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   午前10時00分 開議   

○議長（新田勝見君）  おはようございます。

これより、本日の会議を開きます。 

────────────────── 

   諸般の報告   

○議長（新田勝見君）  日程に入るに先立ち、

諸般の報告をいたします。 

 市長から議案の送付がありましたので、お手

元に配付しておきましたから御了承願います。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

────────────────── 
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   日程第１．一般質問   

○議長（新田勝見君）  これより本日の議事日

程に入ります。 

 日程第１、一般質問を行います。順次、質問

を許します。11番小松大成君。 

   〔11番小松大成君登壇〕 

○11番（小松大成君）  おはようございます。

通告に従いまして日本共産党遠野市委員会を代

表し、一般質問を行います。 

 １つ目には、生活保護基準引き下げの問題に

ついて、１点については市長に伺います。 

 ２点目は、就学援助の現状について。 

 ３点目は、学校教育における放射能教育につ

いて。 

 ４点目には、学校給食におけるアレルギー対

策について、以上３点については教育長にお伺

いいたします。 

 その前に、多少長めの前置きを申し述べる、

御容赦願いたいと思います。 

 来る３月11日に丸２年を迎える東日本大震災

で犠牲になられた方々の御冥福をお祈り申し上

げます。また、いまだ肉親のもとへ帰ることの

できない行方不明の方々の一刻も早い帰宅と、

被害を受けられた皆様方に心からのお見舞いを

申し上げます。私自身、三回忌の御案内を受け、

悲しみを新たにしているところであります。一

刻も早い復興を心より願うものであります。 

 さて、本議会一般質問通告後のことですが、

安倍首相は、日米首脳会談で実質的にＴＰＰ交

渉参加表明をいたしました。質問にはできませ

んが、満身の怒りを込めてこの暴挙を告発いた

します。 

 安部首相は日本の経済主権を投げ捨て、農

業・医療をはじめ日本の産業と国民生活のあら

ゆる分野に深刻な打撃となるＴＰＰ交渉参加に

大きく踏み出す意向を示しました。ＴＰＰ参加

は、私がたび重なる一般質問で述べたとおり大

きな問題、国会をはじめ国内での国民的議論の

場で態度を明らかにすることもなく、日米首脳

会談という場で交渉参加に踏み出したことは許

せるものではありません。 

 ＴＰＰについて、安倍首相は「聖域なき関税

撤廃が前提でないことが明確になった」として

います。しかし、発表されたＴＰＰに関する日

米の共同声明では、「全ての物品が交渉の対象

とされる」とし、既にＴＰＰ交渉参加国で合意

されているＴＰＰの輪郭において示された包括

的で高い水準の協定を達成していくことになる

ことを確認するとしています。このアウトライ

ンは、関税並びに物品・サービスの貿易及び投

資に対するその他の障壁を撤廃する──すなわ

ち関税と非関税障壁の撤廃が原則であることを

明らかにしたものです。アウトラインの達成を

確認するとしながら、「聖域なき関税撤廃が前

提でないことが明確になった」などということ

は、国民を欺くものと言わざるを得ません。 

 日米の共同声明では、確かに一方的に全ての

関税を撤廃することをあらかじめ約束すること

を求められるものではないと書かれています。

しかし、これは交渉の場で例外を主張すること

は「認める」という程度のものにしかすぎず、

交渉の結果がどうなるかについて、何らの保証

を与えるものではありません。こんなごまかし

で、自民党がさきの総選挙で掲げた国民への公

約であるＴＰＰ反対を投げ捨て、農業や医療、

食の安全をはじめ広範な分野で地域経済と国民

生活に深刻な打撃となるＴＰＰを推進すること

は絶対に許されるものではありません。 

 我が党機関誌「赤旗」調査によると、さきの

総選挙でＴＰＰ参加反対を訴え当選した自民党

の国会議員は205人に上り、自民党議員の７割

を占めます。総選挙ではＪＡグループの政治団

体全国農業者農政運動組織連盟、ＴＰＰ交渉に

反対することを条件に候補者を推薦し163人が

当選しました。なぜかその中にもともとＴＰＰ

推進論者であった安倍首相がいます。全くあい

た口が塞がりません。市長はさきの施政方針演

述でＴＰＰ交渉参加に対し、「具体的特定品目

が明らかになっていない現状においては、反対

と言わざるを得ない」と明言されました。この

発言は我が党としても高く評価し、敬意を表し

たいと思います。前置きが大分長くなりました
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けれども、満身の怒りを込めて告発申し上げま

す。 

 それでは、質問に入ります。 

 まず、最初に生活保護政策について、市長の

見解をお聞きいたします。 

 私は生活保護政策について、一般質問はもと

より各種委員会などで再三にわたり市長や担当

部局の見解を伺ってきたところであります。昨

年６月定例会においてもこの問題を取り上げま

した。昨年暮れの総選挙で圧勝した自民党・公

明党連立政権により安倍政権が誕生いたしまし

た。もともと自民党は生活保護費の10％削減を

選挙公約にしていましたから、民主党政権下で

進めてきた生活保護基準の引き下げが、ここに

来て生活扶助費670億円、6.5％削減といった具

体的な数字となってあらわれてきました。この

保護基準引き下げが及ぼす市民生活への影響は

広範に及ぼすといった問題が指摘されており、

今回はその点に絞り市長の見解をお伺いいたし

ます。 

 人気お笑いタレントの母親が生活保護を受給

していることを女性週刊誌が報じ、それを契機

に生活保護に対する異常とも言えるバッシング

が沸きました。そもそも民法上の扶養義務とは

どういったものか、なぜ扶養義務者による扶養

が保護の前提条件になっていないのかなどの正

確な理解を欠いたまま、息子しての道義的な問

題を不正受給かのように感情的な追求がなされ

たわけです。あたかも生活保護利用者に不正が

蔓延して、制度そのものに問題があるかのよう

なマスコミによる生活保護バッシングとも言え

る状況がつくられました。 

 国は、この生活保護バッシングを大きな追い

風にして生活保護費の削減や扶養義務の強化な

ど生活保護制度改悪を進めようとしていると、

昨年６月定例会において私は指摘いたしました。

その後８月には社会保障と税の一体改革が成立、

それとあわせて社会保障制度改革推進法が成立

し、その附則で生活保護制度の見直しが掲げら

れ、内容として生活扶助、医療扶助の給付水準

の適正化が明記されました。 

 マスコミによる生活保護バッシングと呼応す

るかのような矢継ぎ早の政策決定に、私は、政

府当局によるマスコミ操作があったのではなか

ったかといった疑念を抱いたものであります。

政策決定過程においてマスコミを利用した世論

誘導は、関係者の証言や我が党機関誌「しんぶ

ん赤旗」のスクープなどにより白日のもとにさ

らされていますが、昨年のマスコミによる異常

とも言える生活保護バッシングはその疑念を強

くするものです。 

 市民との会話の中でも「真面目に働いている

ほうが生活保護よりも苦しい生活を強いられて

いる」、「年金保険料を払ってきたのに、年金

より生活保護費のほうが高いのはおかしい」な

ど、一見正論のような話を伺います。しかし、

本当におかしいのは、真面目に働いたり保険料

を納めても生活保護費以下の賃金や年金しか得

られない労働法制や年金制度のほうにあるので

はないでしょうか。 

 本来であれば生活保護受給者と低所得者は、

貧困からの脱却といった共通の認識が得られる

環境にもあるにもかかわらず、一見もっともら

しい論調で低所得者同士を分断し、両者に対立

構造を持ち込むといった高等手段とも言えるも

のを用いられています。 

 貧富の格差が進行している日本では、収入が

最低生活費を下回っている世帯のうち現に生活

保護を利用している世帯の割合、つまり捕捉率

でありますが２割程度にしかすぎないと言われ

ています。目下の状況を生活保護制度のせいに

して解決しようとすることは、賃金の低さや雇

用の不安定、年金の少なさなど雇用や社会保障

制度の不備に目をつぶることになり、一層の貧

困を広げることになりかねます。 

 生活保護制度は言うまでもなく、自力で生活

できない人々を国として助ける公的扶助制度で、

憲法25条の「全ての国民は、健康で文化的な最

低限度の生活を営む権利を有する」という生存

権保障に基づくものです。このことから生活保

護費の基準は、国が定めた最低生活費の基準と

なっています。つまり生活保護制度は貧困層を
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直接救う制度としての役割だけではなく、その

保護費基準は最低賃金、課税基準など暮らしに

かかわる制度の指針となっています。 

 市では、就学奨励金、小中学校の生徒の保護

者に給食費や学用品などの学校教育に必要な経

費の一部を援助する制度ですが、就学援助制度

の適用基準に生活保護基準を準用しており、ま

た国民健康保険加入者が生活困窮で医療機関へ

の支払いが困難なとき、自己負担額、一部負担

額を減免する制度も保護基準が判断指標となっ

ています。このような保護基準の引き下げが及

ぼす影響は40近い制度に及ぶと言われています。

生活保護基準の引き下げによる遠野市における

制度的影響はどのようなものが考えられるのか

お聞きします。 

 生活保護基準引き下げは、各種制度の利用対

象者を挟め、課税世帯をふやし、賃金も引き下

げることになり、国民生活全体の水準を引き下

げることにつながります。何よりも貧困から抜

け出したいと願う低所得者世帯を固定化させ、

希望を奪う制度改悪と言わざるを得ません。貧

困層の拡大は制度的影響にとどまらず、結果と

して消費は抑制され、新たな不況の糸口ともな

りかねません。今デフレ不況からの脱却が大き

な課題となっていますが、生活保護基準の引き

下げは、経済の不況をますます深刻化させかね

ない問題を含んでいます。このような多様な問

題を抱える生活保護基準の引き下げをしないよ

う、遠野市としても国に働きかけるよう求める

ものであります。 

 次に、就学援助制度について教育長にお伺い

いたします。 

 先ほど生活保護政策でも触れましたが、制度

的に密接な関係にある就学援助制度について、

その実態を教育長に伺います。 

 実は我が家自身がこの制度の恩恵にあずかっ

た経緯があり、制度の重要性を最も痛切に感じ

ているものです。私の父は、私が25歳の時40代

の若さで病に倒れ他界しました。我が家の運命

が世間知らずの私の肩に重くのしかかってきま

した。この難局を何としても乗り越えなければ、

悲しんでいるいとまもなく、農協からの莫大な

借入金の返済や新たな借入金の手続など金策に

駆け回ったことを今でも思い出します。当時高

校生と小学生の妹がおりましたが、金銭に翻弄

される私の姿を見てか、高校生の妹はかなり落

ち込んで高校退学をほのめかすような言動もあ

りました。何とかなだめすかし高校だけは卒業

させることができました。生命保険にも加入し

ていなかった父の他界は、金銭的窮乏極まりの

状況でした。つまり当時の我が家は、田畑はあ

るものの生活保護世帯以下の厳しい生活を強い

られていました。 

 そのような状況の中で、小学生の妹の先生か

ら就学援助の話が持ちかけられ、当時は民生委

員の承認が必要とかで恥ずかしいような感じを

抱きながらも、背に腹はかえられないとの思い

で相談に行きました。私自身生活保護制度や就

学援助制度が憲法で保障された国民固有の権利

としての認識がなかったことから、そのような

気持ちにさせたのだと今ではむしろ無知を恥じ

ているところであります。 

 言うまでもなく就学援助制度は、経済的理由

で就学困難な児童・生徒に対する援助です。こ

の制度の根拠となっているのは憲法26条「義務

教育は、これを無償とする」と定められていま

す。しかし、この憲法の規定にもかかわらず授

業料と教科書代は無料ですけれども完全無料制

は実現していません。つまり、授業料と教科書

があれば教育が成り立つものではなく、当然学

用品や通学用品、給食費、修学旅行費、体育実

技用品、校外活動費等もろもろの支払いがあり、

これらの支払いが滞ると就学に支障を来すこと

は自明の理であり、そのため学校教育法第19条

において「経済的理由によって、就学困難と認

められる学齢児童または学齢生徒の保護者に対

しては、市町村は必要な援助を与えなければな

らない」となっています。 

 就学援助制度の対象者は、要保護児童生徒と

準要保護児童生徒であり、生活保護基準が引き

下げられれば生活保護世帯が減少し、その子ど

もたちである要保護児童生徒も減少することは



－ 81 － 

明らかです。また、準要保護児童生徒の認定基

準が各自治体により異なりますが生活保護基準

の1.0から1.3倍に設定されていることから、や

はり生活保護基準の引き下げは準要保護児童生

徒の認定の引き下げにもなり、準要保護児童生

徒も減少することになります。所得がふえて自

立ができての保護世帯の減少であれば喜ばしい

のですけれども、保護基準の引き下げによる減

少は就学援助を必要としている児童生徒が減少

するということではなくて、政策的に削減する

ことであって、就学を困難にする可能性を高め

るものと言わざるを得ません。 

 保護基準引き下げによって就学援助を受ける

児童生徒が減少することは、教育の機会均等の

権利を剥奪することはもちろんのこと、親の貧

困が子どもの教育に影響を与え、子どもの貧困

を生み出し、教育による貧困の連鎖を断ち切る

機会を奪うことにつながります。生活保護基準

の引き下げは教育現場にも多大な影響を及ぼす

ことから、教育行政の立場からも保護基準の引

き下げをさせないといった行動が必要ではない

でしょうか。教育長としての見解をお聞きしま

す。 

 御多分に漏れず、この就学援助制度も小泉政

権時の三位一体改革の中で改悪されて、準要保

護児童生徒に対する国からの予算措置が行われ

なくなり、各自治体が独自で予算化し、その政

策を施行している状況です。国の言い分は、そ

の分は交付税算定基準として交付しているとの

ことですが、全くの欺瞞としか言いようがあり

ません。このことによって少なくない自治体が、

準要保護児童生徒の認定基準を引き下げ、認定

を厳しくしているといった状況があります。 

 遠野市においては、制度改悪以降も従前の政

策を継続しているとのことで、その件に関して

は敬意を表したいと思っております。そこで伺

いますが、遠野市における準要保護の認定基準

はどのようになっているのでしょうか。現在ま

でのその対象者数の推移はどのようになってい

るのでしょうか。また、この制度の周知はどの

ようになされているのでしょう。お聞きいたし

ます。 

 また、国は新たに就学援助の支給内容に、ク

ラブ活動費、生徒会費、ＰＴＡ会費なども追加

しておりますけれども、この追加内容について

遠野市では行われているのか、その状況をお聞

きしたいと思います。 

 次に、放射能教育について教育長にお伺いい

たします。 

 東日本大震災に伴って起きた東京電力福島原

子力発電所の事故は、広範な国土に放射能をま

き散らし、私たちに放射能の危険性をまざまざ

と見せつけました。聞きなれないベクレルや

シーベルトなどの単位が何を意味するのかも知

らないまま、放射能談義があちらこちで今でも

交わされています。特にも我が遠野市において

は牧乾草の汚染、シイタケの汚染、野生キノコ

の汚染問題が深刻になり、議会においてもその

対応策に翻弄されてきたところであります。 

 厚労省による放射能蓄積量の暫定基準の変更

が混乱にさらに拍車をかけるといった状況にな

りました。このこと事態、国が放射能に対する

確証のある基準すらなかったことに起因してい

ると言わざるを得ません。私が参考にした放射

能・放射線に関する知識は、原子力工学者で立

命館大学安斎育郎教授の著者やホームページか

らですが、教授は日本の原発の安全神話をこと

ごとく批判し、放射能・放射線量の暫定基準が

国際比較からして異常に高く設定していること

を告発しておりました。このことからすると暫

定基準の引き下げはやっと国際基準に近づけた

のであり、混乱の中からまともな政策へやっと

重い腰を上げたということになります。 

 我々日本人は広島・長崎の惨害を経験し、そ

の放射能の恐ろしさを身をもって体験している

にもかかわらず、そのことが教育現場でしっか

りと教育されてきたのであろうかといった疑問

を抱きます。その単位であるベクレルもシーベ

ルトも、今回の事故が起きて大方の国民が初め

て耳にしたといった状況からして、放射能にま

ともに向き合った教育がなされてはこなかった

というのが私の感想です。このことを福島県の



－ 82 － 

我が同志議員に話しましたところ、「原発発生

前福島県ではむしろ、原発は安全であるかのよ

うな教育が行われていた。そのことを何度も議

会で告発してきたが改めることはなかった」と

残念そうに話しておりました。 

 野田佳彦前首相は、一昨年12月14日に原発事

故の収束を宣言しました。実際には２年たった

今でも炉心の状態さえ把握できず、汚染水など

放射性物質の放出もとまらず、収束とはほど遠

い状況です。福島原発から約200キロ以上離れ

た遠野市でも前半触れたように、放射能汚染は

深刻です。その損害賠償も一向に進まず、住民

のいら立ちは一向に解決しておりません。 

 このような状況にあるときに教育現場では放

射能に対し、どのような教育がなされているの

か関心がありました。たまたま地区センターに

おいてあった文部科学省発行の「放射線副読

本」を見かけましたので、目を通しました。途

中までは放射能・放射線についてわかりやすい

解説でよかったのですけれども、全般を通した

読後感は放射線の危険性については大きくは触

れず、あたかも心配する必要がないかのように

描かれていて、私に言わせれば、原発安全神話

の再構築教材でしかないとの印象を受けました。 

 例えば、「一度に100ミリシーベルト以下の

放射線を人体が受けた場合、放射線だけを原因

としてがんなどの病気になったという明確な証

拠はありません」ときっかり。100ミリシーベ

ルト以下の放射線について発がん性があるとい

う明確な証拠がありませんとある。私に言えば、

ないという明確な証拠もないのではないか。 

 「がんなどの病気を起こすいろいろな原因」

というイラストでは、「年をとる」、「遺伝的

原因」、「ウイルス・細菌・寄生虫」などの原

因と同列に、しかも「放射線・紫外線など」と

紫外線とひとくくりにされている。これでは子

どもたちが放射線の危険性について正しく学ぶ

ことができないのではないかと思います。自然

界から受ける放射線量が世界平均と日本平均に

分けて円グラフで示され、被爆は日常的なもの

で、しかも日本の線量は世界平均よりも低いか

ら安全だと言わんばかりのイラストも使われて

います。 

 放射能による健康被害には、急性障害ととも

に晩発性障害があり、放射線被曝は例え低線量

であっても、将来発がんなどの晩発障害が起こ

る危険性につながると多くの専門家が指摘して

います。特に内部被曝は除染方法も治療方法も

なく、洗い流すなどの除染できる外部被曝とは

異なります。 

 放射能被害については、スリーマイル島やチ

ェルノブイリの原発事故の際の被害状況をきち

んと教えるべきです。特に唯一の被爆国として

広島・長崎の被爆実態について、直接被爆では

なく原爆投下数日後に被爆地を訪れた人たちに

晩発性障害が多く出ていることなどを含めて、

正しく伝えるべきだと思います。この際原子力

発電の危険性、今回の事故の概要、福島県をは

じめとする被害の実態を子どもたちに正しく伝

える必要があると思います。 

 また逆に、子どもたちが過大な心配と安易な

安心を持たない放射線について正しい知識を学

ぶことができる教材についても教員間の英知を

結集し選択するべきと思いますが、いかがでし

ょうか。同時に国に対して、正しい知識を学ぶ

ことができる副読本に改定するよう求めるべき

ではないでしょうか。教育長にお伺いいたしま

す。 

 最後になりますけれども、学校給食における

アレルギー対策についてお聞きします。 

 遠野市も、総合食育センターが間もなく稼動

し、施設設備的には完璧な形で供用が開始され

ます。先般市政調査会の調査研修にてその施設

を視察いたしました。最新設備には目を見張る

ものがあり感嘆いたしました。しかし、給食は

やはりつくった人の心が伝わるような給食であ

ってほしいと願うのは私のみでばかりではあり

ませんでした。食育センターの稼動が命の営み

の一つである食文化を豊かに発展させていく、

そんな期待とともに努力も求められているので

はないのか、そんな思いもよぎりました。 

 このように食育センターはいよいよ稼動にな
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ります。その中で食中毒を出さないための施設

