていただければなと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 質問ですか。 

○委員（佐々木重勝君） 今後の取組をお聞きして終わりますけれども、いかがでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 竹花生活排水課長。 

○施設課長兼生活排水課長（竹花浩満君） ここにつきましては浄化槽整備している工事業者さんたちも時々行

きますので、どの辺が浄化槽の要望が出ているかというところをお聞きしながら、今後計画を立てていきたい

なと思っております。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木重勝君） 業者さんからお聞きしてということになれば、これから浄化槽の設置と捉えたんです

けど、既存の浄化槽設置の方はどうなんでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 竹花生活排水課長。 

○施設課長兼生活排水課長（竹花浩満君） これから整備するところと、あと今既存のところで整備していると

ころもあるんですが、実は既存で整備されたところなんですけども、放流先が、なかなか側溝がなくて、地下

浸透というところがあります。それで、実は来年度摂待をやるっていうのは結局摂待が結構地下浸透をやって

るところもありましたので、そこをまず摂待を優先的にやろうというところもあります。それ以外にも確かに、

地下浸透しているところもありますので、それ以外のところもちょっと引き続き調査をしながら、既存の部分

についても生活排水路のほうの整備はしていきたいなと思っております。 
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○委員（佐々木重勝君） 本当に最後です。となりますと今のお答えですと、既存のところに目を向けていくと

いうことになりますんで、その辺もよろしくお願いします。終わり。 

○委員長（工藤小百合君） 次は坂本委員です。その次は長門委員です。坂本委員。 

○委員（坂本悦夫君） はい、委員長。私はコロナ禍における学校の対策についてお伺いしたいと思いますが、

説明資料でいけば、82ページの感染症対策、10款教育費２項小学校費２目の教育振興費ということでやらせて

いただいたほうがいいのかなと思います。そうすると82ページですか、感染症対策、いずれにしてもこの辺で

ちょっとコロナ禍における学校の対策についてお伺いしたいと思います。これまでの教育は、密ありきだった

わけです。いかにその教師と生徒が距離を縮めるか、またその生徒同士が距離を縮めるかに、今までの教育と

いうのは力を注いできたんだと思います。それが今度はコロナ禍によって今までと逆のことが求められる教育

現場になってしまった。小学校１年生はこんなもんかなと感じているかも知れませんが、２年生以上はかなり

の戸惑いがあるんだろうなと思っております。そこでその子どもたちの様子が大きく変わったのか、変わって

ないのか、変わったんであれば、どのように変わったのかお聞きしたいと思います。我々はなかなか学校の中

が見えませんので、その辺よろしくお願いします。 

○委員長（工藤小百合君） 小林学校教育課長。 

○学校教育課長（小林満君） はい、お答えいたします。やはりこの義務教育にかかわりましては、時代が変わ

ってもやはり教師と子どもとの深い人間関係のもと、教育活動を一緒に進めていくということは、やはり大事

なことであると思います。今年度コロナ禍においては、やはり子どもたちもかなり学習活動に制限を受けてお

りますし、歌を歌う際にもマスクを着用したり、体育の際には走った後、話合いをするときにはマスクを着用

するなど、新しい生活様式における中での教育活動という部分について、今かなりこうコロナの感染防止に努

めながら、学校の中では丁寧に努めていただいております。変わったのは、やはりその感染症予防を踏まえた

形での教育活動という点は大きく変わったと思いますが、やはり教師と子どもの深い人間関係、相互理解のも

とでの教育活動という点については変わりなく大事にしているということになると思います。 

○委員長（工藤小百合君） 坂本委員。 

○委員（坂本悦夫君） 恐らく息苦しさを感じているんだと思いますので、結構コロナ禍においては細かいルー

ル等が出てきますし、変わった生活に対しては子どもたちですので、緊張なんかもすると思いますので、息苦

しさみたいなことは感じているんだろうなと思っております。それで、国立成育医療研究センターというとこ

ろの調査では、新型コロナウイルスの影響で７割の子どもたちが・・・ 

○委員長（工藤小百合君） 坂本委員、予算審議ですので予算に対しての質疑をお願いいたします。 

○委員（坂本悦夫君） そうなんだけども、 

○委員長（工藤小百合君） 簡潔明瞭に説明をお願いいたします。 

○委員（坂本悦夫君） うん。ただね、このコロナ対策についてはとても重要なので、予算にも当然関係もして

くるんだけれども、 

○委員長（工藤小百合君） それは皆さんご存じだと思うので、そこから先の説明でお願いいたします。 

○委員（坂本悦夫君） ちょっとあれだね、そうなるとやめた方がいいのかな。 

○委員長（工藤小百合君） いや、そういうことは言っていません。 

○委員（坂本悦夫君） 一応予算に関係がないことではないと思うよ。 

○委員長（工藤小百合君） ただ、先ほど小林学校教育課長も説明をしたので、それの先を坂本委員が質問して



－47－ 

くださいということです。それを踏まえた上で予算の質問をお願いします。 

○委員（坂本悦夫君） だから、最終的にはそういうふうになっていくと思うので、当然予算にも関係してくる

んだというふうに思うんだけれども、こういう聞き方はやっぱりまずいのかね。どうなんですかね。答えにく

いですか。わかりました。本当は大事なことなんで、いろいろと聞きたかったんだし、こっちも意見があった

んだけれども、そういうふうにおっしゃるのでね。はい。わかりました。次に、説明資料の88ページ10款教育

費、４項社会教育費、３目図書館費についてお伺いします。まずここにあるように図書館費１億876万1,000円

とあって、令和２年より2,848万1,000円低くなっておりますが、低くなった理由はどういうことなんでしょう

か。 

○委員長（工藤小百合君） 田中生涯学習課長。 

○生涯学習課長（田中富士春君） こちらの減額の要因ということのご質問でございますが、今年度は移動図書

館車の更新ですとかの部分がございましたので、そういった施設の関係の部分、移動図書館車の購入が３年度

はないということでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 坂本委員。 

○委員（坂本悦夫君） それで図書館利用にあたって、現在感染防止としてどのような制限を設けているのかち

ょっとお伺いします。 

○委員長（工藤小百合君） 田中生涯学習課長。 

○生涯学習課長（田中富士春君） 制限といいますか、長時間の滞在はご遠慮くださいという形にはしておりま

すけれども、それから、中で密にならないようにいすの配置を工夫したり、そういった閲覧室の部分の使用に

ついて、対面にならないようにしていただきたいとか、そういったことはしております。そしてまた入り口に

検温カメラをつけて手指消毒をして、また図書の消毒機についても導入しまして、これは表面だけじゃなくて

ページの中も消毒できるようなものになります。そういったものをやって感染対策を図っているというところ

でございます。 

○委員長（工藤小百合君） 坂本委員。 

○委員（坂本悦夫君） わかりました。そうするとコロナ禍によっての図書の利用状況、あるいはその貸出し状

況はどのようになっているかちょっとお伺いします。 

○委員長（工藤小百合君） 田中生涯学習課長。 

○生涯学習課長（田中富士春君） ２月末現在の状況でございますが、貸出者数で見ますと９割弱の前年同時期

比の状況でございます。貸出数、本の冊数ですね、これも９割弱ということで、４月25日から５月10日まで臨

時休館したりという部分があって、そこの影響がございますけれども、今はほぼ戻りつつあると考えてござい

ます。 

○委員長（工藤小百合君） 坂本委員。 

○委員（坂本悦夫君） 新型コロナウイルスの感染拡大で、電子図書館サービスを始める自治体が増えています。

私はコロナ禍にあっては、とってもいい事業なので今年度予算計上してやるのかなと期待しておりましたけど

も、予算計上されていなかったので残念に思ったんですけれども、この電子図書館のメリットっていうのは、

図書館に足を運んだり、書籍に触れたりする必要がないこと。読書はステイホームの促進にもつながること、

図書館の休館中に貸出しができるなど、メリットが大きいこと。そして何より対面せずに本を借りることが出

来、電子図書館は新しい生活様式にマッチしておりますし、コロナ禍に非常にマッチしてる事業だと思ってい
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ますので、ぜひもう一度検討して、電子図書サービスを始めるべきだと思うんですが、その辺はどういうお考

えなんでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 田中生涯学習課長。 

○生涯学習課長（田中富士春君） 電子図書館のメリットは今委員おっしゃったとおりでございます。今、県内

で導入しているところは矢巾町と久慈市でございますが、久慈市は今年度になってからだと思いますけども導

入しております。ただまだタイトル数がそこまで多くないようで、数十タイトルと聞いてございます。メリッ

トはそのとおりなんですけれども、逆にデメリットといたしましては、県内の自治体でいうと２自治体しか導

入してないということで、デメリットのほうで申し上げますと、まずデジタル著作権の管理の部分がございま

す。それぞれフォーマットが何種類かございまして、そのどれを採用するのかというところと、それの管理で

すね。それから紙の書籍に比べて高いというメリットがあります。２、３倍します。そういったところがあっ

てあまり進んでないというところでございます。また、電子図書館ということで、委員おっしゃるとおり行か

なくても本を借りられるわけです。であるとすれば、それは地域の図書館でやるのか、県立図書館とかでそう

いったところでやるのか、そういったところの議論も出てくるかと思います。電子図書館のメリットは確かに

あるところがございますけど、そういったメリット・デメリットを考えつつ、今後研究してまいりたいと思い

ます。 

○委員長（工藤小百合君） 坂本委員。 

○委員（坂本悦夫君） 終わります。 

○委員長（工藤小百合君） 小林学校教育課長。 

○学校教育課長（小林満君） はい。お時間をちょうだいいたします。先ほど熊坂委員さんからご質問のありま

したフッ素洗口についてお答えいたします。フッ素洗口につきましては、小学校費のうちの62万9,200円、62万

9,200円がフッ素洗口剤購入のために使用させていただきます。中学校につきましては、中学校費32万6,040円、

32万6,040円となっております。以上でございます。 

○委員長（工藤小百合君） 休憩いたします。 

午後 ２時５４分 休憩 

午後 ３時１０分 再開 

 

○委員長（工藤小百合君） 休憩前に引き続き会議を再開します。次は長門委員です。その次は竹花委員です。

長門委員。 

○委員（長門孝則君） 委員長。せっかくの委員長のご指名ですけども、質問を取りやめて進行に協力したいと

思いますがいかがでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） はい、ありがとうございます。次は竹花委員です。その次は落合委員です。竹花委

員。 

○委員（竹花邦彦君） 委員長。はい、それでは長門委員が取りやめましたので、私もできるだけ進行に協力し

たいところですが、時間を見ながら質問させていただきます。私の質問はですね、１つは土木費８款では、閉

伊川水門の取付け道路整備事業、２つ目については住宅管理費の災害公営住宅の空室の管理対策についてお伺

いをしますし、教育費10款では学校家庭地域連携事業などについてお聞きをしたいと思いますので、よろしく

お願いを申し上げます。予算説明資料71ページ。８款土木費、２項道路橋りょう費、３目道路新設改良費、71
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ページの中段に閉伊川水門取付道路整備事業1,600万円、道路改良事業費負担金と説明がされております。この

