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   午前10時00分 開議   

○議長（新田勝見君）  これより本日の会議を

開きます。 

 これより本日の議事日程に入ります。 

────────────────── 

   日程第１ 一般質問   

○議長（新田勝見君）  日程第１、一般質問を

行います。 

 順次質問を許します。14番菊池民彌君。 

   〔14番菊池民彌君登壇〕 

○14番（菊池民彌君）  おはようございます。

久しぶりに一番バッターに返り咲きました新興

会の菊池民彌でございます。通告に従いまして、

大項目３点について市長に対して質問をしてま
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いりたいと思います。 

 質問に入る前に、大変失礼ではありますが、

私の通告の２つ目の項目の中に、上郷町某山林

共有林組合と記している部分を、上郷町初山山

林共有組合と訂正することをお許し願います。 

 それでは、ちょっと横道にそれ、最近のニ

ュースに触れてみたいものであります。去る５

月30日の岩手日報紙上に、来る10月13日告示、

同20日投票となっております遠野市長選挙につ

いて、本田氏４選出馬にとの見出しで一面に５

段の記事が搭載されておりました。その中で、

６月７日開会する６月市議会定例会で正式に表

明するとみられるとの内容でありました。 

 ６月の市議会定例会は、去る６月７日から来

る６月14日までの８日間の会期となっているこ

とから、この期間中に表明することも間違いで

はないことと思うのであります。しかし、この

類いの案件については、開会日に表明するもの

が一般的ではないでしょうか。残念なことに表

明のないことに対し、議会も市民も大きな失望

感を抱いているところであります。 

 市長の４選への出馬については、私は去る３

月の市議会定例会の予算等審査特別委員会で、

新遠野市となって三度の挑戦の意気込みを感じ、

市長選立候補を促したところでありますが、残

念ながら出馬のことに一切触れられませんでし

た。 

 また、思いますと過去のことではありますが、

平成21年３月定例市議会の一般質問でも取り上

げ、出馬打診をした経緯があり、このときも残

念ながら本意を表明してくれませんでした。こ

うして見るとき、かなり本田市長と私の間には、

相性が悪いことがあるのではないかという不信

感もあるところでございます。しかし、ことわ

ざには「二度あることは三度ある」ということ

が言われますが、過去を恐れず、今回も挑んで

みたいと思っているところであります。 

 本田市長は平成14年の４月以降、今日まで遠

野市のトップリーダーとして山積する大きな課

題を次々に整備を図り、市政発展に大きく貢献

されていることは、市民等しく承知するところ

であります。 

 本市のこれから先を見るにつけ、庁舎の建設、

行財政改革、農業振興あるいは岩手国体等々、

まだまだ課題が山積していることから、さらな

る市民のトップリーダーとして活躍を願うもの

であります。託された責任を未来につなぐとい

う意気込みを持って、４選出馬をするべきこと

を期待するところであります。 

 この際、本田市長は態度を明確にすることこ

そが政治家としての市民に応える使命があるの

ではと思います。これから４年間のマニュフェ

ストを掲げ、その実行に市民は大きな期待を寄

せるものでありますが、いかがな気持ちを持っ

ておられますでしょうか。出馬表明が待ち遠し

い限りであります。 

 それでは本題に入らせていただきます。 

 第１点目の質問であります。市職員の採用の

あり方についてであります。 

 本市では、職員を採用するに当たりましては、

過去をひも解くとき昭和36年頃からと思われま

すが、筆記試験を導入したのがはじまりではな

かったかと思います。それ以前は、選考による

方法が主力であったように回想されるところで

あります。 

 現在では、職員採用については手続き的には

不特定多数の者から選抜する競争試験によるも

のと、特定の者が特定の職務を行う能力がある

かどうか判定する選考とがあり、これらのいず

れかによって採用されることが本質となってい

るように思います。そこで、本市の場合は競争

試験の方法によって選抜し、採用することがベ

ストなやり方として実施されているものと理解

しているものであります。 

 職員採用については、地方公務員法に定めが

あり、同法第３章第２節に職員の任用に関する

基準等が定められており、これらの定めに基づ

き取り扱われていることは言うまでもないこと

であります。こうしたことから有能な人材確保

のために、例年職員採用試験が実施され、その

結果に基づき優秀な職員の採用がされているも

のと確信しているところであります。 
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 しかし、世の移り変わりに伴い、近年は労働

生産性が取り上げられ、その向上を図ることが

合理的かつ経済的な方法となっているところで

あります。現在、本市が実施している試験の区

分としては、初級の競争試験を採用して、人材

の確保に当たられているのが現状であります。 

 ところが、近年に至っては高学歴社会と言わ

れる時代になっているときに、初級のみの競争

試験だけでは、実情に合致した満足する方法と

は言えないのではないかと思われてなりません。

よって、県内の市町村の中でも、既に初級のみ

の競争試験にこだわることなく、大学卒や短大

卒を対象とした上級や中級の試験を実施するこ

とにより、さらなる有能な人材登用に努めてい

る傾向に突入しているときと思われてなりませ

ん。 

 端的に申し上げますが、初級による採用者は

決まりきった事務の従事することが予定されて

いることから、正確性、理解力、注意力、規律

の遵守に主力を置くことが必要とされるもので

あり、上級の試験の採用者は、将来の幹部要員

にすることを目的とするもので、幅広い判断力、

応用力や応対などを重点に取り組む職員である

と言われているものであります。 

 こうしたことを考えるとき、本市といたしま

しても職員採用に当たりましては、今までの長

い期間継続してまいりました初級試験のみの古

い伝統に固持することなく、新しい方向に転換

し、より有能な人材確保を目指すために上級試

験等の導入を図り、今年度から実施に踏み切る

べきと提言するものでありますが、市当局はど

のように考え、この提言に対象としているかに

ついて、市長の御所見をお伺いします。 

 また、蛇足ではありますが、この提言してい

る上級試験等について、県内で既に取り組んで

いる市町村もあると思われるところであります

が、その実態についてお示し願いたいものであ

ります。 

 第２点目、市に対し、上郷町に存在する初山

山林共有組合は組合所有の山林を市に寄附した

いとのことについて質問をいたします。 

 寄附については、地方公共団体が各種団体等

の活動を支援するために行うものと、逆に住民

や企業等から地方公共団体が寄附を受ける場合

とがあるかと思います。ここでの質問について

は、後者のことにかかわって取り上げて質問を

するものであります。 

 私は、上郷町民のある方から、上郷町の初山

山林共有組合の所有する山林について、これを

市に対して寄附したいとの話を持ちかけられ、

市に対して打診してほしい旨を相談され、自分

で判断するに、このことは組合の今までの経過

からして、自分の説得だけでは当然理解を得ら

れるものではないと感じ、山林共有組合事務担

当者２人を帯同し、去る３月に市役所担当課を

訪問し、課長等にるる山林共有組合の実情につ

いて説明していただき、共有組合としての今後

の管理運営上一番処理しやすいことは、市に対

して寄附することがよいことと考えている旨が

申し述べられたところであります。 

 しかし、担当課としての判断といたしまして

は、私の受けとめた問題点として、一つは登記

上の図面から、組合所有の存在が明確さに欠け

ていること。加えて市が市民から申し出があっ

たからと言って、何もかも寄附採納をすればよ

いのかとの問題点を抱いたことではなかったか

と思っているところであります。 

 こうしたことから、その場での結論といたし

まして、市として寄附を受けないとのことであ

りました。単に図面のことであれば、現在、市

が進めている国土調査を実施すれば、必ずや解

決するものであることを申し上げたところであ

りますが、その場での話し合いの方向は進展を

見ることはなく、組合事務担当者と渋々席を立

って帰路に至った経緯がありました。 

 しかし、初山山林共有組合側にありましては、

どうしても市に寄附し、組合を解散したい旨の

強い願望を感じた次第であり、一度は引き下が

ったものの、内容からして市として損失をこう

むるような物件ではないものと感じ、今回、一

般質問に取り上げた次第であります。 

 この山林の状況について触れてみますとき、
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当初、農商務省所有のものであった山林14万6,

747平方メートルを、明治39年５月７日に旧上

郷村が払い下げをし、村にあっては学校林とし

て活用してまいったものであるとのことであり

ます。 

 その後、昭和の大合併に伴い、昭和29年12月

１日に旧遠野市が誕生するに当たり、合併を構

成する旧上郷村は、この財産を旧上郷村農業協

同組合に所有権を譲渡したところであります。

旧上郷村農業協同組合にありましては、取得し

た山林の管理運営のために、昭和32年５月山林

運営委員会の組織化を図り、昭和38年頃まで全

組合員を動員して、植林や刈り払い作業を毎年

継続実施してまいったとのことであります。 

 その後、昭和40年10月、市内８農協の大同合

併の際に、山林は持ち込みはしないで旧上郷村

農協組合員625名に残すとの合併条件により、

組合員代表者１名に権利移転がなされたとのこ

とであります。昭和49年３月には、その625名

の組合員が非法人組織として「初山山林共有組

合」を設立し、役員には旧上郷村農協役員12名

が選任され、昭和53年２月13日、役員11名に対

して12分の１の持ち分が譲与され、土地の権利

者がこのときから12名となって現在に至ってい

るということであります。 

 山林の位置としては、上郷町細越地内の通称、

辷田峠に所在し、去る４月９日の境界確認にお

いては、周囲に土塁が盛られ、境界は民有地と

歴然と区分されているとのことであります。樹

木については、杉、5.06ヘクタール、カラマツ、

3.36ヘクタール、アカマツ3.41ヘクタール等が

植生されているとのことであります。山林の価

値とすれば、全自生のことでもあり土地と立木

合わせて500万円前後と、森林組合では積算し

ているようでもあります。 

 初山山林共有組合が、なぜ市に寄附採納を希

望するのかと申しますと、組合では、この山林

を管理運営するために、組合員からの経営負担

は極力避けるため、土日による刈り払い作業、

ときには補助事業による除間伐事業を導入する

などして、運営経費を賄い続けてまいられたと

のことであります。 

 御案内のように、現在の経済状況及び木材価

格の低迷により、共有山林の経営上の採算が取

り合わず、今後の組合運営においては組合員か

ら負荷を求めなければならない状況に鑑み、組

合では何度も総代会等を開催し、山林の管理運

営について議論を重ね、組合のありようについ

て模索を重ねてまいったところでありますが、

結果といたしまして、市に財産を寄附して組合

を解散するということが、総代会で確認された

ということであります。 

 以上、るる申し上げましたが、組合の結論と

いたしまして、山林を市に対して寄附し、組合

を解散することを組合員各位が強く願望を抱い

ていることを市長に訴え、理解を得たいもので

あります。 

 また、この土地の一部については、昭和56年

７月、市が共有組合に対して水道施設拡張に当

たり、水道施設の布設のために483平方メート

ルの譲渡の要請をし、共有組合は市に売却して

いるとのことでありますが、現在も図面の関係

上、分筆ができずに権利移転登記が未了のまま

でいるとのことでもあります。なお、遠野遺産

認定を受けております辷田峠一里塚は、この山

中に存在していることを申し添えておきたいと

思います。 

 こうしたことから、この土地にかかわる歴史

をひも解くとき、当初、上郷村所有で学校林と

して活用された財産であったこと、登記未処理

のあること、そして文化遺産が配置されている

ことなど、市にとって何かの御縁がある山林と

受けとめていただきたいと思います。 

 このようなことを理由とすることは、甘いこ

とかもしれませんが、市としての寄附採納の諸

条件もあろうかと認識する中で、何といっても

組合員の希望をかなえるため、市が救済をする

ベストな財産と思うところでありますが、市長

の御所見をお伺いいたします。 

 第３点目の質問に入ります。 

 小項目の１点目であります。本市の総合運動

公園陸上競技場の整備についてであります。 
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 本市の陸上競技場は、当初３種公認の陸上競

技場として位置づけられ活用が図られていたと

伺っておりますが、近年になって公認の延長申

請の際に、利用効果等を判断材料としたものか

わかりませんが、一般的常識としては上級を目

指して申請をすべきものと思うところですが、

逆に位を３種公認から４種公認に格下げしての

公認申請がなされ、残念ながら４種公認の陸上

競技場と位置づけられていると伺っているとこ

ろであります。 

 ３種公認を取っているものであれば、陸上競

技場の県大会レベルの競技大会開催が可能とな

っているものですが、今では４種公認というこ

とから、小さい競技大会の開催のみということ

になってしまい、非常に残念は気持ちでなりま

せん。 

 最近では地元の小中学校でも陸上競技に力を

入れ、熱心に取り組まれておられる現実があり、

優秀な選手が世に輩出されておられることは御

案内のとおりであり、大変心強いものと感じて

おります。 

 また、平成23年３月11日に発生した東日本大

震災の影響によって、近隣の沿岸市町では陸上

競技施設等が流出されるなどし、釜石遠野地区

の小中学校の通信陸上競技大会等は当分の間、

本市陸上競技場が利用されるものと考えるもの

であります。 

 さらには、来る平成28年に開催される運びと

なっております２巡目の岩手国体では、本市が

少年サッカー競技会場となることが予定されて

おり、その場合、陸上競技場の芝生の面がメイ

ン会場になることが位置づけられているもので

あります。その際には、大会関係者をはじめ、

選手、応援者等が全国から来訪されるものと推

測されるところであります。 

 ついては、ただいま前段で申し上げたような

３点の理由から、ぜひとも陸上競技場のトラッ

クを全天候舗装に整備を図ってほしいと申し上

げるものであります。トラックの全天候舗装が

なされることにより、陸上競技に打ち込む選手

の利用度の向上は一層図られることであり、競

技者の記録挑戦にも影響が出てくるものと思わ

れるからであります。 

 あわせて国体のメイン会場として、全国から

の来訪者の失笑を買うようなことのない環境の

整った会場を提供することで評価が高まり、い

ろいろな面で相乗効果が表れ、各種大会の運営

上もすばらしいものが期待されるものではない

かと思われてなりません。こうしたことから陸

上競技場のトラックを全天候舗装に整備を図っ

てほしいと念願するものでありますが、当局の

考えをお伺いいたします。 

 次に、小項目２点目、「じんぎすかんマラソ

ン」にかかわってお伺いいたします。 

 市長は、じんぎすかんマラソン大会の大会会

長として大会を盛り上げてまいりました。じん

ぎすかんマラソンの公認コースについては、日

本陸連の公認を取得していることについては、

当然把握していることと存じます。 

 しかしながら、残念なことに、このマラソン

に参加した選手には、公認記録が公表されない

とのことを最近になり知り得たところでありま

す。公認記録を得る大会等をするには、事前に

「じんぎすかんマラソン」大会を開催する旨を

日本陸連に登録していないと、選手の公認記録

を得ることができないシステムになっていると

のことであります。 

 選手の皆さんは、公認記録が欲しいとも大会

参加の大きな理由にもなっているものと想像す

るものであります。わざわざ全国各地から参加

して公認記録を得られない大会ということにな

りますと、魅力のない大会とも受けとめられ、

大会参加者の減少にもつながってまいるものだ

と思ってなりません。 

 ついては、ぜひこのマラソン大会の開催に当

たり、公認記録が選手の皆様に差し上げること

ができるように日本陸連に登録手続きを取り、

参加選手に喜ばれる大会とすべきと考えますが、

市としての対応についてお伺いします。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 
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○市長（本田敏秋君）  菊池民彌議員の一般質

問にお答えいたします。 

 この質問の冒頭に、来る10月22日、私の任期

が満了となるわけでありまして、それについて

の、言うなれば姿勢を示すべきではないかとい

うお話をいただきました。ただいま、さまざま

この経過の中にも触れてありましたとおり、こ

の市長選挙、これは市民にとっては大変な関心

事でありますので、この冒頭にただいまの私の

考えていたものについてお答えを申し上げたい

というように思っております。 

 また、それぞれ市職員の採用試験について、

さらには山林をこの市に寄附することについて、

岩手国体を間近に控えての陸上競技場の環境整

備についてということで、それぞれの市政課題

について御質問をいただきました。 

 この市職員の採用試験につきましては、御質

問にありましたとおり県内の事情はどうなって

いるのであろうというようなお話がありました

ので、この県内の事情等につきましては、担当

の総務部長のほうから県内の事情についてお示

しをしたいというふうに思っております。 

 それから、陸上競技場の環境整備につきまし

ては、大方の方向性については私のほうから、

また、具体的な整備あるいは公認記録取得につ

けるその取り扱いについては、担当の市民セン

ター所長のほうから御答弁申し上げますので、

よろしくお願いを申し上げたいと思っておりま

す。 

 それでは、まずこの来る10月22日の任期満了

にどのように望むのかという一つのことについ

て、考えを述べろというお話をいただきました。

いろいろ６月７日召集の市議会で正式表明とい

ったようなものも新聞等では報道されているぞ

と。そしてまた、この３月定例市議会でも聞い

たけれども市長は答えなかったと。また、もっ

とさかのぼれば、この21年の３月議会の一般質

問で新遠野市としての２期目の任期にどのよう

に取り組むんだと言っても、市長は言わなかっ

たと。相性が悪いかなというような話もあった

わけでありますけれども、私、相性というより

もタイミングだというように捉えているわけで

あります。 

 そしてまた、この質問の中で、平成14年４月

25日に旧遠野市としての市長としての職を議員

各位、また市民の皆様からの大変な御支持をい

ただきまして、市長という職をいただき、その

後、平成17年10月１日に宮守村と対等合併をし、

新遠野市をスタートさせ、その中におきまして

新遠野市としては初代市長としての任期をいた

だきました。そして、平成21年10月には再選と

いう中におきまして、また改めて任期をいただ

き、この新遠野市としての２期目の任期も、こ

の10月には満了となるということなわけであり

ます。 

 既に市の選挙管理委員会は告示及び投開票日

を、もう正式決定をしているわけでありますか

ら、市民の皆様の関心も深い、そしてまた、議

員各位もこの問題に対する市長の考えといった

ものにつきましては、やはり関心を当然持って

いるということは、まあ、思い上がるわけでは

ありませんけれども、当然のことではないかな

あというように思っているところでもあります。 

 庁舎建設問題あるいはカウントダウンが始ま

っています岩手国体、そのほかにもさまざまな

少子高齢化に伴ういろんな環境整備が、しなけ

ればならない課題が文字どおり待ったなしとい

う状況にあろうかというように思っております。 

 この菊池民彌議員からは、この３月定例市議

会の予算特別委員会でも意向の確認は求められ

ました。その際も、当面する市政課題に全力を

挙げるということが私の今の立場であるという

ことで、そこでは明言をしなかったということ

もそのとおりであります。 

 そして、ただいま繰り返しになりますけれど

も申し上げましたとおり、2002年、平成14年４

月25日に旧遠野市長、2005年、平成17年10月１

日宮守村との対等合併し新遠野市が誕生し、議

員各位はじめ多くの市民の皆様からの御理解を

いただきながら、この新遠野市としての初代市

長としての仕事をさせていただきました。 

 さらには、2009年、平成21年10月であります
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けども、合併に伴う市政課題がまだこの道半ば