としては完璧なものと感じました。また、食物

アレルギー対応に対する施設も申し分ないもの

と感じました。 

 しかし、不測の事態はいつどこで発生するか

わかりません。私が懸念するのは食物アレル

ギーによる事故が全国で多発していることです。

昨年12月は粉チーズ入りの給食が原因で女子児

童がアレルギー反応を引き起こしショック死す

るといった痛ましい事故も発生しております。

このように死亡に至るような重篤な事故が毎年

のように発生し、関係者にとっては心痛の種と

なってきているようであります。 

 かつて、アレルギー疾患に対する認知がそれ

ほど深くなかったころは、個人の趣向の問題に

すりかえられ、アレルゲンを含む食料を残した

ときなどは、先生から「好き嫌いしないで食べ

なさい」と言われたなどの話もありました。 

 私自身、22歳まではそばが大好物で、高校生

のころは遠野駅売店の生そばをよく食べていま

した。しかし、23歳の秋、東京大手町にある全

農会館地下食堂で食べたそばで強力なアレル

ギー反応を引き起こしました。けいれんと呼吸

困難を引き起こし、意識もうろうとした状態で

救急車で病院に搬送されるといった体験をしま

した。余りの苦しさに「これで俺の人生も終わ

りか」と一瞬脳裏をかすめたといった九死に一

生を得る体験をしたものですから、食物アレル

ギーの怖さを伝えないわけにはいきません。 

 アレルギー反応は年齢とともに変化し、私の

ように23歳までは全く問題がなかったにもかか

わらず突然重篤な症状に陥るといったこともあ

ります。前段で紹介した東京都内事故に関し、

ＮＨＫのクローズアップ現代の取材記者は、

「今回の事故は、ショック症状が起きる前と起

きた後、その危機管理の対応が問われた。給食

のアレルギー対策では、食べてはいけないもの

を絶対に渡してはいけないという事前の対応と、

ショック状況が起きた場合にどれだけ対応でき

たかが求められる。今回の事故について女の子

の両親は、教職員全体のアレルギーに対する認

識が不足し、症状が起きる前と後、双方に問題

があったのではと受けとめています」とし、今

後起こり得る事態に対し、現状は十分な対応が

なされていないことに懸念を示しております。 

 今般の東京都内小学校の事件はさまざまな教

訓を示したと思います。国からもアレルギー疾

患に対する取り組みガイドラインが示され、改

善されていくものと思われます。間違ってもア

レルゲンを含んだ食品を「好き嫌いしないで食

べなさい」といった教師は今後なくなると思い

ます。何と言っても給食をじかに指導する教師

が正しいアレルギー疾患の知識を持つ事が必要

です。その上で、常日ごろの児童生徒の保護者、

学校、食育センター関係者の情報交換と医療機

関との密接な連携が求められます。 

 以上のことから当市における学校給食、アレ

ルギー疾患に対し、どのような対策が講じられ

ているのか教育長にお伺いし、質問を終わりま

す。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  小松大成議員の一般質

問にお答えいたします。 

 私のほうに対しましては、生活保護、国の動

きに連動した中において、当市としての現状や

ら今後の取り組み方針ということについてのお

尋ねでありました。 

 この生活保護の改正問題も含めまして、小松

議員のほうからも24年度の６月定例会でもって

この問題を取り上げて、いろいろ議論を交わし

ております。そしてまた昨年の12月議会におき

ましても一問一答という中で佐々木大三郎議員

とも、この問題についての議論を交わしている

ところでもあります。そのような経過を踏まえ

ながら、ただいまかなり具体的な中においての

この問題点等についての御指摘も含めての質問

があったわけであります。 

 まず、大前提といたしまして、この引き下げ

の問題につきましては、この激変緩和という視

点から生活への影響を一定限度に押さえるため、

現行基準から減額幅が10％を超えないように調
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整されると。また、被保護者への周知、自治体

におけるシステム改修に要する期間に配慮し、

平成25年度については８月から実施され、３年

間の経過措置を設け、見直しを段階的に行うこ

ととされていると。これは質問の中にも触れて

おりましたけど、そのような中で今議論という

か見直しが進められているということになるわ

けでありますので。 

 まず、それを前提にした中におきまして、で

あれば、現状と適正な実施の取り決めについて、

市民生活への影響についてと、この２点に絞っ

ての御質問であったわけでありますけども。市

民生活の影響という部分につきましては、それ

ぞれ関連いたします、ただいま質問ありました

とおり関連しますいろんな制度との関連があり

ます税制度との問題もあるわけでありますから、

これにつきましては４つのポイントを絞って検

討しておりますので。これについては具体的に

何がどうなるのかということを含めまして御答

弁申し上げたいと思いますので、担当部長の健

康福祉部長のほうからこっちの、今見直しとい

うのが進められているだけども、市民生活に影

響という部分においては、どういうポイントが

あるだろうかということについては、担当部長

のほうから御答弁申し上げますので御了承いた

だければというふうに思っています。 

 それで、まず質問の中で、非常に不正受給も

含めて異常とも言えるバッシングがあったんで

はないかというような御指摘がありました。私

もテレビ、新聞等見て、いや本来あるべき生活

保護の本来のあるべき姿、それが有名タレント

等が生活保護の受給しておったという中におい

て非常に確かに異常とも言えるバッシング、当

事者であった方がテレビのインタビューでもっ

て泣きながらコメントしておったのをちょうど

印象的に覚えておるわけでありますけども。私

は、その有名タレントはほとんど制度について

わかっていなかったんじゃないのかなというふ

うにも思ったりして、ある意味では同情すると

ころもあるのかなと思いながら、やはり一方に

おいては公平といった中におけるきちんとした

制度の根幹、あるいは法の理念といったものに

基づいて適正に執行してあるべき、それがいつ

の間にかどっかでおかしくなっていたのかなと

いうような印象を持ったわけであります。 

 そういった中にございまして、遠野市のおけ

る状況といったことを見た場合におきまして、

これは新しい数字で申し上げますけども、リー

マンショックのあった20年度以降は、この経済

的雇用情勢の低迷といったものに伴いまして、

急激に増加に転じたというそういう傾向があっ

たわけであります。 

 特に22年度は対前年比で大きな伸びを示し、

23年８月には保護世帯236世帯、保護人員322人

と過去最大となったというのも、数字としては

あらわれております。しかし、それ以降はいう

ところの微減という中で推移しておりまして、

25年１月末現在の状況を見ますと保護世帯数は

230世帯、保護人員は315人ということになって

いるところでありまして。これは幾分かは経費

等もあったり、あるいはいろんなケース指導の

中で自立につながったということもあったのか

なというふうにも捉えているところであります。 

 パーミルという数字があります。これは1,00

0分の１を１とする単位で、いうところの人口1,

000人当たりのこの数字を、保護世帯の状況を

示す数字があるわけでありますけども、遠野市

にあっては10.87パーミルという数字になって

おりまして、県内の自治体の中で13市の市の中

におきましては、ちょうど６位ということに、

保護率の高いほうから見ていくと６位という数

字になってまして、ちなみに盛岡市は17.63

パーミル、宮古市は15.84パーミルとなってま

す。よく私どもが類似市町村という中で捉えて

おりますけど、二戸市は11.14、しかし一方に

おいては八幡平市は7.04という数字になってお

りますから、その辺はこの遠野が高いか低いか

ということについては、いろいろ分析も必要か

というふうに思っておりますけれども、いずれ

そのような数字として現状にあるということで

あります。 

 ただ、生活保護費のうち約５割が医療扶助、
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これがふえてきております。これはやっぱり一

つの大きな、やっぱり大きな課題ではないかな

というように思っております。これも法の理念

あるいは制度の根幹ということになれば、やは

り自立支援の強化、それから医療扶助の適正化、

さらにはこれは遠野にはないわけでありますけ

ども、不正受給の厳正な対処などによるという、

そのような適正な実施を図らなきゃならない。 

 これは私は新聞等で知ったわけでありますけ

ども、自治体の中にあっては生活保護受給者が

パチンコ屋に行ったときは直ちに通告をすると

いう条例化をしたという自治体も出ているわけ

であります。これは、そういうところまでやら

なきゃならないのかという部分においての法の

制度あるいは根幹にかかわるさまざまな理解と

いったものがどっかで欠けているがゆえに、そ

のようなところまでもいかざるを得ないように

生活保護制度そのものが、やはりいろんな形で

問題を含んでいるのかなというようなことも、

条例化という一つの動きの中で私も感じとった

わけでありますけども。 

 幸い遠野市においては、そういった不正受給

のようなものにつながる事案はないということ

でありますので、今後とも一定の緊張感を持っ

て、また一方においては就労自立支援の強化と

いったことも私は非常に大事なことではないの

かなというように思っております。 

 この福祉から就労への支援事業の利用を促し

ておるということで、これは年度ごとにさまざ

ま計画を策定しながら取り組んでおられるわけ

でありますけども、24年度は年間10人の利用、

これは自立支援にかかる一つの意欲を一定程度

有する受給者に対して働いて自立しましょうと

いう中におけるケース指導を行うということに

なるわけでありますけども。10人の利用のうち

就職者数が４人を目標に、ハローワークあるい

は福祉事務所と協定を結びながら就労へ向けた

担当者制による指導と就労支援を行うというよ

うな中における取り組みも行っているところで

もあります。これはやはり大事な一つの取り組

みではないのかなと、８人があるいは10人がと

言ってもすごく大きな数字なわけでありますね。

したがって、そのようなことをきめ細かく、そ

れこそ一つのキーワードとしてぬくもりのある

ケース指導を行ってまいりたいというように思

っております。 

 福祉から就労へ、事業を利用している受給者

に対するこのような少しでも働く意欲を引き出

す、しかし一方においては病気というどうにも

ならないものの中で、生活扶助と申しますか生

活保護に頼らざるを得ないというケースもある

わけでありますから、それはきちんとフォロー

するというようなことになるかというように思

っておりますし。 

 それから、医療補助の部分においては医師の

判断に基づきまして、いうところの後発医薬品

の使用といったものについても周知を図りなが

ら、少しでも扶助費の、保護費の抑制にもつな

がるというようなこと。 

 それから、扶養義務の取り扱い、これもマス

コミが非常にテンション上げたときも扶養義務

の取り扱いについて大きくなったわけでありま

すけども、相談者に対して扶養が保護の要件で

あるかのような前提で説明する行為は、やはり

慎重を期さなきゃならないかというように思っ

ております。ここはどうしてもそのようなこと

に走りがちになるわけでありますから、保護の

相談、申請時における適切な窓口対応といった

ようなものについても、やはりかなり意を用い

なきゃならないし、窓口対応とそれからそれに

伴う調査のあり方などについてもやはり慎重を

期さなければ、一つのあたかも不正受給につな

がるようなというところに一気にいってしまう

ということになりかねませんので、慎重を期し

たいというように思っております。 

 ありきたりな言葉であり、ある意味では当然

のことなわけでありますけども、適切な助言、

指導支援という中における対応をこれからも心

して進めていきたいというように考えていると

ころであります。 

 なお、就学援助制度についての質問がありま

したけども、これは教育長のほうから具体的に
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御答弁申し上げますので、この後担当部長のほ

うから４制度の見直しについてのポイントにつ

きまして、当市への影響ということについての

検討を加えていることについての御答弁を申し

上げますので、御了解いただきたいと思ってお

ります。 

○議長（新田勝見君）  荻野健康福祉部長。 

   〔健康福祉部長荻野優君登壇〕 

○健康福祉部長（荻野優君）  命によりまして

生活保護基準の見直しに係る制度的な影響につ

いて御答弁いたします。 

 政府は、生活保護基準の見直しに伴う他制度

への影響について、できる限り影響が及ばない

ように対応することを方針としているところで

あります。ついては当市といたしましては、こ

の制度見直しについて非常に注視しているとこ

であります。 

 その主なものについて説明いたしますけれど

も、一つには生活保護水準との整合性を高めて

いる最低賃金への影響であります。最低賃金が

生活保護水準を下回れば、勤労意欲の低下につ

ながりかねないため、最低賃金制度が安全網の

──セーフティーネットと言いますけれども、

機能を適切に果たすよう注視する必要があると

考えているところであります。 

 なお、本県の最低賃金でありますけども、平

成24年度では653円となっております。これは

生活保護基準と比較をすると、ここ数年、20円

前後を上回っている状況にあります。 

 ２つ目であります。生活保護基準額を目安に

決める課税最低限への影響であります。生活保

護基準が引き下げられた場合、所得税や地方税

にも影響が及びます。生活保護基準の引き下げ

によって課税最低限も同様に引き下げになれば、

非課税世帯から課税世帯へ移行する世帯の増加

が考えられるところであります。しかし、非課

税世帯から課税世帯へ移行したとしても、生活

困窮の状態には変わりありませんので、そうい

った現実を見れば、国民が望んでいる経済の回

復、雇用の回復、所得の増進というものをやは

り期待したいというところであります。 

 ３つ目であります。医療保険の自己負担限度

の軽減制度への影響であります。本制度は、世

帯の所得に応じて自己負担限度額を区分してお

り、生活保護基準が引き下げられた場合、非課

税区分の世帯に影響が及ぶことが考えられます。

政府の対応方針では、平成26年度以降税制改正

を踏まえて対応することを決めているとこであ

ります。その検討状況については注視してまい

りたいと考えているとこであります。 

 明確な生活基準の見直し額は、平成25年８月

を目途に政府から示される予定となっておりま

す。生活保護制度や他制度への具体的な影響額

については、明確な基準額が示された後に改め

て試算することとしております。 

 以上、私からの答弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  藤澤教育長。 

   〔教育長藤澤俊明君登壇〕 

○教育長（藤澤俊明君）  小松議員からの御質

問にお答えをいたします。 

 まず、就学援助についてお答えをいたします。 

 議員のおっしゃるとおり、本市では、国の就

学援助制度において生活保護法に規定する要保

護者に準ずる程度に困窮していると認められる

準要保護者に対する補助が平成16年度に廃止さ

れた以降も、準要保護児童生徒への学用品費、

新入学児童生徒学用品費、通学費、通学用品費、

校外活動費、修学旅行費、学校給食費及び学校

保健安全法に定められている特定の疾病に係る

医療費の支給を継続し、義務教育の円滑な実施

を図っております。 

 本市において準要保護の認定基準は、生活保

護基準額の1.2倍未満としております。これは

県内の各市町村とほぼ同額でございます。また、

前年度の所得が認定基準を超えている場合であ

っても、倒産、リストラ、長期入院等の事情に

より、前年度と比較して収入が大幅に減少し、

児童生徒の就学が困難となると認められるよう

な場合は、準要保護として認定することができ

ることとしており、年度途中であっても申請を

随時受け付けております。 

 要保護児童生徒を含む認定者数の推移につい
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て述べます。平成19年度の認定数は全児童生徒

総数の7.5％に当たる183人でございます。平成

21年度においては10.4％に当たる236人、23年

度は12.1％に当たる262人となっており、年々

増加の傾向にございます。 

 制度の周知につきましては、全ての保護者に

制度の概要についてお知らせを配布しておりま

す。また、「広報遠野」への掲載や就学通知書

への記載等を行うなど十分な周知を図っている

ものと考えております。 

 また、議員のおっしゃるとおり、国は、平成

22年度からクラブ活動費、生徒会費及びＰＴＡ

会費を要保護児童生徒に対する支給費目として

追加をし、市町村が実施する準要保護児童生徒

への支給についても拡大を促しているところで

ありますが、国から市町村に対して交付される

補助金制度が平成16年度をもって廃止されたこ

とから、県内のほかの市町村においても支給費

目の追加への対応はまちまちなものになってお

ります。本市においては、教育の機会を均等に

確保するため、追加について検討しているとこ

ろであります。 

 なお、国の準要保護児童生徒への就学援助費

補助金制度の復活につきましては、岩手県市町

村教育委員会協議会の重点要望事項として、全

国市町村教育委員会連合会が取りまとめ、国へ

の要望事項としております。 

 生活保護基準の引き下げをさせないといった

行動が必要ではないかという御質問をいただき

ましたけども、生活保護制度にかかわる部分で

すので、私からお答えすることは差し控えたい

と思います。 

 国は、生活保護基準の見直しに伴う他の制度

への影響について、「それぞれの趣旨や目的、

実態を十分考慮しながら、できる限りその影響

が及ばないよう対応することを基本的な考えと

する」としており、これは要保護者に対する就

学援助についても同様としております。 

 また、市町村が実施する準要保護児童生徒に

対する就学援助についても、国の取り組みの趣

旨を理解した上で市町村において判断していた

だくよう依頼することとしており、本市におい

ても児童生徒の学びの機会に影響が及ばさない

よう、その趣旨を十分踏まえて対応してまいり

たいと考えております。 

 次に、学校教育における放射能・放射線に対

する指導についてお答えをいたします。 

 まず、学校教育における放射能・放射線に対

する教育の取り組みについてであります。学校

で児童生徒が履修する学習内容等は、学習指導

要領で示されておりますが、放射線に対する教

育については小学校では示されておりませんの

で、今まで授業で取り扱うことはありませんで

した。中学校では、今回の学習指導要領の改訂

に伴い30年ぶりに放射線に対する事項が学習内

容として示されましたが、その取り扱いは放射

線の性質と利用について触れる程度であり、高

等学校では物理の学習内容ではありますが、放

射線の人体への影響については取り扱いはそれ

ほど多くはありません。 

 このような状況であるため、放射線に関する

学習内容の指導経験を持つ教員はほとんどいな

いというのが、この東日本大震災以前の状況で

ありました。震災による東京電力福島第一原子

力発電所の事故により、大量の放射性物質が発

電所の外に放出されたということを受け、文部

科学省は、国民一人ひとりが適切に対処してい

くためには、放射線等の基礎的な性質について

理解を深めることが重要であると考え、議員御

指摘のとおり放射線等に対する副読本を作成し

たと考えております。副読本の活用方法は、学

校現場に委ねるというスタンスでありました。 

 岩手県教育委員会では、これらの状況を受け、

また県内の一部でも通常より高い放射線測定値

が観測されるなど、児童生徒及び保護者にも不

安が大きいものがあることから、放射線医学の

専門家等と連携しながら補助教材を作成してお

ります。この補助教材は児童生徒の発達段階を

考慮し、小学校用は低学年・中学年・高学年用

の３種類、中学校用は１種類、高等学校用は理

系と一般の２種類、合わせて６種類があります。

東京電力株式会社福島第一原子力発電所のよう
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な事故があった場合の対処法についても示され

ております。 

 本市においては、文部科学省が作成した副読

本及び今申し上げた岩手県が作成した補助教材

を各学校に提供し、全ての学校で放射線に関す

る学習が実施されており、各学校への教員は、

補助教材の活用に係る研修会にも参加をしてお

ります。 

 副読本や補助教材の内容は、教員等の意見も

聞きつつ、使い勝手のよいもの、新しい情報を

挿入するなど、適時検討を行いながら、よりよ

いものとなるよう必要に応じて修正を行ってい

くと聞いております。その動向を把握しつつ、

今後も適正に対応してまいりたいと考えており

ます。また、学校教育における平和教育を推進

することは大切なことであると認識をしており

ます。 

 広島・長崎への原子爆弾の投下については、

小中学校の社会科で履修する内容ですので、そ

の学習内容に放射線に関する教育も加えるなど、

機会を捉え、児童生徒の放射線についての正し

い知識を身につけ、正確な情報と科学的な根拠

に基づいて判断し、行動できるような指導をし

てまいりたいと考えております。 

 次に、学校給食におけるアレルギー対策につ

いてお答えをいたします。 

 学校給食は、必要な栄養をとる手段としての

みではなく、児童生徒が食の大切さや食事の楽

しさ、いわゆる食育についての理解を深めるた

めの教材としての役割も担っております。食物

アレルギーを持つ児童生徒にあっては、学校給

食を楽しみ食育について理解を深めることは大

切であります。アレルギーを引き起こす原因と

なる食物は非常に多岐にわたっていることから、

学校給食においてその発症を防ぐためには、ア

レルギーを引き起こす原因となる食物を摂取し

ないことが最も重要であると考えております。 

 これまで本市の学校給食センターにおいて、

食物アレルギーに対応した給食専用の調理室が

なかったため、代替食の提供など食物アレル

ギーへの対応ができない状態でありました。こ

のたび総合食育センターの整備に伴い、学校給

食施設内に専用の調理室を設置し、学校給食の

一部について食物アレルギーへの対応が可能な

環境が整ったことから、平成25年４月から必要

な人的配置を整備し、対応を実施してまいりた

いと考えております。 

 平成25年は、主菜、いわゆるその日の給食の

中心になるおかずを使用している食材にアレル

ギーを引き起こす原因となるようなものが含ま

れている場合、そのかわりとなる主菜を提供す

るような形で対応してまいりたいと考えており

ます。例えば、主菜に含まれている青魚がアレ

ルギーを引き起こす原因である児童生徒に対し

ては、代替食として白身魚を含んだ主菜を提供

するということとなります。 

 また代替食については、栄養価や食材の単価

が、本来の主菜とほぼ同じになるよう十分に配

慮してまいりたいというふうに思います。 

 また平成25年度から食物アレルギーへの対応

を実施する必要のある児童生徒を把握するため、

１月から先月にかけて、現在の小中学校の在校

生の保護者及び平成25年度に小学校に就学する

児童の保護者を対象として、食物アレルギーに

対するアンケートを実施したところでございま

す。 

 調査の結果、食物アレルギーへの対応を希望

する、または対応の必要のある児童につきまし

ては、学校長、学級担任、養護教諭など学校関

係者、学校給食センターの栄養職員等が保護者

と個別に面談を行い、財団法人日本学校保健会

が作成した「学校のアレルギー疾患に対する取

り組みのガイドライン」や医師の作成する診断

書の指示に基づき、食物アレルギーに対する正

しい認識と共通理解を持ちながら対応していく

ことにしております。 

 献立の作成に当たっては、食物アレルギーに

対応した主菜を含む事前に献立の案を保護者に

送付し、内容を確認いただき、承諾を得た上で

決定することにしております。これに加え、実

際の調理の過程においては、食物アレルギーに

対応した主菜のみを調理する専用の調理室にお
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いて、管理栄養士の指導のもとに調理を行い、