予算を見ますと、いよいよ閉伊川水門の取付道路工事が始まっていくのだなあという思いで予算書を見ており

ます。そこで、多分これは築地・藤原と両側とあるわけですが、築地からの取付道路なのかなという認識をい

たしておりますが、改めてこの整備事業について、負担金について改めてまたやりますので事業そのものにつ

いてのご説明をいただきたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 去石建設課長。 

○建設課長（去石一良君） はい。この閉伊川水門取付道路整備事業でございますけども、岩手県のほうで閉伊

川河口に整備している水門の管理橋のその前後の取付け道路、水門の管理上前後取付け道路は通常４メートル

の幅員があれば十分なんですが、この閉伊川水門に関しては一般交通の供用もするということで、この間きて

おります。一般供用するためには最低でも６メートルの幅員がないと供用は難しいということで、その４メー

トルから６メートルに拡幅するそのかかり増し費用を負担金として県に支出するものでございます。全体予定

の概算事業費では、１億2,000万円で、今年度は1,600万円。それは工事の進捗状況によってその年度の精算見

込額の負担としてございます。以上です。 

○委員長（工藤小百合君） 竹花委員。 

○委員（竹花邦彦君） 最初に私が聞きたいのは、築地側のほうから始まっていくという理解をしますがそうい

う理解でいいのか、それとも水門自体が整備中ですから、藤原との両側からの取付けという理解をしていいん

ですか。そこはどうでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 去石建設課長。 

○建設課長（去石一良君） はい。今回の1,600万円の部分でございますが、左右がどちらの部分かという部分に

ついては少々お時間いただきたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 竹花委員。 

○委員（竹花邦彦君） 私の認識はね、要するに今築地のほうから閉伊川水門に取付道路が整備されて、そして

水門自体もここは何というか、市道になるのかはそこの管理部分を別にして、一般車両の通行ができるような

形にしていくという中身なわけですよね。そして藤原におりていくと、市道にタッチをしていくということで

すので、いよいよ水門整備は別にしてそういった準備が新年度から始まっていくのだろうと理解をしますので、

県で整備をするということは負担金ですからわかりますが、整備の状況等がどういう形になっていくかという

ところが、もしわかれば説明をいただきたいという意味ですので、ちょっとそこは後でということですので、

よろしくお願いします。そこで負担金、新年度1,600万円です。そうすると負担割合は、私10分の１なのか９分

の１なのかなと見ていたんですが、負担割合についてはこれは10％の負担金なのか、そこについてはどうなん

ですか。 

○委員長（工藤小百合君） 去石建設課長。 

○建設課長（去石一良君） 負担金の額でございますけども、この水門の事業は国の災害復旧事業で県が実施し

ておりまして、その災害復旧事業で認められない部分を負担するものでございます。ですので何割というより

は、４メートルで例えば１億円かかるのに対して、６メートルに拡幅で１億1,000万円かかれば、その差額の

1,000万円が負担金という計算になります。 

○委員長（工藤小百合君） 竹花委員。 

○委員（竹花邦彦君） ちょっとまださっき課長のほうからは、事業費が１億2,000万円という数字が述べられま
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した。つまりそれは１億2,000万円というのはさっき説明があったように、４メートルから６メートルに拡幅す

ると。つまり２メートル整備費がかかっていくと。この２メートルの拡幅に係る事業費が１億2,000万円という

理解をしたわけですが、その理解でいいわけですか。 

○委員長（工藤小百合君） 去石建設課長。 

○建設課長（去石一良君） はい。拡幅分にかかる費用が１億2,000万円でございます。 

○委員長（工藤小百合君） 竹花委員。 

○委員（竹花邦彦君） そうするとその拡幅分の１億2,000万円がこれがそうすると１億2,000万円を市が全額負

担をしていくということなのか、１億2,000万円のうちの一定の負担割合を宮古市が負担をするということなの

か、この辺はどういうふうに理解すればいいですか。 

○委員長（工藤小百合君） 去石建設課長。 

○建設課長（去石一良君） かかり増し、その増える額、全額を市が負担するという計算でございます。 

○委員長（工藤小百合君） 竹花委員。 

○委員（竹花邦彦君） そうすると新年度は、今予定をされている１億2,000万円のうち、1,600万円が３年度分

の市の負担額だという意味ですね。 

○委員長（工藤小百合君） 去石建設課長。 

○建設課長（去石一良君） はい。そうでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 竹花委員。 

○委員（竹花邦彦君） これはその１億2,000万円は、水門管理道路というか、一般車両が通行できる部分を含め

て１億2,000万円なのか、それとも取付け部分だけですか、そこら辺はどうなんですか。 

○委員長（工藤小百合君） 去石建設課長。 

○建設課長（去石一良君） 水門本体に係る橋につきましては、もともと６メートルで計画されてございます。

といいますのも管理するためにクレーンが入ったときに、そのクレーンを支える脚を伸ばすのに６メートル必

要だということで、それで一般交通を許容するしないにかかわらず管理橋は６メートルでございますので、管

理橋の部分にかかる負担はございません。ただしその前後の取付けは、４メートルから６メートルに拡幅しま

すので、その分の負担となります。 

○委員長（工藤小百合君） 竹花委員。 

○委員（竹花邦彦君） 大体その取付け部の工事が何カ年かかるのか、あるいはそういったものについて、もし

わかりましたら後でご説明をいただきたいと思いますのでよろしくお願いします。今はわからないですか、分

かる部分があれば。 

○委員長（工藤小百合君） 去石建設課長。 

○建設課長（去石一良君） 現在のところの県からいただいている部分の予定でございますけども、令和３年度

から令和８年度まで取付道路の工事の進捗を伴って負担が生じる状況でございます。 

○委員長（工藤小百合君） 竹花委員。 

○委員（竹花邦彦君） 大体新年度から８年度までで工事が一応完了する見込みだと受け止めておけばいいとい

う今の時点ではそういう理解でよろしいわけですね。 

○委員長（工藤小百合君） 去石建設課長。 

○建設課長（去石一良君） はい。そうでございます。 
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○委員長（工藤小百合君） 竹花委員。 

○委員（竹花邦彦君） じゃあこの件については理解をいたしました。次に移っていきたいと思います。73ペー

ジ、８款土木費、６項住宅費、２目住宅管理費、ここは公営住宅管理事務は災害公営住宅管理事務等がありま

すが、これは共通する部分ですので、一つの私の問題認識は、市営住宅であれ災害公営住宅であれ、だんだん

空室が増えてきているという状況にあるだろうと思います。そういった意味からすれば、今後この空室をどう

埋めていくかといいますか、空室の対策をどう進めていくのか。そろそろやっぱりそういった具体的な対策も

含めて、検討していく必要があるだろうという認識からの質問であります。まず最初にお伺いしますが、把握

出来ていればですが、市営住宅、それから災害公営住宅の空室の状況わかりますでしょうか。わかれば教えて

いただきたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 菅野建築住宅課長。 

○建築住宅課長（菅野和巳君） はい。市営住宅でございますが、現在管理戸数が934戸のうち入居戸数が627戸、

空室が307戸という状況でございます。そして災害公営住宅でございますが、563戸の管理戸数のうち、入居戸

数が535戸で、空き戸数が28戸という状況でございます。 

○委員長（工藤小百合君） 竹花委員。 

○委員（竹花邦彦君） 災害公営住宅は比較的今、中心部等々含めてありますので利便性が高いですし、順次こ

の間災害公営住宅整備は進んでまいりましたから、今のところ28戸空き室がありますけれども、これからどん

どん現在は高齢者の方々の入居が多い状況ですから、これからどうなっていくかというところだと思います。

また、災害公営住宅については一部一般の入居等が進められている状況にあると理解をしております。ただい

ずれにしても、市営住宅についてみると、３分の１近くが空いている、これは当然この老朽化の問題とか、あ

るいはなかなかやっぱり中心部から離れているとこ、利便性等々を公共交通機関等の関係も含めてなかなか入

居が進まないという状況だろうと思います。そこで、市として現状を踏まえてどういう方向性でこの空室対策

を考えているか、あるいは検討していくのか、そういう課題認識も含めてで、もしおありであればお聞かせい

ただきたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 菅野建築住宅課長。 

○建築住宅課長（菅野和巳君） はい。公営住宅の管理についてでございます。すいません、先ほどのお答えに

少し補足をさせていただいて、災害公営住宅28戸空いてございますが、これずっと空いてるという状況ではな

くて、今出たり入ったりという状況ですので、手続中という住宅が含まれてございます。あと何戸か突然本当

に被災者が来た場合に提供できるようにということで少し保留をしているという戸数も一部ございます。また

市営住宅、空き戸数が307戸ございまして、ただしこのうち老朽化が著しいということで、実際には入居を受け

てないという住宅がうち232戸ございました。ご質問のいわゆる市営住宅の管理についてでございますが、市の

ほうでは市営住宅、災害公営住宅につきまして、長寿命化計画を策定しております。建物の状況、建設年度・

構造、そして現在の入居状況ですとか地理的要因等々を勘案しまして、団地ごとに分類をいたしております。

このまま維持をしていく団地、あるいは補修をしながら使っていく団地、将来的には解体を図る団地というふ

うに分類をして、色分けをして管理をしているという状況でございます。ただいずれの団地も、老朽化をして

いると言いつつも、実はまだ入居者がいらっしゃる状況ですので、将来的には解体をしたいと考えている状況

ですが、まだ割と半分近く入居者がいるというような建物が多いものですから、その状況を見ながら、解体等

も検討していかなければならないと考えてございます。 
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○委員長（工藤小百合君） 竹花委員。 

○委員（竹花邦彦君） 確かに市営住宅については入居も制限させないというところもありました。了解をしま

した。そこで、当然市営住宅については以前から将来的には災害公営住宅が整備をされ、したがって市営住宅、

災害公営住宅をある意味ではここをセットで将来的に考えながら、団地の統廃合等々も含めてしていくという、

そういった方向性については我々も説明を受けておりますので、今後はそういった意味では解体をする団地、

市営住宅等と含めて出てくるんだろうと思うんです。一つそういった統廃合を含めた、あるいは長寿命化計画、

具体的なやっぱりいつごろまでにきちっと立ててそれをどうしていくか。当然これは入居されている方々への

説明の問題等々も出てまいりますし、当然場合によっては今入居しているところを移動してもらわなきゃなら

ないとこういった状況もあるだろうと思うんですが、大体めどとすればいつごろまでにこういった検討を具体

化をするという、そういったものをお持ちですか。 

○委員長（工藤小百合君） 菅野建築住宅課長。 

○建築住宅課長（菅野和巳君） 今現在ですと、維持・管理をしていくという住宅について、総合計画に計上し

ながら、中期的に計画的に補修等々を行っていくというまでは定めてございます。ただし、今後用途廃止をす

る、解体をするという住宅につきましては申し訳ございません、まだ具体的に期限等々というのを切れる状況

ではないものですから、今のところ状況を見ながらというところでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 竹花委員。 