という認識の中から、再度挑戦をしたいという

ことで、この４年間その課題解決に誠心誠意、

全力で取り組んできたというように、まあ、私

なりに自負をいたしているところでもあります。 

 もちろん、さまざま私なりに自負をすると申

し上げたわけでありますけども、議員各位をは

じめ市民の皆様の厳しいその御指摘、あるいは

まだまだという部分における叱咤激励といった

ものは謙虚に耳を傾けながらの、この４年間で

はなかったのかなというように思っているとこ

ろでもあります。 

 この基礎自治体といわれる市町村にあっては、

合併前、合併後という一つのキーワードがよく

使われておりました。そして、全国各地のこの

基礎自治体と言われる市町村では、メリット、

デメリット、合併してよかったのか、よくなか

ったのかというような、あえて言えばそのよう

な中における検証も進められております。文字

どおり基礎自治体の生き残りをかけての地域経

営に取り組んでいるというのが、全国の基礎自

治体と言われる市町村の今の姿ではないのかな

というように思っているところであります。 

 特に、合併に伴うこの４年間、合併に伴う諸

課題に全力で立ち向かうというこの時期に、議

員各位の御案内のとおり政権交代という一つの

政治変動がありました。戦後一時期を除き続い

てきた政治の仕組みが、政権交代という大きく

仕組みが変わったわけであります。新たな仕組

みをそれぞれ模索しながら、いわゆる生き残り

をかけての基礎自治体としてのもがき、苦しみ

がそこにはあったのではないかというように、

私自身そのように捉えているところであります。 

 ある市長がこのように言いました。「あなた

の支持政党は」と聞かれた市長は、困ってそれ

こそ悩んで何と答えたかというと、「政権与党

であります。」というような答えをしたという

エピソードがあるわけであります。それほど市

町村という現場は、まさにもがき苦しみという

状況の中にあったのではないのかなというよう

に私は思っておりまして、まさにせっぱ詰まっ

た一つの答えではなかったのかなというように

思っております。 

 文字どおりぶれない、ぶれてはならないとい

う言葉もあるわけでありますけども、市民の皆

様のさまざまな安心・安全、あるいは福祉、教

育、環境整備も含めての諸課題に解決していく

ためには、そのように言わざるを得なかったと

いうのが一つの現実としてあるということでは

ないかというように、私は理解をしたわけであ

ります。 

 また、ちょっと思い上がりかもしれませんけ

ども、政局という言葉が一人歩きをし、本当に、

今の基礎自治体、市町村が求めている足腰の強

い１次産業のそのようなものをどうあるべきな

のか、あるいは少子高齢化に伴っての社会保障、

あるいは子育て環境、福祉の充実、教育環境の

整備、さらには医療の確保、そして、またまた

高度経済成長時代に相次いで整備をしてまいり

ました道路、橋、あるいは上下水道、そしてさ

まざまなこの社会基盤と言われる社会インフラ

が、いうところの老朽化してきているわけであ

ります。これの更新といったものも待ったなし

の課題なわけであります。 

 遠野市も先般、遠野市水道ビジョンを打ち立

てました。その中におきまして、この老朽化し

ている水道管を更新するという中におきまして、

37億円余の事業費を要するという一つの結果が

出てきております。これに対する一つの手立て

も、制度もきちんと確立されていないわけであ

ります。 

 今でも毎週のようにどこかの地域で漏水、あ

るいは断水といった事故が起きております。こ

れは老朽化による事故なわけでありまして、関

係者の水道事務所を中心として、関係者の懸命

の努力によって大きなトラブルにはなっており

ませんけども、これもまさに待ったなしのこの

老朽化対策といったものについても、大きな課

題として浮かび上がってきているわけでありま

す。 

 そうした中に、まさに、あすが２年３カ月を

迎えるわけであります。６月11日、忘れもしな
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い２年３か月前、あの忘れてはならない、忘れ

させてはならない東日本大震災が起きたわけで

あります。 

 議員各位、そして何よりも３万人の市民の皆

様が心を一つにし、被災地と向き合いました。

遠野モデルあるいは遠野スタイルとまで言わせ

しめるそのような評価もいただいたわけであり

ます。 

 これは、私は市民の皆さんのそれぞれの立場

による献身的な、命を守り命をつなぐという献

身的な、そこには市町村境はないという一つの

認識のもとに、懸命に支援活動を行ったという

姿がそこにあったわけであります。これは、全

国はもとより世界にも大きく発信されました。 

 私は、余りこのことについては言いませんで

したけども、ジュネーブのほうの国連の機関、

あるいはアメリカのほうにおける国連機関でも、

市長がぜひ出席をして、この遠野の後方支援活

動についてプレゼンをしてくれないかという、

まあ、今の時代でありますからメールでお誘い

があったわけでありますけども、それよりも市

民の皆様がこれだけ頑張っているときに、やっ

ぱり大事なのは市政課題の解決に、そしてまた

さらには、被災地でもがき苦しんでいる被災住

民の皆様に、遠野の心をといったものを継続す

るということが大事じゃないかということで、

そういったお誘いにはお断りをしてきたという

経緯もあるわけであります。 

 そのような中で、この震災前、震災後という

言葉が私はよく聞かれる言葉として、今私ども

基礎自治体市町村の間ではよく使われているわ

けであります。いうところの横連携、水平連携

であります。これがネットワークとして力を発

揮するということが大きな仕組みとしなければ

ならないということが、一つの大きな課題とし

て出てまいりました。 

 去る３月には、平成25年度の一般会計予算、

これも全会一致で可決をいただきました。全会

一致で可決といただくということは、これは市

長という職をいただいている以上、非常に重い

ものであります。この重いものを確実に議員各

位の負託に応えるという部分も、この予算を提

案したという責任者の一人としては、これを着

実に実施するということも、また一つの役目で

はないかというように思っております。 

 この３月以降、市民の皆様からさまざま意見

を聞いてまいりました。市長という職をいただ

いてから支えていただき、叱咤激励をいただい

てきた多くの皆様からも、私なりに意見を伺っ

てまいりました。そして、その中には人口減少

という中におき定数が減る、減るけども課題は

仕事はふえるというそのような状況の中にあり

まして、市職員も懸命に市民に向かいながら、

その課題解決に懸命に頑張っている姿がありま

す。 

 市民協働という仕組みの中で、このお互い足

らざるものを補い、そして特性を生かし合うと

いう一つの連携が、この市民協働という中にお

きまして形が見えてきております。そして、活

躍している多くの市民の皆様がそこにはおりま

す。 

 また、遠野市を取り巻く環境は、この震災前、

震災後と比較いたしますと、大きくまた変わっ

てきております。例えて申し上げれば、高速イ

ンフラとしての道路整備などは、立丸峠などは、

私の任期中には多分無理ではないだろうかとい

うように思っておりました。それが、もう５年

の中において全通するということが、トンネル

化という中で全通するということが決定いたし

ております。 

 そして、この６月16日には遠野インターから

上郷までの11キロ間の釜石自動車道の起工式が

行われるということが決定をいたしております。

先般、国交省のほうにお聞きしましたならば、

７年とは言っておったけども、多分、前倒しに

なるんではないかというようなお話もいただい

ております。 

 そういった高速インフラが整備されることに

よって、それを迎え撃つ、そしてまた受けとめ

るというまちづくり、地域づくりが、まさに大

きくさま変わりをしてきているという状況にあ

るわけであります。 
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 そしてまた、この４月以降でありますけども、

平成19年から過疎問題、このいびつな国土の形

成、都市と地方がますます格差が拡大していく。

過疎問題が大きな国政の課題にもなっているわ

けであります。 

 その過疎法といったもののあり方、あるいは

望ましいその制度のあり方というものにつきま

して、平成19年からその法制度にかかわる委員

として、就任を求められて活動しておるわけで

ありますけども、この５月に総務省のほうから、

改めて総務省過疎問題懇談会の構成員としてお

願いできないかというような要請を受けており

ます。 

 そして、また1,004カ所ある全国道の駅、こ

れが５兆円産業とも６兆円産業とも言われてい

るという中におきまして、大きな注目を集めて

おります。過疎問題に対し、地域の経済を活性

化させるためには、道の駅をさらなる充実強化

を図らなければならないんじゃないだろうかと

いう中で、志のある市町村長が集まって全国組

織を立ち上げました。その初代会長としての役

目も今いただいているところでもあります。 

 そのような中におきまして、それぞれ私の果

たすべき役割といったものは、まだあるのかな

あというような、今認識に立っているところで

あります。５月の末でありました。県や市町村

にとっては、これは幹部職員としての登竜門と

なる自治大学校があるわけであります。その自

治大学校のほうに、約80分ほどでありますけど

も、基礎自治体としての、これからの望ましい

基礎自治体はどのようなものであるべきかとい

う中におきまして、80分の時間をいただきまし

て、その講義する時間をいただきました。 

 上京いたしまして自治大学校の学生さんと向

き合ったわけでありますけども、遠野の取り組

みをいろいろな具体例を挙げながら、説明とい

うか、講義をしてまいりました。その中におき

まして、この市町村が国や県の下請けであって

はならないと、受講生の方が駆け寄ってまいり

まして、私に握手を求めてまいりました。「市

長、頑張ってほしい」と、「このままで国、県、

市町村という流れの中じゃなくして、市町村か

ら大きく制度やあるいは法律を変えていこうと

いう動きが、ますます求められていますよね」

という話の中で、力強い握手をいただき激励を

受けてまいりました。 

 そのようなこと、あれやこれやを考えた場合

においては、この多くの市民の皆様の声にも謙

虚に耳を傾けながら、私自身もやる気・本気・

根気といったものが持続できるのかっていうこ

とを、みずから検証を加えました。その中にお

きまして、このやる気・本気・根気といったも

のがなかったらばこの仕事はできません。その

ような中で、みずから問い直してみました。 

 そういった中におきまして、この熟慮に熟慮

を重ねたと言えばあれでございますけども、そ

の結果といたしまして、来る10月13日告示、10

月22日投開票日の次期市長選挙に挑戦するとい

う決意を固めたところであります。 

 今後、多くの市民の皆様から市政にかかる意

見、提言をいろいろお聞きしながら、市民の皆

様への約束として、また議員各位に対しても、

一つの私なりの約束として課題解決のシナリオ

とビジョンを取りまとめたいというように思っ

て、それをお示ししたいというように、今その

作業を行っているところであります。 

 進化し続ける遠野市、そして自然、歴史、文

化、風土、この４文字が、まさに日本のふるさ

と遠野として全国に誇るべきまちづくりを３万

市民と力を合わせながら、それぞれの御協力と

御支援をいただきながら、こういった解決に取

り組んでまいりたいというように思っていると

ころであります。 

 私は、この家族の笑顔がはじけ、そして元気

な赤ちゃんの泣き声が遠野の山々にこだまする

ような、そのような躍動感あふれる遠野といっ

たものを築き上げていきたいというような思い

でいっぱいでございますので、議員各位のさら

なる御理解と御協力もお願いを申し上げまして、

私の決意の一端とさせていただきたいというよ

うに思っているところでございますので、よろ

しくお願い申し上げたいと思っております。 
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 それでは、順次御質問のほうに、お答えのほ

うに進めさせていただきます。 

 まず、市職員の採用試験についてであります。 

 この採用試験、県内自治体の採用試験の状況

はということでありますので、この後、総務部

長のほうから状況について御答弁申し上げます。 

 その御質問のありました今年度から上級試験

の導入といったものを考えていいのではないだ

ろうかと。確かに議員が御指摘されましたとお

り、この現在は高学歴社会と言われる時代にな

っております。 

 その学力水準の向上あるいは多様な価値観を

持つ有能な学生等がふえている中で、初級試験

の内容では満足しない、上級試験も導入という

意見も多いかもしれない。これは議員から指摘

があったとおりであります。考え方としてはそ

ういうことがあっても。 

 しかし、私はこの中において、私よく言うの

ですけど、身の丈という言葉をよく使うわけで

ありますけども、自治体の規模や職員の採用枠

といったものを考慮する必要があるのではない

かなあと思うわけであります。 

 仮に、上級と初級によって採用した場合、職

員の仕事の内容には遠野市の３万自治体、370

名、しかし370名と言ってもそのうちの53名は

消防職員なわけでありますから、三百二十四、

五名になるわけであります。その中におきまし

ては、これは上級職の仕事だよ、これは初級職

の仕事だよということは、これは現場にはあま

りないわけであります。 

 もちろん上級職であれ、雑巾がけからはじま

るのが仕事だろうというのもあるわけでありま

すから、これは試験の採用枠によって差があっ

てはならないわけでありますけども、遠野市の

ような小さな自治体にあっては、それを明確に

分けるということはなかなか難しいと、ほとん

ど差がない。どこで区分けしたらいいかという

課題もあるということも、一つ見なければなら

ないのじゃないのかなあと思っております。 

 私は、先ほどやる気・本気・根気というキー

ワードで自分に問いかけてみたという話をいた

しました。私は学歴もさることながら、このま

さにやる気・本気・根気というのは能動型の職

員が欲しいわけであります。こういう職員であ

れば、私はもう１人でも２人分、３人分の仕事

をするぞというような形で職員を叱咤激励をし

ているわけでありますけども、やはりそのよう

なものが、今、市民の皆様が求めている職員像

ではないかなというように思います。したがっ

て、学力も大切な要素であり、学歴も一つの要

件ではあろうかというように思っております。 

 しかし、一方においては人物を重要視し、積

極性、表現力、そして何よりもバランス感覚と

いったものが職員像として求められるわけであ

りますので、このような人材を確保するために、

この採用試験にさまざまな工夫を重ね、受験生

の総合的な適正を見きわめながら選考に当たっ

ていると。 

 ２次試験では、人物試験と集団討論試験を行

っています。人物試験は、人柄を見る個人面接

を行い、その後、集団討論も行って、その集団

討論の中でさまざまな対応力、協調性といった

ものを見抜くと、まあ、短時間でありますから

見抜くという部分においては少々限界があるか

もしれませんけども、そういうようなことを行

っております。 

 それから、第３次試験におきましては、これ

は余り積極的に公表したことはないわけであり

ますけども、最終選考に当たっては、市関係者

以外のいわゆる第三者としての民間有識者、こ

れはいうところの転勤族と言われる方々、まさ

に遠野にしがらみのない方にも、そしてマネジ

メント、まあ、支店長という管理職あるいはそ

のようなことを行っているという中におけるノ

ウハウの持っている方を試験員として登用いた

しまして、職員採用の透明性と客観性を確保す

るという、そのような仕組みを取り入れ、現在

もそれを継続しております。 

 そういった中にございまして、この３次試験

におきましては、遠野市に関する受験生にテー

マを与え、そのテーマに基づいてプレゼンテー

ションを行うと、いわゆるあらかじめ準備をす



－ 17 － 

るんじゃない。その場でどれほどの適応力があ

るのか、どれぐらいのプレゼン能力があるのか

ということを見きわめるというような、そのよ

うな手法も取り入れているところであります。 

 したがって、今後もこのような選考方法を遵

守しながら、もちろん４年制の大学を出てっと

いう部分と、あるいは高校を出た部分とすれば

ハンディはあります。そういった部分におきま

しては、やはり評価する場合におきまして、そ

の部分のハンディといったものをきちんと公平

性を取るような形での点数制度にもしているわ

けでありますから、このようなことをもう少し

継続して、さらに今後の職員、市独自の選抜手

法なども取り組みながら、さらなる有能な人材

の確保といったものに努めてまいりたいという

ふうに思っているところでございますので、御

了承いただければと思っております。 

 ３つ目でありますけども、市に対し山林を寄

附することについてであります。 

 これにつきましては、歴史的な経過、それか

ら現状かなり詳しく質問の中で述べられておっ

たところでございますので、全くそのとおりと

認識し、担当課からはそのような報告を受けて

いるところでもあります。 

 そういった中にございまして、この山林を市

に寄附したいという件については、ただいま菊

池民彌議員から御質問のあった案件以外にも、

個人所有の山林の寄附にかかる相談なども受け

ているところでもあります。 

 相談の多くは、この資産価値の低下ともあい

まって山の管理ができない。これは大きな現状

であります。これは固定資産税の納付のほか、

山林に投資する余力がもうなくなっている。相

続したけども、どこが境だか自分はわからない

というのも結構ふえてきておるという状況にあ

ります。したがって、そのような場合において

は、土地の、特に境界が未確定、相続登記等が

完了していないなどは、所有権移転登記に支障

がある場合、これはお断りする場合もあります。

これは仕方がないことであります。 

 質問の対象となっている上郷町の任意組合、

これは初山山林共有組合につきましては、管理

されている山林で、この組合が管理している山

林で組合員数は625名、アンケート調査も行っ

たと。意思決定についての確認がもうされてお

ると。その後、所有権を有する12名の同意が得

られ、組合総代会においてもその決定の議決を

得たとの報告もいただいているところでござい

ますので、市としては改めて寄附の採納につい

て検討いたしました。 

 議員の御質問にあったとおり、山林は過去に

おいて旧上郷村の学校林として管理されていた

山林であります。その後旧上郷村農業協同組合

の譲渡を経て、現在ということになるわけであ

りますから、この市では、旧町村から引き継い

だ学校林を昭和39年に市有林に編入し、市有林

経営に活用してきた経緯もあります。 

 そのような中で、この辷田峠一里塚がある、

市の指定文化財にもなっている。遠野遺産の第

20号の指定にもなっていると。そして、上郷町

地域づくり連絡組合が中心となりまして、市民

協働のもとに保存整備に取り組んでいる場所で

もありますので、市が管理する上水道施設も設

置されておりますので、それやこれやを考えれ

ば、市有林候補地などの総合的な行政財産とし

ての寄附を受ける方法が、私は妥当ではないか

というように考えているところでございますの

で、よろしくお願いを申し上げたと思っており

ます。 

 以上、私のほうからは以上でありますけども、

この岩手国体、平成28年のカウントダウンがは

じまっています岩手国体、この環境整備、これ

はもうサッカー場の整備も今は着々と進められ

ております。まさに身の丈の一つの国体開催と

いうものになろうかというように思っておりま

して、陸上競技場も平成２年に着工しておりま

すから、もう二十三、四年たっておるというこ

とで、あっちこっち傷みも出てきておるという

こともそのとおりでありますけども、やはり限

られた財源の中でやりくりをしながらという部

分がございますので、今の陸上競技場に対する

取り組み状況について、あるいは「じんぎすか
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んマラソン」の公認記録取得、この公認記録も