通常の給食にアレルギー対応食が混入すること

がないよう対策を講じていくほか、学校の配送

の際も容器が紛れ込むことのないよう、別々の

容器に色分けするなどして、それぞれすぐ判別

できるようにしたいと考えております。 

 給食時間における配食やおかず等につきまし

ても、学校長や学級担任の指導のもと、最新の

注意を払いながら対応してまいりたいと考えて

おります。また、医師の診断書や保護者からの

詳細な情報をもとにした指導書を作成し、個人

情報の取り扱いに留意しながらも、全ての教職

員が情報を共有することにより、緊急時におい

ても直ちに対応が可能になるよう体制を構築し

てまいりたいと考えております。 

 市、学校関係者、保護者が常に連携を密にし、

安全・確実な給食の提供に努めてまいりますの

で、御理解、御協力を賜りますようお願いいた

します。 

○議長（新田勝見君）  10分間、休憩いたしま

す。 

   午前11時07分 休憩   

────────────────── 

   午前11時17分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 11番小松大成君。 

   〔11番小松大成君登壇〕 

○11番（小松大成君）  再質問させていただき

ます。 

 最初に生活保護の関係でございます。 

 今市長答弁、それから担当者、担当部長答弁

からも、生活保護の削減というのが市民生活に

かなり深いかかわりをもって影響を及ぼすとい

うことが明らかになりました。その具体的数字

というのは今後国からも示される数字によって

明らかになると思いますけれども、やはりこの

削減というのはただ単なる生活保護受給者世帯

のみならず広範な世帯に影響を及ぼすというこ

とで及ぼすということでありますから、やはり

この点に関しては場当たり的な他の制度に影響

を及ぼさないとか何とか言ってますけれども、

そんなつぎはぎだらけの政策ではだめだと。生

活保護削減は許さないと、こういった対応を地

方自治体として明確に示すべきだと私は思って

おります。 

 次に、教育長にお伺いします。先ほど議長か

ら承諾を得ましたから、先ほどやったのはいわ

ゆる文科省が出した放射性影響に関する副教材

であります。私はやるのは12ページまでは、こ

れは本当に勉強になる資料です。全く放射線に

無知な私でもかなり参考になる資料であります

けれども、問題は13ページ以降の文章にありま

す。これ以降の文章というのは食物にもある、

自然界にもある、それから世界の中における日

本の放射線汚染度はどのようになっているかと

いった面から、余りにも安易な記述になってい

るということです。 

 これが出されたのは放射線被曝に対する、い

わゆる国民の不安を解消するということから文

科省が緊急的に出したようですけれども、その

使われている資料の年代というのが、例えば国

際科学委員会2008年報告と、何の話やこりゃ、

2008年というのは。今からとんでもない昔の話

ですよ。こういう資料使って、このような資料

つくられてると。これに対する私は厳しい批判

が必要だと思います。 

 それから、実際事故が起きてからの資料にし

ては余りにもずさんだというのでは平常時の管

理に伴うモニタリングの地図が書かれてます。

私たちが今経験しているのは、平常時じゃなく

て非常時なわけです。それに対して平常時のモ

ニタリングがという、こんな資料で使って教育

をやるということは本来あり得ない、非常時の

教育というのをきちんとやらなきゃだめだと思

っております。 

 教育長、県からも資料出されてますと、その

資料を後でお見せしますということですから、

その資料を見た中でまたさらに私は感想を述べ

たいと思いますけれども、この辺に関する教育

長の感想というものもお聞かせいただきたいと

思っています。 
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 以上、２点について再質問を伺いたいと思い

ます。アレルギーに関しては、きちんと丁寧な

説明が出ましたので、本当にそのようにやって

いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  小松大成議員の再質問

にお答えいたします。 

 この生活保護法に係る見直しの問題につきま

しては、私はさまざまな視点から検討していか

なきゃならないというふうに思っております。

先ほど担当部長から申し上げましたとおり、こ

の見直しによって最低賃金との逆転現象のよう

なものが起きてしまうと、またこれ。ぎりぎり

の中で低所得者のという形での表現をあえてさ

せていただきますけども、頑張っている方もい

らっしゃるわけですよね。そういった方々との

部分とのきちんとしたバランスもとっていかな

きゃならない。 

 ただ、生活保護受給者がふえてるから抑制す

るんだと、ある一方においては不正受給者がい

るからけしからんという中での議論になってし

まうと、本当の制度の繰り返し申し上げますけ

れども法の理念あるいは制度の根幹といったも

のを見忘れた中で、数字だけが一人歩きしてし

まうということになりかねないというように思

っておりますので、そういった点におきまして

は地方６団体と言われる全国市長会あるいは議

長会も含めての、それぞれの現場を持っている

市町村が一番そういうことを、そういった場面

では当事者として対峙しているわけでございま

すから、そういった一つの現場での問題点をき

ちんと訴えていくということを、これからも強

めてまいりたいと思っておりますので、よろし

くお願い申し上げたいと思ってます。 

○議長（新田勝見君）  藤澤教育長。 

   〔教育長藤澤俊明君登壇〕 

○教育長（藤澤俊明君）  30年ぶりに副読本を

出したというあたりから出発しております。文

科省のほうでは改訂を加えながら進化をしてい

くということも述べられております。それから

不足を感じ県の資料も配布しております。最終

的には次代を担う子どもたちが正しい理解と望

ましい判断ができるような大人になってもらい

たいと今後も見守っていきたいというふうに考

えております。 

○議長（新田勝見君）  11番小松大成君。 

   〔11番小松大成君登壇〕 

○11番（小松大成君）  質問ということではな

くて、私のこの生活保護に関する感想というも

のを最後に述べたいと思います。今安倍首相が

いわゆるデフレ脱却ということで２％の…… 

○議長（新田勝見君）  質問してください。 

○11番（小松大成君）  質問しますか。 

○議長（新田勝見君）  はい。 

○11番（小松大成君）  じゃ、質問します。い

わゆるデフレ脱却ということで２％の物価上昇

を目指しています。しかし、いわゆる生活保護

にかかわって受け取る支給額を減額されるとい

うことになれば、生活保護世帯というのはそれ

しか収入がないわけ。収入がない中で２％の物

価上昇をやるということは、引き下げられた生

活保護費、さらに苦しい生活を強いられるとい

うことになります。その境界線上にある低所得

者にも大変な状況になります。 

 ですから物価上昇というものは、そういう低

所得者がそれなりの所得を得ることによってな

し得る物価上昇であればいいんですけれども、

生活保護費みたいにそれしか収入がない方の引

き下げで物価上昇だけを狙うという、このとん

でもない政策を私は告発しながら、この制度に

おける市長の見解をお聞きしたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  小松大成議員の再々質

問にお答えいたします。 

 政府はデフレ脱却ということで、物価等の問

題についてもさまざま対策が講じられおると。

安定した経済運営と申しますか、経済としての

景気といったものを回復していかなきゃならな

いということで、さまざまな手だてを講じてい
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るということにあるわけであります。 

 また、一方においては、この財源の問題も含

めて非常に厳しいと。繰り返し申しますけども、

不正受給といったものがかなりセンセーショナ

ルに取り上げられたことによりまして、えっ、

そうなのかというところに議論がいってしまう

と。今おっしゃったような肝心な部分の本当に

公表を保ち生活保護法という責務とすれば、そ

こによりどころとなる国民の生活を保障すると

いう分においての部分が、どっかに置き忘れて

はいやしないかという分をやはりきちんと踏ま

えなきゃならない。一つのデフレ脱却だと、契

機をよくしなきゃならない、賃金も上げなきゃ

ならないということはこれ、私はあってしかる

べき政策であろうというふうに思っております

けども。 

 もう一方においては、頑張っても、どうして

も対応できないという中における生活保護制度

というのがあるわけですから、そこをきちんと

見極めながら冷静な議論。したがって、繰り返

しになりますけども、激変緩和の観点から生活

への影響を一定限度に抑えるためにという中に

おいて、さまざまな議論も今交わされているわ

けでありますから、先ほど申し上げましたとお

り、現場としての声をきちんと政府のほうに届

けるという部分の中にあっては、やはり組織を

通じてと申しますか、市長会であるとか、町村

会であるとか、そのようないろんな団体がある

わけでありますから、そういった団体等を通じ

ながら物を申すということを、これからも対応

してまいりたいと、繰り返しになりますが、そ

のように考えているところであります。 

○議長（新田勝見君）  次に進みます。18番石

橋達八君。 

   〔18番石橋達八君登壇〕 

○18番（石橋達八君）  通告に従いまして一般

質問を行います。 

 平成23年３月11日、東北地方を襲った大地震

は、遠野市内を戦慄せしめ、大津波を起こし、

東北地方三陸沿岸の多くの人々の命を奪い、福

島第一原子力発電所事故を発生させ、今もなお、

多くの人々を苦しませております。 

 そのような中にあっても、被災地の支援は、

政府はもとより各都道府県、市町村、各種団体、

企業、ＮＰＯ、ボランティア、そして多くの市

民の支援により一定の復興が進んでいると認識

をいたしております。ことしは３年目の支援の

年を迎えますが、被災地の状況や求めるものも

新たな段階になり、これまでとは違った形での

バックアップが求められております。 

 まず、何点か伺います。昨年から、これまで

の災害対応、後方支援活動の総括として検証作

業が進められておりますが、支援２年目の区切

りの総括として、緊急事態対応の経験から生じ

た反省点などはなかったのか、手本となるよう

な活動の記録は当然大事でありますが、まずか

った点、悪かった点、反省すべき点こそ、将来

に残し、伝えていくべきと考えます。 

 また、他県の市町村から派遣されている職員

が亡くなったという報道もありますが、こうし

たことは職員に限ったものではございません。

精いっぱい支援する側の心身ともの健康管理も

大切であります。支援継続に当たりサポートサ

イドの医師や看護師、カウンセラー等の相談体

制の必要性については、どのようにお考えなの

かをお聞きいたします。 

 また、これから復興の本格化に伴い、被災地

の職員不足はもとより復興事業に携わる人材育

成も心配されておりますが、通称木工団地内に

ある高等職業訓練校等の役割が、これからます

ます求められます。地元の人材育成はもとより

被災地支援のための人材育成のお役に立てない

ものかどうか、この辺について市長はどのよう

に考えておられるのかをお聞きいたします。 

 次に、遠野市の観光振興と被災地復興につい

でであります。もとより観光の再生なくして東

北の復興は望めないとも言われております。最

も苦しんだ人たちが、最も幸せを享受できるよ

うな状況にしていかなければなりません。その

具現こそ政治の使命であり、役割とも思うわけ

であります。東北全体の観光客数は回復傾向に

あるとは聞いておりますが、被災地ではボラン
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ティアツーリズムや語り部ツアー、復興商店街

買い物ツアーなど、さまざまな形で行政や観光

協会、商工会、ＮＰＯなど地元も精いっぱいの

努力をいたしております。 

 これまでも岩手県では、いわてデスティネー

ションキャンペーンなど各エリアでＪＲ、観光

団体、行政が連携して集客の事業を展開してま

いりました。大変失礼な言い方になりますが、

本番はこれからであります。今後は広域の枠組

みを超えた取り組みや東北全体を視野に入れた

取り組みが被災地の復興に連動していくことは

間違いありません。 

 ＮＨＫの大河ドラマ、福島県の「八重の桜」

や、これから始まる朝の連続ドラマ、久慈市の

「あまちゃん」と東北に目が向けられておりま

す。遠野市も観光振興、地場産物の食産業など

への挑戦も求められます。前定例会でＳＬ復活

事業への取り組みもお尋ねしましたが、一つの

具体的な私の小さなアイディアを申し上げれば、

地元の食材を使ったＳＬ運行日限定の駅弁の復

興もあります。停車場のホームに流れた、あの

懐かしいスタイルの「弁当～弁当～」がよみが

えってまいります。 

 新たな観光資源の開発や産業遺産、郷土芸能、

文化財の活用、広域連携の強化も求められます。

後方支援基地として多大な活動を展開してきた

遠野市として、観光は復興の一翼を担えると確

信いたしております。一部、昨日の同僚議員の

一般質問に対する答弁で理解した部分もありま

すが、今後どのような継続的支援や観光振興の

取り組みをされるのかをお伺いいたします。 

 ２点目は、就労の場の確保であります。これ

は長年の課題でありますが、なかなか改善がさ

れてこないと感じております。 

 過日も、ある高齢者の方と懇談の機会があり

ました。その際、語っておられたことは「日本

は焼け野原から立ち上がり、よくぞここまで繁

栄したものだと感じていたが、今また逆戻りだ。

昔はこの地域も鳴らした──本人の言うのには、

この地域も鳴らしたものだったと。が、農業は

行き詰まり、働く場所がないから若い人はいな

くなり、地域が衰退し、高齢者だけになってい

る」という嘆きの声であります。 

 若い人たちにとって就労の場の選択は、基本

的に市外、県外、時には国外へと羽ばたくこと

は大賛成であります。しかし、望む働く職場さ

えあるなら遠野へ残って両親の面倒を見たいと

願っている若者もおります。そうした人が出て

いくのを食いとめる対策が必要であります。遠

野市は本線筋から離れ地域的ハンディーもある

かもしれないが、企業誘致を積極的にできない

ものか。岩手県内で遠野市として企業の増減数

はプラス傾向を示しておりますが、しかし他市

町村との相対的な比較でなく実態を見るならば

何としても働く場所が必要であります。 

 そこで、企業誘致の新たな手法であるオー

ダーメイドの賃借型工場の設置ができないもの

か。従来の賃借型工場の建設による企業誘致は、

未利用地に工場を建設してから貸し出す方法で、

企業にとっては土地取得や建設費用が抑えるこ

とができるものの、建設された賃借工場の仕様

が企業が求める条件とは折り合わず、マッチン

グがうまくいかないということでありました。

これに対して、企業の注文に応じて工場を設

計・建設し貸し出すという方法で企業誘致を図

るものであります。 

 秋田・釜石横断道が開通することによりメリ

ット、デメリット両面あるのは当然であります。

デメリットを埋め、メリットを最大限に生かす

べきと考えます。この賃借型工場は企業にとっ

ては初期投資が抑制されるメリットがあり、受

け入れる自治体としても雇用の確保や地域経済

の活性化にもなり、人口の流出に歯どめが期待

できますが、遠野市としてはこうした手法をど

う考えるのかをお伺いしたいと思います。 

 第３点目は、障害者の自立、就労支援の取り

組みであります。既に昨年、要望が寄せられて

いるとは思いますが、本年４月から施行されま

す「障害者優先調達推進法」は、国と独立行政

法人等に対して障害者が就労施設でつくった製

品の購入や清掃などの業務委託を優先的に行う

よう義務づけがされ、地方公共団体に対しても
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障害者施設の受注機会の増大を図るよう努める

ことを求められております。 

 現在、商品の購入や業務の委託を行う場合、

競争入札による契約が原則であります。景気低

迷の折、民間企業からの仕事も減少傾向にある

とお聞きいたします。民間企業に比べ競争力が

弱い障害者施設が対等に契約を結ぶのは厳しい

実情であります。障害者の方々の自立支援、就

労支援の観点から施設等の受注機会を図るべく

取り組みをすべきと思いますが、いかがでしょ

うか。 

 教育長に１点お聞きいたします。本年４月か

ら遠野市の中学校８校は新たな船出をするわけ

であります。これまでも小学校から中学校へ進

学した際に環境の変化に対応できず、不登校の

増加、全国的な資料によりますと、小学時の不

登校数児童が中学１年生で３倍にもはね上がっ

たり、何らかの理由で学習意欲の低下の落ち込

みで学力低下となってあらわれる中１ギャップ

が心配されてまいりました。いじめにもあらわ

れると言われております。 

 ２月、先月の22日の岩手日報の報道を見ます

と、岩手県教育委員会では、中１ギャップの緩

和の成果が出ているとのことや市町村の要望も

あり、県独自に平成25年度、26年度、少人数学

級や複数教員による少人数指導を拡充するとの

ことであります。こうした点は子どものスムー

ズないじめのない学校生活になることを願いま

すが、ただ遠野市の場合、この４月から３校体

制になり、勉強やスポーツも同じ屋根の下で送

ることになりますが、同じように見えても８地

域、背景や感覚、微妙に異なることも考えられ

ます。特にも、統合元年のことしは、新１年生

のみならず新２年生、新３年生も合流となれば、

中１ギャップ的な状況があるわけで、３校体制

が本当によかったと子どもや保護者も感じられ

るには、これらの課題の解消がまず求められま

す。既にこうした課題についても十分審議され

てきたテーマでしょうが、どう取り組まれるの

かを教育長にお伺いいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  石橋達八議員の一般質

問にお答えいたします。 

 復興支援、また就労の場の確保、障害者自立

就労支援の取り組みということで、福祉の供給

地の中からの御質問と承りました。 

 まず、この検証作業の御質問があったわけで

ありますけども、全く御質問の趣旨のとおりの

認識と私もしておりまして、実はこの検証に当

たりまして昨年の６月１日でありますけども、

副市長を委員長とする中における後方支援活動

検証委員会を市民の皆様にも入っていただいて、

総勢38名でこの作業を行っておりますので、こ

れを仕切っております委員長と市の副市長のほ

うから、その取り組み状況について御答弁とい

う中で申し上げたいと思っておりますので御了

承いただければというふうに思っております。 

 そして、ただいま本当に切ないというか被災

地の派遣された職員がみずから命を絶ったとい

うお話がありました。支援する側の健康管理、

健康調査が課題であると、支援継続に当たり医

師やカウンセラー、相談体制の必要についてど

のように考えるのかということもあったわけで

あります。 

 これはつい１週間ほど前でありますけども、

大槌町長が私のことを訪ねてまいりました。今

うちからも職員が大槌町のほうには派遣してい

るわけでありまして、そのお礼を兼ねてという

ことでもあったわけでありますけども、宝塚市

の派遣されておった職員がみずから命を絶った

という部分で、本当に切ない心情を語っておっ

たわけであります。宝塚市は遠野市もさまざま

な形で応援をいただいた一つの自治体でありま

すから、文字どおり人ごとではないという中に

おいて、碇川町長の話も聞いたわけであります

けども。 

 このそれぞれの話を聞きますと、やはりきち

んとした仕組みができていなかったのかなとい

うことが、我々自治体の首長も十分認識がちょ

っと甘かったのかなということになる。これは

兵庫県の宝塚市の大槌町の職員の話さっき申し
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上げたわけでありますけども、高田市のほうに

支援に行っておった盛岡市の職員も、みずから

命を絶ったという一つの出来事もあったわけで

あります。これは昨年の７月でありました。 

 先ほど申し上げましたとおり、つい２月29日

でありますけども、碇川町長が私のほうを訪ね

てまいりまして、メンタルヘルスについても意

見交換をしたと。１月中旬でありましたけども、

県幹部と市町村長の意見交換会があって、その

際も私のほうから、こういった部分はきちんと

フォローしなきゃならない。したがって、でき

れば土地勘があり、方言もわかり、あるいは土

曜、日曜には家族のもとに戻れるという部分で

あっては、岩手県の内陸の市町村がもっと仕組

みとしてきちんとつくって、そしてこの用地問

題であるとか、復興といったものを加速させる

ためのマンパワーとして。 

 このようにも話をいたしました。採用する前

に公募をすると。公募するという中にあって学

力試験をやったという話を聞いたもんでござい

ますから、例えば県庁に35年勤めた。市町村の

役場にも40年近く勤めたと、今後はこの復興に

自分も手伝いたいというんであれば、それでも

ってよしとして、健康診断とかことはある程度

最低はやらなきゃならないかもしれないけども、

なぜ学力試験までやらなきゃならないんですか

という話を、私は直接知事にも申し上げたとこ

ろであります。 

 明確な答えはありませんでしたけども、いず

れやはりこのようなメンタルという部分の中に

おけるものとすれば、やはり一つみんなネット

ワークをつくってお互い助け合うと申しますか、

そういう仕組みをつくり、メンタルヘルスの問

題についてもやはりいろいろ遠野に寄ってく、

他の県外の市町村関係者の方々が言ってます。

やはり言葉が通じなかったり、通じないという

のは、よく言ってることがわからないことがあ

ると、支援者講習に行ってもわからないことが

ある。 

 それからやっぱり、例えば１週間に１回は無

理だとしても、半月に１回ぐらいは家族のもと

に戻れるというような環境であれば、やはり頑

張れるということになるわけでありますけども。

関西だとか九州だとなると、なかなかそれもま

まならない。であれば、それをどのような形で

フォローをするか、ケアをするかという部分も、

やはり一つの仕組みもしなければならないのか

なというようなことでもって、いろいろ私ども

も大きな関心を持ちながらやっております。 

 それから、うちの職員も釜石に１名、大槌に

２人出ておりますから、これにつきましても年

度当初から、これは副市長、総務部長あるいは

総務課長、幹部職員が、定期的に派遣先を訪問

し、派遣職員とじかに面談しながら不安や悩み

ごとなども解消するというような、そういうよ

うなサポートも行ってきているところでありま

すので、当市から派遣されている職員であって

は懸命に現場で頑張っていただいているという、

そういう環境にもあることもまた申し添えてお

きたいというように思っております。 

 医師、カウンセラーの相談体制の充実が極め

て重要になってきているという認識が思ってい

るところでございますので、御了承いただきた

いと思っております。 

 木工団地内の高等職業訓練校の役割、今こそ

求められているんじゃないかと。まさにそのと

おりであります。人材育成といった部分の中に

おいて、復興元年を復興加速年にするという中

においてさまざま進んでいるわけであります。

何とも10倍もの予算を組んだと。大槌町にあっ

ても600億とか800億という予算を組んでるわけ

でありますけども、それをきちんと形にするに

はやっぱりマンパワーが必要であります、人材

が必要であるということになろうかと思ってお

ります。 

 発災の年の平成23年の８月から岩手県職業能

力開発センターが、この職業復興訓練を実施し

ておりまして、その際、これは遠野市が行った

のは、被災地から訓練生になってきまして住宅

建築であるとか、住宅設備施工といったもので

従事しながら、技術を身につけるといった時に、

もう当時でありますから車もなかったわけであ
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りますから、釜石線で遠野駅まで来たときの遠