○委員（竹花邦彦君） それについては理解をいたしました。もう１つは市営住宅にしろ災害公営住宅にしろ、

低所得者向けの一応公営住宅という扱いになっているわけです。一方では、県内の他の自治体でも定住移住促

進対策としてどう公営住宅を利活用していくかという議論もあって、そこを具体的に進めている市もあるわけ

であります。したがってそこの入居の幅を広げていくというか、そういった部分も、具体的には１つの課題に

なってくるんだろうと思います。そこについての今の段階での認識、こういう形で、やっぱり検討が必要にな

ってくるのではないかという認識があれば一応お示しをいただきたいと思いますがどうでしょうか。部長でも

構いませんし。 

○委員長（工藤小百合君） 菅野建築住宅課長。 

○建築住宅課長（菅野和巳君） はい。建築住宅課として具体的な検討があるかと問われれば、今のところ具体

的に検討しているという状況ではございません。ただ、先日新聞報道等でもございましたが、県のほうでいわ

ゆるテスト事業という位置づけで、委員おっしゃるような事業を検討しているというふうには聞いておりまし

た。いわゆる県でも、あるいは市内各市町村でも同じような状況かとは思いますので、今建築住宅課としまし

ては、県のその事業の進捗をちょっと参考にさせていただきたいなと。それを見ながら必要であれば何らかの

検討をしていかなきゃないのかなとは考えております。 

○委員長（工藤小百合君） 竹花委員。 

○委員（竹花邦彦君） これは担当課だけではなくて、全庁的な課題として検討すべきものだろうと思いますが、

企画部長、ここについてもしあれば。 

○委員長（工藤小百合君） 菊池企画部長。 

○企画部長（菊池廣君） 移住・定住に関する住宅については以前からご指摘をされているところでございます。

個別の戸建ての家もそうですけれども、こういった集合住宅に係る部分も、住宅をどうにか確保しなければと

いう部分では、竹花委員ご指摘のところだと思いますんで、これは庁内のほうでいろいろ研究し検討し、考え
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ていかなければならない課題の１つだと捉えております。 

○委員長（工藤小百合君） 竹花委員。 

○委員（竹花邦彦君） よろしくお願い申し上げたいと思います。そして86ページ、10款教育費、４項社会教育

費、１目社会教育総務費、ここの学校・家庭・地域連携協力推進事業であります。コミュニティスクール等々

含めて、学校と地域等々で連携をしていく必要性については、私も理解をしました。問題はじゃあ具体的にど

ういうテーマで連携をしていくのか、非常に抽象的でわかりづらいなと思っております。そこで、この連携協

力推進事業について、各地域等含めて、どういうテーマあるいは課題で連携をしていくかといった指針的なも

のを私はやっぱり示していく必要があるんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 田中生涯学習課長。 

○生涯学習課長（田中富士春君） この事業を推進するに当たりましては、コーディネーターの方を地域に、地

域の方を配置しまして、その方に学校と地域との間をつなげていただくということで、その方が学校のニーズ、

あとは地域でこんなことができるよっていうところの掘り起こしとかをしながらやっていくということで、方

針を定めるということもいいのかもしれませんけれども、その地域地域の状況で、例えばキャリア教育につい

て教えられる人がいるよとか、あと見守り活動ができるようなお年寄りがいるよとか、あと学校の利活用でき

るようなそういったいろんな様々な形でやっておりますので、そういったところをいろんな可能性を求めてや

っていきたいと考えております。 

○委員長（工藤小百合君） 次は落合委員です。その次は松本委員です。落合委員。その前に、はい。去石建設

課長。 

○建設課長（去石一良君） 先ほどご質問のありました、71ページの閉伊川水門道路整備事業の1,600万円の負担

する位置でございますが、こちらは用地費全体の負担分となります。以上です。 

○委員長（工藤小百合君） 落合委員どうぞ。 

○委員（落合久三君） 委員長。説明資料の70ページ、８款土木費、２項道路橋りょう費、２目の70ページの２

つ目、私道等整備補助事業1,000万円で、ここには２つ区分があって１つは私道等の整備。これ従来からあるや

つで、小前さんが都市整備部長で在任中に上限額が少ないと、100万円は少ないというので200万円に引上げた

と。その後台風が来て、同僚議員の西村議員を中心にこういうときも対応できるようにすべきだっていうんで、

２の台風10号、19号、上限額も200万円というふうに上げてやったやつです。質問は、１はそういう意味では前

からある。２は台風が来て以降新設された中身なんですが、例えば令和３年、今年の10月ごろに台風が来たと、

そのときに同じような私道が決壊してこうなったときにこれを活用したいっていう場合に適用になりますか。

つまり名目が台風10号、19号というふうに銘打っているために、新たな台風が来たときにも対応できるように

すべきだという意味で聞くんですが、それはそういう理解でいいですか。 

○委員長（工藤小百合君） 去石建設課長。 

○建設課長（去石一良君） はい。次に同じような台風が来て被災した場合にはその都度、まずその要綱を見直

ししていくことになると思います。 

○委員長（工藤小百合君） 落合委員。 

○委員（落合久三君） そういう意味では時限立法みたいにしないでいくべきだという意味が質問の趣旨ですの

で、今の答弁でぜひそうすべきだと思います。隣の71ページ。８款土木費、３項河川費の１河川維持費の中の

浸水対策事業3,000万円、調査・設計で3,000万円ということは、総事業費は恐ろしい金額、億になると思うん
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ですが、ちょっと聞きたかったのは、昨年の当初予算のときに浸水対策整備検討等委託費500万円でやりました

よね。そして産業建設常任委員会にも、かなり膨大な各河川の台風による被害の状況、なぜこういう被害が生

まれたかの原因、そして基本的な対策はこうですよっていうのもかなり詳細にＡ３版がたしか10枚以上だった

と記憶しているんですが、ああいうものが出てもう私も該当する地域の人に会ったらこう丁寧に説明してきた

んですが、今回3,000万円かけて、この調査設計業務、今回は何を調査設計するんですか、というのが素朴な疑

問なので、説明してください。 

○委員長（工藤小百合君） 去石建設課長。 

○建設課長（去石一良君） はい。この3,000万円の内訳でございますが、まず１つは先ほどもご質問あった部分

でございますが、この整備財源というものがまだ確保に至ってございません。そこでこの間県と相談してくる

中で、流域治水プロジェクトというそういう計画を県のほうで今後つくっていくということで、閉伊川、来年

度閉伊川流域の計画のようですが、こちらのプロジェクト事業に載せていくことで、その国の河川事業として

のその補助の採択の可能性が高まるようでございます。これにはいろいろ計画すべき要素がございますので、

まずこちらのほうを委託かける費用がまずこの3,000万円のうちに含まれてございます。また、津軽石地区の調

査につきましては、産業建設常任委員会のほうにお示しした部分は、まだ粗い部分がございます、津軽石地区

につきましては。まだ詳細の調査をしないといけない部分がまだ多々残ってございますので、それを引き続き

調査をしていきたいというのがございます。もう１点は、老木地区、牛伏地区でございますが、こちらのほう

につきましては、宮古盛岡横断道路の田鎖蟇目工区が今の三陸国道事務所のほうで設計が始まってございます。

こちらのほうの設計と整合性をとる部分で浸水の部分もある程度ここは先行していかなければあとあと手戻り

になったりとか、例えば宮古盛岡横断道路の事業のほうでうまく調整してみてもらえる部分があるかもしれま

せんので、そういう部分を精査していくために検討する費用として、合わせて全体で3,000万円の予算を見込ん

でございます。 

○委員長（工藤小百合君） 落合委員。 

○委員（落合久三君） うん。総事業費自体が固まっているわけではないとは思うんですが、一般的に総事業費

の５％ぐらいだとしても割り返すと、事業費は６億円と。７％だともっとっていうようにちょっと思うもんで

すから、今課長が説明した、例えば我々産業建設常任委員会に示されたやつはまだ粗いと。どういうところが

粗いかっていえば津軽石のところは粗いっていうのと、今話されたのはね。それから、西道路のことでいえば

老木、牛伏の盛岡宮古西道路との整合性っていうことが言われたんですが、ちゃんときちっとした計画を煮詰

めてやるっていうことはもう全く異議なしなんですが、ちょっとすごい金額だなと思って。この間、我々に示

されているものも粗い部分もあるかもしれませんが、もっと何かこうすごいのが出てくるんですか。すごいと

いうのは、この間示されたものではいろんな意味で不足なところがあるっていうか、煮詰まっていないからな

んだろうけども、技術者ではないもんですから、何をこの後に及んでまた調査研究して設計していくのかって

いうのが知りたかったので質問してますが、さらにありますか。 

○委員長（工藤小百合君） 藤島都市整備部長。 

○都市整備部長（藤島裕久君） はい。お答えいたします。先般の産業建設常任委員会でご説明しました浸水対

策は、言わば全体像と申しますか、上下水道の調査結果も含めての全体のお話をさせていただいたところでご

ざいます。その計画全体を全て合わせますと、数百億の事業費となるものでございますが、我々今できるとこ

ろから始めたいと考えてございます。財源につきましては、国土強靱化の事業が国におきまして、今年度まで
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だったんですけれども、３年度から５年延長となりまして、兆円規模の予算が示されております。その予算を

獲得する意味合いからも、もう少し設計調査の精度を高めていく必要があるというのが一つございます。また

ただいま建設課長ご説明いたしました流域治水という考え方が出てまいりました。あの広いエリアで治水をす

ると。それはもう国県市町村一緒になってやるんだという考え方でございます。その中にはそういう計画の中

が出てくれば、場合によったらば、これまでは市町村がやるべき、やっておった事業についても国なり県なり

が代行できるというふうな中身も示されておりますので、その辺のところを具体化してまいりたい。ただもち

ろん全体を一気に進めるというのはこれ至難の業でございますけれども、少しでもそういう大きな計画の中に

入っていきながら、本市の治水、浸水対策を進めたいというところから始めているというものでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 落合委員。 