マラソンブームということになっているわけで

ありますけども、「じんぎすかんマラソン」に

参加する方々は、やはり楽しむという中で来て

いる方がありまして、まあ、いうところのオリ

ンピックを目指すとか、世界のいろいろなフル

マラソンの中に記録を目指すという方が少なく

て、大半は遠野路をマラソンで楽しむんだとい

う方が大半なわけでありますから、そのような

認識の中で、この「じんぎすかんマラソン」に

対しては取り組んでいきたいというように思っ

ておりますので、その辺の現状につきまして、

市民センター所長のほうから御答弁申し上げま

すので、よろしくお願い申し上げたいと思って

おります。 

 以上であります。 

○議長（新田勝見君）  菊池総務部長。 

   〔総務部長兼総務課長兼選挙管理委員会

事務局長菊池保夫君登壇〕 

○総務部長兼総務課長兼選挙管理委員会事務局

長（菊池保夫君）  命により菊池民彌議員の県

内自治体の採用試験の状況についてお答えいた

します。 

 直近のデータといたしまして、平成24年度の

職員採用の状況を県内市レベルで取りまとめい

たしました。一般事務職において上級試験を実

施しているところは、盛岡市、花巻市、北上市、

一関市、釜石市の５市でございます。 

 上級試験を実施している５市は、釜石市を除

き県内においては人口規模の大きい自治体であ

ります。これらの市では、募集案内で職員採用

予定人員が一般事務職だけで２桁の数を超えて

おります。このことからも初級、上級とも一定

の採用枠を確保できる規模の自治体の特徴と推

測されます。 

 取り組みの例を挙げますと、盛岡市を含む４

市は上級試験の資格者はあくまで大学卒であり

ますが、北上市は上級試験の資格者の学歴を問

わず、年齢制限だけをクリアすれば誰もが受験

可能として、独自の基準を設けております。 

 また、技師や保健師、保育士等のいわゆる技

術職等におきましては、職種によって上級から

初級までさまざま区分を設け、それぞれの基準

で募集しているところが多いです。消防職員は

いずれも高等学校卒以上の学歴として、女子の

採用基準を設けていることが特徴であります。 

 そのほかの市におきましては、一般事務職、

技術職等全ての職種共通で、ほぼ初級試験を実

施している状況であります。なお、県内市町村

の職員採用全般におきましては、岩手県町村会

を事務局として共同試験実施要領を定め、盛岡

市を除く全ての市町村が共同試験に参加し、要

領に従い試験日を同一の日に行い、また、解答

用紙を回収し採点処理の一括化を図っておりま

す。このことは採用試験に係る事務処理の軽減、

費用の縮減、各市町村の人材の確保といった観

点から一定の効果を得ているものと考えており

ます。 

 以上であります。 

○議長（新田勝見君）  古川市民センター所長。 

   〔市民センター所長古川憲君登壇〕 

○市民センター所長（古川憲君）  命によりお

答えいたします。 

 まず、最初に陸上競技場トラックの整備につ

いてでございますが、現在の陸上競技場は平成

２年10月に竣工し、平成２年12月から平成12年

11月までの10年間、日本陸上競技連盟の第３種

公認施設となっておりました。 

 平成12年の更新時においては、過去に第３種

公認大会等の開催がなく、また、その後も計画

が想定されていなかったことから平成12年12月

から第４種公認陸上競技場の認定に変更してお

り、その後５年ごとに更新手続きを行っており、

現在の認定期間は４種として平成27年11月30日

ということになっております。 

 平成25年２月現在、県内の公認陸上競技場は

１種が１カ所、２種が２カ所、３種が２カ所、

という状況になっており、３種については減少

傾向にあるということになっております。 

 また、平成19年４月に日本陸上競技連盟の陸

上競技場公認に関する規則等の変更があり、３

種認定基準が大きく変更され、トラックは全天



－ 19 － 

候舗装が必須となり、そのほかに写真判定装置

などのさまざまな設備を整備しなければ第３種

の公認とならない状況になっております。 

 現在の陸上競技場につきましては、平成17年

度に改修工事は行っておりますけれども、縁石

等の破損が見られるなど、改修が必要となって

いる状況であることは認識しており、平成28年

度に開催される岩手国体のサッカー場としては、

天然芝の整備を中心に進める予定ですが、その

際に陸上競技場についても一部改修を実施した

いと考えております。 

 現状では、市の関係団体と協議しながら３種

取得が必要な県大会等の誘致の可能性も含めて、

今後の改修規模等について検討していきたいと

考えております。 

 次に、「じんぎすかんマラソン」の公認記録

取得についてでございます。 

 じんぎすかんマラソンは、ことしで第31回と

なっており、現在10キロコースとハーフコース

が日本陸上競技連盟の公認のコースとなってお

ります。公認コースを取得している10キロと

ハーフのコースの過去５年間については増加傾

向にあるという状況になっております参加人数

については。今年度は震災以降行っていなかっ

たハーフの部を実施する予定で進めております。 

 公認記録の取得については、日本陸上競技連

盟に公認大会の申請を行い、認定されなければ

なりません。県内でも数多くのマラソン大会が

開催されておりますが、通常の一般市民が参加

するマラソン大会は公認大会として認定されて

いる例が少なく、今年度の県大会における公認

大会は３大会と３件の大会のみとなっておりま

す。 

 現在のじんぎすかんマラソンにおいては、福

岡国際マラソンなどのようなオリンピック、世

界選手権大会選考レースに参加するために公認

記録を必要とする選手がほとんど参加していな

い状況でありますので、現在発行している完走

証ということで十分ではないかと考えておりま

す。 

 本大会は小学校から高齢者までの幅広い年代

に参加いただき、市民の健康づくりとあわせて

世代間や地域間の交流を図りながら、楽しめる

イベントと位置づけて実施しており、今後、じ

んぎすかんマラソンの参加者等の状況を見なが

ら、大会のあり方について関係団体と協議して

いきたいと考えております。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午前11時03分 休憩   

────────────────── 

   午前11時13分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開します。14番菊池民彌君。 

   〔14番菊池民彌君登壇〕 

○14番（菊池民彌君）  再質問をしたいと思い

ます。 

 その前に、市長の新市で３選目の挑戦をとい

うことで。（発言する者あり）新市になって３

選目の挑戦ということで、やる気・根気・本気

という言葉を添えまして、熟慮の上に挑戦をす

るという固い決意をしたということでございま

すので、ぜひその意気込みで、さらなる全国に

誇れるまちづくりに一層努力をしてほしいと、

こう願うものであります。よろしくお願いを申

し上げます。 

 次に、一般質問につきましてかかわって質問

をいたしたいと思います。 

 職員の採用につきましては、確かに遠野市は

人数が少ないのでいろいろ上級試験導入という

ものにつきましては、問題があろうかとは思い

ますが、先ほど市長が自治大学校に行って講演

の中で、基礎自治体の職員の方々から国・県の

下請けではないということを言われて感動した

というお話がありました。 

 そういう部分では、やはりそれなりの職員を

抱えて挑戦をさせなければ、この下請けになっ

てしまう可能性もあるのではないかなというふ

うな思いで受け止めたところでございまして、

ちょこっと、その部分では上級試験をしないと

いう部分と、この自治大学校で受けとめた気持

とのずれがあるのではないかなあというふうな

思いがありましたので、再度この辺を整理して
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答弁をしていただきたいなと、このように思う

ところでございます。 

 それから、初山山林の部分につきましては、

希望をかなえてくれるということで了とすると

ころでございます。 

 陸上競技場の件につきましては、まあ、余り

使われないからということで私も申し添えまし

たが、３種から４種になったということは、多

分そうではなかったのかなというふうに理解し

たところでございますけれども、これからス

ポーツがいろいろ盛んになってくるとき、先ほ

ど申し上げましたように、選手もそれなりにい

ろいろな立場で頑張っているという中で、これ

からの若い方々に希望を与えるために、陸上競

技場の整備も必要ではないのかなという思いで

訴えたところでございます。 

 その答弁の中で、トラックを一部改修をする

と、こういう答弁がありましたが、どのような

改修をするのか。本当に今のままで縁石を並べ

かえるだけの改修なのか、それともトラックの

わきに、例えば100メートル競走をする全天候

のコースを別に設置するとかというふうな形で

申し述べたのかわかりませんが、意図するとこ

ろがちょっとわかりませんので、もう一度答弁

をお願いしたいと思います。 

 できるならば、このトラックを全天候舗装に

しまして国体を迎えたいというふうな思いでご

ざいますので、泥んこの走路が見えるようなメ

イン会場というふうなことにはならないように

配慮していただければというふうな思いで訴え

ているわけでございますので、どうぞ、その辺

を配慮して答弁をお願いしたいと思います。 

 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）  菊池民彌議員の再質問

にお答えいたします。 

 まあ、出馬表明ということに対しましては、

一層努力をしてほしいというお言葉をいただき

ましたので、私自身も自問自答をしながら、や

る気・本気・根気とこれが失せてしまったので

はこの仕事はできません。 

 そういった中におきまして謙虚にみずからに

問いかけながら、そしてまた、多くの市民の皆

様の声といったものを聞きながら決断をしたと

いうことでございますので、頑張っていきたい

というような思いでいっぱいでございますので、

よろしくお願いを申し上げたいと思っておりま

す。 

 それから、この採用、これは自治大学校の例

を出して、私もちょっと申し上げました。これ

はやはり地域づくり、地域経営は人なんです。

やっぱりいろんな成功事例、失敗事例を見ます

と、成功事例は必ずそこに、もう前のめりにな

って、よくいうばか者と言われる方が、それを

対応しながら一つの成功事例を導き出している

っていうのが随所にあるわけでありますから、

いかに人が大切であるかということは、それは

そのとおりだというように思っておりまして、

この優秀な職員という部分における考え方では

ないかなあというように思っておりますけども。 

 私は、この震災でもって、いうところのキャ

リア官僚と言われる霞ヶ関、日本の国家100年

を考える、言葉としては高級官僚という言葉が

あるわけでありますけども、キャリア官僚の卵

の方が人事院のカリキュラムの中で遠野に研修

に参りました。 

 そのとき私は言いました。「いろんな意味で、

皆様はこれからの日本というものを考えなけれ

ばならない立場なんです。その市町村を大事に

するということは大切なことなんだけども、市

町村は市町村としてみずからの地域に誇りを持

って、そこに優秀な職員と市民がおって頑張っ

ているんだ。皆様はなにもごみ集めをする必要

もないし、それよりも国家100年の大計を考え

て、そのような部分における自負を持ちながら、

日本を支えているのは我々なんだというぐらい

の自負の中で、ぜひ仕事をし、その希望そうい

ったものを失わないようにやってくださいよ。

現場は我々がきちんとやりますから」という話

を、その都度、その都度話したわけであります

けども、手紙をいただきますと、まさにそのよ
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うな中で自分らが市町村の現状というものを、

もっともっと知らなければならないとばっかり

思っていたけれども、必ずもそうじゃないんで

すねっていうお手紙をいただいたりしておりま

すから、私は今、ズレという言葉が今あったわ

けでありますけども、お互い果たすべき役割と

いうのがその中にある。じゃ、その中に求めら

れる人材というものがあるということではない

かなと思っております。 

 これから基礎自治体と言われる市町村職員に

求められるのは、現場で市民と向き合うという

現場力といったもののほかに、このインターネ

ットの世界で、さまざまな情報が飛び交ってい

るわけであります。これをいかに感度を磨いて、

それを受信する。そしてそれを受けとめるとい

うそのようなセンスのある職員が、やっぱり必

要であるということはこれは間違いありません。 

 私は、少し自慢なわけでありますけども、い

ろんな地域づくりのさまざまな構想をまとめて、

もちろん国やコンサル会社のほうの指導もいた

だくということは、当然あるわけでありますけ

ども、大半は職員の手づくりであります。 

 その中で、もっともっといい構想にまとめよ

う、こうすればもっと市民によく見える、こう

すれば議員各位に説明するときは、もっともっ

と理解してもらえるだろうということは、職員

は文字どおり懸命に努力をして、そして、確実

にそれこそ進化して向上してきておりますから、

そういった繰り返しの中でやはり鍛えていくと

いうことも、また大事じゃないのかなあという

ように思っておりますので、そういった上級職

というものの中における枠というものについて

は、私は、遠野市は今の現時点では必要ないん

ではないのかなというような認識でございます

のでよろしくお願いいたします。 

 それから山林の件についてはそのとおりでご

ざいますし、陸上競技場については、市民セン

ター所長のほうで、この部分の進行管理といろ

んな一部改修についてまででございますから、

再度市民センター所長のほうから答弁申し上げ

ますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  古川市民センター所長。 

   〔市民センター所長古川憲君登壇〕 

○市民センター所長（古川憲君）  お答えしま

す。 

 整備の具体的な内容ということでございまし

たけれども、現在、天然芝等の整備については、

これからの状況でございますので、その中で予

算等を見ながら考えるということにはなると思

いますけれども、議員の御指摘のありました全

天候の部分につきましては、億を超える事業費

がかかるという見積もりもございますので、そ

の部分については国体に合わせての整備という

のは難しいのかなと思っております。 

 その中で、できる範囲とすればやはり縁石が

欠けている部分がございますので、そういう整

備とか、あとグランドの整地とか、その辺の形

になるのかなとは思っていますが、いずれ予算

を見ながら、今後、検討をしていきたいと思っ

ております。 

 以上です。 

○議長（新田勝見君）  14番菊池民彌君。 

   〔14番菊池民彌君登壇〕 

○14番（菊池民彌君）  ３回目の質問に入りま

す。陸上競技場の全天候舗装の関係につきまし

て、予算を見てということになりますが、私の

考えでは、今の総合計画、２次の計画は27年度

で終わることだったのではないかなと思います。 

 28年の国体の年は、新たな基本構想の中に入

るだろうと。そういう部分ではその予算の関係

も新たに構築がなされるのではないかなと思う

ので、やはり前向きな、それこそ先ほどの市長

の気持ちではありませんが、やる気・根気の部

分を本気になって考えて、対応していただくこ

とを希望したいと思います。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（新田勝見君）  次に進みます。５番

佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  清風会の佐々木大

三郎でございます。ただいまから、事前通告に

従いまして一問一答方式により、一般質問をさ
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せていただきます。 

 先日、遠野東中学校から体育祭開催の案内を

いただきまして、出席させていただきました。

当日は天候にも恵まれまして、生徒会スローガ

ン、力戦奮闘のもとで全校生徒ははつらつと入

場行進をしておりました。その後で開会式が行

われまして、校長先生から第１回目となること

しの体育祭の取り組みについて説明を受けて、

各競技を観戦しました。 

 生徒たちは中学校統合による初々しさに加え

まして、真剣さと情熱を持って競技していたよ

うに思われます。これがとても印象的でした。

特に、多くの友達や教師にめぐり会い、人間関

係が豊かになり活気に満ちた姿を感じ取ること

ができました。 

 今回の中学校統合によりまして、多様な考え

方や価値観を持つ生徒同士が出会い、触れ合う

機会がふえまして、生徒同士が互いに認め合い、

そして協力し合いさまざまな場面で切磋琢磨し

ながら豊かな人間関係を築いて、一人ひとりの

資質や能力をさらに伸ばして大きく成長してく

れることが期待されます。 

 以上のように、この中学校統合によりまして、

生徒たちは成長期の中学生にとって大切な社会

性や協調性、そして適度の競争心を自然に身に

つけられますし、適正規模の集団生活は子ども

たちの健全な人間形成を育むという面で、はか

り知れない効果があるものと期待されます。 

 このことと反対に、統合された各地域では、

中学校の廃校によりまして地域コミュニティー

の低下や地域の連帯感の希薄化、そして活性化

の停滞等が危惧されております。いや、既に顕

在化してきていると言ってもよろしいかと思い

ます。 

 そこで、今回の質問は、１点目としまして、

地区センターの今後のあり方について、そして

２点目は、市職員の非正規職員の配置の考え方

についての２点について伺います。 

 まず、１点目の質問の地区センターの今後の

あり方についてですが、実は、この件に関しま

しては平成23年の３月議会と、平成24年３月議

会でも同様の質問をしてまいりましたので、当

時の質問と市長からの御答弁内容を交えながら、

今回も継続質問とさせていただきます。 

 前回までの、質疑応答における私からの質問

内容は次のとおりであります。 

 人口減少と少子高齢化、そして市の財政難は

地域コミュニティーや医療福祉、日常生活など

の根幹を揺るがす地域の機能低下を引き起こし

ております。このことの打開策として、市当局

では数年前から市民と行政による「市民協働」

を重点施策と位置づけて取り組んでおりますが、

地域住民の参加意識がまだまだ低いことや、協

働事業の資金不足、リーダーの人材不足などの

理由から、なかなか軌道に乗れない現状にあろ

うかと思います。 

 さらには、軽易な事業、例えば舗装道路の穴

や水路の水漏れ補修、公共施設や観光施設等の

草刈り、路地の除排雪などについては、市にお

願いしましても、「検討します」という返答だ

けで、なかなか速やかな措置や柔軟な対応をし

ていただけないのが現状でもあります。 

 この改善策として、私から提言させていただ

いた内容は、地域の行政サービスは行政主導か

ら地域住民主導へ転換すべきだと。具体的には、

地域連絡協議会など地域代表者の合議のもとで

自由に使えるような地域振興交付金、すなわち

お金と業務執行の権限を地域に大幅に委譲すべ

きではないでしょうか。また、地区センター所

長は、地元の諸事情に精通した民間人を非常勤

職員として配置してはどうでしょうかと伺って

おります。 

 このことに対する、市長からの御答弁内容は、

地区センターは地域づくり、人づくり、そして

生涯学習、教育の拠点との位置づけで、これま

で種々の事業を展開してきましたが、約40年経

過した現在、役割や体制などについて現在の地

域課題やニーズに対応できているかどうかにつ

いて見直し、検討の時期に来ている。 

 ついては、地域づくり、健康づくり、基礎づ

くりに精通した人材を配置して、検討を進める

ということで、地域活動専門員３人が既に配置
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されております。その後で、地域にはそれぞれ