野駅から木工団地までの送迎用のバスを市単独

で手配をし、それを援助、支援をしたという形

もありまして、これは国のほうからもそういっ

たきめ細かいフォローしていただいて本当に感

謝するということを言われました。これにつき

まして23年８月からことしの１月まででありま

すけども、ここで訓練受けた方々は住宅建築科

にあっては35名、住宅設備施工科にあっては48

名、いずれもこの出身地は被災地の方々ばっか

りであります、遠野市も何人かは入っておりま

すけども。 

 そういうような形で支援をしたということで

ありまして、こういう仕組みもまたきちんとし

ながら、やはり技術をもって復興に当たるとい

うような形でのものを、これから訓練協会や職

業能力開発センターと連携しながら、これも一

つの後方支援という取り組みの中で対応してい

きたいというように思っております。 

 なお、このバス運行、遠野駅から木工団地の

バス運行については、２年をたったということ

で、ほとんど車を持ってるということにもなり

ましたので、25年度では辞退されたということ

になっておりますので、バス運行は中止という

ことになろうかというふうに思っております。

一定の成果を上げたと思っております。 

 観光振興、これを被災地の振興にという分に

つきましては、御提案を含めましてさまざまな

形での提言をいただきました。実はボランティ

アや視察研修で当市を訪れる方が非常に多くな

っておりまして、観光振興にも一定の好影響を

与えている。私はこの命の尊さといったものを、

改めて被災地は我々に問いかけているというこ

とになれば、その目で見、そして耳で聞き、そ

して肌で感じるという教育旅行──今修学旅行

と言わないそうでございまして、今は教育旅行

という言葉なんだそうでございますけども、教

育旅行の需要が多くなってきていると。 

 やはり関係機関団体、そういったことになり

ますので、この教育旅行誘致に取り組むという

ことも一つの後方支援であり命の尊さを、そし

てまた繰り返し申しますけども、この日ごろの

自治体間の連携なり、あるいは隣近所との日ご

ろのつき合いがいかに大切なものであるかとい

うことを、さまざまな被災地の中から我々は学

び、それを地域づくりに生かしていくというこ

とにもならなきゃならないかと思ってますので、

こういった教育旅行誘致には取り組んでまいり

たいと思っております。 

 それからＳＬ、「弁当～弁当～」という話が

ありました。これはいろんなアイディアをどん

どん出しながら、まさにこのＳＬ運行といった

ものの中から一つの連携と交流、さらにはそれ

に伴う地域の活性化といったようなものには、

それこそアイディアを生かしていかなきゃなら

ないかというように思っておりますので、４月

には旧とおの昔話村が「とおの物語の館」とし

てオープンいたします。そのような環境が着々

と整っておりますので、アイディアをいただき

ながら、その弁当もぜひ実現できるような方向

で取り組みたいというように思っておりますの

で、停車場プロジェクト推進本部の中に十分た

だいまの御提言を承りながら対応していきたい

というふうに思っております。 

 それから、就労の場の確保ということで、こ

れは非常に大事なことであります。合併以降、

新規企業誘致は５社で約70人。正式には69人と

いうことになってますけども、５社、69人。そ

れから工場増設は延べ９社で100人。したがっ

て、約169人の雇用の場を合併以降そのような

形で確保してきているというか成果を得てきて

おります。 

 それから、この４月には書籍印刷の前工程、

書籍のレイアウトあるいは編集、データ制作等

を行う創業87年の歴史を持っております東京の

萩原印刷が、新たに従業員５人、本社から指導

者１人と６人体制で、とおの物語の館のすぐ前

の遠野まちなかギャラリーの２階で操業開始す

ると。これはやはり一つの遠野のこれからの切

り口のあり方を示すんじゃないかなというよう

に思っておりますので。幾らかではありますけ

ども、こういった中で若者の地元定着といった
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ものに対する環境が少しは成果を上げたのかな

と。 

 ただ、その中において、やはり御質問にあり

ましたとおり、そうは言ってもまだまだ大変だ

と。やっぱり若い方々をもっともっと定着させ

なければならないということは、これは大きな

市政課題だというように承知しております。そ

の一つとして御提案いただいたオーダーメイド

の賃借型工場設置というものにつきましては、

初期投資を抑えるという意味においてのメリッ

トは確かにあるかというふうに思っております。

これも全国で高度成長時代、全国の自治体が競

って、こういったようなものもどんどん出しな

がら対応したと。 

 しかし、その中においては必ずしも企業の

ニーズとマッチングしなかったという事例もあ

るわけであります。初期投資は確かに抑えられ

るけども、会社が、企業が、いろいろさまざま

な資金を回すという部分においては担保にもな

らないというような部分の中で、企業が必ずそ

れを望むということではない。やっぱり企業の

オーナーというか会社は、やはり一つの社風と

申しますか会社としてはやるわけでありますか

ら、自分は自分らが進出する以上こういう工場

を建てたい、こういうものが建てたいという思

いがあるわけでありますね。 

 だからそういった部分においては、必ずしも

賃借型オーダーメイドといったものについては、

やっぱりさまざま検証しなきゃならないことが

あるんじゃないかなというふうに、私自身はそ

ういうように認識しているところであります。 

 もう少しこれは企業ニーズといったものを把

握しなきゃなりません。やはり初期投資を抑え

るというのは、大きなメリットであることは間

違いありません。ただ、その場合に私ども今議

論しておりますのは、その土地の問題、例えば

工場、これについては、土地の長期リースであ

るとかあるいはもう雇用がふえるんだ、若者が

定着するんだ、そしてきのうの瀧本議員のやり

とりでもないんですけども、雇用の場がある、

じゃ結婚しよう、家族を持とうという中におけ

る、それこそ大変な波及効果が雇用というもの

にはあるわけでありますから。 

 したがって土地代の例えば市有地があるんで

あれば、これを大幅に例えば半額で提供するで

あるとか、かつては三重県ではシャープのほう

に、ただで土地を提供し、一方においては100

億円まで融資したというような大きなものもあ

ったわけでありますけども、それを曲げろとい

うわけじゃありませんけども、土地というもの

に対しての何かの優遇措置を講じるというのも

一つの手法ではないのかななんてことも今議論

しているところでございます。 

 いずれ設備投資しやすい企業が持っている内

部留保を引き出す、そして設備投資しやすい環

境をつくる、そしてそういう魅力をつくりなが

ら企業誘致にという中における対応をやはり、

それこそ進めていかなきゃならないかというよ

うに思っております。 

 それから、障害者の自立就労支援の取り組み

ということについてのお話がありました。就労

によって経済的な基盤を確立することが重要で

ある。 

 この４月から「障害者優先調達推進法」、こ

れは国等による障害者就労施設等からの物品等

の調達の推進等に関する法律ということになっ

ておりまして、国や地方公共団体、独立行政法

人などの公機関が物品やサービスを調達する際、

障害者就労施設等から優先的・積極的に購入す

ることを推進するために制定されたと、これは

御質問にあったとおりでありますから繰り返し

になりますけども。 

 当市のほうにおきましては、市の物品等の購

入、業務の委託については質問にありましたと

おり原則競争入札という一つの対応しておりま

す。 

 しかし、もともとが地方自治法の第167条の

２第３項の規定によりまして、随意契約による

ことができる場合として、この障害者自立支援

法第５条12項の定めにより、規定する障害者支

援施設等随意契約に関する規定もあります。し

たがって、この規定に基づく随意契約を行って
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おるということもあります。そしてまた取り扱

いが、それぞれこういうこともありますよとい

うことで、この取り扱い物品、受注可能な業務

については情報を各課に周知するなど、そのよ

うな対応も進めておるということであります。 

 こういったような中における新年度から障害

者自立支援法、これは障害者が日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律、障害者

総合支援法といったものに変わるわけでありま

す。したがいまして、今後もこの発注する物品、

業務委託の内容を勘案しながら、これまで同様

に発注に努めてまいりたいというように考えて

いるところでございますので御了承いただきた

いというふうに思っております。 

 以上で終わります。 

○議長（新田勝見君）  及川副市長。 

   〔副市長及川増德君登壇〕 

○副市長（及川増德君）  命によりまして、石

橋議員の後方支援にかかわっての検証作業につ

いてであります。私が検証委員長を務めている

ことから、市長のほうから命を受けたところで

ございます。昨年市長のほうからもありました

ように６月１日付で発災当初に後方支援活動に

携わった当時の担当職員29名と、後炊き出し活

動や物資センターとの運営に携わった市民等９

人からなる38名で、この後方支援活動検証委員

会を立ち上げたところであります。 

 この検証委員会は、３つの部会、分科会で構

成しておりまして、１つは市災害対策本部、２

つ目は医療・福祉・民生支援、３つ目には官民

一体の後方支援と、この３つの分科会で構成し

ておりまして、検証作業には独立行政法人防災

科学技術研究所の全面的な協力をいただいて、

その検証作業を進め終盤を迎えているという段

階でございます。 

 官民一体となって取り組んだ活動記録の事実

整理を行うとともに、客観的な分析による検証

を行い、今後起こりうる災害に備えて新たな防

災指針の参考となるよう取りまとめている作業

中でございます。 

 石橋議員からもありましたように、悪かった

点、反省すべき点こそ将来のために残し、伝え

るべきだという御意見には全く同感でありまし

て、後方支援活動に取り組んだ遠野市のこの検

証という部分での役割があるという強い認識の

もとに、現在作業を進めているということでご

ざいます。 

 なお、この悪かった点あるいは反省すべき点

に加えまして、後方支援活動を行う上で苦慮し

た点や現行の災害対策法制の問題点等も浮かび

上がってまいりました。 

 例えば苦慮した点では、情報通信手段の確保、

停電対策、燃料問題。また法的な問題点として

は、行政機能が麻痺している被災自治体への支

援のあり方あるいは災害対策基本法・救助法な

どの現行制度の矛盾や限界、そういったことが

上げられるわけでございますが、いずれ検証作

業で、これらの点を全て記録に残すことで、現

在進めているところでございます。 

○議長（新田勝見君）  藤澤教育長。 

   〔教育長藤澤俊明君登壇〕 

○教育長（藤澤俊明君）  石橋議員からの御質

問にお答えをします。 

 今年度公表された「児童生徒の問題行動等生

徒指導上の諸問題に関する調査結果」によりま

すと、国・県とも、議員御指摘のとおり中学１

年生の不登校の生徒の数は、前年度の６年生の

不登校の児童数より、およそ３倍になってござ

います。 

 本市においては、過去５年間に小学６年生の

不登校数のトータルは３名でございます。中学

１年生は８人になっている状況にあります。本

市では、これまでも不登校等の学校不適応を未

然に防止するため、支援員等の学校配置、教員

に対する研修等を実施しておりますが、平成25

年度から市内中学校８校を新設校３校に再編成

することを踏まえ、計画的に小学校と中学校の

滑らかな継続を図っているところでございます。 

 具体的には、新設中学校に入学する市内全て

の小学６年生の児童を対象に、本年１月、新設

中学校学区ごとに夢の教室冬の特別編を実施し、

集団ゲームや授業を通しての児童間の交流を図
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ったほか、小学校間による授業交流、合同宿泊

学習等を実施しております。また、新設中学校

がスムーズにスタートできるよう、現在の中学

校１・２年生の交流も進めております。 

 新設遠野中学校学区では、現在３中学校によ

る合同合唱交流会をはじめ、部活動体験交流会、

部活動合同練習の実施、新設遠野東中学校学区

では、３中学校でのレク交流会、部活動合同練

習の実施、新設遠野西中学校学区では、部活動

体験交流会、部活動合同練習会などを実施して

おります。 

 昨日の答弁でも申し上げましたが、教育委員

会としては新設中学校のスタートに当たり、環

境の変化による生徒や保護者の不安や動揺を解

消するため、岩手県教育委員会に対し、臨床心

理士資格を持つスクールカウンセラーの配置、

教員の定数を超える加配、学校生活サポート等

の県事業による非常勤講師の配置について要望

しており、その見通しは昨日も申し上げました

けども、明るいものとなっている現状にありま

す。 

 加えて教員の配置、学級編成等において最善

の配慮を行い、子どもたちが持つ未来への明る

い希望に応えるため、個性と能力を十分に発揮

することができる教育環境の実現に全力で取り

組んでまいります。 

○18番（石橋達八君）  時間のないところ、教

育長には大変申し上げございません。 

 以上でございます。 

○議長（新田勝見君）  午後１時まで休憩いた

します。 

   午後０時08分 休憩   

────────────────── 

   午後１時00分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 引き続き一般質問を行います。19番浅沼幸雄

君。 

   〔19番浅沼幸雄君登壇〕 

○19番（浅沼幸雄君）  新興会の浅沼幸雄でご

ざいます。通告に従いまして、大項目２点につ

いて一般質問を行います。 

 １点目は、釜石自動車道開通の影響について。

２点目は、男女共同参画社会についてでありま

す。 

 それでは、早速ではありますが１点目の質問

に入ります。 

 釜石自動車道宮守東和間の開通による影響に

つきましては、昨年の12月定例会での一般質問

で同僚議員が質問の前段で、開通から約２週間

の状況を述べておりますので、その議事録の一

部を引用させていただきます。議事録の引用に

つきましては本人の同意を得ておりますので御

心配は御無用であります。 

 国道107号、283号の交通量は大幅に減少

をしております。12月７日の岩手日報に国

土交通省岩手河川国道事務所が開通前と開

通後の交通量調査結果を発表いたしました。

４割が横断道路の利用へ移行したとのこと

でございます。歓迎すべき道路の開通では

ありますけれども、予想されたとはいえ、

地域経済、地域の活性化に与えるマイナス

の影響が大きくあらわれてございます。 

２つの国道にある宮守町の産直の売り上げ

は、10日間の平均でございますけれども、

１カ所は前年対比59.2％、震災前の22年度

対比では65.9％になってございます。もう

一カ所は、前年対比53.1％、22年度対比で7

4.7％まで落ち込んでおります。産直以外の

２つの国道沿いで商いをされている方々も

同じような影響を受けているというふうに

思ってございます。 

 品ぞろえの拡大や新規組合員の加入促進、

新たな商品への取り組み、イベントへの積

極的な参画、あるいは企画等さまざまな取

り組みを試行錯誤しながら取り組んできた

結果して交通量の減少への歯どめに対する

売り上げといろいろな部分についての効果

は今のところあらわれていないのが現状で

あります。 

というものであります。 

 そのときから約３カ月の月日がたちましたけ
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れども、現時点での高速道開通の効果や影響を

当局としてどのように捉えているのかについて、

まずお伺いいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  浅沼幸雄議員の一般質

問にお答えいたします。 

 この問題につきましては、この議場におきま

しても、あるいは委員会等におきましてもそれ

ぞれ各議員の立場からも取り上げられている問

題であります。昨年11月25日に宮守インターま

で供用開始になったということにおける影響と

いったものが、この宮守町の中心部にもあらわ

れたということは、もう12月議会におきまして

も、また今般の議会におきましてもそれぞれの

現状認識は示しているところであります。約８

割ということでありますから２割減少になった

という数字が、国土交通省岩手河川国道事務所

の資料からも明らかになっているところであり

まして、ただいま浅沼議員がそれぞれ数字を申

し上げたという中におけるものとして、一つの

現実があるということにもなろうかというよう

に思っております。 

 私、何度も申し上げておりますけど、道路と

いうのは２つの諸刃と１つの要素があると申し

ますか、活性化を促すとともに、一方において

は空洞化を促すというような一つの顔を持って

おるということになるわけであります。しかし

一方においてはつないで道路、つながなければ

道路にならないわけでありますからつないで道

路ということで釜石自動車道は、いずれここ７

年か８年の間に全通するということも、これも

決まっているわけでありまして、遠野インター

までも、おそくともこの１年半から２年の中で

遠野インターまで供用開始になるということで、

着々と工事が進んでおる状況にあるわけであり

ます。これは復興を形にするというためにも必

要な復興支援道路としても位置づけられている

わけでありますから、間違いなくこの道路その

ものが工事が進み、そしてまた交通のこの通行

車両にも大きな変化を与えてくるということは、

これは避けて通れない課題であります。 

 ただいま浅沼議員のほうから明と暗、この問

題をどう捉えるのかという話がありました。浅

沼議員のほうからは、まさに宮守町のこの空洞

化というものを心配されるんだけどもというこ

との中における、明るい材料とすれば、高速ネ

ットワークが遠野にも延びてき、それに伴って

の交流人口の拡大も図れる、さまざまな形での

いろんな仕掛けをすることによって、いろんな

方々を観光振興、交流人口の拡大といったもの、

あるいは企業誘致といったものにもこれはきち

っと結びつき、それが雇用の場としてもつなが

る。産業振興にもなるという中における明るい

と申しますか、メリットの部分もその中に見出

せる。 

 しかし一方においては、国道283号線、そし

てまた北上からの107号線といったものについ

ての交通量といったものが大きく流れが変わっ

たということに伴い、産直の売り上げをという

中における一つの現実もあるわけであります。 

 したがって、私は、これはとんでもないこと

が起きたというよりも、ある意味においては想

定範囲内における一つの現象として捉え、その

中で文字どおり多くの関係者の方々から知をい

ただきながら、やっぱり真っすぐ釜石自動車道

で遠野に入るよりも、宮沢賢治の花巻からゆっ

くり283号線を通って、実は宮守町というとこ

ろになかなかおもしろい施設があるようだよと。

どうせお食事をするんであれば、宮守町のほう

で食事をしながら、ちょっと産直でも地域のも

のを購入していこうじゃないかというような、

そういうような魅力づくりをやっぱりやってい

かなければならない。 

 今は確かに明と暗ということで捉えれば、通

行車両の激減──激減とまで言い切れるかどう

かはあれでございますけども、減ったことに伴

っての売り上げの減という一つの現象が起きて

いるということは当然でありますから、今般の

議会における一般質問の中におきましても、特

に停車場プロジェクトの中においてという部分

で、さまざま提案があったり意見があったり。
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それから宮守にも今ＪＲ東日本のほうでは、宮

守駅にも停車をするというような方向でも検討

してるというような形で聞いております。 

 実は、日曜日の日にＪＲ盛岡支社の福田支社

長と面談することになっておりました。そうい

ったさまざまな暗の部分を、このＳＬプロジェ

クトの中において明るい明のほうに持っていく

という部分で、支社長にさまざまなことをお願

いしようと思ってたわけでありますけども、秋

田新幹線の脱線事故に伴いまして遠野に来るこ

とがかなわなくなりまして、改めてということ

になっておりますので、その暗の部分を、いう

ところのデメリットの部分をメリットというか

地域の活性化につながるような中におきまして、

例えばＪＲ東日本とがっちりタッグを組みなが

ら、そこにいろんなアイディアを寄せまして、

何しろ大企業でありますから。そこにさまざま

遠野の貴重な提言、先ほど石橋議員もありまし

た弁当をやれと、駅弁をやれという話もありま

したことでありますから、そのようなものを一

つひとつ提案しながら、この道路整備に伴う暗

の部分を明に変えていくという取り組みに、私

自身も先頭に立っていきたいというように考え

ているところでございますので、よろしくお願

いいたします。 

○議長（新田勝見君）  19番浅沼幸雄君。 

   〔19番浅沼幸雄君登壇〕 

○19番（浅沼幸雄君）  市長の答弁はわかりま

した。でも、やっぱり現実ですね、高速道が開

通した先ほど私が引用した時点では、まだ薄曇

りかなと。宮守近辺から鱒沢近辺までの国道沿

いの商い関係やられている方々の状況は薄曇り

かなという状況だと私は思ってたんですが、や

はりここに来まして３カ月、４カ月経過した話

を聞きますと、自分たちの力ではもうどうにも

ならないやと、暗雲の状態だと、言い方かえれ

ば一筋の光も見えない状態だというのが現状じ

ゃないかな。話をもらってそう感じるんですね。 

 今の市長の答弁で、幾らか前向きにものを考

えられる部分もあるんじゃないかなとは思うん

ですけれども、今の答弁に加えましてやはり地

元の人たちが不安をいっぱい持っているところ

を少しでも和らげる、あるいは少しの光明でも

見出せるような、実際地元の人たちと密着しな

がらそういうふうな行動をとっていただければ

幾らかはそういう不安も払拭あるいは緩和され

るのかなというふうに思いますけれども、その

点についてはどのようにお考えでしょうか。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  どうしても不安を持た

ざるを得ないというのが、これは当然だという

ふうに思っております。やはり日に日に売り上

げも落ちていくと、交通車両もそうしますと食

堂にしろ何にしろそのような形ということは現

実なわけでありますから。したがいまして、こ

れも繰り返しの答弁ということになろうかとい

うように思っておりますけども、ＳＬ停車場プ

ロジェクト推進室を立ち上げと同時に官民上げ

ての中における組織といたしまして、停車場プ

ロジェクト推進本部を立ち上げ、私が本部長、

しかし副本部長は観光協会の会長になってもら

う。宮守町の関係者もその中に入ってもらって

おりますので、この仕組みの中からやはり丁寧

に今の現状はどうなのか。であれば、どのよう

な仕掛けをしていけばいいのか。ＳＬが走ると

いうことが決まって、それからどうしようかと

言ったってこれはだめですから今のうちから準

備しておくと。 

 それから、この国道283号線、花巻、宮守、

そして遠野を通って釜石という283号線、これ

を私も今さまざま一つのアイディアの段階であ

りますけど、宮沢賢治が花巻にいる、きのうの

瀧本議員のあれじゃありませんけど、達曽部川

橋梁が宮沢賢治が眺め、それが銀河鉄道の夜の

ほうにつながっていったという一つの夢とロマ

ン。もう一方においては遠野には日本のグリム

と言われる佐々木喜善を輩出した地域である。

それをずっと283号線を進んでいけば、大槌町

には例の「ひょっこりひょうたん島」の井上ひ

さしがいるという中にあって、それをＳＬとい

うものの切り口の中から、その点と点、人を宮
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沢賢治を佐々木喜善をあるいは井上ひさしをつ