○委員（落合久三君） 私も産業建設常任委員会で基本的なことが示されたときに、これを実際に事業化すると

なれば、この課題は全庁を挙げた必要な一部署だけでなくて、全体としての対応策、体制も必要だし、持続可

能な宮古市をつくるという意味でもね、非常に重要な事業だと思うということを指摘して今の部長の説明でさ

らにちょっとわかりましたので、次の質問に移ります。その下の２目砂防費、急傾斜地崩壊対策事業。ここに

築地、県事業なので、築地は負担率５％、鍬ヶ崎負担率20％。昨年の当初予算では築地は負担割合同じ20％だ

ったのが、どうして５％になったのかという素朴な疑問があります。この５％で割り返すと、この受益者負担

が築地は500万円ですから、割り返すと事業は１億円のものだと。鍬ヶ崎のほうは20％ですから、事業費は6,500

万円だというふうに読み取れるわけですが、質問はなぜ１年の間にこの負担割合が20％だったものが５％にな

ったのか、その理由を説明してください。 

○委員長（工藤小百合君） 去石建設課長。 

○建設課長（去石一良君） はい。この負担割合につきましては、国の補助事業なのか、県の単独事業なのかで

負担率が変わってございます。５％は国の補助事業としてやっている部分でございまして、昨年度につきまし

てはまだその段階では国の採択補助というのが決まっていなかったという部分で単独でいく予定だったという

ことで20％。今回国の採択が決まってございますので、５％となってございます。 

○委員長（工藤小百合君） 落合委員。 

○委員（落合久三君） わかりました。次73ページ、８款土木費、６項住宅費、２目住宅管理費、先ほど竹花委

員も質問した同じではないですが、公営住宅・災害公営住宅に関して、二つ質問があります。一つ目は、災害

公営住宅に被災された方が入所すると。そうすると多分、電気水道料はみんなね、黒田町の災害公営住宅でも

磯鶏小学校の手前のあそこでも、電気水道はもちろん同じだと思うんです。違ったら大変ですから。ところが、

ガス代、災害公営住宅のガス代、これはどういうふうな事業者との契約でどういうふうに結んでいるんでしょ

うか。というのは、入居している人がお互いにこう友達がいて、Ａさんは黒田町に入居してる。Ｂさんは別の

災害公営住宅に入居してる。その２人が会ってお茶飲み話をしたらば、ガス代がえらい違うというとこから問

合せを受けました。それで聞きます。ガス代はどういうふうな算定になっていますか、また事業者とはどうい

う契約になっているか。 

○委員長（工藤小百合君） 菅野建築住宅課長。 

○建築住宅課長（菅野和巳君） はい。災害公営住宅、こちら市営住宅も同じなんですけれども、団地ごとにガ

スの供給業者が定まってございます。といいますのは、一般の家庭ですとプロパンであれば、どの業者でも選

定すればプロパンガスを持ってきてガス供給ができるという形になると思いますが、集合住宅の場合ですと、
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１か所ガスを置いておいて、そこから各戸にガスを引いているという状況でございます。また、市営住宅の団

地に限らず、いわゆる西ヶ丘ですとか、ああいう団地全体でガスを供給しているというケースもございます。

災害公営住宅等々を建設する際には、まず事前にガスの業者さんたちの組合のほうにご相談をかけております。

そして、地域ごとに、団地ごとに供給するガス会社のほうの推薦をしていただいて、そちらのほうからガスを

供給してもらうという形になってございます。ですので、今現在団地ごとにガスの供給業者を決めていただい

て、そのその供給業者と入居者が契約をして、ガス代を払ってもらっているという状況でございます。 

○委員長（工藤小百合君） 落合委員。 

○委員（落合久三君） 公共住宅に入居するとき、そういう決め方って正しいんでしょうか。正しいんでしょう

かっていう言い方はちょっときついですが、公平性・平等性っていう点で私はちょっとそういう決め方おかし

いんじゃないか。例えば、黒田町の災害公営住宅の場合は、ちょっと詳しい数字はちょっとわからないので省

略しますが、こういう単価で1,000円だと。ところが別の災害公営住宅は1,200円だって、そういうのがあった

らまずいんじゃないですかという意味で聞いているんです。 

○委員長（工藤小百合君） 菅野建築住宅課長。 

○建築住宅課長（菅野和巳君） 災害公営住宅を建設する際に、おっしゃるとおり例えば入札をかけるというよ

うな考え方もあろうかと思います。反面、まず災害公営住宅の場合ですと、急いでつくらなければいけなかっ

たという状況がございますので、まず、どの業者に供給をしてもらうかというところから、市のほうで勝手に

決めるというわけではなくて、供給する組合・団体のほうにお願いをして、そこに供給できる業者さんを紹介

してもらって、そこにガス供給をお願いすると、そういう前提で建物のほうの建設を行ってきたという実態で

ございます。 

○委員長（工藤小百合君） 落合委員。 

○委員（落合久三君） 違うと思いますよ。そうではなくて、公共の施設でしかも公共料金であるわけですから、

業者の中での協議の結果に委ねるんではなくて、そうじゃなくて、管理する側がみんな低所得者、災害で家失

くした人たちが入っているわけですからね。こっちの公営住宅とこっちでガス代の差があるっていうこと自体

を防ぐ、防ぐことが私は行政の判断でないのかと。だからガスの協同組合の皆さんには、こういう建物でこう

いう人たちが入るんで、こういうふうな基準をこれ以上は駄目よとかね、やっぱりそういうふうに示すべきも

のでないかなあと。今の課長の説明聞いても思うんですが、検討すべきじゃないですか。 

○委員長（工藤小百合君） 藤島都市整備部長。 

○都市整備部長（藤島裕久君） はい。私どももう少し実態を調査いたしまして研究したいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 落合委員。 

○委員（落合久三君） これはこれで終わりね。もう一つは災害公営住宅で、先ほど課長が言ったように災害公

営住宅今28戸空きがあるという説明が竹花委員にありました。そこで、被災をして住むいろんな事情があって、

今空いているところに毎回応募している方が結構いるんです。ひとり暮らしの人の場合は２ＤＫ、４回やって

も最後は抽選で決めますので、４回とも外れている人もいます。いろんなケースがあると思うんですが、この

入居をやるときに抽選というのが１番ある意味公平かなとも思うんですが、その人によっては70過ぎて、ひと

り暮らしで抽選に応募している間に体調崩したりして、ということもないわけではないので、私はもうちょっ

とその抽選っていうのは否定しないんですが、優先順位、どういうふうにやったらいいか。例えば連続してね、

４回５回やっても最後抽選で外れている人が現にいますので、そういうのは家庭の事情、財政状況も含めて、
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見直しをちょっと検討してほしいと思っているんですがどうでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 菅野建築住宅課長。 

○建築住宅課長（菅野和巳君） 委員さんがおっしゃっている状況はこちらのほうでも認識をしてございました。

確かに何度か抽選を外れるという方もいらっしゃいます。実を言うと例えばなんですけれども、災害公営住宅

の人気がございまして、例えば２戸空いているところに10人ぐらいの応募があるというのが結構常態化してご

ざいます。よって今おっしゃったような方のみならず、何度か外れているという方もいらっしゃるというのが

実態でございます。おっしゃるとおり、何らかの手だてがあれば１番よろしいんですけれども、高齢の方だっ

たり、あるいは母子の方だったり、いろんな状況を抱えた低所得の方が基本的に割と災害公営住宅をご希望に

なるという状況でしたので、今のところは抽選という形で公平性を持って対応しているという状況でございま

した。 

○委員長（工藤小百合君） 次は松本委員。その次は田中委員です。松本委員。 

○委員（松本尚美君） 委員長。説明資料72ページ。８款土木費、５項都市計画費の１目都市計画総務費、これ

橋本委員もちょっとやりとりしていましたが、まず大規模盛土造成地第２次スクリーニング地盤調査業務委託

料。これは国がこの調査、要するに航空写真見て、ここは盛土の地盤悪そうだなということでボーリング調査

するんでしょうけれども、これは何を目的にしているんですか。 

○委員長（工藤小百合君） 盛合都市計画課長。 

○都市計画課長（盛合弘昭君） はい。この大規模盛土造成のスクリーニングですけども盛土の盛土高が高い地

区が集中豪雨であったり、地震があった際にそれが崩れて大災害を起こす可能性があるところを今事前に手当

てをしましょうというのがこの国の方針として示されていました。それをどこが対象かを調べるのがこのスク

リーニング調査になります。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 

○委員（松本尚美君） 調査をするのは分かるんです。その調査の結果、報告するんでしょうけどデータをまと

めて、そして何らかの改善が必要だとか、何らかの手だてが必要だと。それを地盤改良含めて、何らかの対応

するのかしないのか、要するにそういった危険が盛土の高い場所を調べて、そして結果的にあったとすれば、

これをそのまま放置するっていうのが目的じゃないと思うんですけども、ですからそこを聞いているんです。 

○委員長（工藤小百合君） 盛合都市計画課長。 

○都市計画課長（盛合弘昭君） その調査の結果、危ないというところであればこれは手だてをしていくという

ことになります。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 

○委員（松本尚美君） ただ手だてをするというのは誰がするんですか。国がやるってことですか。 

○委員長（工藤小百合君） 盛合都市計画課長。 

○都市計画課長（盛合弘昭君） 現在のところそこが実はまだはっきりしないところがありまして、国の補助等、

今後導入されるものと期待しているところでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 

○委員（松本尚美君） はっきりしないのに予算をスタートしていると。でも何か変ですよね。何らかの形で、

これ当然そんな少なからず予算が、事業費が必要ですよね。ましてやそこに住宅なりが建っているとですね、

もしくはそれ以外の構造物があるとすれば、これを対応するっていうのは、とんでもないお金がかかる場合も
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ありますよね。だからそこは国が何らかのものを示しているっていうのが私の認識なんだけども、これ部長何

もなくて取りあえず調査して、そこのエリアをスクリーニングしなさいっていうことなのか、これどうですか。 

○委員長（工藤小百合君） 藤島都市整備部長。 

○都市整備部長（藤島裕久君） はい。この大規模盛土設置につきましては、全国で様々な災害が起きていると

いうのを踏まえて、国が事業をスタートしたものでございます。当面の目的は危険性がある場所を調べて特定

して、そこに該当している方々にそういう可能性がある場所ですよということを周知するというのがまず目的

となっております。ただ、おっしゃるとおりそれで終わったのでは基本的な対策になりませんので、例えば地

盤改良が必要であるとか、何らかの手当てが必要となれば、相当の事業費もかかってくるものでございます。

それにつきましては今まだ国から具体的なメニューといいますか、スキームが示されてない状況でございます

けれども、先ほど申し上げました国土強靱化等々も含めて、それは今後求めてまいりたいと思っております。

ただいずれ、本市にそういう可能性のある場所があるということで、第２次の調査までは行いたいというもの

でございます。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 

○委員（松本尚美君） ここでそれ以上やりとりしても出てこないと思います。先ほどのやりとりの中で40とい

う数字がこれ別か、宮古は国からここが危ないよって可能性があるよっていう示されたところ、固有名詞でど

こか地名言いましたか。何箇所で、どこの。 

○委員長（工藤小百合君） 盛合都市計画課長。 

○都市計画課長（盛合弘昭君） 地名まではお話ししていませんけども、40箇所というふうに表現させていただ

きました。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 

○委員（松本尚美君） 40箇所っていうのはそれなんですね地名はないと。これから具体的に絞り込んでいく、

絞り込んでいくというか、エリアはもう大体示されてる、そこを調査するって話ですね。それでこれ急傾斜の

ときもそうだったんですけども、結構地権者といいますか、そこの持ち主、住んでいらっしゃる方がえらい抵

抗する可能性もありますね。要するに土地の評価とかそういったものに影響する部分ですから、スムーズにい

くかというのもちょっと心配ですね。そこは部長どのように捉えていますか。 

○委員長（工藤小百合君） 藤島都市整備部長。 

○都市整備部長（藤島裕久君） 確かにおっしゃるとおり土砂災害危険区域の場合もその所有の方の土地の評価

でありますとか、住み続けることができるのか否かみたいな議論がありましたし、今もあることも確かでござ

います。今回につきましても、このスクリーニング調査の結果を受けてどのようなことになるのか、まずそれ

を見ながら、やはり実際にそこに現実にそういう場所があるとすれば、そこの土地をお持ちの方とまずご相談

をすることが必要なんだろうなと考えております。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 

○委員（松本尚美君） はい。じゃちょっと推移を見守りたいと思います。それでは戻って71ページですね。８

款土木費の２項道路橋りょう費、３目道路新設改良費の中の末広町線無電柱化推進事業ですね。これ以前にも

説明を聞いて大体内容は理解しているつもりなんですが、今回特にも日本海溝、千島海溝また従前のハザード

マップでも浸水域にあるわけです。ハザードマップの暫定版なんかでは、通常よりも当然以前よりも浸水深が

大きいということで先行してやっているのが、106号の岩泉線の部分もありますけども、あとは国のほうでは45
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号ですか、これもあるんですけども。やっぱり心配されているのがこの浸水リスクです。当然電柱にあるトラ