異なる特徴や取り組むべき課題も多様であると

いう理由から、各地区センターに地域活動専門

員を順次配置し今日に至っているわけでありま

す。 

 そこで伺いますが、この地域活動専門員が配

置されてから、間もなく丸２年になるわけです

が、その活動結果のアウトプット、すなわち取

り組み状況の中間検証のようなものは出されて

いるでしょうか。また、その検証結果の内容は

どのようなものになっているかについて伺いま

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）  佐々木大三郎議員の一

般質問にお答えいたします。一問一答という手

法でございますので、ただいまの１問目のお尋

ねにつきましては、まずもって５月30日に第２

次進化まちづくり検証委員会を立ち上げ、その

中で、ただいま御質問のあった内容につきまし

ては、ほとんどその中で位置づけし、来年１年

間かかってその望ましいコミュニティーのあり

方、区長報酬も含め27世帯も一行政区、600世

帯も一行政区という中にあって、このいうとこ

ろのアンバランスをどのように平準化していっ

たらいいだろうかと。 

 そのような中における地区センターのあり方

も含めて、まさに第三者の意見、また全国の地

域づくりの成功事例、失敗事例などもよく客観

的に検証しながら、そしてまた議員各位ともそ

の分について向き合い、また地域活動を行って

いるさまざまな市民の皆様ともワーキングをつ

くり、そのしがらみのない７人の委員と住民と

が向き合いながら、どうすればコミュニティー

を健全なものとし位置づけできるのか。 

 この職員定数が減少していく中にあって、も

う地区センターそのものの正規職員２名という

のも、かなりやりくりが厳しくなってきている

わけでありますから、その民間登用も含めての

部分をさまざまな角度から、それも一定の時間

をかけてズルズルじゃなくして、一つの目標を

定めて議論しようというのが、第２次進化まち

づくり検証委員会なわけでありますから、その

中で私が答弁した内容につきましても、いろい

ろ今の御質問の中で触れられておったわけであ

りますけども、そのような一つの認識のもとに、

一つの遠野のこういう地域のあり方といったも

のを検証していきたいと思っております。 

 あるいは市民の方からこういわれました。

「何も問題ないのに、どうしてそのような形で

やるんですか。」という話があり、率直な疑問

でありました。だから、コミュニティーが健全

な中にそのようなことを議論していかなければ、

もう一つの地域のあり方といったものを議論し

ても、それが形となって具体的な仕組みになる

には、やっぱり３年、４年あるいは５年、６年

とかかるんですよ。あっという間に10年という

のはたってしますんですよ。 

 ですから、地域が健全なうちに、これからど

うするということをやっぱり議論していくとい

うことが大事ではないでしょうか。これが地域

が崩壊してしまってから、さあ、どうしようか

と言ったならば、全てが対策、対策という後手

後手に回ってしまう。真剣に地域のことを考え

ているリーダーあるいは住民の方がいるうちに、

やっぱりこのような議論はしていかなければな

らないですよということでの委員会の立ち上げ

だったわけでありますから、ただいまの佐々木

議員からの質問の中に、それぞれ盛られている

ことにつきましては、私が前回答弁をした、

前々回答弁をしたということについて、それぞ

れ全部網羅した中における議論の場を設けると

いうことにしてございますので、それにぜひ参

加をして、ただいまこのような形で持っており

ます課題認識につきましても、積極的な発言を、

ぜひお願いをしたいものだなというように思っ

ております。 

 そして、この地域活動専門員、配置されて間

もなく２年、これは実は改正過疎法の中から、

これからの地域づくりは人づくりだと、過疎対

策は道路をつくったり、あるいは支障対策を行

ったり、さまざまなそういったハードではない
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と、ソフトだと、人だという中にあって、改正

過疎法がこのマンパワーといったものに注目し、

地域活動専門員と言ったものが過疎債の中から

財源が手当されたという中で、今、配置してい

るわけであります。 

 今、本年６月、今の時点で10名の地域活動専

門員がその任についております。この健康づく

りということで受診率の向上や、自主防災組織

の結成支援あるいは防火訓練、あるいは自治会

防災マップの作成、あるいは特産品による６次

産業化の取り組みなどなど、さまざまな地域活

性化に向けた活躍をこの専門員の方々が行って

いただいておりますし、この月ごと業務報告書

を市民協働課に提出をし、その専門員対象の会

議なども行いながら、お互いの活動内容、活動

をする上での課題を共有しながら、懸命に地域

の活性化のために頑張っておるということであ

りまして、この地域づくりというのは、ことし

やったから来年目覚ましい結果が出たというよ

うな、やっぱり失敗、成功、失敗、成功の繰り

返しの中から、愚直に取り組んでいくという中

から、やっぱり一定の成果が見えてくるという

ように思っておりますので、やっぱり一定の長

い目で見なければならないかというようにも思

っております。 

 ただ、私自身も担当部署のほうから報告を受

けまして、地域における評価もおおむね良好で

ありますし、これは議員各位もそれぞれ活動専

門員がどのような活動をしているかについては、

それは地元で十分理解をしていると思っており

ますので、私が評価するよりも議員各位がそれ

なりの客観的な評価をしてもらっているのでは

ないかなあと思っておりますので、その評価を

大事にしながら、ぜひ頑張れというようなエー

ルを送っていただければというように思ってお

ります。 

 それから、この地区センターを拠点として、

もっともっと総合サービスの展開を図るべきで

はないだろうか。一時はさまざまな交付金制度、

例えば市税の１％は地域に交付するとかいうよ

うな、いろいろな地域づくりにおきまして、地

域に任せるかというのは流れがありました。い

ろいろな自治体がそれを行いました。 

 しかし、どっちかっていうと失敗事例のほう

が多い。何故かと申しますと、リーダーが育っ

ていない。受け皿がないというような中におけ

る失敗事例、だからそこはある程度客観的にも

のを見ながら進めていかなきゃならないんじゃ

ないのかなというように思っておりますので、

先ほどの答弁とダブりますけども、進化まちづ

くり検証委員会で精力的に、そして地域に入っ

ていただいて、机上で市の当局が用意をした

ペーパーで議論をするのではなくして、しがら

みのないところで地域に入って、思わぬヒント

が地域住民の方々あるかもしれませんし、ただ

いま議員が御指摘されたような認識の中で、じ

ゃ、どうすれば具体化できるのかという中にお

ける検討を加えてできれば来年の今ごろまでに

は一つの検証結果といったものを報告書として

いただいて、直ちにそれを具体化するような行

動に移ってまいりたい。 

 そして平成27年度には、それを踏まえて地域

経営計画としてきちんとしたものとして、市民

の皆様にお示しするようなそのような作業を進

めたいというように思っているところでござい

ますので、御了解いただければと思っておりま

す。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  今、市長の御答弁

の内容としましては、進化まちづくり検証委員

会の検証結果に、全部ではないでしょうけれど

も委ねると、あるいはその検証結果をまとめに

当たっては、市民の地域住民の意見も取り入れ

ながらやっていくんだよというような御答弁で

あったかと思います。 

 私も、それはよろしいと思いますし、大変喜

ばしいことであると思います。ぜひやっていた

だきたいと思います。ただ、私が思うのには、

第三者委員会に丸々その内容をお願いするので

はなくて、やっぱり当局としても、地域には今

現在どのような課題、問題があるのか。あるい
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は改善するための措置策、そういったものもお

持ちのはずだと思います。そういった思案を、

この第三者委員会に示して諮問を図るべきだと

いうふうに考えます。 

 また、地域活動専門員の配置目的は、先ほど

も話したとおり各地域の特性や課題、その改善

策を見出すために配置されていると私は少なく

とも理解をしております。ですから、その辺に

つきまして、市長はどのようにお考えなのか、

再度質問を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）  ただいま丸々という表

現があったわけでありますけども、これはぜひ

取り消していただきたいと思います。そのよう

な考えは毛頭ありません。真剣勝負です、いつ

も言っているとおり。 

 それぞれの現状、だから先ほど申し上げまし

たとおり地域に入って、普通はこういった委員

会を立ち上げますと、我々があれしたものの中

で、我々がきれいにまとめた資料の中で議論を

するんですよね。そうすると問題点が見えてこ

ないんですよ。だから、山田委員長が地域にぜ

ひ入らせてくれと言っているわけです。地域に

入らせてくれということは、当局が用意した資

料を見たって、それは余りきちんとした議論は

できないよということを、我々は言われている

ようなものなのですよ。 

 だから、私はぜひ現地に入ってくださいと、

市民の皆さんの切実な、あるいは区長さん方に

しろさまざまな地域のために思っている。実は

この間、町民運動会がありました。駆け足でし

たけども、全地区を回らせていただきました。 

 佐々木議員の上郷、何て言ったと思います。

私は本当にみずから感激しました。「市長、閉

校になった上郷中学校、まあ、我々いろんな形

で今意見を出し合っているから、様々これを生

かす方向でみんな考えているから、市長、あん

まり心配するな」とこう言ってくれたんですね。

これが地域なんですよ。 

 ですから、そのような皆さんの熱い思いとい

ったものの中から、やはり活性化を目指す、そ

こに一つの仕組みとしてどのような仕組みを講

じていったらいいかということを、いうところ

のそれの専門知識を盛り、あるいは全国的なネ

ットワークの中でさまざまなノウハウを持って

いる方々の意見をうまくそこにかぶせながら、

あくまでも主体は地域の声であり、市民の一つ

の望ましい姿でどうしたらいいかということを

ベースとして、したがって、市として課題を出

すと言っても、市も今の状況ですと全て市の、

それぞれの地域の課題を全て把握しているわけ

ではないんですよね。まあ、言いわけみたいな

言い方になりますけども。 

 したがって、繰り返しますけども、この検証

委員会の方々は、我々もある意味ではきちんと

検証をされると。また、地域に入って地域も検

証される。そしてまた、委員の方々も単なる評

論家としてではなくして、本当に地域とすれば

この地域はどうしたらいいのかということを真

剣に議論をしてもらえるというような中におけ

る、真剣勝負の議論がこれからはじまるという

ことなわけでありますから、ぜひ「丸々投げ

て」というような中における認識は改めていた

だければということを、私からお願いを申し上

げたいと思っております。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  今、御指摘いただ

いた「丸々」というお話、確かにちょっと強烈

過ぎたかというふうに反省します。取り下げま

す。 

 ただ、私が言いたかったのはこういうことで

あります。要は今までも行政を執行してこられ

て、地域課題は少なくともあると言っては変で

すけども、いろんな課題、どこにどんなことが

あるかわかっているはずなんですよ。さらには、

先ほども話したとおり地域活動員まで配置をさ

れています。 

 ですから、現状の課題がどこにあるかしっか

りわかっているはずだと思いますので、課題が

わかるということは、その解決策もお持ちのは
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ずなんですよ。私が言いたかったのは、その辺

の課題をこの検証委員会に、やはり市としての

試案ということで出すべきじゃないですかとい

うふうに言いたかったわけであります。まあ、

その件は市長から御答弁いただきましたので、

それはよろしいですけども、いずれ丸々の件は

取り下げます。失礼しました。 

 次に、これも前から聞いていることですけど

も、地区センターへの権限委譲、それから地元

の方を地区センター所長として非常勤配置する

ことのメリット、デメリット、その実現性の有

無については検証されているでしょうか、この

地域活動員の専門員の方々は。その件の内容に

ついて伺います。もし、検証されていない場合

は、市長御自身、何かお考えがあるでしょうか

ら、その辺をお伺いします。 

○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）  その地区センターの所

長のあり方も含めてということで、今回立ち上

げた第２次進化まちづくり検証委員会で、あら

ゆる角度から検証していくというそういう中に

あって、この人口減少社会の中にあって、遠野

市の市役所マンパワーをどのようにうまく地域

課題に立ち向かうというような仕組みをつくる

のかという部分にあっては、やはり公の中にお

いても市民協働という仕組みの中で、いろいろ

仕組みを模索していかなければならないんじゃ

ないかなと思っておりますので。 

 今これから真剣に議論をしていくという中に

ございまして、市長の見解というか考え、まあ、

私なりの考えはあるわけでありますけども、そ

れを一方的に申し上げる、それもここは本会議

場でございますから、やはり少し控えなくては

ならないのかなというように思っておりますし。 

 それから、先ほど話がありました地区セン

ターも含めて、活性化専門員も含めてこういっ

たマンパワーをどのようなということになれば、

その身分をどうするかということも含めながら、

やっぱりいろいろ考えていかなければならない

という課題もあるわけで、そして、少なくとも

これは市は当然地域の課題は全部わかっている

はずだと、課題がわかっているはずは解決策が

あるんだというそういうお話が今ありました。

解決策がわかっておったら苦労はしませんよ。 

 課題はあるんだけれども解決策、それこそ先

ほど私が申し上げましたとおり、もうはっきり

申し上げますと国や県は、もう少しまだ、特に

県はまだまだ広域自治体としての県は、地域課

題に県職員は我々と本当に向き合ってくれたん

ですよ。真剣に議論をしてくれたんですよ。今

は、それは市町村のことと言って、さっと下が

ってしまうのが今の状況なんです。 

 だから解決策といっても、簡単には出せない、

出ない。また職員も懸命に何とか解決策を見出

したいという中で、私も時には大きな声を出し

て、「お前ら知らないのか、わかってないな」

なんてことを言いながら、乱暴な言葉を使いな

がら職員を叱咤激励をしているわけであります

けども、その中で何とかしたいという思いが、

なかなか具体的な解決策を見出せなくていると

いう一つの現状も、まあ、繰り返しますけども、

課題があったら現状課題、そしてそれに対する

対応というのが一つの仕組みですよね。その対

応がすっと出せるのであれば、これは本当に苦

労はしないで済む。 

 しかし、本当にいろんな要素が絡み合って、

さまざまな、私はこの間ニュースを見て驚きま

した、孤独死が盛岡で二百何人あったというよ

うな。これは我が遠野市にとっても人ごとでは

なくなってきているわけですね。そのようなも

のをどのようにして、地域といったものの中か

らそういった事案をなくすのかという部分につ

いては、なかなかきちんとした明確な解決策と

いうのは見出せないでいるというのが、今の市

町村の状況ではないかなあと思っておりますの

で、その点は御理解をぜひいただきたいと思い

ます。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  今の御答弁、地域

課題はわかっているんだけども、改善策までは
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なかなかいろんな事情とか条件とか、あるいは

お金のこともあるでしょう、そういったことで

見出すのは大変だよという御答弁でした。確か

にそれも理解できます。 

 ちょっと角度を変えて質問をさせていただき

ますけども、既に附馬牛の地区センターには、

地元在住者を地区センター所長扱いで地域活動

専門員として配置されているかと思います。こ

のことに対する地元民からの評価ですけども、

私のところには、すこぶるいいと、助かってい

る、すばらしいというような個人的な情報が入

っているわけでありますけども、このことに対

する市当局あるいは市長の評価といいますか、

御判断はどのようなものなのか伺います。 

○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）  附馬牛地区センターに

は、これはあくまでも試行という中で適任者が

おったわけでありますので、福祉を通じどうだ

ろうという形で本人に当たりましたところ、快

諾をいただいて附馬牛地区センターで頑張って

いるわけでありまして、私にも非常に地域の実

情にも、と申しますのは附馬牛地区出身であり

ますし、まあ、市職員であったということで、

行政との連携の仕方もよくわかっている。そし

て、何よりも地域のことがわかっているという

中で、大変な活躍をいただいて一つの成功事例

ということになっているわけでありますから、

そういったことを考えると、これからの地区セ

ンターのあり方の、一つの姿を附馬牛地域では

地域住民の方々の協力体制もあって、それを支

えているということでありますから、これから

市内に一つ展開していく場合における、モデル

ケースとしての評価はできるのではないかなと

いうように私は捉えております。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  同じような質問に

なって恐縮なんですけども、伺います。市民と

の協働事業に関しては、みんなで築くふるさと

遠野推進事業があるわけですが、この施策は、

どうしても予算枠あるいは補助率に制約があり

ます。 

 さらには、この事業実施に当たりましては、

毎年同じような事業であっても、本庁のほうに

事前申請あるいは審査結果を待たなければ、な

かなか事業に着手できない。要は即応性、柔軟

性に欠けますし、まあ、事務担当にすれば事務

量の増加にわずらわしさも加わって、スムーズ

な運用ができていないというふうに私は思って

おります。 

 したがいまして、この改善策のためにも先ほ

どからずっと話したとおり、これは私の考えで

すけども、地区センターへの権限の委譲、ある

いは権限強化と地域振興交付金、これが必要で

はないかなあというふうに考えますが、この件

について市長御自身の御認識と考え方、まあ、

改善策でもよろしいですけども伺います。 

○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）  この地区センターの自

主性、主体性を尊重するという意味においては、

市民協働事業、これの即応性、柔軟性、こうい

ったものをもっともっときちんと位置づけなが

ら、まさに臨機応変に地域の方々が求めること

に対して対応すべきじゃないのかということに

ついては、基本的には私も賛成であります。 

 どうしても行政という中にありましては、一

つの制約があり、原則があり、またその中にお

ける要件といったものが満たされて、はじめて

一つの支出ということにつながっているわけで

ありますし、それも支出したばかりではなくし

て、今度は実績報告という中におけるその成果

もまた求めるということになるわけであります

から、どうしても守りの体制に入ってしまうと

いうことは、よくあるパターンなわけでありま

す。 

 したがって、私はこの人材と、この活性化専

門員も含め、あるいは附馬牛のような事例を積

み重ねることによって、非常に自主性があるし、

そしてまた主体性があるし、企画力もあるし実

行力もある。そしてまた、一方においてはリー
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ダー性もあるというような、そのような一つの