なぐという部分がありますけど。 

 この283号線ルートもそのような中でポイン

ト、ポイントにそのような中における、一つそ

れこそモチーフにした、つないでおけば、やは

り一気に高速道路を走って遠野に行く、釜石に

行くというよりも、やっぱりゆっくりと下の28

3号線を通って、あるいは107号線を通って、そ

のポイント、ポイントでそのような楽しみをし

ながら例えば釜石に向おうかとか、遠野市に入

ろうかというような、そのような商品開発が私

はできるんじゃないのかなというように思って

ます。 

 特にも、これからの時代は熟年世代、これは

もう各地で異常なぐらい登山ブームが起きてい

ると、これはほとんど熟年世代。言葉としては

適正でありませんけども、働いて働いて退職し

たと、子育ても終わったと。若干の蓄えと時間

があるという方々がそういうニーズを持ってい

るわけであります。そういった方々にアプロー

チをしながら、もう一方においては恋人の聖地

だよという中においての宮守の圧倒的な存在感

を発進することによって、じゃあ真っすぐもう

高速道路を走っていくよりは、下行ったほうが

いろんなポイント、ポイントがあるよねという

ような、そのようなものをやっぱり積極的に仕

掛けていくということによって、不安といった

ものも解消できるし、また解消しなければなら

ないかというように考えているところでありま

す。 

○議長（新田勝見君）  19番浅沼幸雄君。 

   〔19番浅沼幸雄君登壇〕 

○19番（浅沼幸雄君）  市長のおっしゃるとお

りだと思います。私もそういうふうに交通量少

なくなったら売り上げが下がったから、だから

市役所がどうにかしてくれということではない

んですね、やっぱり。地元の人たちもそれだけ

の話ではないんですね、やっぱり。やっぱり自

分たちは自分たちなりにいろんなことを考えて

ます。実際開通前でしたけれども、宮守選出議

員５人と主な商業あるいは道の駅関係の代表者

の方々でいろいろな話し合いをした経緯もある

んですけれども。やはりその話の中でもＳＬが

開通するんだから何かというような話もありま

したし、やっぱり私が言いたいのは、本部を立

ち上げて当然本部のほうで観光協会の会長は副

本部長ということであるという説明、昨日から

ありましたけど、それはそれで必要だし、それ

でいいと思うんですけど。 

 今地元の人たち第一線でいろんなことに取り

組んでいる、もしくは商売をしている方々が、

繰り返しになりますけれども一番心配なのは、

やはりこれから先どうなるんだろうんかな、全

然明かりが見えないということなんですね。 

 ＳＬ停車場プロジェクトに関して、めがね橋、

恋人の聖地、そういうものでこれから明るい展

望が開けていくんだという話はわかるんですけ

れども、それをやはり具体的に地元の実際に商

いに携わっている方々と市役所あるいはいろん

な団体一緒になって、いろんなプロジェクトを

企画するところがやっていければ、不安の払拭

あるいは解消が早まるんじゃないかなと。結局

待ちの状態だと思うんですよね。本部のほうで

何かやるというのはわかっているんですけれど

も、それが実行に移されるまでは、どうしても

心配のほうが先にたってしまうんじゃないかな

と。だから同じ心配な状況であるんならば、や

っぱり自分たちも一緒に考えるという状況を、

それも一緒に並行して考えて進めなきゃいけな

いんじゃないかなと思うんですけれども、それ

に関してはいかがでしょう。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいまこれから先ど

うなるのかという部分、そしてまた一方では生

活面という現実の問題もあるじゃないか。だか

らやはり一緒になって、さまざまなものにチャ

レンジしていくという部分の中で、きちんと仕

組みをということが極めて大事じゃないのかな

というような、そのような認識での御質問とし

て承ったところであります。 

 したがいまして、ＳＬにばっかり空洞化した
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部分の活性化をそこに求めているわけじゃない。

やはり宮守という中にあっては、例えば柏木平

レイクリゾートもあれだけの広大な中において

の大変なローケーションを持っているわけであ

ります。また、寺沢高原なども本当に大パノラ

マといったような一つの大きな地域資源もある

わけでありまして、随所にそのようなものがあ

る。 

 私は、あるところでこういうことを聞きまし

た。鳥居の数が、赤い鳥居の数が、上宮守地域

が遠野市で一番多いという話。確かに言われて

みればそうだなというようなことも、数的に把

握しておりませんけども、そのような赤い鳥居

が点在している。そして、あれだけの草刈りを

徹底しながら本当に極めて、これが本当に日本

かと思われるぐらい、何かヨーロッパに行った

ような感じだなということの感想を漏らしたり

するわけでありますけど。 

 そのようなロケーションを持っておるという

部分を考えれば、ＳＬだけ云々じゃなくして、

やはりモータリゼーションのあれでありますか

ら、車社会の中であっちにも行こう、こっちに

も行ってみよう、じゃ、こことここでつなげば

もっとこっちにいけばもっと遠野を楽しめるね

という中における一つの物語をつくっていくと

なれば、附馬牛のふるさと村、早池峰ふるさと

学校から馬越を越えての道路網も整備して、少

し循環型の中における一つのもっともっと魅力

のあるコースをつくっていこうじゃないかと。 

 であれば、土淵達曽部線の改良工事も一つ視

野に入れながらやっていこうじゃないかという

ことが、やっぱり次々と出てくると思いますの

で、ＳＬだけにもってそれを進めようというこ

とでは決してないということでございますので、

その辺も一つ御理解の上、いろんな形での提案

をいただければということも申し添えておきた

いと思っております。 

○議長（新田勝見君）  19番浅沼幸雄君。 

   〔19番浅沼幸雄君登壇〕 

○19番（浅沼幸雄君）  この問題につきまして

は、通告しておりますのがまだあります。例え

ば近い将来遠野インターまでの開通、その後全

線開通というところも通告しておりますが、昨

日の同僚議員の質問、それから私の後からの同

僚議員の質問にもございますので、この問題は

このぐらいにしたいと思います。 

 次に、第２点目の質問に入ります。 

 男女共同参画社会についてであります。この

問題に関しましては平成11年に男女共同参画社

会基本法が制定され、一時は全国で盛んに取り

組まれました。 

 私も宮守村議会議員時代の確か平成14年の３

月定例会で、この場におきまして故佐々木廣村

長に一般質問を行いましたし、旧遠野市では平

成16年３月に「と・お・のいきいき参画プラ

ン」、副題として遠野市男女共同参画基本計画

が策定され、市村合併後には見直し版も策定さ

れております。 

 現在はと申しますと、私の偏見かもしれませ

んけれども、当市だけではなく全国的な傾向か

とも思われますが、余り表だった動きがなく、

「男女共同参画社会」の言葉すら耳にする機会

が少なくなったような気がしております。 

 そこで私の質問ですが、男女共同参画社会基

本法が制定されてから現在までの当市の取り組

みについて、まずお伺いいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この男女共同参画社会

基本法と、これは御質問にありましたとおり、

この法律が制定されたのは平成11年の６月23日

に制定されたということでありますから、もう

既に10数年経過しているわけであります。この

また御質問の中にありましたけども、この遠野

市でも16年３月に、まだ合併前でありましたけ

ども、この参画社会を視点とした市民の新しい

社会のあり方を目標に「と・お・のいきいき参

画プラン」といったものを策定し、遠野市男女

共同参画基本計画を策定し、そして10月には合

併に入っていったということになるわけであり

ます。合併に当たっては、このプランをそのま

ま引き継ぐという中において見直しをしながら
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推進していこうということに。 

 そして、実は私も鮮明に覚えてるんですけど、

平成19年でありましたけども、このプランに基

づきまして今は解体してなくなってますけども

遠野市議会の本会議場で、市議会の本会議場で、

この遠野市の女性団体の方々が集まって、「仮

想と・お・の市議会」というものを開催し、そ

の中で女性の方々が積極的に発言しながらとい

うような、そのような試みを行ったことがあり

ます。 

 それでまた、新しい市民憲章も制定になった

わけでありますから、21年３月にも見直しを行

いということで、今の計画は、このプランは、

21年度から27年度までの一つの７カ年計画とい

うことになっておりますから、間もなく25年度

に入るわけでありますから、やはり中間見直し

を行いながらどのような形でのこの基本法のほ

うの趣旨を受けて、そのような環境をどうつく

っていったらいいのかということにつきまして

は、やはりどんどん世の中が変わってきている

わけでありますから、もともと法律ができたの

は平成11年ということになる、計画がもったの

は21年だということで、もう既に25年になろう

としているわけでありますから、やはりこれも

進化という一つのキーワードの中から、プラン

の見直しはやはり進めていかなきゃならない、

一つのタイミングではないのかなというように

捉えているところであります。 

○議長（新田勝見君）  19番浅沼幸雄君。 

   〔19番浅沼幸雄君登壇〕 

○19番（浅沼幸雄君）  わかりました。「と・

お・のいきいき参画プラン」を開きますと、目

的のところに箱で囲って「男女共同参画社会と

は」とあるんですが、それを読み上げますと、 

 男性であることや女性であることにかか

わらず、人として尊重し合い、男女が対等

に暮らしていける社会のことです。 

と非常にわかりやすく書いてあるわけなんです

けれども、このいきいき参画プランをもとにし

て総合計画とかを立てていると思うんですけれ

ども、多分数値目標の話は余りしたくないんで

すけれども、このプランの数値目標と総合計画

の数値目標見ると、総合計画の数値目標は低い

んじゃないかなと思うんですね。でも私個人と

しては、これは数値目標はあくまでも一つの目

安であって、数値が高ければそれで男女共同参

画社会がうまくいっているんだというふうには、

そんなに単純に捉えられるもんではないという

ふうに思うんです。 

 市長が考える男女共同参画社会というのは、

どのようなものを指すのか。ちょっと漠然とし

ておりますので質問が、答弁も漠然としてて結

構ですから、ひとつよろしくお願いします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  市長の立場から見た男

女共同参画というのはどのようなもんだろうか

というようなことでのお尋ねであります。私は

やはり男性と女性と、文字どおり同じ人として

のさまざまなそれぞれの特性を持っているとい

う部分があるわけでありますけど、やはり基本

的にはお互いが尊重し合うという中にあって男

女共同参社会というものが成り立ち、そして女

性の役割としての一つの特性を生かす。男性と

しての役割としての男性の特徴を生かし合う、

それをお互い尊重し合うということによって、

男女共同参画といったものが一つの形になって

あらわれていくんじゃないのかなと、そのよう

に捉えております。 

○議長（新田勝見君）  19番浅沼幸雄君。 

   〔19番浅沼幸雄君登壇〕 

○19番（浅沼幸雄君）  ちょっと話変わります

けれども、宮城県のある集落営農やっている地

域で、普段は女性は家庭の裏側にいることが多

くて家事をやっているわけなんですけれども、

そこの集落営農の地域では女性も一緒に外に出

て、外というかうちから出て、いろんな農作物

の栽培であったり、それを収穫販売であったり

するということに取り組みはじめたそうなんで

すね。キャベツの収穫をして出荷する、秋口大

分おそい時期だったようなんですけれども、か

なり寒くなってから、そのうちの奧さんが作業
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に出てたと。そしたら、もう仕事終わって暗く

なってうちに帰ったら、それまでは家事のこと

何もしてくれなかった旦那さんがお風呂を沸か

して待ってたと。奧さんが冷たい、寒いところ

でキャベツの出荷作業やって、寒くて帰ってく

るだろうということで、そういうふうにやった

みたいなんですけれども。 

 その話を聞いて集落営農の代表の方は、やは

りこれは集落営農という農業のことだけじゃな

く、そうやって人が人を思いやることにもつな

がるんだというのを確信したという話を聞いた

こともあるんですよね。まさに私は男女共同参

画というのは、そのことじゃないかなというふ

うに思うんですけども。 

 だから、男性にしかできないことあるいは女

性にしかできないことあると思うんですよね。

それを無理やり参加の率、数字だけではかろう

とすると、かえって無理が生じるんじゃないか

なと私は思うんです。だから参加の率は結果で

あって、やはりそこに至るまでのプロセスが大

事じゃないのかなと。違う言い方をすれば、男

女共同参画という言葉がなくなるのが一番の理

想なのかなと。それは遠野市の中で自然にそう

いうのが行われるのが理想なんじゃないのかな

と思うんですよね。これは障害者の支援に関し

ても同じこと言われてますね。障害者支援とい

う言葉があるうちは、まだまだ障害者を別扱い

しているんだということをよく言われますけど、

男女共同参画も私は同じことじゃないかなと感

じているんですけれども、その辺についての市

長の考えをお伺いしたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま宮城県の集落

営農の事例を紹介しながら、男性の果たす役割、

女性の果たす役割という部分の中における一つ

の紹介がありました。今の御質問の中に、この

数値目標、例えば女性の審議会の参加率である

とか社会の参加率であるとか、さまざまな数値

目標我々も行政の立場としてやはりそれを達成

しようとか、そういうことを実現しよう。その

実現しようという例えば女性の登用率を50％に

しようという目標を立てます。目標を立てて、

じゃ50％達した、それで男女共同参画が果たし

てそれで実現できたかとなると、ただ数値目標

を達成したというときに伴い、実際の女性のま

さにノウハウなり特性なり、あるいは女性なら

ではという視点がそれに反映されないまま、数

値目標だけが一人歩きしてしまうという部分の

ことについては、よほどやっぱりしっかりした

プロセスを持たなきゃならない。 

 したがって、今御質問にありましたとおり、

数値目標の結果も大事だけれども、そのプロセ

スが大事じゃないかという話がありました。こ

れは私も全く同感であります。したがって、い

ろんな形での女性の社会参加なり、いろんな組

織への参加、あるいは何か組織を立ち上げた場

合においての女性の参加あるいは審議会の参加、

さまざまなものがあるわけであります。 

 その中で、ただそこに女性が参加していれば

いいんだじゃなくして、そこに参加した女性が

参加してればいいんだじゃなくして、そこに参

加した女性がどのような、まさに女性ならでは

の視点の中で、その組織にどうかかわり、役に

立っているかというのはちょっとあれですけど

もね、どのように機能しているかという部分を

やはりもう少し冷静に見なければだめじゃない

のかなというような、そういう認識を持ってい

るということであります。 

○議長（新田勝見君）  19番浅沼幸雄君。 

   〔19番浅沼幸雄君登壇〕 

○19番（浅沼幸雄君）  誤解をされると困るの

で言っておきますけれども、数値目標を立てて、

それに向かって進むのがだめだと言っているの

ではございませんので、それはそれでやはりあ

る程度目標を持たないと何に向かって進んだら

いいのかというところも不明確な部分もありま

すので、それはそれとしてやっていただきたい

なというふうに思います。 

 この男女共同参画の考え方といいますか、こ

れは進んでいきますとやはり女性にとって暮ら

しやすい、生きがいのある遠野市になるんじゃ
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ないかなと。となれば、今回の一般質問でもあ

るいはいろんな場面で取り上げられる少子化の

問題にもつながっている、少子化の解決の問題

ですね。 

 というのは、当然女性がいきいきと暮らせる

遠野市であるんであれば、やはり遠野市にそう

いう方々がたくさん来られる、その方々が結婚

して、そして子どもが生まれる、設けるという

ふうにも飛躍しすぎじゃなく、かなり現実的な

問題というか事柄として関係してくるんじゃな

いかなと私は思っているんですけどね。 

 とにかく本当に昨日も市長が女性のパワーを

引きあいに出しましたけれども、あれは本当に

私もそう思うんですけれども、今は本当に女性

の力がパワーがあるところは、いろんなどの場

面でもやっぱりいきいきとしてますね。だから、

そういうふうな秘めた能力のある女性をやはり

発掘しながらあるいは自主的にそういう力を出

していただいて、遠野市のために、遠野市の活

性化のために、ここで女性に一肌脱いでいただ

きたいなと思うんですけれども、その考え方、

市長の考え方をお伺いして、最後にしたいと思

いますが、わかりません。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この少子化対策なども

女性の一つ果たす役割という部分においては、

男女共同参画の一つの理念のもとにそういう環

境づくりをするということによって、産み育て

る環境よくなる、それこそ女性ならではの役割

なわけであります。例えば、これはどうしても

性別というものの違いの中で、男性に子どもを

産めと言ったって、これは絶対的に無理なこと

であるわけですから、したがって、そのような

きちんと中でやはり女性ならではの役割という

中における環境づくり、これも当然のことなが

ら、それに育てる環境づくりするということも

女性の社会参画と申しますか、そういったこと

を促す一つの。あるいは場合によっては、その

取り組みが形になって見えれば、少子化といっ

たような2.08といったものにも例えば近づくと

いうようなことにもなってくるということにな

るわけでありますから。 

 今御質問の中にありました人材をやっぱり発

掘しながらという部分、これは非常に大事なこ

とでありまして、私どももそれぞれの審議会も

遠野市としてもかなりの数になるわけでありま

す。いろんな懇談会も立ち上げているわけであ

ります。そうしてまた、いろんな例えば区長さ

ん方にしろ、いろんな委員さんにしろ、民生委

員も含めさまざまな対応してもらわなきゃなら

ない、活躍してもらわなきゃいけない部分はい

っぱいあるわけでありますから、そういったと

ころに積極的に女性のまさに人材を発掘しなが

ら対応していくといいますか、登用していくと

いう部分は極めて大事なことだというように思

っております。 

 ただ、市長としての立場の中でという中で、

こういった今やりとりをしていますから、あえ

て申し上げさせていただきますけれども、一つ

の立場として女性登用ということになったとき

に、私は一方においては女性の方もやはり意識

を変えてもらわなきゃならないという部分はあ

るかというように思っております。これは何も

遠野に始まったことじゃない、何かしますと何

であの人が。 

 それから、また何かあると何でこの人がとい

うことになる、こういう一つのどこでも地域は、

地域は何も遠野に限らずどこにもそういったも

のは都市でも、地方でもそれは抱えているわけ

でありますから、それをやはりもう一つ大きな

気持ちでそれを受け入れて、そして応援するぞ

と頑張ってほしいというような、そのような環

境も女性の方々にもぜひ意識の壁を取っ払って、

女性も頑張るんだと、みんな女性も頑張るんだ

から女性が女性を応援しようというような、そ

のような環境もまた私は大事じゃないのかなと

いうように、ちょっと余計なことかもしれませ

んけども、そのようなことも感じたりしている

ということをつけ加えさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  19番浅沼幸雄君。 

   〔19番浅沼幸雄君登壇〕 
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○19番（浅沼幸雄君）  市長一人だけ悪者にで

きませんので。私も同感です。女性の意識も変

わるべきだなと、常日ごろ感じておりますので。

市長がああいうこと言ったとテレビを見ている

女性あるいはそれを聞いた女性から多分批難来

るんじゃないかなというところを考えまして、

私も質問した立場とは言いながら、そのことに

ついては市長に同感です。でありますので、ぜ

ひ今の話を女性の方々にも素直に受けていただ

いて、やはり遠野市のために頑張っていただき

たいなというふうに考えております。 

 意見だけしゃべって終わると議長に怒られま

すが、これから改めて質問ということもござい

ませんので、ここでおわびに、うちの家内が寒

い仕事から帰ってくるときには、私も風呂を沸

かして沸かすように努力することをお誓いしま

して一般質問といたします。どうもありがとう

ございました。 

○議長（新田勝見君）  今の質問者の質問して

ください。自分の意見言って終わりということ

じゃなくて質問してください。 

   〔19番浅沼幸雄君登壇〕 

○19番（浅沼幸雄君）  それでは、資料見まし

て、そうですね、大体の先ほどの市長の話では

理解はしたんですけれども、これから先この男

女共同参画のいきいきプランとかもあるんです

けれども、そのほかに具体的に何かこのような

方策で展開していくというのがおありでしたら

お伺いしたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この本会議場で男女共

同参画社会の一つのあり方、それの経緯も含め

て、このような形でやりとりしたというのは私

も久しぶりでございまして、その点課題にちょ

っと手を何と申しますか、きちんと手を入れて

なかったんじゃないのかなというようなことも

ちょっと正直なところ感じたところであります

けども。 

 実はきょうが５日ですからあさってでありま

すか、遠野市の農業委員会が大臣表彰を受ける

ということになったんですね。会長のほうから

先般私までわざわざ報告があったわけでありま

すけども、この地産地消あるいは食の活動の展

開、女性の目線を生かした農業委員会活動が評

価され、農山漁村男女共同参画優良表彰を受け

ることになったということの報告がありました。

あさって東京のほうで受賞するということであ

りますけど、これは積極的に農業委員に女性を

登用したという部分が評価された、議会枠でも

ってその部分を押し上げたという一つの中が結

果として評価されたということになるわけであ

りまして。 

 やはりそのような、これも唯一東北では遠野

市の農業委員会がそれが４名の農業委員を登用

して、地域女性農業者のよき相談相手としての

環境が整ったということが受賞理由にもあるよ

うなんですよね。やはり評価された、よき相談

相手となった、女性が女性の相談相手になった

ということが評価されたと。やはり私はこれは、

本当に言うなれば、男女共同参画社会として市

の行政としてはちょっと足踏み状態であったの

かなと思いながらも、一方においてはこのとお

り着実に形に表しているということもあるわけ

でありますので、そのことを御紹介して、この

男女共同参画社会の一つのあり方について、私

も改めて市長の立場としてこの問題には、市政

課題にとっては女性のまさに視点とノウハウは

欠かせませんので、そういった取り組みを強化

してまいりたいと改めて思っているところであ

ります。 

○19番（浅沼幸雄君）  これで私の一般質問を

終わります。 

○議長（新田勝見君）  次に、進みます。６番

菊池巳喜男君。 

   〔６番菊池巳喜男君登壇〕 

○６番（菊池巳喜男君）  清風会の菊池巳喜男

であります。通告に従い、大きく分けまして３

点について、一括質問で行ってまいります。 

 質問に入る前に、私からもさきの東日本大震

災により間もなく２年が経過しようとしており

ます。改めて犠牲になられた方々の御冥福をお
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祈りいたしますとともに、今もなお被災生活を