ンスがもう電柱なくなりますから、ＧＬプラスアルファのところに設置されると。そこが浸水することによっ

て、停電が長引く可能性っていうのは非常に大きいんです。この災害リスクはどのように捉えていますか。 

○委員長（工藤小百合君） 盛合都市計画課長。 

○都市計画課長（盛合弘昭君） なかなか技術的にこの浸水域の中で、例えば電線等入れるとそれが災害に対し

て対応できるかというと今の技術では電線事業者等に水密の高いハンドホールとか、そういうものの技術改革

は出来ないのかということでいろんな意見をいただいているんですが、今のところなかなか難しい状況でござ

います。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 

○委員（松本尚美君） そうしますと、私はこれが計画されるといいますか、やりとりした経緯もあるんですけ

ども、やっぱりこのリスクをどう軽減するかという部分もやっぱり考えてやらないと、はい、つくりました。

はい、浸水しました。45号はまだ光も含めてあったんですけども、入れるっていう共同の部分もあったんです

けども、震災後８年９年手つかずなんですね。もうあれは入れる前だったんですけども、非常に心配している

のは、やっぱりそのリスクをどう回避するか。これをトランスといいますか、これを新たに準備して要するに

ストックしておかないと、もしくは何らかの対応、リスク軽減ですね。１日も早くこれを復旧させるためには、

私は交換しかないと思っているんです。メンテナンスして乾かせばいいという問題ではない。特に海水をかぶ

ってしまうと、これ大変長期間にわたって停電するということになろうかと思うんです。だからそういったリ

スクも当然また念頭に置いて事業を進めるということだろうと思うので、そこは難しいというだけではね、こ

れはましてや中心市街地ですから、ここが麻痺してしまうということになれば、論外だと思うんですが部長ど

うですか。 

○委員長（工藤小百合君） 藤島都市整備部長。 

○都市整備部長（藤島裕久君） はい。お答えいたします。まずこの末広町線の無電柱化事業につきましては、

本市におきます中心市街地の活性化の主要な事業として捉えております。そういう意味で無電柱化を行う、あ

るいは道路の美装化も行うと、社会実験などもいたしたところでございます。あわせて松本委員おっしゃるよ

うにリスク対応ももちろん必要になってくると考えております。無電柱化につきましては、お話にもありまし

たとおり、県がすでに行った部分がありまして、今、岩手銀行の前の地中に特殊部というのがあるんですが、

２ヶ所入っております。そこから連続して無電柱化を進めていくという形をとってまいります。当然推進のリ

スクというのは、出てくるわけでございますが、将来的にはこれを45号築地で国が無電柱化している部分まで

つなげてまいりたいと考えております。そういたしますと、無電柱化の路線がまさに跡地公園を今つくってい

るところから、ずっとつながって行くというルートが一つ出来てくるんだろうなと思っております。あわせて

今、ご指摘ございましたように有事の場合の電源供給につきまして、これをあわせて考えていかなきゃなりま

せん。具体的には末広町の北側であれば２幹線、南に当たれば大通りというルートがございますし、また、末

広町の通りの交差点のぎりぎりの部分までは電柱といいますか、従来の電源供給の形をとりますので、そうい

ったものも含めながら、リスク対応を考えてまいりたいと思っております。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 

○委員（松本尚美君） はい。ぜひ事前に災害を受けた場合にどうするかっていう、その事前復旧といいますか

ね事前に復旧をどうするか、これを念頭に置いてこれから物事を進めていかなきゃいけないっていうのも今の
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流れにあるものと思いますね。被災してからどうするかっていうんじゃなくて、万が一にも被災したらどうい

う対応をする、速やかにどう対応できるか、そういった部分をしっかりリスク回避を可能な限りとらないと。

私は無電柱化に別に反対してるわけじゃないです。ただそういったリスクをどう軽減するかっていうのを合わ

せて持っていないと、せっかくつくってもいざって時に使えない。それが長期化する、長期化することによっ

てどうなるかっていう話です。ぜひ期待したいと思います。中間であっても、お示しをいただければなと思い

ます。それでは70ページですね。これも同じ款項目かな。８款土木費、２項道路橋りょう費の道路維持震災対

応分です。震災対応分、これの１番下に市道台帳補正業務委託が2,653万円出てます。震災対応分ということに

なってますから、新たに震災後に市道として、編入したところの台帳を整備するのかなと思うんですけれども、

もう一つはこの今あるこの市道の底地、これが全て市の所有権含めて移管されているかどうか、登記上を含め

てですね。そこの部分については、まずこの内容を伺いますかね。 

○委員長（工藤小百合君） 去石建設課長。 

○建設課長（去石一良君） 市道台帳補正業務委託ということで、今ご質問のあったとおり、この部分について

は復興震災関連で整備した市道の台帳補正でございます。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 

○委員（松本尚美君） はい、わかりました。とすれば、今ある市道、今ある認定している市道編入している部

分についての台帳、これがどの程度整備されているのか。 

○委員長（工藤小百合君） 去石建設課長。 

○建設課長（去石一良君） 現に市道になっている部分についてはもう100％台帳整備は完了してございます。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 

○委員（松本尚美君） わかりました。あとは底地の問題ですね。要するに道路の用地の中にある個人の底地が

あるかどうか、これはどうですか。 

○委員長（工藤小百合君） 去石建設課長。 

○建設課長（去石一良君） はい。場所によっては個人名義の土地もございます。ただし税金のほうに関しては、

そちらは免除することで調整してございます。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 

○委員（松本尚美君） 固定資産税の減免の話をしているんじゃなくて、市道として認定されている底地が、個

人の名義があって将来ともいいのか悪いのか、そこを確認します。 

○委員長（工藤小百合君） 去石建設課長。 

○建設課長（去石一良君） はい。いいか悪いかという部分でいきますと、管理上やはりその市の名義にすると

いうのがまず好ましい対応でございますが、ただ量がそれなりに結構ございます。本人からの寄附の申出があ

った部分については、その都度市の道路敷に登記の方を変えてございますが、申出がない部分については現状

のままで進んでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 

○委員（松本尚美君） 民法上法律上も、もう既に公道としてっていいますか、そういう使い方がされていると

ころは個人の権利の認められないと私も認識をしているんです。ただ、相続の問題とか、いろんな震災のとき

もそうだったと思うんですけども、用地が何か使いたいといったときになかなかこれ大変な手続になっている

と。そしてまた、ほかの市町村でもやっぱりいろいろ問題があって、今早急に何とか早く、一日も早く所有権



－61－ 

っていいますか、底地をきれいにしたいということで取り組んでいるところもあるわけですね。だから、寄附

はもちろん、寄附採納を受けるのはそれでいいんですけれども、それに関わっても非常に用地の測量費をどう

するかとか、移転費用をどうするかとか、そういったお金がかかっちゃうんですね。だからこれ私は真摯に、

時間がかかっても年数がかかってもやっぱりしっかりそうでないところは、しっかりと市の管理所有権も含め

て、対応していくべきだと思います。部長どうでしょう。 

○委員長（工藤小百合君） 藤島都市整備部長。 

○都市整備部長（藤島裕久君） はい。お答えいたします。最近のニュースでは一関市が、大変そういう事例が

多数あって、対応を始めていると伺っているところでございます。お聞きしますと、合併等々もあってのこと

だというふうなお話を伺ってございます。あわせて、やはり現況も道路なんでございますけども、その中に個

人名義の土地、筆があるということもそのとおりでございます。これを是正していくことは必要なことだと思

っております。一方、まさに相続といいますか、現在はもういらっしゃらないような方の名義になっている場

所もあるのかなというところもございますので、これは少し時間をかけて、取り組んでいくべきことかなと思

っております。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 

○委員（松本尚美君） はい。これは１回に、１年ぐらいとか２年ぐらいでできることじゃないですんで、これ

やっぱり手つけないと。まず手つけること。そして、寄附採納にしていただくんであれば寄附採納にしていた

だく呼びかけも当然していかなきゃなんないですし、そうでないところに限っては、私の身近なところでもで

すねこれ昨日今日の話ではないんですけども、やっぱり買ってちょうだいよっていう、何で買ってくれないの

かっていう申入れがあった人もいるわけですね。市に対してですね。もう法律上も通行止めにするわけにいか

ないし、何も出来ないんだから、そんな買い取る必要もないし、宮古市の名義にする必要もないよっていうよ

うな対応もした時期もあるんですよね。だからこれが見えない部分でね、どの程度あるのかっていうのはちょ

っと私もわかりませんけれども、やっぱりそこはしっかり真摯に取り組んでいく必要があると指摘をしたい。

時間がないので二巡目で。 

○委員長（工藤小百合君） 次は田中委員です。田中委員。 

○委員（田中尚君） はい。１巡目の最後になりますが、よろしくお願いいたします。71ページの８款土木費、

３項河川費の中の１目、河川環境整備事業。１億1,993万9,000円ということで先ほど来も質疑があったように

記憶をしておりますけれども、ここで私が伺いたいのは、具体的な事業内容として河川のしゅんせつ、それか

ら河川の護岸補修工事等を行うとなっておりますが、ここでいう対象河川は当然、市が管理する河川という理

解をするんですが、それをおおむねどういうふうな河川数で事業の進捗状況はどういうふうになっているのか

ということについてはお答えいただけますかね。 

○委員長（工藤小百合君） 去石建設課長。 

○建設課長（去石一良君） はい。河川環境整備の業務委託、しゅんせつ事業でございますが、こちらは実施を

予定している部分は全体で132河川でございます。そのうち今年度事業が完了した部分につきましては、20河川

終わってございます。当初の予定では31河川をする予定でおりましたが、想定していた以上に土砂の量が大き

いこともございまして、今年度末時点では、計画132に対して20河川の見込みとなってございます。引き続き次

年度も実施してまいりたいと思っております。 

○委員長（工藤小百合君） 田中委員。 
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○委員（田中尚君） そうしますと、ざっくりとこの事業の言わば到達度ということについてはどのようなご認

識でしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 去石建設課長。 

○建設課長（去石一良君） はい。当初この事業につきましては、３か年の部分で今年度から創設された河川し

ゅんせつ対策事業債という起債事業でございますが、こちらを３年でやっていこうと考えておりましたが、こ

の事業自体は国土強靱化の部分で５年間事業が継続されるということでございますので、予定よりは進捗度は

ちょっと進んでございませんが、今後もこの事業を上手に活用しながら進めていきたいと思っております。 

○委員長（工藤小百合君） 田中委員。 

○委員（田中尚君） これはある意味ですね、昨今の気象状況から言いますと、河川をしゅんせつしてもまた溜

まってしまうと。言わばいたちごっこ的な事業になりかねないなという思いがあります。ただし大事なことは、

河川が河川としてのやっぱり排水機能を維持するためには、市民の言わば生命と財産を守ることにもつながり

ますから、そういった意味でやっぱり河川が本来の機能を果たすように、適切なしゅんせつを行う必要がある

ということはそのとおりでありますし、ぜひ事業の効果的な促進をお願いしたいと、期待したいということに

とどめたいと思います。そこで先ほど来から議論されております急傾斜地崩壊対策事業について伺います。こ

れ言うまでもなく県施行の事業でありまして、昭和42年度から始まった事業で、事業の採択要件は傾斜角度が

30％、それから高さ５メートル以上、５戸以上の戸数があることが一般的な原則と言われております。そこが

国の補助が入ったために５％、つまり20％が５％になったという説明でありますけれども、その国の補助が入

る採択要件っていう言い方が正しいのかどうかわかりませんが、どういう場合に県が事業を行うに当たって国

の補助が入ってくるのか。つまりこの国が地元の負担を少なくするための事業の採択要件というものはですね、

どういうものがあるんですか。なぜそういう中で築地が該当したのかということをもう一度もう少し詳しくご

説明いただきます。 

○委員長（工藤小百合君） 去石建設課長。 

○建設課長（去石一良君） はい。国の補助事業の採択要件としていたしましては、人戸の個数が10戸以上、あ

と斜面の高さが10メートルとなってございます。なぜ当初県単の予定が国庫になったかというのは、計画段階

ではまだ国の補助の採択の見通しというのがまだ立っていなかったという部分もございまして、最悪のケース

と申しますか、県単事業で考えていたものが途中で国の事業採択になったので、５％になったというものでご

ざいます。 

○委員長（工藤小百合君） 田中委員。 

○委員（田中尚君） 地元にしてみると大変結構な対応になったと評価するわけでありますけれども、なおかつ

先ほどの課長さんのお答えの中には国土強靱化事業の絡みの中で、そういう措置がとられたかのように私は理

解したんですが、そこは確認ですけども、従来の20％で、本来の今お話のありました10戸以上、それから距離

が10メートル以上のやっぱり高さっていうことであっても、宮古市は急傾斜地崩壊対策事業をやってきた経過

があるんですよ。鍬ヶ崎にしても何にしてもね。それは今回こういう形で新たにやっぱり国が乗り出したとい

うことは、これは国土強靱が背景にあるっていう理解でいいのかしら。それとももとからそういうのがあった

ということかしら。 

○委員長（工藤小百合君） 去石建設課長。 

○建設課長（去石一良君） この５％、20％違いについては、この国土強靱化というものではございません。従
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来からの基準でございます。ですのでこれまで宮古市の急傾斜事業で５％で負担した箇所も、この築地以外に

もございます。 

○委員長（工藤小百合君） 田中委員。 

○委員（田中尚君） 了解いたしました。ありがとうございます。次のページについて伺います。４項港湾費の

１目港湾費ですけども、ここは簡単に言いますと組織の見直しも含めて事業の中身を整理する必要があるんじ

ゃないかというのが私が質問したい部分であります。何かと言いますと、宮古港利用促進事業補助金2,695万円。

言わばこの事業の目的は何かということになりますと、客船歓迎、Ｓｅａ級グルメ全国大会参加等と事業を説

明する項目がついております。しかし今宮古港の大きな課題は、川近さんのこのコンテナ航路の中止状態から

再開、そして本当に重要港湾としての将来性を担保していくという局面だと思うんですが、そういう中でこれ

だけ事業の名前が出てきて、それに伴い予算がぽんぽんと上がってきていると。特に宮古港利用促進事業、宮

古港フェリー利用促進協議会、宮古港利用促進事業の中に入ってくるんじゃないのかなっていう思いを私する

んですが、あえてこれは並列的にこういう形で提案しているということは、どういう意図があるのかな、ある

いは今後の宮古港の振興を考えた場合に、こういう形のほうが非常に事業執行上便利だということなのかどう

なのか、基本的な考え方について伺います。 

○委員長（工藤小百合君） 小成港湾振興課長。 

○港湾振興課長（小成勝則君） はい。お答えいたします。宮古港の利用促進協議会につきましては、以前より

宮古港の利用を促進していく目的で存在していた協議会でございます。一方、フェリーの利用促進協議会は宮

古と室蘭のフェリーの就航が決まった際に、こちらのフェリー航路をバックアップしていくといいますか、そ

ういった特出しの目的で協議会として設置されたものでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 田中委員。 

○委員（田中尚君） 私の記憶ではこの宮古港利用促進事業補助金の事業効果に対して、以前問題にした記憶が

あります。つまりちっとも利用促進に結びついてないんじゃないかと。簡単に言うとそういう指摘をした経過

があるんです。それは何でそういうことを私がしてきたかといいますと、宮古港の貨物の取扱量の激減であり

ます。その後様々な事情があって若干持ち直したということなんですが、どなたかが取上げたように、また宮

古港の貨物の取扱いが減っていると。決定的だったのはやっぱりコンテナ船の航路もやろうと。あるいはロー

ロー船も就航させようと、様々な取組をやることがこの宮古港利用促進協議会の事業の目的だったと私は記憶

をしているんですが、結果５年10年じゃないですよ。この組織の活動経歴は。結果として宮古港の利用促進に

結びついているのかということを考えますと、その辺の市当局の採点はどんなふうに理解したらいいのか伺い

ますが、30点なのか、70点なのか、100点なのか。 

○委員長（工藤小百合君） 小成港湾振興課長。 

○港湾振興課長（小成勝則君） はい。お答えいたします。港につきましてはいろいろな効果といいますか、側

面といいますか、あると思ってございます。一つは物流の面、もう一つはそのクルーズ船などの観光といった

部分になろうかと思います。クルーズ船で言いますと従前１年に１隻とか２隻とか、そういった形で平成の元

年ごろからですかね、推移してまいりましたけれども、震災後クルーズの誘致などに力を入れまして、今年度

残念ながら全て中止になってしまったわけですけれども、８回の寄港というのが予定されるぐらいまでクルー

ズ船については実績が伸びてきておったと考えてございます。また物流のほうの面で言いますと、同じく平成

元年あたりで言いますと、100万トンを超えていたものが津波の前の平成22年ですけれども23万トンと。津波の
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とき平成23年におきましては15万トンということで、激減といいますか、減ってきてございます。その後平成

23年を１番最低のラインといたしまして、翌年27万トン、翌年44万トン、翌年53万トンということで、今手元

にある集計で言いますと、平成30年の実績で73万トンということで、全盛期に比べればまだ追いついてはおり

ませんが、物流のほうも復活をしてきているというふうなことでございますので、これらを全てひっくるめて

何点という点数をつけての評価はちょっと難しいんですが、このような実績であるということだけお答えした

いと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 田中委員。 

○委員（田中尚君） 今課長さんがお答えになられました数字は、西村委員も指摘した数字でありますので、そ

れを改めて確認したという思いであります。問題はやっぱりここの宮古港が重要港湾の指定をはずされかねな

いという危機的な状況に至ったということを踏まえて、一定程度様々な要件のもとで、ここまで持ち直してき

たという局面だろうと思うんですが、本来の重要港湾の条件からいったら、私は危機的な状況は何ら変わって

ないのではないのかなという思いがありますんで、さっきそういった意味で、激励といいますか、議会のほう

も特別委員会をつくって、何とかフェリー航路を再開させようということです。問題はクルーズ船とフェリー

の違いは何かとなると私なりに分類しますと、クルーズ船はどっちかというと非日常的ですよね。こういう言

い方はちょっと適切ではないかもしれませんが、世界一周をするとか、乗る方がもう初めから限られているん

ですよね。他方フェリーのほうは日常的な旅客と貨物の移動を担保するのがフェリーだと言われておりますの

で、そこはやっぱり宮古港の本当の意味での港湾機能が存分に発揮されるためには、両方やっぱり必要だとい

うことを指摘して、引き続き港湾振興に向けての強い努力をしていただきたいということとあわせて、組織の

見直しといいますか、宮古港利用促進事業の在り方も含めてしっかりとした事務事業評価やっていると思いま

すけども、９月の決算議会もありますので、改めてここはそういうふうにずっと指摘をした経過がありますの

で、今日は指摘のみにとどめたいと思います。73ページ、６項住宅費の部分について質問させていただきます。

ここは大変悩ましい状況をお答えいただいております。簡単に言うと、この人気住宅２戸に対して10人、これ

が日常化していると。これは日常化しているっていうことで済まされない、私は大変な問題だなと思うんです。

そこで何か工夫がないのっていうことが私が言いたい部分なんですけども、一応バホッとした質問で課長のお

考え、考え方を聞きたいんですが、災害公営住宅が出来たっていうのは私の記憶ではあの大震災以降、本格的

な整備が始まったと思っているんですが、二つ問題がありますよね。つまり、生活が落ちついて収入が増える

と家賃が増えて出ていかなきゃないという実態が一方であります。これは歳入のほうでやろうと思っておりま

すけれども、歳出の部分ではやっぱりまずは住宅が用意されているのに、一方においては圧倒的な空家がある。

なおかつそのうちの初めから募集を受け付けていない、この数も半端じゃない数だ、200戸を超えてますんでね。

これはね私は、ちょっとやっぱり普通の姿じゃないなという思いがします。一方災害公営住宅は、これ比較的

まちの中心地につくりました。そのために希望が非常に高い。結果的に競争率も高い。問題は災害公営住宅で

すから、やっぱり被災者を優先っていうのはやっぱりあるでしょうというのが私の理解なんですが、どうもこ

こもいろいろ詰めていくと、国の基準をお話いただきますと、結局被災者優先でも何でもなくなっているとい

う実態があるように私は感じています個人的に。そこで工夫が必要じゃないですかっていうことで申し上げた

いんですが。課長はこの問題については、現場で事務を仕切っておりまして、どういうふうな打開策っていう

ものが現行の枠の中で、この住宅に困窮されている、なおかつ所得が非常に少ない方々の救済措置として、つ

まり災害公営住宅も含めて市が設置した住宅にそういう方々がやっぱり入るようにするためにはどうしたらい
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いのかというのは一方においては考えなきゃない課題ではないのかなと思うんですが、もしその辺でお考えが