環境が整えば、もう任せましたよという中に持

っていくという部分も、私はあっていいんじゃ

ないかなというようには思っておりますけども、

ただ、やっぱり任せましたよと言っても、よく

あるケースは経理する人がいない、さまざまな

事務的な煩雑さがあるという中から、いろんな

トラブルも起きる要因にもなっているわけであ

りますから、ただ、それを構えておったのでは

いつまでもなかなかできない。 

 だから、その時期をどうするかというのが、

やっぱり進化まちづくり検証委員会の中におい

ても、議論をしてもらって基本的には地域のこ

とは地域の皆さんが一つ頑張ってくださいよと、

われわれ行政はきちんとフォローしますからね

というのが、やっぱり望ましい姿ではないのか

なとは思います。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  質問内容を変えま

すけども、最近、遠野市を取り囲む環境に大き

な変化が生じてきているように感じております。 

 その変化の１点目は、冒頭でもお話したとお

り中学校の統廃合による地域の疲弊問題であり

ます。そして２点目は、前回３月議会での市長

演述の内容にもあったとおり、遠野の財政の根

幹を占める地方交付税は平成28年度以降、毎年、

約１億円ずつ削減されるということと、平成25

年度の地方交付税の見直しによって、約１億2,

000万円の減額が予想されていること。そして、

市の借金となる市債の償還額は平成28年度が最

大となって、財政の硬直化が懸念されるという

現実であります。 

 さらに、３点目は先日、厚労省の人口問題研

究所から出された2010年から40年までの間の人

口減少率についてであります。これによります

と遠野市の場合には39.36％も減って、人口は

２万9,331人から１万7,786人まで減ってしまう

という、衝撃的な推計値であります。このこと

に加えまして高齢化も待ったなしに進んでいる

という現実もあります。 

 このように、加速度的に人口減少予測もショ

ックですが、それ以上に難題なのは、年齢構成

の激減によって税収や交付税などの収入が減る

一方で、医療や介護などの社会保障を筆頭にし

て、住民サービスに要する支出の増大とサービ

スレベルの低下が懸念されることであります。 

 そこで、各地域の課題解決策として、今回新

たな提案になりますが、各地区センター単位で

行政サービスのさらなる拡充を図るべきと考え

ますがいかがでしょうか。これは市としての一

体性のもと、地域でできることは地域でとの考

え方を基本にして、地域の行政拠点を軸とした

総合サービスの展開及び地域特性を生かした市

民、住民主体のまちづくりの実現を目指すべき

であると考えます。 

 その施策の具体例を上げますと、１つ目の提

案は既に小友町では地元郵便局に委託して、住

民票や印鑑証明書、戸籍抄本といった各種証明

書類が地元で取得できるようになっております。

これを郵便局に委託するのではなくて、各地区

センターでもできるようにすべきと考えます。 

 このことによって、高齢者や体の弱い方にと

っては、わざわざとぴあ庁舎まで出向く必要が

なくなりますので、安心・安全が確保され、利

便性向上につながると思いますがいかがでしょ

うか。 

 これ以外にも、日常生活に密着したサービス

は可能な限り地域において実施できるような対

応を基本として、地域で対応できないものや全

市的な視点から地域全体で対応すべきものに限

り、本庁機能において担っていくようにすべき

と考えますがいかがでしょうか。市長の考えを

伺います。 

○議長（新田勝見君）  午後１時まで休憩いた

します。 

   午前11時59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。 

 本田市長。 
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   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この午前中の質問の中

で、地区センターのあり方等につきまして、交

付税の減額、これは御質問にあったとおり、こ

の見直しにより28年度以降、地方交付税が１億

2,000万円程度の減額がもうなってくるという

こと、これも方針が決まっておりますし、まあ、

いうところの財政の硬直化ということが非常に

懸念されるわけであります。 

 また、一方においては御質問にありました20

40年、あと27年というところの人口が１万7,00

0人台になるというそのようなことがシミュ

レーションされているわけであります。１万7,

786人になるというのが数字として人口問題研

究所のほうから示されておるということであり

ます。 

 この遠野市の場合は減少率が約40％近くなる

わけでありますから、大変な数が減ると。ただ、

これは遠野だけではないというところを、やは

りきちんと見据えなければならないかと思って

おりまして、今回、東日本大震災で被災を受け

ました沿岸各地域はもっと、大槌町とか高田は

もっと大変な減少になるということも言われて

いるわけであります。 

 そういった中において、地域をどう守るかと

いうことにつきましては、これは今回さまざま

な項目の質問の中においても、進化まちづくり

検証委員会であらゆる角度からそこにメスを入

れますよと、まだ地域があるいはコミュニテ

ィーが機能している間に、それをメスを入れな

ければだめですよという中において立ち上げた

ということを申し上げておるわけでありますか

ら、この小友方式の中における郵便局との連携

なども、当然考えていかなきゃならない一つの

課題になろうかと思っております。 

 コンパクトシティという言葉があります。特

にこれは官庁、霞ヶ関で言いますと、国交省な

どはやっぱり費用対効果というものを考えれば、

その生産性のない地域にさまざまな形で道路だ、

橋だ、水道だというライフラインを整備して頑

張るというには、もう既に限界だと。 

 したがって、そこはもう言うなれば町場のほ

うに移ってもらって、コンパクトシティの中で

買い物も通院も、さまざまなコミュニティーも

その中で守っていくという方向が大事なんだと。

したがって、そういったいうところの私はそう

いう言葉を使わないというように自分で言い聞

かせているわけでありますけども、限界集落、

消滅集落のようなところは、もういろんな形で

投資しても、もう無駄だというような論があり

ます。 

 これは、やはり一つの限られた財源をいかに

使うかということになれば、それも一つの考え

方ではあろうかというように思っておりますけ

ども、私自身がこうして12年、まだなっていな

いわけでありますけども、この遠野の地域とい

ったものを考えてみた場合、郷土芸能にしろ、

さまざまな地域の取り組みが、まさに地域ぐる

みで行われているという、これは、やはりしっ

かりとしたものに逆に持っていくという方向が、

やっぱり私は大事じゃないかなあと思っており

まして、あるものの本にはこう書いておりまし

た。「さまざま少子高齢化がどんどん進んで、

コミュニティーといったものをどうするかとい

った場合においては、明治の村がまたよみがえ

るという中における取り組みも、地方にとって

は、地域にとっては大事じゃないだろうか」と

いうような話を、そういう論を張っている学者

の方もいらっしゃいます。 

 そういった中で、費用対効果という部分にお

ける次世代、大きな負担をかけないような一つ

の仕組みを、あるいはもう一つは遠野という中

における、この地域といったものの健全さをき

ちんとみんなの英知でもって、言うなれば守っ

て、それを次世代につないでいくという場合に

あっては、地区センターの果たす役割といった

ものが、そこでおのずと見えてくるというよう

に思っておりますので、そういった中における

知恵と工夫をそこに寄せて、どう人材を確保す

るかによって、あるいは農協あるいは郵便局、

そういったところとどう、いうところのコラボ

をしていくのかというような、新たな仕組みづ
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くりというものがそこに求められてくるという

ように思っておりますので、これは決して方向

性を指すのではなくして、そこを繰り返しにな

りますけども、進化まちづくり検証委員会の中

で、あらゆる角度からそこに検証とメスを入れ

ていくということが、これから本格的な作業が

始まるという中で、一つの方向性を見出してま

いりたいと思っておりますので、よろしくお願

いをいたします。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  今、市長のほうか

らコンパクトシティのお話がありました。私が

思うには、このコンパクトシティは遠野とすれ

ば、あくまでも個人的な考えですが、標榜すべ

きではない、そういうふうなことを狙うべきじ

ゃないという考え、まあ、持論でありますけど

も。先ほどのお話を伺っておりますと、市長も

何かそのようにお考えいただいているんじゃな

いかなあというふうに私は理解しましたけれど。 

 実は先日ですけども、当市のほうで主催で

「遠野市進化まちづくり検証委員会」これが開

催されたわけですけども。その席上で、元総務

省の事務次官の林省吾市町村職員中央研究所の

学長から、「みんなで考える遠野のコミュニテ

ィー」と題して御講演がありました。 

 その際に、私、大変参考になることをおっし

ゃっていただきました。どういうことかと言い

ますと、「地域コミュニティーを解決するには、

小学校単位での拠点づくり、これが重要なんだ

よ」というようなお話がありました。そして

「地域への権限と財源の委譲、これがポイント

になるんだよ」という趣旨の内容のお話しであ

ったかと私は理解しました。 

 確かに、今、市長の御答弁の中にもありまし

たけども、小学校の近隣には幼稚園があるわけ

であります。警察があります。郵便局がありま

す。ＪＡがあります。商店があって高齢者のケ

アセンター、そして地区センターがあるわけで

すよ。 

 これらの機関を有機的に結びつけて、地区セ

ンター主導のもとで各機関が連携し合って、地

域ニーズにマッチしたサービス提供をするよう

になれば、住民はやっぱり今よりも満足した生

活、充実感を得られると思いますので、ぜひこ

の安心した日常生活ができるようにするために

も、地区センターの総合サービス拡充は必要で

あるというふうに考えますが、この辺について

の市長のお考えを伺います。 

○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）  何度もお答えしており

ますとおり、そういったような課題の中から、

なぜ今この時期に第２次進化まちづくり検証委

員会を立ち上げたのかというのは、そのような

ことを多角的に議論をするためにということな

わけでありますから、答弁もそれに尽きるわけ

であります。 

 林省吾事務次官、平成17年、平成大合併のと

きの、まさに平成の大合併の旗振り役の、まさ

に最高責任者であったわけであります。林先生

には、そして今は市町村アカデミーの学校長を

務めているわけでありますけども、その林先生

が、「地域は市長、大事にしなければだめだ

よ」と、そしてその中からただ合併すれば、い

うところの「スケールメリットの中で合併議論

はしてはだめだよ」と、「あんたのところは３

万2,000人で合併するのか、まあ、非常にいい

合併だな」と、顔が見えますよねという話をし

たのが、私はいつも思い出すわけでありますけ

ども。 

 林先生の持論は、そのような中でコミュニテ

ィーを大切にしろと、そこで小学校単位だと。

そこでまた仕組みができれば責任、財源、責任

といったようなものをそこにという部分がおの

ずと見えてくると、それが何も見えないのは責

任、財源、そして権限といったものを下しても、

そこでいうところのリーダーがどうあるのか、

コミュニティーがどのような形で仕組まれてい

るのかということをきちんと組み立てなければ、

一つの失敗事例でも終わってしまうということ

になるわけでありますから。 
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 それを一定の時間をかけて地域住民の市民の

皆様と一緒になって議論をしながら、いい遠野

としての新しい地域コミュニティーの仕組みを

つくりましょうということが、これから本格的

にはじまるということで、何度も何度も午前中

から出ている御質問も、行き着くところはそれ

を全て踏まえながら広く議論をしていきたいと

いう中で、一定の方向性を出しましょうという

のがはじまっているところでございますから、

そういった点で御理解をいただければというよ

うに思っております。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  次に、新たな提案

の２つ目であります。 

 地区センター単位に保健師を配置してはどう

ですかということについて伺います。 

 先ほどからお話しているとおり、今後ますま

す人口減少と少子高齢化、お年寄り世帯の増加

が進展する中で、市民が安心して暮らせる地域

づくりが大きな課題になってくるものと思われ

ます。この解決策として、地区センター単位に

保健師を配置すべきと考えますが、いかがでし

ょうか。 

 御案内のように、保健師の果たすべき役割と

業務につきましては、その１つ目としまして、

生活習慣病を予防し重症化を防ぎ、市民の健康

を増進するとともに、医療費の適正化を推進す

ることにあるわけであります。 

 ２つ目としましては、高齢者の自宅訪問や地

域住民の健康相談、障害者への支援サービス、

メンタルヘルス対策など地域の住民ニーズに合

わせた対応や対策によって、健康づくりを増進

することにもあります。 

 ３つ目としましては、地域での健康教育や情

報提供で認知症の予防、介護予防、心の健康づ

くりと自殺予防などの推進を図ることにありま

す。これ以外にも、保健師の役割は複雑多岐に

わたってあるわけですが、特に最近、新聞、テ

レビなどで未病や健康年齢という言葉を見たり

聞いたりする機会が多くなってきております。 

 この未病の定義は、検査をすれば異常がある

が、自覚症状のない状態の時期で放置すると、

必ず病気になってしまうということだそうであ

ります。また、この未病の早期発見と早期治療

によって、健康を楽に取り戻すことができて、

医療費のほうも低減することができるという面

からも、保健師の地区センター単位での配置は

必要であると考えますがいかがでしょうか。市

長のお考えを伺います。 

○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）  地区センターへの保健

師の配置ということで、昨年の９月定例市議会

におきましても佐々木議員のほうからそのよう

な提案が出ておるというふうに認識しているわ

けでありますけども。 

 この健康というもの、未病という言葉も出て

まいりました。未病というところの自覚症状が

ないけれども、検査数値でもって、いうところ

の異常値が出たというのが未病と、これ生活習

慣病などはそのことを言うわけであります。 

 それから、最近は健康寿命という言葉がよく

使われております。私はこの遠野市にあっても、

この健康寿命というものをいかに伸ばすかとい

うところに大きな力を入れていきたいというよ

うに思っているところであります。「日常的に

介護を必要とせず、自立した生活ができる生存

期間」、これは健康寿命の定義であるわけであ

ります。 

 したがって、今、本当に老老介護も含めて、

介護される方も介護する方も大変な状況である

ということで、今、小規模多機能施設も今度の

６月定例市議会の予算にも、整備でついてお願

いをしているところでありますけども、これな

ども急を要することである。 

 よくそれぞれが、今の団塊世代が一定の75、

80になれば、またそういった需要がなくなると

いう話をする方もあるわけでありますけども、

行政は現実なわけでありますから、この部分に

いかに対面をしないで対応するかということが、

非常に大事なことであると。そういえばその部



－ 32 － 

分における保健師というマンパワーも、当然の

ことながら大事になってくるマンパワー集団な

わけであります。 

 個人的には保健師とか看護師よりも、私は保

健婦とか看護婦のほうが非常に言葉としては馴

染むなと、それこそ思いやりや優しさというこ

とになれば、保健婦さんとか看護婦さんという

言葉のほうが馴染むなと思っているわけであり

ますけども、これも保健師、看護師という言葉

に変わっているわけでありますけども、何とな

くそこには人としての温かみがどうも感じられ

ないなというような、個人的な感じは持ってい

るわけでありますけども。 

 この保健師集団といったようなもののマンパ

ワーを、いかに利活用するかということは御指

摘のとおりだと思っておりまして、ＯＢ保健師、

ＯＢ看護師といった方々を今、専門職であると

いうことで非常に業務が多様化しながら、かつ

また、専門化してきておるという中にあります

から、この保健師、看護師といった方々の対応

が非常に重要になってきております。このこう

いったものの中で現在は日々雇用しながらニー

ズに対応しておりますし、またこの健康づくり

分野を担当している地域活動専門員が、地域に

おいて各種健診率の向上や健康づくりのための

支援活動も行っておりますので、これも繰り返

しになりますけれども、このような現状等、今

の状態を踏まえて第２次遠野市進化まちづくり

検証委員会の中でこの地区センターの役割、機

能のあり方を検証し、一定の方向性をその中で

見出していきたいと。 

 ただ、見出してから行うのじゃなくて、現在

はそういったＯＢ保健師、ＯＢ看護師の方々に

もさまざまな形でお手伝いをいただいていると

いう状況にあるわけでありますから、その必要

性はそのとおり見えている。であれば、どのよ

うな仕組にもっていくのかということを、これ

から真剣に議論してまいりたいというふうに思

っておるところであります。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  保健師配置に当た

りましては、前向きに議論し、検討して方向性

を見出していきたいという御答弁でした。大変

前向きな御答弁で心強かったんですけども、ち

ょっと関連しまして、さらに突っ込んだお話を

させていただきますと。 

 今後は、高齢化社会と独居老人の増加、そし

て多死社会が到来するようになってくるでしょ

う。私も団塊世代ですので、これから20年後の

自分の姿を思い浮かべますと「ぞっと」します

けども、いずれそのようなことで、先日の岩手

日報紙にも記事が掲載されていましたが、認知

症の高齢者、これが2012年時点で462万人に上

ることが厚労省の調査結果でわかったという内

容でありました。 

 このようになると、その対象者の全員を医療

機関や介護施設、あるいは有料老人ホームに収

容することは、困難というか不可能になるんじ

ゃないかと思います。したがいまして、これか

らは地域の関係機関が連携して、見とれるよう

な仕組みと環境をつくっていくことが必要にな

ってくると思います。 

 したがいまして、今のうちにやっぱり現状を

捉え直した上で、安心して暮らせる環境づくり、

そのためにも保健師の配置は必要になると思い

ますが、何かくどくなりますけど市長のお考え、

同じだと言われるかもしれませんが、お伺いし

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）  団塊の世代を重ね合わ

せると、あと15年20年でまさに「みずからの重

なる」というお話がありましたけど、まさにそ

のとおりでありまして、私もその一人なわけで

あります。 

 したがって、この今御質問がありました認知

症対策の問題でのマンパワーということであり

ましたですね。したがって、そういった部分に

おきまする保健師なり看護師といったもののマ

ンパワーは、その地域密着型としてあらなきゃ

ならないということは、私もその必要性は認め
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ているわけでありますけども、問題はそのこの