余儀なくされている皆様にお見舞いを申し上げ、

被災地の復興のスピードをアップし、一日でも

早い以前の輝きを取り戻してほしいものでござ

います。 

 また、遠野市でも汚染牧草や草地の除染、そ

して原木生シイタケと放射能汚染対策に追われ、

畜産農家、シイタケ農家に大きな影響が出てい

る現状下でもありますが、農家と行政の連携の

もとで必死の取り組みが行われているところで

あり、農家の大変な苦慮の中、遠野市の対応に

感謝を申し上げるところでございます。 

 その中で遠野市では、今年のこの厳しい寒さ

の中、市民各位の盛り上がりのもとで、第38回

目の遠野市民の舞台・遠野物語ファンタジーが

開催され、入場者が９万人を超え、まちなかで

は「町屋のひなまつり」が去る３月３日まで開

催され、ふるさと村では神楽や昔話を見ながら

聞きながら「どべっこまつり」が、地域では35

0年の歴史を持つ「小友町裸参り」が２月23日

の夜行われるなど、元気な遠野市を地域から全

国に発信され、盛り上げております。この活力

を行政でも、そして議会でもバックアップでき

ればと考えるところでございます。 

 それでは、最初の１点目の質問に入ります。

中学校再編後における学校施設や跡地の活用に

ついて質問を進めてまいります。 

 今年、平成25年４月、現在の市内８校の中学

校が３校に再編され、遠野東中学校、遠野中学

校、遠野西中学校として、新たなスタートをす

る運びとなりました。ここまでに至る道のりは

決して平坦ではなく、議会としても中学校再編

検討委員会を立ち上げ行動を検証してまいりま

した。市民の御理解と御協力のもと、この思い

を大切にし、遠野の教育行政に邁進することが

肝要と感じるところであります。 

 その中学校再編後に閉校となる５つの地域の

中学校施設や跡地利用について、議会に対して、

過日説明がありましたが、総合計画後期基本計

画及び過疎地域自立促進計画の中で、それぞれ

の地域ごとに校舎活用計画案が示されました。

地区ごとに見ると綾織中学校は学びのプラット

ホーム構想として綾織小学校の特別教室や児童

館等、小友中学校は地域活性化と文化の伝承の

中で、青少年の教育類似宿泊施設や産直の加工

施設と郷土資料館等、附馬牛中学校では子育て

機能の充実と診療所リニューアルとして小学校

校舎に転用、土淵中学校は地域資源を生かした

遠野の魅力を発信の中で、遠野物語民族学大学

院兼資料館や生涯学習体験宿泊施設とレストラ

ン、カフェ、そして上郷中学校では民間活力と

郷土芸能を生かしたコミュニティー活動の増進

として地域コミュニティーセンター、総合型地

域スポーツクラブや郷土芸能伝承館として活用

することがそれぞれ掲げられております。 

 また、体育館やグラウンドと野外照明施設に

ついては、広く市民の利用に供するため、生涯

学習スポーツ施設として市民に開放することに

なっているとの説明でございました。 

 このことにより各地区では地域づくり連絡協

議会などが中心となり検討組織が設置され、地

区ごとに検討委員会を重ね、現在も継続的に協

議されているとの説明でありましたが、検討会

の経過はどのようになっているものなのか、そ

れぞれの地域にはその経過が行き届いているも

のなのか。また、これらの事業そのものを遠野

市で事業を立ち上げるのか、地域に委託するも

のなのか、あるいは地域に全て任せてしまうも

のなのか、見えてこないのが現状ではないでし

ょうか。 

 仮に地域に全て任せてしまうことになるとし

たら、各事業費が先に発生し、改修工事費、管

理費、運営費などの費用が問題となることは必

須でありましょう。一番ベターな形は、遠野市

で立ち上げ、地域に業務委託し、あわせて広く

地区住民を業務に携わる形で、雇用の場を確保

していくことが地域の活性化にもつながるもの

ではないかと考えますが、どのように考えてい

るのでしょうか、市長に見解を伺います。 

 次に、２点目に入ります。釜石自動車道の現

状と課題についての質問に入ります。このこと

については同僚議員からさまざまな提言、課題
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等が述べられておりますが、私からも１つ述べ

させていただきます。 

 昨年11月25日、念願の釜石自動車道、東和宮

守インター間24キロが開通し、はや３カ月が経

過しました。今後は宮守遠野インター間９キロ

メートルの早期の開通が待たれるところであり

ます。 

 開通予定は平成27年度となっておりますが、

早期開通にこしたことはないところでございま

す。この工事で唯一トンネル化としての綾織地

区の二郷トンネルは既に貫通し、貫通式が行わ

れた旨が遠野テレビでニュースとして伝えられ

ておりましたが、現在の工事の進捗状況は遠野

インターから国道283号に直結される県の工事

も含めて遠野市にどのように説明されているも

のなのでしょうか。また、国道に出ないで下組

町を通って市街地に入る場合、クランクの箇所

があり、早急の対策が講じられなくてはならな

いのではないかと考えるところであります。 

 このような中で釜石道東和宮守インター間開

通により交通の流れも一変、さきの震災復興で

の関連工事関係車両を中心に、大船渡や陸前高

田方面に向かう国道107号がしばしば渋滞する

ことも多くなっております。その中で東北道花

巻ジャンクションから宮守インターまではサー

ビスエリアがなく、その対策を以前の一般質問

で市長に質問した経過がありましたが、その答

弁で市長は、高速道路上にサービスエリアは設

置しない、設置するとインターからの地域に車

の流れが出てこない、ストロー化させてはいけ

ない、サービスエリアはインター周辺一帯であ

り、インター周辺の活性化につなげていきたい

旨の発言をされたことを記憶しております。 

 しかしながら、現宮守インター付近での大船

渡高田方面のサービスエリア的な施設がなく、

早期の対策が求められております。インターを

利用する車やインターから降りた車が、国道の

路肩に駐車していることも時々見受けられ、交

通の妨げや渋滞、そして事故も想定されます。 

 また、公衆トイレもこの間はなく、環境問題

にも通じることから、さきに地域の中で国土交

通省に要望した経過もありますが、岩手県や遠

野市を通じて協議をお願いしたい旨の答弁であ

り、岩手県でも遠野市と協議していきたいと話

され、前向きな速急な話にはなりませんでした

が、市長としては、遠野市として現状をどのよ

うに把握し、今後の対策をどう捉えているのか、

市長の以前の答弁に地域の活性化につながるの

ではないかと大変市長の言葉に感動をいたしま

したが、宮守インター付近のサービスエリア的

施設の建設に、早急なる対策を講じていかなけ

ればならないと思います。市長の熱い心の思い

を地域の活性化とあわせてお聞かせ願えればと

思います。このサービスエリア的施設の設置に

より、本当の意味での宮守インターの完成にな

るのではないかと思うところでございます。 

 最後の３つ目の質問に入ります。今年は昨年

に引き続き寒波と大雪に見舞われておりますが、

もうすぐ雪も溶けて春の農作業がスタートする

時期となることでしょう。そこで、農業委員会

の会長に、耕作放棄地対策について２つの質問

をいたしたいと思います。 

 １つ目として、現在の遠野市の耕作放棄地が

200ヘクタールとも言われている現状でありま

すが、現状をどのように把握しているか質問を

いたします。 

 ２つ目として、その耕作放棄地の対策として、

昨年、第４回遠野市農林水産振興大会のスロー

ガンでは、「市内全ての農地に作物が作付され、

耕作放棄地がない耕作放棄地ゼロのまちを築こ

う」とうたい上げました。このことについて、

農業委員会ではどのような対策を講じていこう

としているのか伺います。よろしく御答弁をお

願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後１時56分 休憩   

────────────────── 

   午後２時06分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 
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○市長（本田敏秋君）  菊池巳喜男議員の一般

質問にお答えいたします。 

 大きく分けて私のほうには２つということに

なろうかというように思っております。１つは

中学校再編後における、この学校施設の利活用

の問題、現状、それから今後の取り組み方針、

誰が主体となってこれを進めるのかという形に

おいての確認を含めての御質問と承りました。 

 また、２つ目の釜石自動車道の現状、それか

らこのサービスエリア、熱い思いもひとつ話し

てくれというような話もありましたので、その

思いのまだ延長線上にちゃんとおりますので、

そういったことも含めて御答弁申し上げさせて

いただきますけども。 

 まず、釜石自動車道関連の現状と課題という

ことについての御質問でありましたので、これ

は担当の立花環境整備部長のほうから具体的に

御答弁申し上げます。ただ、その質問の中で工

事の進捗状況はどうなんだと、二郷山トンネル

も完成したようだしということも含んでありま

したけども、中心市街地に通じる下組町の遠野

高校付近のクランク箇所、これにつきましては

私も非常に気にしております。遠野インターが

入ってまいりますと、283号線の部分に県道に

アクセスするわけですね。そうするとこっちの

ほうの中心市街地、六日町、下組町にも入って

くるわけでありまして、非常にクランク状態に

なって。 

 県のほうで、この部分については25年度予算

で調査費を計上したという形になっております

ので、これはある意味においてはこれの解消に

大きく一つの前に進んだということになるんじ

ゃないかなと思っておりますので、交通安全確

保のために取り組む予定にしたということも聞

いておることを、まず担当部長の答弁の前に私

のほうから申し上げておきたいというように思

っております。 

 さて、中学校再編後における跡地の利活用と

いうことで、いろいろ質問がありました。その

中で、この部分ではまさに本当におかげさまで

と申しますか、大きな難事業を議員各位にも御

理解を賜りながら、もう一つには地域住民の

方々の大変な思いの中からの御決断をいただい

て、このような形で１つでも、２つでも前に進

み、新たな子どもたちにとって望ましい教育環

境をつくるということが、もう間もなく４月１

日からそのような形で始まるわけであります。 

 そういった中にございまして、まさに地域住

民の熱い思いという中におきましては、菊池巳

喜男議員の地元であります小友の皆様にも、大

変な形での御決断と御理解をいただいたという

ことでもあります。その他の地域でも当然なわ

けでありますけども、その中で何よりも子ども

たちのためにという中における形で進むことが

できたということであります。 

 綾織、小友、附馬牛、そして土淵、上郷、そ

れぞれコミュニティーの地域の活性化やコミュ

ニティーの醸成につながる方策について、さま

ざまな検討が進められておると。そしてもちろ

んこの検討によっては、それぞれの状況も違う

ということも、これはごく当たり前のことだと

いうように思っておりまして、それぞれ地域差、

温度差というものはある。また、置かれている

背景も違うということであります。 

 例えば、小友、附馬牛、土淵の３地区にあっ

ては、全町民を対象にアンケート調査を実施し

たという地域もあります。 

 それから、これは菊池巳喜男議員の質問であ

りますから、だからというわけでないですけど、

小友地区にあっては10回にも及び会議を開催し

たという地元の方々のそのような思いも、この

10回という回数にあらわれている地域もあると

いうことでありまして、先般全員協議会で示し

ました活用案については一応案として示した。

それに基づいて、これから各地域懇談会に入っ

ていくという一つの手順を捉えさせていただき

ます。 

 実は４月１日が間もなくだと、閉校になると、

地域の方々が閉校になった学校をどうするだろ

うかと気にしていると。だから一日も早く地域

に入りたいというのが私のほうに上がってきた

一つの方針でありました。一日も早く地域に入
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りたいというのはわかるけども、やはり住民代

表としての議会という場があるんだと。したが

って、その案をまず議会に示して、それを示し

た上で情報を共有しながら地域に入るべきだと

いう中で、ここ半月の時間がもったいないとい

う余りに拙速にものを進めてしまうと、今度は

こじれた場合においてはなかなか今度は前に進

まなくなってしまうぞと。 

 だから手順は手順として、ちゃんと守れとい

う中におきまして、２月19日の全員協議会に一

応の案を示したと、まさにあくまでも案であり

ますし、たたき台でありますから。それを踏ま

えて議員各位にも「ああ、こういう形のものを

考えているんだな」ということを踏まえながら、

そこでさまざま厳しい意見を交わしながら、よ

りよい方向にそこを持ってくということを、地

域住民の皆様と一緒にやっていくんだという、

今そういう状況にあるということになろうかと

いうように思っておりますので、それは一つ御

理解をいただきたいと思います。 

 いずれ今月から、順次地区懇談会を開催しな

がら、地域の皆様との意見交換を行い、地域の

同意が得られた活用策を優先しながら改修工事

に向けて、設計などを具体的な形での対応を進

めていくことになろうかと思っております。や

はり財源を伴いますから、一気にするわけには

いかない、緊急度、優先度、地域の合意、そう

いったものをよく踏まえた上での優先順位をつ

けながらの対応ということになろうかというよ

うに思っております。 

 なお、私のところの報告では、先般示した案

の中においては、一応地域の意見として活用案

の方向性で大体意見が、地域の地元の意見がま

とまっているという地区は、附馬牛地区が一応

合意形成はできているというような報告は受け

ているところでありますけども、これはまたき

ちんと確認したところではございませんので、

そういった報告を受けながらのやはり地域の皆

様の一つの思いといったものをよく踏まえた活

用策に持っていきたいというように思っている

ところでもあります。 

 事業実施主体の部分で、さまざまこれの質問

の中に触れられておりました。その場合におい

ては、やはり基本的には市の方針として８校を

３校案に持っていったわけでありますから、廃

校した、それを利活用するのは地域の皆さんで

すよというわけにはいかない。やっぱり学校と

いう大きな規模の施設でありますから、維持管

理費、光熱水費から維持費からかかるわけであ

りますから、そういったのをどうするかという

ことについても、おんぶに抱っこで全部市のほ

うで全て税金でもって負担するといっても、こ

れもまたかなり厳しい状況。したがって、段階

的にやらざるを得ないんじゃないのかなと。財

源にも限りありますから。 

 しかし、もう一方においては、これは遠野だ

けじゃないんです。少子化という中にあって、

この廃校になって大変な状況、日本列島至ると

ころにあるわけであります。廃校としてまだど

うにもできないでそのままでいるという施設が、

もう1,000以上にも上るという話も聞いており

ますから、やはりあるものをいかに利用しなが

ら地域の活性化を図っていくということであれ

ば、例えば国のほうでもこのような廃校になっ

た学校施設をどのように利活用するんであれば、

それをこのような制度の中で応援するというよ

うな、やっぱりそのような国と市の仕組みをつ

くってもらわなければ、全て基礎自治体である

市町村の一つの役目だということになる。 

 そうなってきた場合においては、言うなれば

背に腹はかえられない、非常に乱暴な言葉であ

りますけど、お金がないということにもなりか

ねないということになるわけですから、そうい

った点では国のほうに対しても積極的な利活用

についての新たな仕組みをつくり、このような

ものの人口減少社会の中にあって、地域コミュ

ニティーをきちんと維持する拠点、活性化を図

る拠点、交流人口を確定する拠点、そしてまた

高齢化社会の中における健康づくりの拠点とい

うものについての利活用というものについて、

財源的な面でも支援してくれないかということ

についての行動と発言はしていかなければなら
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ないかと、一方においては思っているところで

あります。 

 いずれ、その施設を地域の活性化につなげる

形で活用を図るというのが一つのコンセプトに

あるわけでありますから、ということになれば、

やはりこれは跡地活用に係るハード面の環境整

備は、行政が中心になって行うべきということ

になるんではないかというような考えではいる

ところでございますので、よろしくお願いいた

します。 

 また、もう一方においては、地域の自主性の

尊重をしなきゃならない。また新たな仕組みと

して市民協働といったような仕組みもきちんと

確立していかなきゃならないとなれば、例えば

入居する、ここの中で入居して活用したいとい

うような、そういうようなものがあれば、一定

の形での適切な維持管理と活用に向けた費用負

担もその中で求めていくということにもなろう

かというように思っておりますけども、これは

やはりケースバイケースだということになろう

かというように思っております。 

 どっか民間が、ここ丸ごと施設を活用したい

というような、例えばそういうことがあったと

きは、やはりそれらはそれとして応分の負担を

してもらうということになるわけでありますか

ら、その辺の極めてあれでございますけども。

光熱水費の負担問題あるいは日常の清掃なども

やっぱり避けて通れない一つの課題なわけであ

りますから、そういったようなものをどのよう

な仕組みで持っていくかということもあわせて

考えていかなきゃならないかというように思っ

ております。 

 これから地域懇談会の中に入りましてから、

さらにこの利活用計画を、それこそ具体的に検

討していくことになろうと思っておりますので、

議員各位からも建設的な御意見あるいは地域の

合意形成に向けての御指導も、またよろしく答

弁の中で提案ありますけども、お願い申し上げ

たいというように思っている次第であります。 

 それから、先ほど言いましたとおり釜石自動

車道の関係でありますけども、宮守インター付

近のサービスエリア対策、トイレ対策、これは

前にも確かに議論は。私は、大体高速道路の場

合は自動車の燃料、ガソリンがもう警告ランプ

がつくようになってから80キロから100キロ走

れると。したがってガソリンスタンドは、サー

ビスエリアのガソリンスタンドは、その間隔で

置いてるというのが高速道路の一つのサービス

エリアの考え方なんですね。 

 そうしますと、花巻から釜石まで約80キロで

ありますから、極端なことを言えば花巻ジャン

クションで警告ランプが鳴れば、そのまま真っ

すぐいけば、釜石までは燃料を補給しなくても

たどりつけるというような、何かそういう仕組

みになっているということもちょっと、ある方

から話聞いたことあるんですけど、したがって、

ここは市長が要らないからつくったんじゃなく

て、やはりそういう一つの原則のもとに釜石か

ら花巻までの間はサービスエリアを設けないと

いうことになったという一つの考え方もあるわ

けで。 

 しかし、一方においては、やはりストローと

してはなってはだめなんで、サービスエリア的

なものはやっぱりきちんとしなきゃならない。

そこで、風の丘があるんじゃないか、柏木平レ

イクリゾートがあるんじゃないか、もう一方に

おいては、産直ともちゃんがあるんじゃないか。

だから遠野の中で遠野インターでおりたならば、

あるいは遠野住田インターであれしたならば、

ちょっと夢産直寄っていこうかと。宮守イン

ターで寄ったらば、ともちゃん経由大船渡に行

こうかと、いや遠野インターである人ならば、

ちょっとハンドル左に切って風の丘に寄ってい

こうじゃないかという中においてのやはり遠野

のロケーションフルに活用するという部分で、

魅力のある、それこそそういったような産直を

つくっていかなきゃならないというように思っ

ているわけであります。 

 その中で、これは具体的でありますけどもト

イレがないという部分で、この24時間利用可能

な休憩場所とトイレが、283号線、それから107

号線沿いにおいてはないということになれば、
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格好の場所として産直ともちゃんがそういった