ございましたらば、お答えいただければと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 菅野建築住宅課長。 

○建築住宅課長（菅野和巳君） まず現状のほうをもう一度簡単にご説明させていただきます。先ほど２戸に10

名ぐらいというお話をしました。ちょっと正確ではないですけれども、このような状況で人気があるというの

はそういう状況でございます。災害公営住宅ですけれども、今はこちらの住宅のほうは一般化をしておりまし

て、平成30年からなんですけれども、被災者に限らず通常の方も入居ができるという形で取扱いをしてござい

ました。先ほど申し上げましたとおり、今希望する方はほとんど災害公営住宅の空家のほうをご希望になりま

す。あわせて市営住宅のほうも空家が出ております。旧市営住宅で考えれば比較的新しいほうの舘合ですとか、

西ヶ丘ですとか、中里、日の出こちらも災害公営住宅ができるまでは割と比較的新しいほうだったんですけれ

ども今現在は比較すれば古くなっていると。そしてお住まいに困っていることという条件で災害公営住宅等の

ほうに応募いただくんですけれども、こちらに抽選で外れると、なかなか市営住宅のほうではなくて辞退をな

さってまた再度、２か月後３か月後に応募し直すというパターンも見受けられます。委員ご質問の根本的な打

開策があるかと聞かれると申し訳ございません、ちょっと具体策はないんで申し訳ないとは思うんですけれど

も、住宅管理をしている立場からすると、決して旧市営住宅もそんなにひどいものではないとは認識しており

ます。ただし古いですし、設備類も今の災害公営住宅に比べれば確かに古いという状況でございます。なので、

この設備差で人気に違いが出ているかなというのはやっぱり理解はするところでございます。こういう状況の

中で、こちらとしてはできれば市営住宅のほうに入っていただくような、ご案内ができればなとは考えており

ます。 

○委員長（工藤小百合君） 田中委員。 

○委員（田中尚君） 私たち総務常任委員会では空家住宅について昨年ずっと問題意識を持って調査・研究して

まいりました。結構半端じゃなく一方においては、どんどん空き家が増えているという状況があります。そこ

で私がそういう質問の仕方をしたのは、仮設住宅をつくる際に、みなし仮設っていうことで実は民間のアパー

トを仮設にみなして、そして被災者を救済したという事実があるわけであります。ならば私はみなし災害公営

住宅っていうこともありえるんじゃないかと言う意味でそういう考え方があるものですので、あえて課長のほ

うに、何か有効な考えがございますかという質問させていただきましたので、時間ですので１巡目終わります。 

○委員長（工藤小百合君） 一巡目の質問が終わりました。二巡目に質問のある方の挙手をお願いいたします。 

○議会事務局次長（松橋かおる君） 熊坂委員、橋本委員、落合委員、松本委員、田中委員。５名です。 

○委員長（工藤小百合君） 質疑をする方はあと５人です。それぞれの質疑の時間を考慮し、本日の質疑は橋本

委員、熊坂委員までとし、落合委員、松本委員、田中委員の３名の質疑については３月15日の午前10時から、

その後一般会計歳入、特別会計、企業会計の審査は行いたいと思いますので、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（工藤小百合君） はい。よろしくお願いいたします。橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） はい。できるだけ時間は短くはしたいと思いますがよろしくお願いします。先ほどの１

回目の続きになりますが、90ページ10款教育費、４項社会教育費の文化財保存活用地域計画策定事業というこ

とで、るる説明をいただいきました。いずれ新たなその文化財保護法の改定によって、新たな計画をつくるた

めのこういう事業だということを理解したわけなんですが、そうすると、これまで価値が明確でなかったもの
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を未指定も含めていろいろ協議していくんだ、考えていくんだってそういうことが協議会とか公開講座ワーク

ショップの開催等につながってくると思うんですね。それで宮古のこれまでの文化財を考えると、郷土芸能、

それから例えば石碑・彫刻等、それから動植物のもろもろもあるわけなんですが、つまりこれによって、新た

な未指定を含めた文化財というのはもっとその範囲なり対象とするものがもっともっと緩和されて広がってい

くっていう形、そういう捉え方で新たに文化財というものを考えていくものなのか、その辺もう一度ちょっと

お聞きしたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 藤田文化課長。 

○文化課長（藤田浩司君） 委員おっしゃることもございます。この計画は先ほど申しませんでしたけども、令

和３年から３ヶ年かけて策定するものでございます。３年度、４年度に地域住民のヒアリングなど、延べで14

ヶ月ほどをかけて、地域にある文化資源の掘り起こしを行います。ただ、掘り起こした結果が全て例えば市指

定文化財につながるかどうかというのはまた別な問題でございまして、文化財の指定に当たっては、宮古市の

文化財保護審議会に諮って決まっていくものでございますので、掘り起こした結果、そういう指定につながる

ものもあろうかとは考えております。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） はい、わかりました。まず２年かけて掘り起こしてはいくけども、それが最終的につな

がるかどうかは今後のことになるということなんです。まずそうすると、さっき私が言ったようにこれまで宮

古の場合は郷土芸能であったりいろいろそういうジャンルのものが強かったわけなんですが、例えばそれを超

えて生活文化史、民俗史みたいな感じでも議論して、例えば現代も現代アートもですかね、そういった現代に

生まれたものも含めて、協議をして新たな文化財についても検討していくっていうとらえ方もやっていく方向

になるんではないかなと思うんですが、その辺はいかがでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 藤田文化課長。 

○文化課長（藤田浩司君） 今委員がおっしゃった部分もございます。今年の４月にも文化財保護法改正が予定

されてます。郷土料理なども対象になってくる部分もございます。いずれいろんな分野で掘り起こしを行いま

す。先進的な事例といたしまして、長野県の松本市では公民館単位で住民からのヒアリングを実施したところ、

１万件を超える件数が上がってきたそうです。それを160に分類して、いろいろ文化財の保存や活用に生かす計

画をつくっていったというふうにも聞いております。宮古も結構範囲が広うございますので、様々な数多くの

件数が出てくるかとは思いますので、それをいかに後世に伝えていくかというところを考えていきたいと思っ

ております。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） はい、了解いたしました。恐らく宮古でもそういうふうにやれば様々なジャンルは出て

くるんじゃないか。１万件あるかどうかはあれですが、いずれ改めてその宮古の文化なりその生活史なりを見

直す機会にもつながってくるのかなという期待はしたいと思います。そこで、生活文化史とか民俗史を考えた

ときに、１番上にありますそのページの市史編さん事業、ここで様々な古文書とか資料収集・整理・保存・解

読を行うとあるんですが、たしかそういう生活史とか民俗史を資料調査して発行したのが、平成の最初の頃、

宮古市で民俗史を出してるかと思うんですが、例えばこれにもつながっていくのか。宮古市が合併してから様々

なやっぱり文化とかそういった資料が増えているかと思うんです。この市編さんの中の民俗史なり生活史とし

て、旧川井・新里・田老とかいったものの、その資料もまとめる必要も今後出てくるんじゃないかなと思うん
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ですが、この文化財保存活用地域計画でやるのか、それとも市史編さん事業でやるのかね、その辺のとらえ方

も今後必要になってくるんじゃないかと。平成の最初の頃で多分とまっていると思うんで、新たなその合併し

て街の中の新たな文化財資料というのがなかなかまとまっていないような気がするんでその辺の考え方いかが

でしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 藤田文化課長。 

○文化課長（藤田浩司君） ご指摘の部分もそのとおりでございます。指定文化財のガイドブックも発行してお

りますけれども、それも平成21年刊行したきりになってまして、川井も含めて令和５年度に刊行する予定でご

ざいます。市史編さんのほうにつきましても、今回いろいろ保存活用計画策定に当たって、いろいろ地域の掘

り起こしを行いながら、発刊については検討してまいりたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） 了解いたしました。いずれこの市史編さんに関しても、その文化財的な資料視点からも、

ぜひやっていただきたいなと。早池峰山のライチョウのことも含めて、愛媛県で剥製が残っていること自体も

含めて、何かこちらのほうにもそれを持ってきて活用して、文化財での資料に含めて展開できればいいなと思

っておりましたので、今後の編さんに期待をしたいと思います。次に、その下の北上山地民俗資料館管理運営

事業についてですけれども、まずここ数年の入館者の状況をまず教えてください。 

○委員長（工藤小百合君） 藤田文化課長。 

○文化課長（藤田浩司君） 北上山地民俗資料館の入館者ですけれども、平成28年が1,016名、平成29年が1,346

名、平成30年が1,335名、令和元年1,414名と比較的右肩上がりで増えてきておりました。今年度は２月末現在

でコロナの影響もございますが、917名という状況になっております。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） 続いて縄文の森崎山ミュージアムの状況を教えてください。 

○文化課長（藤田浩司君） 平成28年の７月にオープンしておりますが、28年度が7,342名、29年度が6,673名、

30年が5,760名、元年が5,653名とこちらのほうが少し減少傾向にございまして、今年度は２月末現在で3,327名

と、コロナの影響で６割程度の前年比６割程度の入館となっております。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） はい、ありがとうございます。こういう博物館的な機能の施設の利用についてでござい

ますけども、北上山地については、小国分館も持っていて様々な資料も豊富に保管はしていると思います。し

かしながら、入館者数を改めてこう振り返ると、こういう感じかなあというのは非常にもったいないような気

がしております。それで、前回は水産科学館の入場者数も聞いたり、あっちが１万1,000人ぐらいですよね。そ

ういったものに比べると非常にこう見劣りが若干こちらのほうはするわけでございます。それで例えば今後ね、

この宮古の博物館的な機能をどういうふうに機能強化して入館者を上げていくかということを考えたときに、

やはりこの道路の問題とかいろいろこうできている環境の中で、これはもう単独じゃなくして、共通入場券み

たいなのもつくって、水産科学館も北上山地も縄文の森も１館でもいいんですけども、例えば２館だったら幾

らとか、３館だったらいくらみたいな共通のチケットをつくるというような方策で北上山地だと単独でね、年

間1,000いくらしか入ってないとなれば、やはりこう巡回させるような仕組みも今後考えていったほうがいいん

ではないのかなってこう私は思います。その辺はどうなんでしょうこれ、はい。 

○委員長（工藤小百合君） 藤田文化課長。 
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○文化課長（藤田浩司君） 委員から今ご案内いただいた部分ですけれども、現在もミュージアムを利用した方