認知症といったものを捉えた場合におきまして

も、よく言われるのはやっぱり、言うなれば話

し相手、コミュニケーションそれがすごく大事

だという話も聞かれていますから、この地区セ

ンターのあり方も含めて、その地域がどのよう

な健全な、よく「地域が家族いつまでも元気ネ

ットワーク構想」といった中で、遠野の福祉の

あり方もいろいろ進めているわけでありますけ

ども。 

 やはり私は地域が家族と、そしていつまでも

元気という、そして、次にはネットワークとい

う中における、やはりまちづくり、地域づくり

がこういった問題に対する一定の回答を導き出

すんじゃないか、あるいは解決策を導き出すん

じゃないかなというふうに思っておるところで

ございますので、そのような角度からマンパ

ワーの確保と含めて、健全な地域社会をいかに

形成していくかということについての取り組み

を、さらに強めてまいりたいというふうに思っ

ております。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  次に、２点目の質

問の非正規職員の配置の考え方について伺いま

す。 

 この件に関しましては、事前通告所では３項

目の質問ということにしておりましたが、その

後、変更通告をさせていただきまして、２項目

ふやして５項目の質問ということでさせていた

だきますので、よろしくお願いします。 

 当市の正規職員の定員管理計画に対する削減

実績値は、毎年目標値を達成するすばらしい結

果であると認識いたしております。これは市長

の施政方針のもとで職員の皆さんの御理解と御

努力により、事務事業の削減や効率化、民間企

業へのアウトソーシング移行などの結果による

ものと、高く評価しているところであります。 

 しかし、この非正規職員の数、ここで言う非

正規職員というのは非常勤職員と臨時職員のこ

とですけども、いずれこの数は正規職員数と反

比例して年々増加してきていると思います。ち

なみに、ことしの５月現在の職員の配置状況に

ついて、担当課から確認をさせていただきまし

たところ、正規職員数は377人に対して、非正

規職員数は132人の配置ということでした。私

はこの配置状況に対して、ひずみと矛盾が生じ

てくることを懸念しております。 

 ただし、非正規職員の配置に対して反対する

ものではなくて、むしろ専門的な知識保有者な

どは正当な理由のもとに配置されるのであれば、

費用対効果面や市民サービス向上面において有

効であると認識しているところであります。し

たがいまして、どのような理由から配置してい

るのかなどについての質問ですので、誤解のな

いようにあらかじめ申し添えておきます。 

 さて、この非正規職員に関する質問の１項目

ですが、採用目的や配置基準について明確にな

っているかどうかについて伺います。ちなみに

構造改革路線に基づく行政改革は、わかりやす

い指標として正規職員定数の削減を絶対化して

いるように感じております。また、この正規職

員の削減によって、必要とされる市民サービス

の提供に目をつむるようなことがあってはなら

ないと思いますし、市職員に対する過重労働も

許されないことだと思います。このことも含め

まして、市長のお考えを伺います。 

○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）  正規職員と非正規職員

といったものの配置の考え方についてというこ

とで、誤解のないように、要するにこのどのよ

うな理由から配置するかについての質問だとい

うことでありますので、そういったことでお答

え申し上げますけども。 

 我々は行政、言うなれば一つの制度、法律に

のっとってという中における仕事をしているわ

けであります。したがいまして、この目的とい

うか、この採用目的や配置基準を明確になって

いるかということでありますけども、文字どお

り制度によって、法律によって明確になってい

るということを申し上げておきたいと思ってい
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ます。 

 この非常勤職員、特定業務における事務効率

の向上と市民等への適格な指導・助言のため、

地方公務員法第３条第３項第３号に規定する臨

時または非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員

及びこれらのものに準ずるものの職という規定

に基づき、市の規則や要綱により配置をしてお

るということになるわけであります。 

 特に、この主なこの内容につきましては、先

程来議論になっております保健・医療、これは

専門的な知識を要します。あるいは介護あるい

は文化財のさまざまな対応、それから農林業分

野におけるこの専門的な知識といったようなも

の、あるいはこの知識だけじゃない、経験を必

要とするわけでありますから、そういったよう

なこと。 

 そして、この少子高齢化の中でさまざまな

ニーズが多様化してきておりますから、相談員

だとか支援員だとか、専門員だとか推進員とい

ったような一つの特定の業務できちんと明確に

位置づけしながら、この非常勤職員といったも

のの対応を行っていると。 

 で、ここ数年、これは私が一つの傾向であろ

うかというように思っておりますけども、人事

配置とさまざまなものと職員の人材育成と、文

字どおり表裏一体なものなわけでありますけど

も、この農林畜産分野における、あるいは地域

づくり分野における職員といったものは、本当

の専門職としての職員も欲しいわけであります

けれども、なかなかそれが課題に、あるいはこ

の今の現状に追いついてないという状況もある

わけでありますから、こういった部分において

は非常勤職員を増員いたしまして、タイミング

を失ししないような形でのこの産業振興にもと

いう中に起きる対応も行っているというのが、

今の現状であります。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  次に、非正規職員

に関する２項目目の質問であります。 

 職員の、非正規化の真の理由は、人件費の削

減にあると私は思います。予算書内の人件費と

いうのは正規職員にかかわるもののみを表示し

ておりますけれども、非正規職員分は事業費や

物件費のほうに含まれております。これでは正

規職員の削減に伴う真の人件費削減額、すなわ

ち人件費の相対的な増減額はどれぐらいなって

いるのか、市民にはわかりにくい内容になって

ございます。この辺を改善すべきと私は考える

んでありますが、市長のお考えを伺います。 

○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）  市民の皆様に、この人

件費といったものの中における相対的な内訳と

いったものをきちんとわかりやすく示すべきで

はないかという、これは一つの改善方式といた

しまして、この様式等も含め、人件費の相対的

な増減額の一覧がもっとわかりやすいようにと

いうところの正規職員、非常勤職員、臨時職員

といったものの中でどのような人数になり、そ

してまた、どのようなそこに人件費がどのよう

に手当てされているかというのにつきましては、

もう少しわかりやすいものとして、改善はしな

ければならないと認識いたしております。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  この件も大変前向

きな御答弁でした。 

 ちょっと別な角度から質問させてもらいます

と、２年ぐらい前から「もっと知りたい！遠野

の予算」という広報紙、これは全戸配布されて

いるわけであります。これはどんなところにど

れぐらいの金を使っているのかというのが、市

民にとっては非常にわかりやすい広報紙になっ

ております。歓迎しているところであります。 

 ただ、この中に支出の特徴という項目がある

わけであります。記述の内容の中に、人件費は

職員数の減によって前年度比9,500万円も減っ

ているということが強調されております。確か

に正規職員だけを考えた場合は、これは事実で

す。事実なんですが、先ほど来お話していると

おり、やっぱり市民に対して正確な情報、これ
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を提供されるのであれば、ぜひ市長はその辺を

見直すと言っていただきましたけれども、この

広報紙は非正規職員にかかわる人件費も考慮し

た形での表現に、ぜひお願いしたいと思います

がいかがでしょうか。 

○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）  「もっと知りたい！遠

野の予算」という中で全戸配布しながら、家計

簿的にわかりやすいという中におけるものを配

布するわけでありますけども、そういった点を

もっともっと、それこそわかりやすくという部

分におきまして、この人件費の内訳等もどのよ

うな効果があったのか。 

 その分、正規職員と非常勤職員と臨時職員の

場合においてのどのような、先ほどの答弁とま

た同じこと繰り返すわけでありますけども、こ

れを明確に、まさにわかりやすく市民の皆様に

も示すような形での工夫をしてまいりたいと思

っておりますし、この職員の定数管理、やはり

これはますます厳しくなると思います。厳しく

ならざるを得ないというふうに思っております

ので、そういった点と、市民の行政サービスと

いったものをそれを落とすわけにはいきません。

そこをどのように維持しながら、限られたマン

パワーをという部分の中において、やはり市民

の皆様に一定の理解を得るためには、こういう

状況でありますよというところをまたきちんと

説明をするということが、ますます求められる

というふうに思っておりますので、そのような

形で改善をしていきたいというふうに、先ほど

答弁と繰り返しになりますけども、そのように

御了承いただければと思っております。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  ３項目目の質問で

すが、正規職員と非正規職員の仕事内容に違い

があるかどうかについて伺います。 

 これは全く同じでしょうか。それとも非正規

職員の業務は、あくまで正規職員の補助的もの

であって、権限も責任も与えられていないでし

ょうか。このことについて市長の御所見を伺い

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）  これは先ほども申し上

げましたとおり、一つの要項なり規則なりによ

って明確に統一されていることになるわけであ

ります。仕事の内容の違いというよりも、もと

もとは求める仕事の中身と申しますか、責任も

含めて違っているということになるわけであり

ます。 

 例えば、臨時職員といったような場合は、急

を要する場合や事務が繁忙で人手が大変だと、

だから直ちに対応しなければならないという場

合においては、週５日、これは38時間45分とい

う勤務の中で、事務の補助者として業務に従事

しているとこう提言されているわけであります。 

 保健師や助産師などの代替職員を任用する場

合、これはこの場合は非常に専門性を要されま

すから、この場合は正規職員とほぼ変わらない

業務内容として位置づけておりますし、ただい

まご質問のありました非常勤職員の場合は、こ

れは週29時間というこの勤務時間で縛りがかか

っておりまして、専門性のある特定の業務を行

っていると。これが地域活動専門員であり、農

業活性化アドバイザーであり、介護保険業務や

図書館活動専門員等いったような方々は、この

非常勤職員として週に29時間以内ということの

勤務時間の縛りの中で対応しているというのが、

それぞれの定義された、市はそれに基づいてそ

れぞれの採用と申しますか、対応を行っている

ということでありますので、よろしくお願いい

たします。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  ちょっと私の聞き

漏らしかもしれませんけども、私の質問の非常

勤職員の権限と責任、これはどのようになって

いるでしょうかという質問には御答弁なかった

ように感じましたけども。 

 私考えるには、やっぱり正規職員と非正規職
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員に役割上の違いを余り強調し過ぎますと、業

務の円滑な進行の妨げになるような気がいたし

ます。非正規職員といえども、職員の肩書きに

は変わりがないわけですから、したがいまして、

むしろ非正規職員といえども、ある程度の責任

と権限を与えるべきと考えますが、そのことに

よって仕事に対するモチベーション、あるいは

責任感も高まって、いい仕事ができると思いま

すがいかがでしょうか、お伺いします。 

○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）  ただいまの認識のとお

りでありまして、それぞれやはり市民の皆様へ

の一つの行政といった中における対応とすれば、

やはり一定の責任・権限といったものになるわ

けでありますから、それぞれのケース、ケース

によっての対応の中においての非常勤職員の一

つの位置づけというものになろうかというよう

に思っておりまして。 

 それぞれの職種によってあるいは現場という

ことの中によって、いろいろ違ってくると思い

ますので、これも非常勤職員の私はあり方につ

いても、やはり一定の検証を加えながら、一つ

の仕組みとしてやっぱり検討するに値する一つ

の課題ではないかというふうに思っております

ので、そのような問題の中から、モチベーショ

ンを落とさないような中におけるマンパワーの

活用といったものに、さらに工夫を重ねてまい

りたいというふうに思っているところでありま

す。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  ４項目目の質問で

すけども、この非正規職員の賃金についてです

が、総じてその労働実態に比べて、低く過ぎて

生活できるレベルに達していないように思われ

ます。 

 私の試算では、正規職員給料と比較しますと

３分の１から4分の１程度の賃金ではないでし

ょうか。行政サービス向上と当該労働者の生活

の安定確保という面から、いい仕事ができる賃

金と労働条件が確保されなければならないと考

えらるのであります。 

 せめて臨時職員を除く非常勤職員には、労働

価値に見合った賃金、生活できる賃金、そして、

先ほどから出ているモチベーション高める賃金

というものを考慮しなければならいと考えます

が、いかがでしょうか。 

 加えまして、今話題のアベノミクスでは労働

者の賃金引上げが話題になっていますが、自治

体行政分野の非常勤職員の賃金の底上げは、労

働市場全体に好影響を及ぼすことになると思い

ます。また、地域の振興と活性化にもつながる

と考えますがいかがでしょうか、市長のお考え

を伺いします。 

○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）  非常勤職員と正規職員

と非正規職員、これの報酬と申しますか賃金と

いったものについて、やはり一定のメスを入れ

なければならないんじゃないのかなというのは

認識のもとについての御質問と承ったわけであ

ります。 

 遠野市にあっては、この平成19年度にこの臨

時職員、非常勤職員の労働条件や賃金改善を検

討し、それぞれ新取扱規定によりまして平成20

年４月からこれを適用しているという中にござ

いまして、内規では非常勤職員報酬は一般職１

級９号給ということで、そのような中に位置づ

けしながら対応をしておりまして。 

 ただこれは、いろんなこの社会情勢もどんど

ん変化してきております。今この国のレベルに

おけるこの雇用問題についても御質問の中にあ

ったわけであります。この非常勤職員の報酬は、

いうところの生活費としての給与等見直される

こともあるわけであります。 

 そういったことにより、この職種によりその

専門性や、これも何度も話しているわけでござ

いますけども、その難易度といったものを考慮

すれば、さまざまな形での報酬額においても再

検討するということも、また私は必要ではない

のかなと。 
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 文字どおり難易度、いろんな例えば相談業務

にしても、例えば産業振興にしてもどんどん、

どんどん技術革新が進んでいるわけであります。

それからいろんな相談業務についても文字どお

り多様化してきているわけでありまして、より

高度で難易なものという中に非常勤という専門

職が位置づけられるということになるわけであ

りますから、やはりそれに見合う、やっぱり待

遇といったものも、やはり真剣に検討をする一

つの市政課題ではないかというふうに承知して

おるところありますので、そういった点での認

識を示して答弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  ５項目目の質問で

す。正規職員の定員管理計画では、今後も職員

数を削減する計画になっております。市民の人

口が減少していますので、これもやむを得ない

かとは思いますけども、このことに伴いまして

非正規職員数は今後も増加するのでしょうか、

その辺をお伺いします。 

 私は財源の許す範囲内で、先ほど来市長おっ

しゃっているとおり、農業関連のアドバイザー

とか地区センターの活動専門員、介護にかかわ

る専門員、こういった専門分野の有識者、ある

いは経験者はできるだけ多くの方を有効に配置

すべきと考えます。このことによる効果という

のは大きいんです。どんなことかと言いますと、

行政サービス、向上します。市民の安心・安全

の向上につながると思いますので、ぜひこの辺

どのようにお考えかお伺いします。 

○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）  今後の定数管理の問題

につきましては、かなり厳しくメスを入れなが

ら検証していかなければならい大きな課題だと

いうふうに思っております。 

 今の定員管理計画上では、今後３年間でさら

に14人の定数を減らすという今計画になってお

ります。ことしの３月末でもって、１年を残し

勇退、後進に道を譲るという中で勇退していっ

た職員も含めまして、19名の職員が退職してい

ったわけでありますけれども、こういった毎年

度の退職者数の動向を注視しながら、従来の定

年退職者の３分の１採用という中で、定数管理

をしてきたわけでありますけれども、やはりこ

れも、ただ機械的にそれをやるんじゃなくして、

やはり緩やかなと申しますか、穏やかなと申し

ますか、そのような中におけるこの計画の前倒

しに余りこだわらずに、市政課題、そしてまた

その中におけるマンパワーということを考えれ

ば、ただ職員が減るから非常勤を増やすという

そのような数字合わせではなくして、何がどう

いう課題として今待ったなしにやらなきゃなら

ないかという場においては、やっぱり非常勤職

員といったものの存在が非常に高まっていくん

ではないかなと思っていますから。 

 先ほど答弁いたしましたとおり、じゃ、どう

いう報酬も含め、その任用の形態も含め、やは

り法律そのものの生きものであるわけでありま

すから、こういったものに法律そのものの中に

合わせるような中においての、やっぱり対応と

いったものについても、やはり十分見極める必

要があるんじゃないのか、いうところの行政が、

市役所が本来行うべき事業は何なのか。 

 市民協働という中において対応するものは何

なのか。あるいはマンパワーとして、非常勤職

員のマンパワーを存分に発揮していただいて、

その市民ニーズに適格に応えるためには、非常

勤職員はどう位置づけたらいいのかという中に

おける、やはり見直しと、それから仕組みを検

討する時期に来てんじゃないのかなというふう

に思っておりますので、非常勤職員はふえる、

ふえないじゃなくして、そのような中における

バランスのあるマンパワー対応といったものに

ついての検討を、さらに加えていきたいという

ように思っているところであります。 

○５番（佐々木大三郎君）  以上で一般質問を

終わります。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後１時45分 休憩   

────────────────── 
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   午後１時55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。 

 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。 

 今回の一般質問は、私にとりまして通算80回

目になります。振り返れば反省すべき点は多く

あり、市民の批判を甘んじて受ける覚悟であり

ます。議員の貴重な発言の機会でもあり、言わ

ずもがなではございますが、少しでも市民福祉

の向上、また市政振興につながればとの思いで

行ってまいりました。今回の質問は多岐にわた

りますが、よろしくお願いをいたします。 

 １点目は、地域の発展について。 

 地域産業発展の基本に何が大切かを改めて伺

いたいと思います。市民誰もが個人的にしろ、

集団的にしろ、自分たちの生業のため、生活の

ため、日々努力をいたしております。 

 そうした中、市民との対話で行政と指導団体、

そして現場の関係がうまくいかなければいい結

果は出ないのではないかと。逆にそんな理想を

言っても無理だ、こう切り捨てる意見もござい

ます。例えば、農業分野では、行政と関係組織、

指導団体とのコミュニケーションがうまくいっ

ていないのではないか。商業分野では、行政と

指導団体や商業者の意識が共有できていないの

ではないか。観光分野でも、行政の施策とコー

ディネートすべき組織と観光事業者の連携に疑

問があるとの意見もございました。自分たちの

力とアイディアで完結できるならば、問題あり

ませんが、行政が指導的にならなければならな

いのも現実であります。 

 同体異心という同じ体、異なった心という言

葉もございますが、同じステージに立ちながら、

目指すところが一致しないのでは、いつまでた

っても目的地にたどり着きません。これは一面

的な見方ともしれませんが、的外れとも思いま

せん。市長は、各分野それぞれの、このコンビ

ネーションをどう捉えているのか。発展のため

どのような市政意識であるべきと考えているか

をお伺いいたします。 

 次に、市街地活性化のソフト事業について伺

います。 

 中心市街地基本計画に基づき事業が進められ、

遠野市観光交流センター、遠野市まちおこしセ

ンター、とおの昔話村のリニューアルと名称の

改名、遠野座の新設で語り部プロジェクトの皆

さんのおもてなしで、遠野の魅力、文化発信も

伺いました。ぜひプロジェクトの皆さんの協力

をいただき、にぎわいが図れることを期待して

おります。 

 ただ、市街地誘導に博物館や遠野物語の館な

どが一つの役割を担うとは思いますが、これだ

けで市街地の活性化、観光客の回遊が図れるか

は疑問も感じます。ソフト事業など新たな市街

地振興の取り組みの必要はないのか伺います。 

 次に、活性化事業とも関連しますが、市街地

の再生であります。 

 一般的に組織であれ、団体であれ時代の変化

に対応できないものは衰退すると言われており

ます。現在の市街地は、昭和30年代から40年代

頃が最も活気があったのではないかと思います。

それがモータリゼーションやバイパスの開通に

伴い、ロードサイドに新たに店舗の開店と商業

地が移動しはじめました。 

 人口減少が進む中で、市外に流れる顧客やバ

イパスの大型店、チェーン店だけで需要と供給

のバランスが成り立つならば、市街地活性供給

分はオーバーとなり、市街地商店が衰退してい

くのは成り行きかもしれません。そのほか固定

資産税をはじめとする固有コストの問題、利害

関係、町場の合意形成の難しさなどなど課題が

あります。市街地再生のボトルネックがどこに

あると見ておられるか。そして、それをどう克

服していくのか、その辺を伺いたいと思います。 

 ２点目は、行政情報の地域への提供について

であります。 

 各町や行政区では、地域課題を地区センター

経由で要望しても、その結果、経過について説

明がないと、また何も全て直ちにやれと言うの
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ではなく、説明がないのは地域のみんなに説明