位置にあるということにもなるわけであります。 

 そうして、この既存のトイレが、実は御案内

のとおり夜間は利用できないと、夜間は閉鎖し

てしまうから利用できないということで、非公

式ではありますけども、国交省のほうからやっ

ぱり使わせてもらえないかというような打診が

来ております。そういった打診に対しましては、

これは協力することはやぶさかじゃないけども、

費用は、トイレとしての改修に要する費用は遠

野はありませんと。したがって、国のほうでお

金を面倒見てくれるんであればという中におけ

る交渉しておるということで、約7,000万ぐら

いかかるわけです。この24時間対応トイレにす

るという分におきましては、今この整備に当た

っては、浄化槽の入れかえ、あるいは建物の増

改築も入ってくるわけでありますから。実はこ

の平成25年度の当初予算で議論するときに、こ

の改装費も実は予算には計上というか要求され

てきておったわけであります。 

 そのまま予算を上がってきたのを認めれば、

それは24時間対応のトイレが、産直ともちゃん

のほうには整備できるということになったんで

すけども、やはり税源が大きなあれだったもん

ですから、これは国が手当してもおかしくない

プロジェクトじゃないだろうかということで、

まず国の財源を引っ張りだそうという中で今取

り組んでおりますので、国の財源が見えた段階

では、ただちに予算計上いたしまして、産直と

もちゃんのほうに、このようなしかるべき環境

整備を行うという中における取り組みを早速実

行したいというように考えているところであり

ますので、ひとつよろしくお願いいたします。 

 先般内閣府の復興担当の政務官の長島政務官

が遠野に参ったときも、この問題についても具

体的にペーパーにいたしまして、要望もいたし

ておりまして、その要望には議長と一緒になっ

て、そういった課題についても長島政務官のほ

うには要望したということもありますので、ひ

とつよろしくお願い申し上げます。 

○議長（新田勝見君）  立花環境整備部長。 

   〔環境整備部長立花恒君登壇〕 

○環境整備部長（立花恒君）  命によりまして、

答弁いたします。 

 宮守インター付近までの整備の状況。それと

遠野インターまでの進捗状況についての質問で

ございます。まず宮守インター東和間は昨年11

月25日に４カ月ほど早い開通となりましたが、

現在宮守インター付近の国道107号の改良工事

や市道の切りかえ及び住宅地への出入り口を地

元地権者の方々と協議を進めながら工事が継続

中であります。ただ、国道107号の部分につい

ては、６月ごろの完成を目指しているというよ

うな情報でございます。 

 続いて、遠野インター、宮守インター区間の

工事の進捗状況は事業費ベースで約65％となっ

ております。延長９キロ、総事業費237億、24

年度の予算は30億で25年度も同額の計上が見込

まれているとの情報でございます。構造物はト

ンネル１カ所、橋梁５カ所、水路等の横断暗渠

が30カ所でございます。主要な構造物の橋梁も

ほぼ完成する状態であり、また二郷山トンネル

も昨年の12月６日には貫通し、現在仕上げ工事

を行っている状況でございます。この３月には

完成を見込んでございます。 

 また、遠野インターから国道283号につなぐ

県施工の遠野インター線については、延長が2,

150メートル、総事業費31億円で、平成21年か

ら着工し、平成27年度の完成を目指し工事が順

調に進められております。進捗率は事業費ベー

スで約50％となっております。今後の工事予定

は、１級河川猿ヶ石川を越す橋梁約164メー

ターと、国道283号線に接続するＪＲ跨線橋の

主要の構造物が予定されております。25年度の

事業費は約５億円弱を見込んでおります。遠野

市としても、全面的に早期の完成、開通に向け

支援したいと思っています。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  北湯口農業委員会会長。 

   〔農業委員会会長北湯口進君登壇〕 

○農業委員会会長（北湯口進君）  菊池巳喜男

議員の一般質問、最初に遠野市内における耕作
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放棄地、荒廃農地の現状について御答弁いたし

ます。 

 国内における農業全般を取り巻く情勢につい

ては、大変厳しい状況にあると認識しておりま

す。それゆえに、農業委員会の果たす役割と使

命の重大さを痛感しているところでございます。 

 農地は、国民に食料を供給する貴重な生産基

盤であるとともに、農業者にとっては重要な経

営基盤であるにもかかわらず、全国で39.6万ヘ

クタールの耕作放棄地が発生している状況であ

り、この解消が喫緊の課題であると考えており

ます。 

 平成20年４月、我が国の食料自給率の向上を

図るためには、優良農地の確保と有効利用の促

進が重要であり、食料・農業・農村基本計画に

基づき、耕作放棄地の再生に向けて、市町村と

農業委員会が共同で耕作放棄されている農地の

荒廃状況等の調査を毎年実施することの通知が

あったところであります。 

 この通知を受け、市当局は無論のこと、農業

関係団体・機関と連携して毎年市内全域の調査

を実施しております。平成21年に実施した調査

で209.5ヘクタール、市内農地の約３％が耕作

放棄されていることがわかりました。当時の内

訳として、農業機械等で耕起・抜根を行うこと

で耕作が可能と思われる面積54.6ヘクタール、

森林原野化していて農地に復元して利用するこ

とが不可能と思われる面積154.9ヘクタールに

分類したところであります。 

 耕作が不可能と思われる農地の所有者へは、

指導する農業委員を指定して指導通知書を発送

し、復元して利用することが不可能と思われる

土地については、農業委員が再調査を行い、再

調査でも復元不可能と判断された場合は、所有

者へ非農地通知書を発送したところであります。 

 このような作業により平成24年度までに耕作

再開された農地が44.6ヘクタール、森林原野化

して復元が不可能と判断され、当農業委員会が

発送した非農地通知書によって農地以外の地目

に変更可能となっている土地が132.3ヘクター

ルで、合計176.9ヘクタールが解消されたこと

になりますが、平成24年度での調査によって32.

7ヘクタールが上積みされ、累計で242.2ヘク

タールの面積が耕作放棄地として確認されたこ

とになります。 

 耕作放棄地が減ったと思えば、また新たな放

棄地があらわれるという現状でありますが、さ

きに答弁した取り組みと農家の皆様の御理解と

によって解消が進み、現在の解消率は73％とな

っております。 

 次に、第４回遠野市農林水産振興大会のス

ローガンでは、市内全ての農地に作物が作付さ

れ、耕作放棄地がない「耕作放棄地ゼロのま

ち」を築こうとあります。農業委員会では、ど

のような対策を考えているのかとの質問に御答

弁いたします。 

 耕作放棄地ゼロ宣言のまち、平成22年３月に

策定された遠野市農林水産振興ビジョン、通称

タフ・ビジョンでありますが──の中で、農林

水産業の目指すべき姿と実現のため、ビジョン

項目１に記載されております。また、平成24年

11月26日に遠野市農林水産振興協議会主催で開

催された第４回遠野市農林水産振興大会には、

大会スローガンに掲げられたことも承知いたし

ております。 

 遠野市の農業は、農作物を生産・販売して農

家の生活を支える基盤とともに、国民の食料を

供給する産業、さらには民話の里、日本のふる

さとの原風景として全国から慕われている市民

共通の財産である遠野の農村・里山の景観を維

持・保全する役割と使命も帯びていると思って

おります。これを具現化させるため、市民協働

の目標として遠野市農林水産ビジョンが樹立さ

れたと認識しています。 

 第４回遠野市農林水産振興大会で大会スロー

ガンの１つに掲げられたのは、「市民一丸とな

って耕作放棄地をなくそう」との意思確認であ

ったと思うところであります。 

 耕作放棄地は農業生産の低下を招くばかりか、

病害虫や有害鳥獣の温床、ごみの不法投棄など

環境を害することからなくすこと、絶対出さな

いことが必要であります。このような中で、耕
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作放棄地解消に向けた農業委員会の具体的な取

り組みとしては、認定農業者や集落営農組織等

担い手へ農地の面的利用集積を図り、経営の規

模拡大による農業生産コストの低減へとつなげ

る農地の貸し借りを推進しているところであり

ます。 

 また、担い手が不在、高齢、山際、道路が狭

い、用水不足等の特殊事情がある農家や耕作放

棄地には、景観作物、山菜等の推進に市と連携

して取り組んでおります。 

 また昨年秋、農業委員会で、町別10アール以

上の耕作放棄地に菜の花を播種しようと目標を

立てて取り組んだ結果、３ヘクタールも播種が

できました。今春には一面黄色い花が咲き乱れ

ると心待ちにいたしております。 

 25年度も「耕作放棄地に菜の花を」を合い言

葉に面積を拡大しているところでありますし、

あわせて養蜂の普及さらには菜種油の搾油がで

きないか、市・ＪＡと話し合いをしているとこ

ろでもあります。 

 今次、国は農業就農人口の減少、農業者の高

齢化、耕作面積の減少、耕作放棄地の増加に対

処するために、人と農地の問題を解決するため

「未来の設計図」人・農地プラン、岩手では地

域農業マスタープランと呼びますが、この作成

を推進しております。本プランの作成によって、

認定農業者や集落営農組織等の担い手に面的集

積が促進され、耕作放棄地は確実に減少すると

期待されますので、制度等の研修を重ね、集落

座談会には全農業委員が参加することを申し合

わせ実行いたしております。 

 日々の活動としても担当地区内に耕作放棄地

が発生しない、させないために随時のパトロー

ルと働き手がいなくなった農家へは、担い手へ

の権利移動あるいは集落営農組織に取り込ませ

る等、集落ぐるみ農業の推進など世話役活動に

よって、耕作放棄地が減少に結びつける活動が

農業委員会の存在感であり使命と認識いたし、

日々努力をしてまいっております。 

 農業委員会の役割はますます重くなってきて

おりますが、市、関係機関と連携を強化し、耕

作放棄地解消の期待に応えていく所存でありま

す。何とぞ御理解と御協力をお願い申し上げ答

弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  ６番菊池巳喜男君。 

   〔６番菊池巳喜男君登壇〕 

○６番（菊池巳喜男君）  ただいまは市長、そ

して立花環境整備部長、そして農業委員会会長

から答弁をいただきました。この答弁に関しま

して３点、再質問をさせていただきます。 

 まず、学校施設の活用策、ただいま市長のほ

うから具体的な答弁がございました。まだ卒業

式も終わってない時点で活用策を話するのは甚

だ恐縮ではございますけども、この前の全協に

説明がなされ、地域にこれから地域懇談会を行

って合意が得られたものから進めていくという

説明でございました。ハード面は行政で行って

いくというような趣旨の説明もございましたが、

民間の活用ではそれ相当の応分の負担も考えて

民間の活用もいいんですというような話だった

と私は認識いたしました。 

 その中で財源がかなり厳しいというようなこ

とで、地域コミュニティーとしての拠点、そし

て国に対していろいろと支援の行動を広げてい

きたいという話がございましたけども。その中

でいろいろと行政の果たす役割というんですか、

ハード面をかなり重要視してるということで、

この前は各中学校ごとに説明がありましたけど

も。 

 あれを全て地域の合意がなければ進めないと

思いますけども、その中で管理をどのようにし

ていくものかということが、一つ重要な問題に

なってくる。地域に任せると、いろいろ組織を

つくって地域に任せるんであれば地域の活性化

につながって、それまたいい盛り上がりができ

るんじゃないかなと思いますが、その辺をどう

考えているか、ちょっとお聞かせ願いたいと思

います。 

 それから、高速道路ではサービスエリア的の

関係、施設の関係を私は特にも産直ともちゃん

の関係を具体的に話されましたので、この前そ

れこそ7,000万の費用がかかるんだというよう
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なお話がございました。25年度の予算にはまだ

計上してませんというお話でしたけども、何と

かスピード感をもって交通面、地域の面を考え

て進めていただきたいと思いますが、その辺も

う一度かける思いをお聞かせ願えればと思って

おります。 

 それから、耕作放棄地対策に関しましては、

農業委員会の会長さんから説明がございました。

先ほどは市長のほうから農業委員会が大臣表彰

を受賞されたというお話もございました。私か

らも本当に敬意を表しながら受賞にお喜びを申

し上げます。 

 その中でいろいろ耕作放棄地の対策が話され

ましたけども、農業委員会で菜の花の３ヘク

タールつくりながら、種をまきながら、ことし

は３ヘクタールの立派な菜の花畑ができるんじ

ゃないかというようなことで、景観上も本当に

いいんじゃないかなと思って、農業委員会の活

動に敬意を表するところでございますけども、

これから認定農業者、担い手、さらには集落営

農組織のいろいろな活用を考えていくというこ

とを話されておりますけども、この集落営農組

織に関しましては、余り表沙汰に活動の支援が

出てこないような感じもいたしておりますが、

特にも集落営農組織に関しましては、21団体が

現在市内にはございますけども、その集落営農

組織と耕作放棄地の関係をさらに踏み込んだど

のように考えているかをお聞かせ願いまして、

私の２回目の質問とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  菊池巳喜男議員の再質

問にお答えいたします。 

 学校跡地の５校の利活用につきましては、先

ほど来申し上げてますとおり、それぞれの地域

の実情あるいはその背景あるいは地元の皆様の

いうところの思いといったものを踏まえながら

の形にしていくわけでありますから、ケースバ

イケースという中においてお示しいたしました

たたき台をどう具体化していくかということに、

まずそのスタートがこの３月から始まるという

ことなわけであります。 

 そして、その中におきまして、必要なものを

予算計上しながらということになるわけであり

ますから、その形態によってのただいま御質問

のありました役割というか費用の問題等につい

ても管理の手法についても、文字どおり形態に

よってそれが異なってくるということになると

思っております。 

 ただ基本は、行政側の部分は持つということ

にはならざるを得ないではないだろうかと。地

域のほうにいってと言っても、またもう一方に

おいてはその手法によっては、さまざまな国等

が示してきておりますソフト事業もありますか

ら、そういったものをうまく取り入れるという

ことも可能ではないのかなと。 

 小友の場合にあっては今般総務省が用意いた

しました過疎地域に対する循環型の一つの交付

金事業は、文字どおり小友とか附馬牛とかいっ

たところにずばっと当てはまる交付金事業とし

て提案してきておりまして、先般総務省に立ち

寄ったときに、「いや実は、遠野市にはいち早

く情報を流して、遠野はすぐ反応してくれたん

だけども、４倍の申し込みがあって、予算は一

応確保したつもりだけども、5,000万どころか

４分の１の1,000万から1,500万円ぐらいしか交

付できないかもしれないという、そのような話

もありました。 

 そして、またまた状況が変わってきておりま

して、あるいは満額用意することができるかも

しれないという中で、国が、政権が交代してさ

まざまな政策が、国の中でいろいろ取り組まれ

ております。大きく予算要求したもののその設

計図が、いま盛んにそれぞれの総務省とか農水

省だとか文科省だとか、あるいは場合によって

は内閣府だとかいうとことで、いろいろ設計書

が今書かれておりますから、その中によっては

例えば当市の学校跡地の利活用にスポット持っ

てくれ、財源を持ってくれというようなことも

可能じゃないかなと思っておりますから、そう

いった点に全力を挙げて情報収集と分析と、そ

してそれにマッチングする形の組み立てを行う。 
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 よくあるんです。この制度はいいけども、と

てもじゃないが無理ですという話になる、私は

そのとき職員には言うんです、無理じゃない。

せっかく財源がぶら下がっているんだったら、

財源に合わせた形で一つ仕組みをかえて、ス

トーリーをかえて、計画書をちょっといじろう

と、そしてその財源を引っ張り出すような形で

持っていけという話をよく言っているんですけ

ども、そういった中においては、この学校の跡

地利活用においても国との情報のあれによって

は、その財源なり維持費なりも何か引っ張り出

すことも考え方としては出てくるんじゃないか

なというように思っておりますから、それに全

力を挙げたいと思ってます。 

 サービスエリアの問題、これはスピード感を

持ってただちにやってもいいんじゃないかとい

うことでありましたけども、やはり7,000万を

単費で出すということはかなりせつないんです。

したがって、その分５分の１でもいいから、国

の財源が入れば、その分起債の発行を抑制する

こともできるし、基金の取り崩しも避けること

ができるということでありますから、６月補正

あるいは９月補正を見据えて、車の動向の流れ

をもう少しきちんと把握しながら、私はこれは

何としても国の財源の中で整備をするという方

向に持っていきたいと思ってますから、もうち

ょっとその分についてはお待ちをいただきたい。 

 単費で7,000万ということになれば、まだや

らなきゃならない事業があるときに、国が高速

高速道路つくったわけでありますから、ある意

味においては国の責任でと、こちらは用地を出

しますよ、施設を提供しますよと。であってば

っかりの事業で、この分は整備しましょうとい

う、やっぱりそれが対等の、国と地方の対等の

関係じゃないかなと思ってますので、それを全

部我々のほうに使わせてもらうから整備しなさ

いというのは、やっぱり国の一方的な考え方じ

ゃないのかなというようなことで、国交省とさ

まざま交渉しておりますから、もう少し時間を

いただきたいというように思っております。 

○議長（新田勝見君）  北湯口農業委員会会長。 

   〔農業委員会会長北湯口進君登壇〕 

○農業委員会会長（北湯口進君）  菊池巳喜男

議員から再質問がございました。耕作放棄地対

策として認定農業者や担い手の引き受け手を模

索はないのだろうかと。また、市内における21

の営農集落組織の活用は考えていないのかとの

質問に御答弁いたします。 

 耕作放棄地は、高齢化、担い手不足、農産物

価格の低迷あるいは圃場条件の劣悪等いろいろ

な条件が生じていると考えております。 

 先に御答弁したとおり、農業委員会では認定

農業者や集落営農組織の構成員など、担い手へ

農地の利用集積あるいは所有権移転を推進して

おります。しかし、耕作放棄地は山手、湿田、

耕作道が狭い。用水不足等の特殊事情があるこ

とが多い農地であります。平場にあっても担い

手には飛び地となるなど、効率的利用には厳し

いなどのことから敬遠されることが多い土地で

あります。 

 今般、地域農業マスタープランの推進によっ

て、圃場の整備等各種の条件を改善しながら、

認定農業者等担い手に農地が面的に集積される

と考えておりますが、このことによって耕作放

棄地が減少していくと思っているところであり

ます。 

 また、市内に21ある集落営農組織の存在は重

要と考えております。集落ぐるみの農業として

機械、資材、肥料の共同購入、作業の一元化な

ど、効率的、経済的経営を図っている集落営農

組織のますますの安定経営に向けて、法人化の

推進、世話役活動を強化してまいりたいと考え

ておりますので、どうぞ御理解をお願い申し上

げたいと思います。 

 これで御答弁を終わります。 

○６番（菊池巳喜男君）  これで質問を終わり

ます。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩とします。 

   午後２時51分 休憩   

────────────────── 

   午後３時02分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議
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を再開いたします。 

 次に、進みます。７番照井文雄君。 

   〔７番照井文雄君登壇〕 

○７番（照井文雄君）  清風会の照井文雄でご

ざいます。昨日から同じような質問があります

が、それだけ遠野市にとっては重大な問題であ

ると思いますので、しばし我慢をしていただき

たい。私の考えを聞いていただきたいなと思っ

ております。一般質問最後のものでございます。

議員さん方、何かとそわそわしておりますので、

簡潔に質問いたしますので、よろしくお願いを

申し上げます。 

 大項目、３点ほどになります。 

 まず、１点目であります。同僚議員から昨日、

きょうと釜石道関連の質問がございました。私

は平成27年綾織町我が丸地区に完成予定の遠野

インターチェンジ及び道の駅「遠野風の丘」に

ついて質問をさせていただきます。 

 昨年11月の宮守インターチェンジ開通以来、

一般国道283号線、107号線の交通量が減少傾向

と聞いております。皆さんも御存じと思われま

す。平成27年には遠野インターチェンジ、平成

30年には上郷インターチェンジに延び、全線開

通という計画と聞いております。遠野の市民の

皆さんに歓迎な話をする方もおりまして、盛岡

や仙台に行くのに大変便利だとか、それから沿

岸部のほうに行く場合も大変便利ではないかと

歓迎をする人もいれば、反面、遠野を通り過ぎ

る方も多くて、心配をしている方も大変多くい

ると思われます。 

 本線の高速道路では、先ほど市長の答弁にも

ございましたが、50キロごとにサービスエリア

が設置されております。釜石道の計画を見ます

とサービスエリアがなくて、先ほどから同僚議

員の質問にもありましたトイレ休憩や買い物や

ガソリンスタンドもない状態であります、計画

には。この計画には当初からサービスエリアは

ないんだと。遠野インターチェンジから釜石道

をおりて市内で休憩をしたり、買い物をしてい

ただくと聞きましたし、本田市長の答弁にもこ

のような答弁がございました。それはそれとし

てよいことであり、私も賛成でございます。 

 ちなみに、東京都と京都府にはサービスエリ

アがないと聞いております。要するに高速道路

からおりていろんな買い物やいろいろな用途に

使う高速道路なんだという認識のもとで、そう

いうことになっておるようでございます。 

 この計画は、大分年数がたっているのではな

いかなと。要するに、この計画ができてから大

分年数が食ってるというのは皆さん御存じだと

思います。これにおいては大分世の中も変わっ

てきてるし、政権も何度も交代したと。政権も

かわったということで、現在の高速道路の状況

を見ますと、採算の合わないガソリンスタンド

が出てまいりまして、高速道路上のサービスエ

リアの中でもガソリンスタンドが採算合わない

から閉鎖するという、地図上にはスタンドの

マークがあっても、実際行ってみると閉鎖にな

っているという、そういう状態が現在あるそう

です。ガソリンスタンドの閉鎖によって燃料切

れや、それからサービスエリアには地域の商店、

お土産売り場だけじゃなくて、牛丼チェーンや

コンビニチェーンですかの進出が多く見られて

きております。 

 これを考慮すると、私は道の駅「風の丘」を

遠野インター付近に移設をする。そして現在の

３倍ないし５倍の規模にして、サービスエリア

の機能を持つ施設にしてはどうかと提案するも

のであります。要するに、先ほど来同僚議員か

ら再三にわたり質問がございまして市長が答弁

をしておりますが、今の規模では小さいと、私

はかように考えるものであります。 

 市長の考え、ここに対抗するというわけでも

ございませんが、私の考えはそのような考えを

持っております。もちろんサービスエリアに、

遠野のサービスエリアには必ずよるんだと。国

道を走ってくる283、396の来る車は、必ずと今

ちょっと語弊がありますが、ぜひ３倍ないし５

倍にした道の駅「風の丘」サービスエリアの機

能を持つ、そこに寄っていただくということに

なると、もちろん駐車場が狭いし、場所的にち

ょっとというような感じがするというのが私の
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考えでございます。 