には北上山地をご案内してますし、北上山地利用者の方には縄文の森ミュージアムのほうをご案内しておりま

して、片方利用すれば片方は無料で入れるという取組を行ってＰＲに努めております。ただ県立水産科学館の

ほうは県立でございますので、ちょっと相互にできるかどうかというのはちょっと難しい部分があろうかと思

います。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） 難しいというよりも、その仕組みをちゃんとつくってあげればいいと思うんで、確かに

案内をして北上山地と縄文の森を案内をしてるってのは私もちょっと聞いたときがあるんで、北上山地にたま

たま私も今年行ってたときにやっぱりそっちから紹介されてきたという方が何人かいてお話をしたんですけれ

ども、いずれそういう共通券なりそういうね、インターネットでダウンロードしてでもいいですからね、何か

そういう案内があるのとないのとでは、かなり違うんじゃないかって、そこはもう回遊性が生まれてくるよう

な気がしております。加えて宮古には無料ではあるんですけども、確かにさっき薬師塗のやつがあったりとか、

鞭牛の資料もあったりやどり木もあったり、様々あります。それからあとは民間になるんですが、西塔幸子の

記念館とか含めてあるので、その辺の巡回性というのですかね共通性、無料のところはダウンロードチケット

みたいなのをとらせて、それで巡回させる方法も一つなのではないのかなっていうことで、今後の、こういう

博物館なり資料館をきちんとこう価値を皆さんに知ってもらって、学びの資料としても皆さんが見学出来たり、

我々自身も市民が学ぶ場所としてね、使えたらいいのではないのかなと思っての提案の意見でございました。

以上、これは意見でございますので答弁は特によろしいです。はい。以上、私は終わります。 

○委員長（工藤小百合君） 次は熊坂委員です。熊坂委員。 

○委員（熊坂伸子君） はい。お疲れのところ恐縮ですが、今日最後ですので、よろしくお願いします。説明資

料の86ページ、10款教育費、４項社会教育費、１目社会教育総務費の家庭教育等実施事業のところです。ここ

の家庭教育学級の開催というの、これは例年載っていると思いますけれども、私のイメージする家庭教育学級

っていうのは学校ですとか、幼稚園で子育て講演会のような形で保護者の方を集めて年に何回か講演会をして、

家庭教育を支援するというような形のイメージでこれを見ているんですけれども、それで間違いないでしょう

か。 

○委員長（工藤小百合君） 田中生涯学習課長。 

○生涯学習課長（田中富士春君） はい。小・中学校の部分で、それぞれの学校で企画していただきまして、そ

れに対してこちらで開催費用を手当てしましてやっていただくということで様々な内容で講演会だったり、情

報メディアとかそういったものの勉強ですとか、いろいろな子どもに対する触れ合いの仕方とかそういったも

のをやっております。そのほかの乳幼児期の部分で子育て始めたばかりのお母さんたちの交流の場、それから

学習の場というものもやってございます。 

○委員長（工藤小百合君） 熊坂委員。 

○委員（熊坂伸子君） 今課長がおっしゃった乳幼児期の場合は幼稚園で開催という意味でしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 田中生涯学習課長。 

○生涯学習課長（田中富士春君） 幼稚園の部分もございます。幼稚園・保育所の部分もございますし、それか

らそれに入る前の２歳３歳とか、そういった部分もございます。 

○委員長（工藤小百合君） 熊坂委員。 
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○委員（熊坂伸子君） はい。今お母さんというか保護者の方も共働きだったりいろいろと忙しくて、この家庭

教育学級開催してもなかなか人が集まらないとかいうことも私がＰＴＡをやってた頃はあったんですけれども、

今、これ長い取組ですけれども、この参加者というか、その推移はどんな状況でしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 田中生涯学習課長。 

○生涯学習課長（田中富士春君） 参加者については、少子化という部分もございますが、大きく減っているっ

ていうことではないんですが、今年度はちょっとコロナの影響もございましてちょっと減ったというところは

ございます。 

○委員長（工藤小百合君） 熊坂委員。 

○委員（熊坂伸子君） 今年度はコロナの影響もということもあるんですけれども、実際この家庭教育の支援と

いうのはとても教育の出発点ですので、とても大事なことだなとは思うんですけれども、家庭の状況というの

は本当に以前と大分さま変わりして、核家族化だったり共働きだったり、ひとり親が増えたり、地域の教育力

が低下してきたりということで、一昔前とは大分家庭を取り巻く状況は変わっていると思うんですね。その中

で、昔ながらのというやり方というのが大丈夫なのかなという危惧がちょっとありまして、なんでしょう、本

当に家庭教育の支援が必要なところに届きにくいというような課題があるのではないかと言われていますけれ

ども、そういうことは感じますでしょうか。担当としてはどうでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 田中生涯学習課長。 

○生涯学習課長（田中富士春君） まずいろいろな参加の形を入り口をつくるというふうには心がけてございま

す。この家庭教育の取組は、乳幼児期の部分は例えば、ここの宮古地区だけではなくて、新里だったり川井で

あったり、それぞれの生涯学習センターでもやっております。そのときに新里だから新里だけの人ってわけで

はなくて、参加しやすいところに参加してくださいよというような形で、実際子育てのほうの相談に来た方が

何人か誘って新里のほうに行って参加しているという事例もございます。いわゆる委員ご指摘のいろいろ親の

状況も変わっている、経済的な部分もだったり、人のつながりの部分だったりということではないとのご質問

と受け止めるんですけれども、そういった部分も、社会の変化の中で出てきておりますが、そういったところ

を把握していくためには、いろんな個人の家庭の部分にも入ってきますので、いろんな連携が必要というふう

には考えてございます。 

○委員長（工藤小百合君） 熊坂委員。 

○委員（熊坂伸子君） 今課長がおっしゃったように、やはり本当に支援が必要なご家庭へ支援が届くためには

福祉サイドとの連携、あるいはアウトリーチ型の家庭教育支援というもの、最近文部科学省もいろいろ提案を

始めていますけれども、そういうこともぜひ検討していただけないかなという思いで言ってるんですけれども、

どうでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 田中生涯学習課長。 

○生涯学習課長（田中富士春君） 庁内で生涯学習の推進体制というものをつくっております。推進本部を中心

に動いているんですが、そういったものの中で、そういった課題として一つとらえて、いろんな連携の仕方を

ちょっと、その会議等の中で考えてみたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 熊坂委員。 

○委員（熊坂伸子君） ぜひよろしくお願いします。先ほど課長が紹介してくださった各地区の生涯学習センタ

ー等での開催というのも一つのアウトリーチのタイプだとは思いますけれども、いろいろ地域ごとにふさわし
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いタイプで、例えば本当に支援が必要な方には、地域の児童委員さんたちと連携して、訪問型というのをやっ

ているところもありますし、本当に取り組みやすい形でいろいろな形で支援が届きにくい方にも、家庭教育の

支援が届く方法というのを考えていってほしいなと思っていますのでよろしくお願いします。次にその下の学

校・家庭・地域連携協力推進事業についてお尋ねします。コミュニティスクールの導入等とありますが、コミ

ュニティスクール文科省の定義だと、学校運営協議会を設置した学校ということにはなってるんですが、新年

度何校ぐらいが学校運営協議会設置する予定というか、つもりなのか教えてください。 

○委員長（工藤小百合君） 田中生涯学習課長。 

○生涯学習課長（田中富士春君） ここの予算に出ている部分は、地域学校協働本部の拡充でございまして、そ

こが今後の計画ですと21校という取組をやる予定で、そこに地域学校運営協議会のほうも設置していきたいと

考えております。 

○委員長（工藤小百合君） 熊坂委員。 

○委員（熊坂伸子君） 今の私の聞き間違いです。地域学校協働本部の設置が21校ですか。学校運営協議会が21

校ですか、どちらですか。 

○委員長（工藤小百合君） 田中生涯学習課長。 

○生涯学習課長（田中富士春君） ここは学校運営協議会を一つの枠組みといいますか、その地域と学校とのか

かわりの枠組みですので、そこに対して、実際の実働部隊の地域学校協働本部が動いていくということで、こ

こは一つ車の両輪のようにシンクロしていくというふうに考えております。 

○委員長（工藤小百合君） 熊坂委員。 

○委員（熊坂伸子君） 学校運営協議会、コミュニティスクール中学校区が単位というのが基本的な単位だとは

思っているんですが、今21校と言ったので、各校に１本部っていう感じかなと思って。 

○委員長（工藤小百合君） 小林学校教育課長。 

○学校教育課長（小林満君） はい。お答えいたします。学校運営協議会につきましては令和４年度に完全実施

できるように、11学校区で進めていくことで今準備を進めております。 

○委員長（工藤小百合君） 熊坂委員。 

○委員（熊坂伸子君） ありがとうございます。それでその下にあります、教育振興運動というのもその下にあ

りますけれども、理念は同じだなと。当初県教委は、岩手の教育振興運動ね、地域と学校の協働ということで

非常に積極的に進めて、岩手の誇りだということで、文科省がコミュニティスクールの導入を言ったときにも

岩手型コミュニティスクールということで、みんなで教振ということでやっていました。ですから趣旨はこれ

同じような目指すところ同じだと思うんですけど、ここに分けて書いてあるということと、教振のほうは子ど

も会リーダー育成も含めてちょっと予算が15万9,000円と少額なので、これを教振をまだやっている地区という

のは限られているのかなと、これを見て思うんですけれども、これはどういったことでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 田中生涯学習課長。 

○生涯学習課長（田中富士春君） この教育振興運動については、合併前の新里・川井・田老でやっていた活動

を引き継いで今もやっていて、そこの部分に補助金を支出しているという状況でございます。委員ご指摘のと

おり、子どもを育てる、子どもを地域で育てていくというこの趣旨については同じでございますので、ここの

ところはいずれコミュニティスクールですとか、そういった部分の中で、一つにまとまっていくのではないか

なというふうには考えてございます。 
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○委員長（工藤小百合君） 熊坂委員。 

○委員（熊坂伸子君） 私もこれは一つになればという思いでお聞きしましたので、今の回答で了解いたしまし

た。それで宮古市はこのコミュニティスクールの導入に初めて入るわけですけれども、教育長の一般質問の答

弁では八幡平市が先行をされていたということで、参考にしたいというふうにはおっしゃったんですが、実は

岩手県で１番最初に導入したの、岩泉町が１番早かった。もう平成17年ごろにはやっていたと思います。本当

にそばにいいお手本があって、長年のノウハウを積み重ねてますので、八幡平市はまだ１、２年だと思ってい

ましたので、ぜひ近くに例がございますので、いろいろ参考にして充実させていただければなと思っています。

これは意見で答弁は要りません。はい、私は以上で終わります。 

○委員長（工藤小百合君） 熊坂委員まで質疑が終了しました。先ほど確認したとおり、あと３人の方の質疑に

ついては３月15日に繰越します。本日はこれをもって散会します。ご苦労さまでした。 

 

午後５時００分 閉会 

──────────────────────── ○ ──────────────────────── 

                          宮古市議会予算特別委員会委員長  工 藤 小百合 