ができないとのことでありました。 

 確かに市民要望は無限であり、要望があって

も積み残さざるを得ないものもあるかもしれま

せん。時間がたっても取りつけないのも現実で

あります。納得のいく丁寧な説明をすべきであ

ると考えます。 

 国会では質問主意書の制度があり、国会議員

から政府が議員から出された場合、政府は出さ

れた質問に70日以内に書面をもって答えを出さ

なければなりませんが、定例会や予算委員会だ

けではなく、こうした制度があれば、市民のた

めに情報が提供できると感じております。それ

とも市のホームページには各地区センターの

ページがありますので、地域住民から出されて

いる要望について、ホームページ上に受付番号

や受付日、要望事項、担当課の答え、返答の記

述等を示して、回答を伝えるのも一つと考えま

すがいかがでしょうか。 

 ３点目は、市民の健康について伺います。 

 がん対策であります。国民の２人に１人がが

んになる時代になっても対策の遅れから、日本

はがん後進国と指摘されてまいりました。 

 この汚名を返上するため、国では2007年にが

ん対策基本推進計画を策定し、対策が前進して

おります。この間マンモグラフィーの普及、小

児がんの拠点病院指定や女性特有のがん対策と

して無料クーポン券による受診率増加等々、こ

れらは一定の成果であります。また、ピロリ菌

除菌の保険適用拡大は胃がん予防の形も変わっ

てきそうであります。今後胃がん対策として、

市民のピロリ菌検査への助成、そして除菌によ

って胃がん予防が考えられますが、市としては

どのように認識されるのでしょうか。 

 また、がん対策基本計画では、本年度中の各

種がん検診受診率を50％以上との目標が掲げら

れておりますが、遠野市の実績はどうなってい

るのでしょうか。受診率の拡大のため、今後ど

のように対策をされるかも伺います。 

 ことしの夏の熱中症対策にかかわる取り組み

を伺います。全国的に熱中症と見られる症状で

病院に運ばれる人が出ております。 

 ここ数年来、夏になると猛暑による被害が心

配されております。この猛暑の要因に異常気象、

地中温暖化、都会ではヒートアイランド現象が

言われておりますが、この自然の豊富な遠野で

も油断ができません。 

 教育現場での対策も含め、高齢者、障害を持

たれる方などに対する注意喚起、リーフの配布、

症状予防、応急手当てを示した対策グッズ配布

などがあるようですが、本格的な季節を前に熱

中症対策をどうするかをお聞きいたします。 

 風疹予防接種の公費負担についてお尋ねいた

します。風疹の流行が昨年の夏ごろから、20代

から40代の成人男子を中心に続いております。 

 今年度２月以降、岩手県内でも患者数が増加

傾向にあり、免疫のない世代が大人になったこ

とが原因とみられております。御承知のように

風疹の流行で問題になるのが、免疫を持たない

妊婦、初期の女性が感染すると胎児が先天性風

疹症候群という病気になる可能性が高く、生ま

れてくる赤ちゃんに白内障や難聴、心疾患、発

達障害が生じる可能性があることから、対策が

必要であります。 

 遠野市民から一人も出してはならないと思う

のであります。妊婦さんや周りの人の感染防止

が大切ですが、感染予防のため、希望する方に

対して予防接種費用の公費負担を求めたいと思

います。風疹患者は働く年齢層が多くなってい

ることから、事業所等に健康で安心な職場環境

へ向け、風疹予防対策を検討するよう指示徹底

も求められますが、どう対応されるかも伺いま

す。 

 認知症対策をお聞きいたします。高齢社会の

進展に伴いさまざまな問題が噴出しております。

認知症の介護は想像をはるかに超えるものもあ

ります。認知症を学び、支援する認知症サポー

ター養成講座も活発であります。遠野市地域福

祉計画に掲げられておりますように、誰もが安

心して地域で生活できる環境の創造、福祉社会

の創造が求められているところであります。 

 本年度から厚生労働省の新しい認知症対策と
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して、５カ年の整備計画の策定が打ち出されま

した。具体的には認知症を学んだ看護師や保健

師、作業療法士など専門職の初期集中支援チー

ムをつくって、地域包括支援センターへの配置、

また、かかりつけドクターとの連携で早期の対

応、地域の主要拠点の整備、グループホームな

ど受け皿としての施設整備、これは今定例会で

補正が組まれておりますが、早期の着手が望ま

れます。人材不足の解消、随時対応サービスの

大幅拡充も求められておりますが、今後の認知

症対策をお示ししていただきたいと思います。 

 ４点目は、障害者対策にかかわり伺います。

「耳マーク」の設置を求めたいと思います。 

 「耳マーク」は聞こえが悪いことが一目でわ

かるように考案されたマークであります。他自

治体では行政の窓口に、この「耳マーク」を掲

示することにより便宜を図っておりますが、今

後、高齢化社会の進展に伴い、聞こえのハンデ

ィを持つ方がふえると思われます。「耳マー

ク」の窓口設置についてどのように考えておら

れるか伺います。 

 軽・中度難聴児の補聴器購入の助成を求めた

いと思います。軽・中度難聴児の補聴器購入助

成は、岩手県でも一定の条件で昨年度から制度

が始まりました。全国的な広がりもあるようで

あります。県でやらなければ市町村が単独で先

行してやっているところもあります。 

 しかし、現在の補聴器はデジタル化に伴い高

性能になる反面、高額にもなっております。高

度な補聴器を使おうとすれば、親の経済的負担

が大変であります。子どもたちに勉強や普段の

生活におけるコミュニケーションのためにも、

優れた機器を使わせるべきと思うのであります。

また、親の経済的負担の軽減も図るべきとも思

います。県の助成制度に市単独での助成の拡大

はできないものかどうかをお伺いいたします。 

 ５点目は、教育長に伺います。いじめ問題に

ついて、この問題については事例の数の多少と

関係なく取り上げてまいりました。そうあるべ

き事柄であります。特にも市内３校体制に伴っ

て、中１ギャップの心配がないように万全の対

策が取られてきたことに安心しております。中

でも市内中学校３校と、遠野小学校、遠野北小

学校に計５名のスクールカウンセラーの配置に

より、相談体制が強化されることに期待をして

おります。 

 これまでいじめの問題の取り組みは、いじめ

られた子どもへの支援に重きが置いたものだっ

たため、いじめた側の子どもの抱える背景や要

因に応じた対応については、必ずしも十分では

なかったとも言われております。多感な年齢で

もあり、潔癖な胸の内も単純なものではありま

せん。 

 いじめ問題はどこまでも、いじめた側が悪い

に決まっておりますが、専門的にカウンセラー

の部分はそれとして学校全体としての取り組み

はされるべきであります。教師、学校における

加害生徒への具体的な指導方針は、どのように

されているのかをお尋ねいたします。 

 次に、学校の非構造部材の耐震化の進捗状況

を重ねて確認いたします。昨年６月定例会では

学校を含めて、公共施設の非構造部材等の耐震

性、安全性について設置者たる市長に尋ねたと

ころであります。その時点で目視点検や、３年

ごとの定期検針で確認がとれたところの改善と、

残っているところの整備を進める旨の答弁がご

ざいました。 

 特に、学校施設は子どもたちの学習生活の場

であり、安全性は極めて重要であります。幸い

にも市内の小学校11校、中学校３校の体育館は

つり天井様式でないことから、撤去の必要がご

ざいませんが、専門家による点検でもボルト落

下の事故も発生しております。つり天井でなく

ても小中学校等の屋内運動場の照明器具、外壁、

内壁バスケットゴールなどの高いところの設置

物などの落下防止対策、ビーン等の転倒防止対

策についての進捗状況はどうなっているのか、

安心・安全に整備されたと確認してよろしいで

しょうか。３.11の余震発生が高止まり状況と

伺います。しつこいようですが、重ねて確認を

したいと思います。 

 次に、学校図書館の蔵書についてです。図書
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館の充実、読書の大切さについての施策はこれ

までも求めてまいりましたが、昨年の12月、漫

画「はだしのゲン」の作者中沢啓治氏が亡くな

ったことは御承知のことと思います。作者自身

が原爆投下の体験を漫画にし、原爆の恐ろしさ、

悲惨さを表し、世界でも各国で翻訳出版もされ

ております。 

 蔵書の選定はそれぞれの学校に任さられてお

りますが、こうした漫画は子どものときから原

爆の恐ろしさ、戦争の愚かしさ、平和の大切さ

を知るため備えるべきであります。平和あって

の教育であります。全校の学校図書館にあって

もよいと思いますがいかがでしょうか。 

 最後に、６点目でございます。期日前投票及

び若い世代の投票率向上対策についてお尋ねい

たします。 

 前にも期日前投票の宣誓書にかかわり改善策

を伺いましたが、改めて対応をお聞きいたしま

す。先月、成年被後見人の方々が失っていた選

挙権が回復されたニュースが大きく報道されて

おりました。 

 ある高齢者の方から相談されました。期日前

投票をするために投票所にいったものの、受付

で宣誓書を書くのがやんたがったというもので

あり、緊張もするそうであります。こうしたこ

とが選挙の投票行動を遠ざけたり、障害になっ

ているのではないかと心配いたします。 

 平成22年の12月定例会でも改善を求めました

が、他自治体では投票入場券の裏に印刷して各

世帯に配布しているところや、市のホームペー

ジからダウンロードして、宣誓書用紙入手でき

るようにして、投票所で書かなくても済むよう

な便宜を図っております。前もって記入できる

ような優しさがあってもいいのではないかと、

いかがでしょうか。 

 また、ことしの７月参議院選挙から選挙の期

間中、政党候補者がネットを活用した選挙運動

が解禁されることになりました。若い世代の政

治参加が期待されますが、投票率に結びつくか

どうかは未知数であります。 

 総務省の調査によれば、昨年12月の衆議院選

挙の年齢別投票率では20歳から24歳が35.30％

で最も低く、60代、70代のほぼ半分であります。

シルバーデモクラシーとも言われる所以であり

ます。また、日本青年研究所の中学校、高校生

の生活と意識調査報告書によれば、個人の力で

政府の決定に影響を与えられないと、このよう

に考える高校生の割合はアメリカが34％、中国

では44％、韓国では55％に対し、日本は81％で

あります。その延長線上にある若い人の選挙参

加を進めていくべきであります。若い人たちの

投票率を上げるための啓発対策を講ずることを

求めたいと思いますが、見解をお伺いいたしま

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。 

 それぞれの課題につきまして、御提案を含め

てさまざまな角度からの御質問と承りました。

私に対しましては、大項目で４項目ということ

での御質問を受けたわけであります。 

 この中にございまして、市民の健康について

という項目の中に、各種受診率の向上とか、熱

中症対策あるいはそういったものがございます

ので、個々につきましては保健医療担当部長の

ほうからこの部分については御答弁を申し上げ

ます。 

 それから、この障害者施策につきまして「耳

マーク」あるいは補聴器の購入に係る助成等に

つきましての提案の中での御質問がございまし

たので、この部分につきましては健康福祉部長

のほうから具体的に答弁を申し上げますので、

一つ御了承をいただければと思っております。 

 80回ということをお聞きいたしました。まさ

に継続は力で大変な市政振興にかかる80回の質

問の中におきまして、それぞれが何らかの形で

具体化され、また施策として繁栄することがで

きたんではないかなと思っておりまして、80回

というこの一般質問の登壇回数に、心から敬意

を表したいというふうに思っているところであ

ります。 
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 さて、この地域の発展、これが私に問われた

課題であります。基本的には指導団体、それぞ

れの産業に従事する第三者も含めて行政と、こ

れが連携が必要なんだと、でなければなかなか

それが進まないのではないのかなという認識の

もとにおける質問であったわけであります。 

 私は、職員にも二言目には「総合力を発揮し

ろ」という中における取り組みをしなければ、

やはり力は発揮できないし前には進まないとい

う話を、いつも問いかけているわけであります。 

 今朝も７時半からの庁議の中におきまして、

これから６月定例市議会もきょうから議論が始

まるけれども、それぞれの質問についてそれは

俺は関係ない、それは何々部長の問題だという

んじゃなくして、みんなが耳をそばだてて、そ

してそのいろんなやり取りの中から、それでみ

ずからの部長として庁議メンバーとして何がで

きるのかということを、常に考えてほしいとい

うことを話しておるわけでありますけれども、

ただいまのこの石橋議員の中においても、その

ことがすごく大切ではないかなということを話

していたのではないかなというふうに思ってお

ります。 

 民があるいは官・民がという中における取り

組みをしていかなければなりません。東日本大

震災で市民の皆様、あるいはそれぞれの事業体

の皆様、企業の皆様、それこそ団体の皆様がそ

れぞれの役割を果たしながら、遠野の官・民一

体後方支援という一つのシステムをつくり上げ

たという部分の中に、私は大きなヒントがあり、

これからのまちづくりそのものにかかる基本的

なスタンスが、いい意味での一つの自信と誇り

になったんじゃないのかなと思っておりますか

ら、これをきちんとしたまちづくりに生かして

いくということが極めて大事じゃないのかなと

いうように思っております。 

 そのためには、この有機的に連携するという

話はよく言っております。これは言葉としては

簡単に言えるわけであります。情報を共有する

という言葉もよく言うわけであります。これも

この情報化社会の中にあっては、ネットを開け

ば直ちに情報が共有できるという世界でもある

わけでもあるわけでもありますけども、私もフ

ェースツーフェースの中における顔と顔の中か

ら情報を共有し、その課題に向かってそれぞれ

が、それらの立場で何ができるかということを

考えていこうという話を、常に団体の皆様やら

いろんな機関の皆様にも呼びかけております。 

 中心市街地の活性化、これはやっぱり大きな

事業でありました。この都市再生整備計画に基

づきまして、それから下一日市の区画整理事業

も入れますと、駅前再開発の中のこの事業が約

50億円この事業費を投じているわけであります。

それにかかった年数も10年、15年という、駅前

開発などは20年ぶりに動き出しまして、ようや

く形が見えたと。 

 その中心市街地活性化の中におきましても、

よくこういう話がありました。中心市街地活性

化協議会を立ち上げて会議を持つわけでありま

す。担当が懸命にその状況なり、これから取り

組むべき方針をいろいろ説明するわけでありま

す。そうしますと、数日たちますと「いや、市

長何かこういうことで動きがあるそうだな」と、

「うん、この間実は会議を持って、ちゃんとう

ちのほうからきちんと説明したはずだよ」と言

いますと、「俺は聞いてない」と話が来るわけ

なんです。そうすると会議に出た方は聞いてい

るけれども、それが組織に持ち帰って、団体に

持ち帰って、それがいわゆる会長であるとか、

あるいはその理事長であるとか、さまざまな

方々あるいは幹部の方々にきちんと報告がされ

ていないというようなケースが再三再四どころ

か何度もあったわけであります。これではだめ

だという中においての、その情報の共有といっ

たものが一人ひとりに全部関係者に説明すると

いうことは容易じゃないわけであります。その

ために機関があり団体があり組織があるわけで

ありますけれども、なかなかそれがきちんと機

能をしないという中における一つのジレンマの

中で、担当者も大変苦労したということがある

わけでありますから、こういった仕組みを、や

はりきちんと情報化社会という中にあるんであ
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れば、それはきちっと流れ、そして、そこで言

われたことがきちんと共有され、進むべき一つ

のベクトルがきちんとみんなで確認ができると

いう、このような形のものが地域産業発展の一

つの基本になるんじゃないかなと思っておりま

すから、それを繰り返し、繰り返し行っていく

という中から情報を共有し、そして、その中に

おける課題を共有し、進むべき道をお互い確認

し合いながら、であればみずから、あるいは自

分の立場で何ができるのかというところの、言

うなればその繰り返しになるんじゃないかなと

いうふうに思っております。 

 行政の場合は、何か組織を立ち上げればそれ

でもって何か一つ形にしたと、何々実行委員会、

何々推進協議会、まあ、よくあるわけでありま

すけども、それでもって「よし」じゃないと、

やはり中身だという中における愚直な取り組み

も、私は大事だというふうに認識してございま

すので、地域発展には行政・指導団体それぞれ

の産業に従ずる三者の連携が重要と考えるとい

う中において、当たり前のことを当たり前に行

っていくという一つの繰り返しを行っていくと

いうことに尽きるんじゃないのかなというふう

に思っている。そのような認識をしております

ので御了承いただければというふうに思ってお

ります。 

 さて、その次の質問でありますけども、ソフ

ト事業、これはやはり魂を入れろという話をよ

く消防職員にも問いかけているわけであります

けども、約50億円近い一つの事業費を投じての

地域づくり、まちづくりの中において一定の形

が見えてまいりました。市街地活性化のために

形が見えてきたわけでわけであります。 

 駅前再開発も下一日市も、あるいは「昔話

村」改め「とおの物語の館」も、あるいは上一

日市の中における町屋といったものに息づかい

が聞こえるまちづくりといったものにつきまし

ても、それぞれ形が見えてきたわけであります。

いよいよこれにまさに魂を入れるというソフト

の取り組みが、極めて緊急を要し、また大事な

ことではないのかなというふうに思っておりま

して、この12月には被災地復興支援ということ

が大きな目玉ではありますけども、約、関連事

業費もいれますと一説には40億円とも言われて

おります。単費で入れますと直接的な経費を入

れますと20億円ということになっておりますけ

ども、ＳＬが40年ぶりで釜石線を運行するとい

うプロジェクトがスタートいたしております。 

 先般、ＪＲ盛岡支社の福田支社長が今度転勤

になるということで、遠野にわざわざ挨拶に見

えました。その中におきまして、遠野がこうし

て中心市街地の活性化の中にさまざま工夫して

いるという部分にあっては、これを我々もＪＲ

として、これをまちづくり、地域づくりの一環

として応援するというふうなことを福田さんは

話してまいりましたけども、今度、本社に戻っ

てかなりの重要なポストにつきますから、私は

ますますこの人とこのつながりといったものは

大事にしなければならないと思っておりますけ

ども、これも、またソフトの取り組みの一つの

大事にしなければならない仕組みの一つじゃな

いかなと思っております。 

 そういった中にございまして、１月15日には

タイミングを失しないように、このＳＬ停車場

プロジェクト推進室を設置いたしました。これ

につきましては福田支社長も、遠野のその反応

は余りにも早かったといって驚いておりました

けども、しかし、その後続きた言葉は「うれし

かった」とそのような形で応えてくれて本当に

うれしかったと、これで我々も改めてこのプロ

ジェクトの重要性を認識したことを言ってくれ

たわけであります。 

 そのような中におきまして、今この推進室に

おきましては、市内の商業、農業、観光関係団

体で構成したＳＬ停車場プロジェクト推進本部、

これに今度は「商品開発部会・イベント受入態

勢部会・旅行企画部会」と３つの部会を設置い

たしまして、具体的な取り組みをまさに議論を

し、検討を加えているというような今の状況で

あります。 

 そして、さらにはこれは第一回目の質問でご

ざいましたけども、総合力を発揮するという部
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分がすごく大事だと産業振興に、これは第１次