 そこで市長の考えを再度聞きたいと思います

が、先ほどからの答弁ですと、大分答弁はわか

っておりますが、同じ答弁でも結構でございま

すので、市長の考えをお聞きします。 

 次に、２点目として、ＳＬ停車場プロジェク

トについて質問したいと思います。 

 ことしの12月ごろから、釜石線に再びＳＬが

走ることを聞いて喜んだ人が多いと思います。

昨年の６月には毎週土日に運行され、ＳＬに乗

った記憶のある皆さんを感動させたことはすば

らしいことであったと思います。 

 また全国の自治体を見るとき、ＳＬ停車場プ

ロジェクトを設置しているのは、明治時代じゃ

あるまいし遠野市の対応のみと、全国の自治体

を見ても──と思います、私は。それゆえ、取

り組み状況やその結果なども全国的に注目され

ていると思われます。 

 昨年、福島の会津若松や喜多方市、会津坂下

町に行ってまいりました。ＮＨＫドラマの「八

重の桜」一色でありました。綾瀬はるかさんの

ポスターが大人気でございます。このポスター

が欲しい人がいっぱいおりまして、プレミアが

つくほどでございます。これはＮＨＫが販売し

ているんじゃなくて、配布しているから限定な

んですよね。ところが、このポスターが非常に

人気でございまして、欲しい人がいっぱいいる

と、困ったと。ＮＨＫは増刷することはないと

いうことで大変な人気でございました。 

 ＳＬの本格運行は来年と思われますが、同僚

議員からも駅弁の話がございました。ＳＬに関

連したお土産品やＳＬグッズの開発、フォトコ

ンテスト、フォトコンテストは特に商品や賞金

をきのうは大胆な企画をしてくれと言ったのに、

市長は小胆とか中胆でもいいからという話もし

ましたけれども、少し大胆な賞金を当てて全国

からＳＬマニアを呼ぶとか、そういう市内全域

にポスターを張るなど、昨年の走ったときの写

真がかなりマニアの方、遠野市内の方でも写真

をいっぱい撮っている方も多いと思いますので、

それを利用したポスターですか、これを早めに。

12月から運行であればもう盆過ぎ当たりからポ

スターを増刷して市内各地に張ると。ムード盛

り上げて、経済効果の大に努めていただきたい

ものだと考えます。 

 １月に立ち上げたＳＬ停車場プロジェクトと

は何か、役割は、取り組みはどうするものか市

長にお考えを伺いたいと思います。 

 次に、３点目として、防災センターの未来型

について質問いたします。 

 未来型と言っても、本日の答弁にもございま

したが、後方支援活動検証委員会のまとめがま

だ出てないというような感じを受けましたので、

ちょっと話はあれになりますけども、その辺に

ついてもちょっと私の考えを述べさせていただ

きます。 

 私も数回見学に行きました。震災から２年と

なろうとしていますが、保育園児からお年寄り

の方まで、そして県内外から防災担当者など、

約7,000人の方が訪れたと聞いて驚いていると

ころであります。 

 震災時には市長の陣頭指揮のもと遠野市の対

応や後方支援、取り組みなどが紹介され、それ

ぞれ感じてもらい、一つでも参考にしていただ

くことは大事であり大変よいことと思います。 

 ただ私が気になるのは、はや２年も経過して

いるので、過去の実績や取り組みのみの紹介で

は博物館的ことにはなるまいかと心配している

ところでございます。未来に向けた防災セン

ターにするべきと考えます。名称も単なる遠野

消防署ではありません。昨年の７月から「遠野

市防災センター」と変わりました。防災セン

ターを視察や見学に訪れる皆さんには、過去の

実績や取り組みのほかに、将来我が身に迫るさ

まざまな災害にどう対応すればよいか考えて勉

強に来る人が多いと思われます。 

 そこで私は震災後、当市が各町に配備した防

災用品や軽ダンプ、除雪機、それから今年度で

したでしょうか、消防団員の装備を充実いたし

ましたが、そういうものを紹介するのみでなく

て、そういう現物の展示をして、そういうもの

の指導やセミナーなども率先してやるべきじゃ



－ 119 － 

ないかなと思われます。 

 早く後方支援活動検証委員会のまとめをいた

だいて、全国的にもすばらしい防災センターに

なっていただきたいものと思いますが、市長の

お考えをお聞きいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  照井文雄議員の一般質

問にお答えいたします。 

 一つは、今般の議会でもそれぞれの立場から

御質問いただいておりますけども、釜石自動車

道の宮守インター供用開始に伴うさまざまな影

響。そしてまた、このＳＬ停車場プロジェクト

というものを立ち上げたことによる、それへの

取り組みという形での御質問をいろいろいただ

いております。 

 順次お答え申し上げておきますけども、ただ

いまの御質問の中で、50キロメートルの中で

サービスエリアという話がありました。私、先

ほどガソリンの今かなり燃費がよくなっている

中にあっては、警告ランプがついて80キロ感覚

でもってガソリンスタンドという話を、かつて

の道路公団の方から聞いたことがあったんです

が、そのことを申し上げましたけども。多分照

井文雄議員の50キロメートルごとにサービスエ

リアというのは、こっちのほうが正しいかと思

いますので私が申し上げたのはガソリンという

車の中におけるガソリンを補給するという部分

にあっては、大体そういう考え方でガソリンス

タンドを設けているという話でございましたの

で。ひとつ、これは多分こっちのほうが正しい

かというように思っておるところでございます

から、一言申し上げておきます。 

 それで、この道の駅、そしてまたもう一方に

おいてはインターチェンジサービスエリアの話

が出てきておりました。３倍にしろと、そして

また遠野インターのほうに隣接した形での風の

丘を移設しろと。どうなんだと、市長の見解は、

「わかりました、じゃやりましょうか」という

わけには、これいかないプロジェクトなわけで

あります。何でもそうでございますけど、私は

責任ある立場なんです。市民に対して責任を示

さなきゃならないんです。 

 したがって、それはやはり何でもと、これ繰

り返し言いますけども、短期的に対応する問題、

そして中期的に議論していく問題。また長期的

にきちんと将来を見据えて、ぶれないような形

で計画を組み立て、財源を確保しながら進めて

いく課題といったものは、やはり我々課せられ

た責任と託された責任となると、どうしてもそ

ういう手順を踏まざるを得ない。 

 ただ、この立丸峠もトンネル化になる、また

一方においては釜石自動車道が全通をする。赤

羽根トンネルができた、新仙人トンネルもでき

てることになると、いうところの一つのハブ機

能としての遠野の優位性といったものが、当然

のことながらそこには完全に見えてくる。じゃ、

完全に見えてくるという部分は、釜石自動車道

の全通はこれから向こう７年と言われておりま

す。立丸峠のトンネル化は平成30年まで、ここ

５年と言われているわけでありますから、確か

にもう一つの長期計画が中期計画なのか、ある

いは短期計画になると、何をもって短期、何を

もって中期、何をもって長期ということになる

と、もうこの年数を数えれば、もうあっという

間に５年、７年、10年とたってしまうというこ

とになれば、この風の丘としての道の駅という

もののあり方についても、やはりいうところの

検討を加えていかなければならないということ

は認識は持っております。 

 ただ、遠野インターの隣接に３倍のものをど

うなんだと、市長の見解はと言われたときにお

いては、やはりどうしても答弁とすれば玉虫色

の答弁をせざるを得ないということもなるわけ

であります。 

 したがって、やっぱりいろんな要素を考えな

がら、私は多分ここ５年、10年で、遠野を取り

巻く交通量、車の通行の流れですね。それから、

それこそ千葉家も公有化を図るさまざまなもの

の地域資源が磨きがかかってくる、そこを市民

の皆さんが懸命にそれを支えるとなれば、やっ

ぱり日本のふるさと遠野としての圧倒的な存在
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感がそこに見えてくるとなれば、やはり遠野を

訪れようじゃないかと。いや、とてもじゃない

が釜石が出てから、宮古から来てから、そのま

ま空港まで行くのはちょっと大変だなと。 

 やはり遠野にはこれだけのすばらしいモー

タープールを備えた道の駅があるそうだと。じ

ゃ、遠野で一服していこうかと、ちょっと休ん

でいこうかと、そうでなければついでに泊まっ

ていこうかというような部分の中における、い

うところの地理的な条件の中からの優位性とい

うのがそこに出てくる。その一時的な優位性が

出てきたということに伴って受け皿を整備しな

きゃならないというような、当然そのストー

リーが出てくるわけでありますから。 

 やはりただいまの御提案は何だそんなものじ

ゃなくして、やっぱり検討しなきゃならない、

一つの段階にももう入っているのかなというこ

とは、当然考えるわけであります。道路が全通

になってから、じゃどうしようかということに

ならないわけでありますから、果たしてどうい

う対応の仕方がいいだろうかということは、今

のうちから検討していかなきゃならない。 

 この高速道路が、計画されたのは平成８年、

９年ごろなわけでありますね。その後全然進ん

でなかったわけでありまして、全通といったも

のほとんど見込みが立たなかった、立丸峠にい

たっては、ほとんど見通しも立っていなかった

という部分が、東日本大震災という大変な惨事

の中からそれを可能にしたということなわけで

ありますから、やはりこの尊い犠牲になられた

方々の思いの、そしてまたさまざまな被災地で

頑張っている皆様の悲しみとか悔しさに報いる

ためにも、やはりきちんとしたそういった環境

整備をし、受け皿をつくり、広域ネットワーク

の中における遠野のあり方、遠野の役割といっ

たものをきちんと考えていくと。それはみんな

でそれこそ一緒になって考えていくということ

になるんじゃないのかなというように認識して

おりますので、その点は一つ御理解をいただき

たいというように思っております。 

 繰り返しになりますけども、何でもそうでご

ざいますけど、現状であってはならないという

ことは当然なわけでありますから、それをさま

ざまな形で進化させていながら、そのありよう

を常に検討しながら、いい方向に、いい方向に

という中においての検討を加えていくというこ

とについては、全く異論はありませんし、また

こういう提案も真摯に受けとめながら、やはり

そういう長期的な展望に立った、やはりまちづ

くりをしていかなきゃならないというように承

知しているところでございますので、よろしく

お願いを申し上げたいと思っております。 

 さて、この停車場プロジェクトについては、

目的と組織の内容ということでありました。こ

れまでもそれぞれ答弁しているところでありま

すし、きのうの瀧本議員の質問の中でも御答弁

申し上げておりますし、人口減少社会の中にあ

る取り組みということで、今般の議会でもそれ

ぞれ考え方をお示ししているわけであります。 

 交流人口の観光振興、交流人口の拡大、中心

市街地の活性化、宮守町の地域振興の一つのコ

アとして考えていくということで、１月15日に

立ち上げたということになります。そして11団

体が入っておりまして、普通は官民立ち上げた

場合においては、一定の行政も官民と一緒にな

ったと言いながら、行政もさまざまな形でのあ

る意味においてはノウハウと、あるいは財源と

言われるところのさまざまな国との関係、県と

の関係においては、行政のノウハウ持っている

わけでありますから。 

 この活性化推進本部、ＳＬ停車場プロジェク

ト推進本部には、私が本部長という形になって

おりますけども、観光協会、商工会、遠野駅、

ふるさと公社、遠野・みやもりの両商業開発組

合、道の駅、そういったので11団体が入った組

織にしてありまして、副本部長には観光協会の

会長が就任しておるということで、先ほど言い

ましたとおり、いろんなノウハウを持っている

というふうに、それを生かさなきゃなりません

から、そのメンバーには副市長と関係の５つの

と言うよりも５人の関係部長も、その中に構成

員として入っているという中で、官民一体の組
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織としてこれを立ち上げたということでありま

す。 

 したがって、これはＳＬ、12月のＳＬが来る、

したがって、それに向かって、まずソフトの組

み立てをしようということが、主な活動になる

わけでありますけども。私はこれは、一つの地

域振興を図る意味におけるいろんな、ただいま

の御提案にあったようなことも含めて、短期的、

中期的、長期的な課題を考える一つの構成体に

持っていきたいというような考えを持っており

ますし。 

 また一方、３月でありますから、４月には25

年度の新たな年が始まるわけでありまして、こ

の部分におきまする一つの中期的あるいは長期

的ないろんなプランをあるいは事業をあるいは

計画を、それぞれ検討するという部分におきま

して、経営企画部内にそういったさまざま中長

期的な形での課題を検討し、情報を収集し、そ

れを一つのストーリーにし、計画にきちんと持

ち上げる、それは総合計画の次の総合計画、次

の総合計画は28年度から始まるわけであります。 

 27年度で今の計画は最終年度になりますから、

28年度からのそれこそ総合計画にただいま申し

上げましたものを、どのようにのせていくのか。

その場合は財源はどうなるのか。そしていろん

な地域のバランスとれるプロジェクトの展開を

どう展開するかということを検討するスタッフ

を経営企画部の中にきちんと位置づけたいとい

うように思っておるところでございますので、

その中で御提案の趣旨につきましては、いろい

ろ検討していきたいというように思っていると

ころでございますので、よろしくお願いを申し

上げます。 

 それから、防災センター、未来型。はや２年

たったという、私は。はや２年というよりも、

それこそこの防災センターの果たす役割という

のは、照井議員のほうからは、過去のいろんな

ものを振りかえるよりも未来型でということで

もありましたけど、私はあえて反論をしますけ

ども、やっぱり過去の災害履歴にもきちんとし

た形でそれを受けとめる場所もなければならな

いというように思っております。 

 そして、さまざまな形でグッズであるとか昨

年の11月24日には、市内の防災組織の連携効果

を図るための自主防災組織連絡会を立ち上げて

おりますし、それともう一つは、11月11日であ

りますけども、火災予防思想の普及やら防災広

場、訓練塔を活用した形で消防体験を通じた消

防フェアを実施いたしました。これは何と500

人近い家族連れが訪れたんですね。あれだけの

広場でありますから、照井議員がただいま申し

上げたような切り口における一つの存在感を示

すためには、そういった節目、節目にイベント

なり催しものを行って、家族連れやらあるいは

地域の方々やら、あるいは行政区の方々やら、

婦人会の方々やら、さまざまなことをあれしな

がら、未来に向かった一つの命を守る、みずか

らの命を守る、広域連携拠点としてどうあれば

いいかということを考えるような、そのような

仕掛けを行いながら、あそこの周辺の広場をう

まく活用するということでも、照井議員の御提

案には答えることができるんじゃないのかなと。

むしろそのほうが大事じゃないのかなというよ

うにも思っているわけであります。 

 あそこはやはり消防本部としての中における

遠野消防署も入ってます。遠野市消防本部もそ

の中に位置づけられ、消防団も拠点を設けてる

ということでありますから、お話の趣旨のこと

は十分承知しておりますので、この展示コー

ナーから入れ替え等も考えておりますけども、

グッズなり災害に必要な物品なり機器等の取り

扱い、そういったようなものをもっともっと工

夫しながら、考える防災センターとしても、み

んなで考える防災センターにしてもいいんじゃ

ないかということにつきましては、私はやっぱ

りそれぞれのロケーションを活用した中におけ

る取り組みのほうが効果的ではないのかなとい

うように思っております。 

 今２階に展示してあるのも、本当に限られた

状況のスペースを活用しているんですね。ほと

んど限られた場所なんですよね。震災のときに

後方支援活動を行ったさまざま書き込んだパネ
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ル、今パネル化しておりますけども、あれはも

う80枚超えているんですよ。これを全部永久保

存するような形で化学処理をいたしまして、10

0年後の市民にも見ていただくような形での整

備も終わっておりますから、こういったものを

今後どのように後世に伝えていくかということ

においては、改めてそのようなものも、それこ

そ中期的な立場でもって検討していく一つの課

題ではないかなというように捉えているところ

でございますから、よろしくお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  ７番照井文雄君。 

   〔７番照井文雄君登壇〕 

○７番（照井文雄君）  今市長のほうから答弁

をいただきまして、ＳＬ停車場プロジェクトの

件について１点ほど再質問させていただきます

が、これは昨年は６月いっぱいＳＬを土日運行

ということでやりましたけども、ＪＲ東日本の。

今回の早くてことしの12月という話、スタート

運行開始という話を聞いておりますが、これは

例えば期間は決められているものか。例えば、

来年26年いっぱいとか、期間は決められている

のか、これはちょっと不思議なところがござい

ますが。わかる範囲でしたら、それによっては

例えばお土産品の企画をする方々、それからい

わゆるそういうお土産品コーナーやお菓子とか、

いろいろＳＬを写真を利用したり、商売に結び

つけていきたいと、商工業の方々が考えるかと

思いますが、幾らぐらい期間を見てやるのか、

それによってはいろいろと考えがあると思いま

すが、その点１点お聞きしたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  照井文雄議員の再質問

にお答えいたします。 

 期間はどうなっているのだろうかというよう

な話でありました。私は、まず一つはＪＲ東日

本は、このプロジェクトを展開するということ

につきましては、大企業でありますから５億、

10億はお金じゃないかもしれませんけども、こ

のプロジェクトについては40年ぶりということ

で約20億円、直接的な事業費だけでも20億円の

予算をかけての事業なわけであります。 

 そして釜石の駅なり、遠野の駅なり、花巻あ

るいは盛岡の駅をその部分で改良する、さまざ

まな設備をする。遠野は実は給水、水を給水す

るとして、大体停車時間も１時間半から２時間

ぐらいは遠野とるんではないかなという話もあ

りますし、その他の環境整備をしなきゃならん

ということになりますから、ＪＲ東日本として

もかなりの覚悟の上での取り組みではないのか

なというように思っております。 

 そしてまた、これだけの形で40年間、保存さ

れていたのをまた動かすわけでありますから、

釜石線だけじゃなくて、やっぱり営業的なこと

があれば採算がとれるということになれば、ほ

かの線路も走るということも当然あり得るわけ

ですよね。したがって、そのためにもＪＲ東日

本が決めることじゃなくて、どうしても釜石線

を走らなきゃならない、非常にお客さんからも

好評だと、利用者も多いと。遠野によったほう

がいいんだ、遠野にもぜひよってあれするとい

うことは非常にいい、楽しんでもらえる。盛岡

から乗ったら満席になったというような中にお

けるものを我々もつくっていかなければならな

いわけですよね。そうすれば、我々もそれをつ

くれば、企業ですから、ＪＲも企業ですから、

十分採算がとれるということになれば、もうこ

れはいつまでだというデスティネーションキャ

ンペーンのように、何日と何日で２回だという

ことじゃなくして、ずっと続きましょうという

ような環境がそこに出てくるんじゃないのかな。 

 したがって、その部分をきちんとＪＲ側とも

組み立てながら、さまざまな商品開発、本当に

何度も、きょうの石橋議員の話も出ましたけど

ね、地元食材を使っての駅弁であるとか、いろ

んな工夫がそこにある。実は、このＳＬ復活さ

せて釜石線を走らせるというのは、デスティ

ネーションキャンペーンのときに、特にも遠野

市の方々がいろんな面で全面的に協力して盛り

上げてくれたというのが本社のほうに届いてい

るんですよ。それが一つの決断にも大きくつな

がったということも聞いております。何せまさ
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かと言ってましたけども、煙を吐くＳＬと併走

しながら馬が走ったわけですよね。馬が走った。

そして、それがやはり極めて新鮮だったと、そ

れは遠野の関係者が、照井議員もその関係者の

１人だと聞いておりますけど、そういった方々

の一人ひとりの力がこのプロジェクトをぐっと

押し上げてくれた。 

 したがって、押し上げて実現したからいいん

じゃなくして、これをとにかく続けてもらうと。

継続させてもらうと、実現で終わりだじゃなく

て、もっともっとずっと長くやってもらおうと

いう部分の中における取り組みは、我々にもそ

の部分の一定の役割があるというように捉えて、

一つ御協力をよろしくお願い申し上げたいとい

うように思っている次第であります。 

○議長（新田勝見君）  これにて一般質問を終

了いたします。 

────────────────── 

   日程第２ 議案第32号平成24年度遠野市

一般会計補正予算（第６号）   

○議長（新田勝見君）  次に、日程第２、議案

第32号平成24年度遠野市一般会計補正予算（第

６号）についてを議題といたします。 

 本案について、提出者の説明を求めます。及

川副市長。 

   〔副市長及川増德君登壇〕 

○副市長（及川増德君）  命によりまして、平

成25年３月遠野市議会定例会に追加して提案す

る議案第32号平成24年度遠野市一般会計補正予

算（第６号）について、提案理由を説明いたし

ます。 

 今回の補正予算は、平成25年１月11日に閣議

決定された日本経済再生に向けた緊急経済対策

を受けて措置された、国の補正予算（第１号）

に対して、本市においても事業計画の前倒し実

施などに取り組むための事業費など、補正予算

（第５号）編成後に発生した緊急かつ臨時的な

経費を計上したところであります。 

 歳入歳出予算の補正におきましては歳入歳出

それぞれ８億3,769万5,000円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ212億2,005万

4,000円とする内容でございます。当初予算額

との比較では12.6％の増となっております。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議賜

りますようお願いをいたします。 

○議長（新田勝見君）  お諮りいたします。た

だいま議題となっております議案第32号につい

ては、質疑を省略し、先に設置した予算等審査

特別委員会に付託の上、審査することにいたし

たいと思います。これに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新田勝見君）  御異議なしと認めます。

よって、議案第32号については、質疑を省略し、

予算等審査特別委員会に付託の上、審査するこ

とに決しました。 

────────────────── 

   休会の議決   

○議長（新田勝見君）  お諮りいたします。３

月６日及び７日の２日間は委員会審査のため休

会いたしたいと思います。これに御異議ありま

せんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新田勝見君）  御異議なしと認めます。

よって、３月６日及び７日の２日間は休会する

ことに決しました。 

────────────────── 

   散  会   

○議長（新田勝見君）  以上で、本日の日程は

全部終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。御苦労さ

までした。 

   午後３時39分 散会   
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