進化まちづくり検証委員会でこのままの第三セ

クターでいいだろうかという中において、さま

ざまな問いかけをし、議論をいたしました。そ

れが早速この４月以降、一つの動きとして出て

きております。その動きの大きな一つは遠野市

観光協会、そして、ふるさと公社（株）遠野と

いったような、このようなまちづくり、あるい

はソフト事業を展開する第三セクターという団

体が人事交流を始めました。そして、お互いさ

まざまな接客、それからもてなし、あるいは情

報発信という中で、かなり共通するものがある

ので、職員や従業員などの研修などを合同でや

らないかというような動きも出てきております。

これは、私は非常に画期的なことではないかな

というように思っておりまして、この人事交流

も観光協会に、ふるさと公社のほうから出向い

て、さまざまな特産品の販売なども行っている

というような状況でありますから、これが一つ

一つ形になって一体感が出てくれば、私は大き

なパワーとして、遠野の産業振興、観光振興、

そういったものに、あるいは交流人口の拡大と

いったものに、かなりの実績を残す一つの連携、

交流になるのではないのかなというように思っ

ておりますので、今後さらに関係機関や団体と

の連携、そしてそこに市民参加も求めていくと

いう仕組みを大事にして、この地域活性化にか

かるソフト事業を展開してまいりたいというよ

うに考えておりますし、また一方においては、

この釜石市をはじめとする周辺市町村との連携

も、特には大事じゃないかと思っております。 

 この中におきまして３つ目の質問の中に、大

項目の地域の発展についての小項目として３つ

目には、市街地はなぜ衰退していくのか。また

市街地再生のためにどのような施策があるのか

という話がありました。これは、市街地の衰退

は大型ショッピングセンターと申しますか、大

型商業施設の郊外化、消費者の市外流失、そし

てそれに追い打ちをかけるように、人口減少と

高齢化といったものによる消費の低迷といった

ものが背景にあるわけでありまして、これは遠

野市だけじゃない。全国の地方都市が文字どお

り、この課題に直面しているというような状況

ではないかというように思っております。これ

は、遠野市の平成３年にバイパスが開通いたし

ました。そして、中心市街地商店街は、駐車場

がないとか、あるいは品ぞろえといったものが

そろっていないとかということで、消費者ニー

ズに的確に対応できない。大型ショッピングセ

ンターは、まさに安くて消費者が自分で選べる

という部分においては、非常に消費者に応えた

一つのシステムとして成り立っているわけであ

りますから、消費者の皆様がそちらのほうに出

向くというのは、ある意味においては仕方ない

というか、やむを得ないこと。だけども、それ

をそれでよしとするんじゃなくして、やはりそ

の中における差別化といったような中における

対応を、もっともっと考えていかなければなら

ないのかなというように思っております。 

 私は単なる後継者不足、経営者の高齢化とい

ったものに片づけるのではなくして、その中に

いろんなまちづくり、空洞化しない、中心市街

地を空洞化しない。さまざまなヒントといった

ものの中から、どのように形にしていくかとい

うことについて、まだ考えるべき余地はあるの

ではないのかなと、いつも思っております。遠

野広域経済圏構想といったものを打ち出しまし

て、もう10年以上なるわけでありますけども、

この後方災害支援における後方支援活動も、広

域経済圏構想の中の一貫として、それを位置づ

けたという一つの背景があるわけであります。

藩政時代、遠野はどうだったのかということを、

もう一度皆で考えてみようじゃないかというこ

とを、市民の皆様や関係者の皆様にも、問いか

けてみたいものだなというように思っておりま

す。藩政時代から続く店舗も多くみられます。

昔ながらの風習、それから調度品などを現在も

利用した懐かしさが感じられる商店街という魅

力もあります。 

 実は、おとといの土曜日、昭和59年にオープ

ンいたしましたふるさと公社の伝承園が200万

人を数えました。その200万人の方は、岡山県
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の方でありました。そして、その199万9,999人、

200万人の前の人は、九州福岡県の人でありま

した。御夫妻でありました。それでまた200万

１人の方は、この方は愛知県の方でありまして、

これほど県外から遠野に来ているんだなという

中におきまして、200万人の達成セレモニーを

行ったわけでありますけど、「昔懐かしの演芸

会」という土淵の皆様が、手作りでまさに笑い

転げるといえば、あれでございますけども、素

人集団の中におきまして、股旅物、マドロス物、

本当に蓄音機のガーガー打つような音が聞こえ

る中にございまして、伝承園の会場におきまし

て演芸会を行い、みんな懐かしがってまさに拍

手喝采であったわけでありますけど、そのよう

なものが遠野には脈々と生きているし、それを

伝えているよう中における強みがあるわけであ

ります。これを中心市街地の中に、そのような

さまざまな強みといったもの、そして町の顔と

いったようなもの、そしてこの魅力といったも

のをどう高めていくかということについては、

まだまだ検討する、また仕掛ける余地があるん

じゃないかなというように思っておりますので、

この中心市街地の衰退は時代の流れだという中

に片づけることなく、官民一体の中から、ただ

いま申し上げましたような強みを生かしながら、

仕掛けていくというそのようなことを繰り返し

ながらやっていって、他の町とは違うよという

ようなところを具体的に情報発信していくとい

うことが、非常に大事じゃないかなと、そのよ

うな認識の中から、この４月に市役所の中に、

まちなか再生担当部署を設けました。今は３人

の組織でありますけども、まちなか再生担当部

長にも、あなたの部下はそれぞれの市役所の中

における部署が全てあなたの配下にあるという

認識で引っ張っていってくれと、農業だから関

係ない。それはうちは福祉だから関係ないじゃ

ない。さまざまな分野の中でそれを持ち合わせ

ることによって、まちなか再生というのが可能

であり、そして中心市街地を核としながら、周

辺の農村部がそこにうまくネットワークとして

組むというのが、これが遠野スタイルとしての

まちづくりなんだから、そういう中でやってい

かないかと、必ず活路を見出すことができると。

釜石自動車道も全通するぞ、待ちに待った立丸

トンネルといったものを開通するぞ、交流人口

がふえるぞ、向かい打つぞというような気概の

中で、これを取り組んでいかないかということ

で、まちなか再生担当部セクションを設けたわ

けであります。 

 そして、午前中の佐々木大三郎議員との中で

何度も意見を、議論を交わしたわけであります

けど、進化するというまちづくりの中において、

進化し続けるという中における第二次進化まち

づくり検証委員会を立ち上げたという中におい

て、地域コミュニティを、あるいは地域をどの

ように人と人をつなげ、地域と地域をどう絆と

して結んでいくかということを考えましょうと

いうのが、第二次進化まちづくり検証委員会で

ありますから、その中におきましても、新たな

仕組みづくりといったものに取り組んでまいり

たいというように思っております。まさに、

ハード、ソフトの両面から行政と市民の皆様と

の対話を大切にしながら、議員各位からのさま

ざまな建設的な御意見をいただきながら、やは

り打って出るというようなまちづくりを進める

ということが、極めて大事じゃないかと思って

いるところでございますので、よろしくお願い

をいたします。 

 続きまして、行政情報の地域への提言、地域

から求められた要望にその結果や状況をどう連

絡されているか。徹底したツーウェイを求めた

いという質問でありました。これも、地区セン

ターの機能といったものにつきまして、まだま

だメスをいれなきゃならない課題はあるわけで

ありますけども、半月ごとにその地域の業務報

告、市民センターに提出されております。そこ

で、市民からの要望や、それに対応した事項等

の報告をされておりまして、それはその要望書

については、それぞれの部署において対応検討

し、文書によって回答しているという仕組みは

続けているわけでありますけど、私は、なんか

これはただいまの質問にありましたとおり、ま
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だきちんと徹底されていないんじゃないのかな

というような、ちょっと認識があります。これ

は、あるいは担当の部長等からお叱りを受ける

かもしれませんけど、まだ十分じゃないのかな

というように、マンネリ化になってはいやしな

いかということがあります。 

 それから、「市長と語ろう会」これまでもさ

まざまな形で行っているわけでありますけども、

要望に対する回答がしっかりと市民に伝わって

いないという事例があるんではないかというこ

とにつきましても、私もちょっと懸念をしてい

るところでありますから、ただ私は市長という

立場の中で、それを懸念しているというのは無

責任な評論家的な言い方はできないわけであり

ますから、やはりここがきちんと機能するよう

に、確実に事実関係や原因を調査し、確実に回

答するという体制を構築したいというように思

っております。 

 また、長年要望しているが実現されていない。

回答に時間を要する事項、これらにつきまして

も、やはり実現に向けた対策を十分に検討する

ことも大事なわけでありますから、できるでき

ないも含めて、いかにスピーディにタイミング

よく対応するかということが大事だというふう

に思っておりますから、そういった点で、なお

十分に意を用いてまいりたいと思っております。

一つの例でありますけど、こういうことがあり

ました。鍋倉公園の木がだいぶ、それこそ倒木

の恐れもある。災害の恐れもある。景観上悪い

ということで、昨年の11月にこれは少し整備し

なきゃならないなと、やはり景観もあるしなと

いう中で、あのとおりかなり整備をした。防災

上もいろいろ専門家の意見を聞きながら検討し

たわけであります。そうしましたところ、市民

の方からえらい剣幕で「何にも知らないうちに

ああやってガラッと切ってしまったけど、市長、

何を考えているんだ」という話でお叱りを受け

たことがありました。私も、それについて、市

民の方がよく経緯をわかっていないと言ってい

るから、きちんと説明しなきゃならないんだと

いうことを担当に直接言ったわけであります。

そういった中で、既にそれは区長さん方とも連

絡を取っているからと言ったんだけども、観光

客も含め、どうなっているんだろうということ

を心配しているし、やっぱり災害対応も心配な

んだから、遠野広報にちゃんとページをとって、

きちんと説明をしてほしい。遠野テレビでも映

像として災害対策には十分に意を用いながら、

サクラとかモミジとかを植えて、やはり将来遠

野の大きな景観として光を浴びるような形で、

今何とか環境整備をしておりますこと、ちゃん

と伝えてほしいということで言ったんですけど

も、やはりもう方針が出て、区長さん方から了

解をもらったし、関係者からも了解をもらった

からという段階でとどまっているケースもその

中にあるわけでありますから、やはりもう少し

そういった意味におけるただいまの御質問を、

それこそ謙虚に受け止めながら、さらなるそう

いった徹底をするという中における広報、周知

活動を展開してまいりたいというように思って

いるところであります。 

 続きまして、市民の健康問題についてであり

ます。この市民の健康問題につきまして、御質

問で風疹の流行が拡大傾向にある。対策を講じ

なければならないのではないかという御質問が

ありました。これにつきましては、実はこの６

月定例市議会に、風疹予防にかかる予算を計上

しようというように思って、市長査定という場

におきまして、いろいろ検討いたしました。し

かし、まだまだどうしても半額助成にするのか、

全額助成にするのか、対象をどこまでの年齢に

するのか、妊娠されている妊婦さんの御主人、

旦那さんを中心に絞ってやるのかという分につ

いて、もうちょっと検討しなきゃならないなと

いう中で、計上を見送ったという一つの背景が

あります。これは正直に申し上げますけども、

私も半分以上は計上しなきゃならないかなと思

っていたわけでありますけど、もうちょっと詰

めたいなというように思って、計上を見送った

という背景があります。 

 そして、このどうしても20代から40代の男女

の約15％は、風疹への十分な免疫を持っていな
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いと言われている。特に、女性は妊娠20週ごろ

までに風疹にかかると、赤ちゃんにさまざまな

難聴になるとか、心臓に危険が出るとか、目が

見えなくなるなど、そのような先天性風疹症候

群というものが、あらわれることがあるという

ことが言われているわけでありますから、これ

もやはり急を要するなという。そして、そうい

った中にございまして、予算を一応そのような

中で、もう少し医師会等含めながら、検討しよ

うということにしとったわけでありますけども、

この議会招集の直前の６月４日に県のほうから

文書が入りました。私は、非常に随分タイミン

グが悪いなという話をして、ついにぼやいたわ

けでありますけども、６月４日付で、県の担当、

保健福祉部医療政策室から各市町村予防接種担

当課御中ということで、この６月県議会におき

まして、県単独補助を行うのでお知らせします

とい文書が入ったわけであります。もう既に市

町村は、どこも議会を予算の編成で議会を開い

ているわけであります。そして、この中には情

報公開でありますから、本事業の公表について

は、６月７日知事査定にあるので、くれぐれも

取り扱いには注意してほしいと書いてあるわけ

であります。６月７日は、議会のもう招集日な

わけであります。そんなこともありまして、た

だ県もそうは言いながらも、この問題について

は、このとおり２分の１助成ということは明確

に打ち出したということもあるわけであります

から、それだけ持ち出しが少なくて済むという

ことにも、当然遠野市としてはなるわけであり

ますから、このことが明確になったということ

で、担当のほうに今、詰めさせておりますけど

も、できるだけ早くこの事業を実施するという

ことで、担当課のほうからは来月からでも対応

するように所定の準備を進めたいという話をき

ておりますので、この風疹にかかる対応につき

ましても、来月から実施できるように、準備を

進めたいというふうに考えておりまして、県の

ほうからの助成については９月補正等におきま

して、財源振替をきちんと行いながら、連携を

図っ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、一つ御理解をいただきたい

と思います。 

 それから続きまして、風疹のほうについては

そのような考え方で、（４）の認知症対策であ

ります。この認知症対策も健康問題と絡めて大

きな課題となってきております。これも佐々木

大三郎議員との中におけるやりとりの中におい

ても、これも一つ大きな課題となった。私も、

先ほど申し上げましたとおり、団塊の世代の私

の世代は、文字どおり15年後、20年後重ね合わ

せますと、いつ自分のことになるかわからない

というのが、この置かれている状況であります

から、これにおきましては、さらに増加が予想

される認知症高齢者への対応について、それか

ら早期発見の診断を行う、そのようなもののあ

り方という中における対応を、やっぱりしてい

かなきゃならないかというように思っておりま

す。 

 ことしの３月31日現在における65歳以上で要

介護認定者1,778人おります。そのうち、認知

症の症状を有する方は1,065人、認定者の約6

0％、正確に言えば59.9％という割合になって

いますから、いかにこの認知症といったものが

大きな健康問題という中において、大きな数字

になっているのかということが、このことから

も言えるんじゃないかなと思っております。 

 ハートフルプラン2012、第５次遠野市高齢者

福祉計画、第５期遠野市介護保険事業計画に基

づき、さまざまな施策が展開しております。そ

して、この１つ目が支えるために、徘徊ＳＯＳ

ネットワーク事業といったようなもの、あるい

は認知症サポーターの養成といったもので、民

生委員、児童委員、行政機関、地域団体、金融

機関、生命保険会社、小中学校児童生徒に対し

て講座を開催しながら、認知症を正しく理解し、

偏見を持たずに認知症の方の家族への応援者と

して、サポーター養成にも取り組んでおるとい

うことで、そのようなことも取り組んでおりま

す。 

 それから、徘徊の危険性がある方につきまし

ては、個人情報ということになりますから、大
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変難しい問題なわけでありますけども、これを

事前に登録し、今度は警察や消防、そういった

ところあるいは社会福祉協議会というなった中

に、万が一徘徊の中で、命に係わるようなこと

があった場合は、ただちに発見できるような仕

組みといったものにつきましても、やはり個人

情報だと言ってられないわけであります。命と

いうものにかかってくるわけでありますから。

そのような対策をとっておるということであり

ます。 

 また、御質問にありましたとおり、増加が予

想される。これについては、どうするんだとい

うようなのが一つあるわけであります。今これ

は、国の段階でも大変大きな課題として、何せ

300万人がこの認知症だという数になっている

わけでありますから、国民病と言ってもいいほ

どの一つの現象としてあらわれてきている。こ

れがあと10年ちょっとの2025年には470万人に

なるという数字もシミュレーションされている

わけでありますから、国のほうでは認知症施策

推進５カ年計画といったものの中でさまざまな

一つの方向性といったものを、住み慣れた地域

での生活を支える方向性「地域が家族いつまで

も元気ネットワーク」といったような遠野が切

り込んでいる切り口は、まさに私はこれからま

すます大切になってくるのではないかというよ

うに思っておりますので、このモデル事業が実

施され、こういった中において全国普及のため

の制度化が国でも検討しているということであ

ります。したがって、このモデル事業の検証結

果を遠野市としても十分注視しながら、地域包

括支援センターが中心になってマンパワー、こ

の必要なマンパワー、佐々木議員との中におけ

る専門職を要する非常勤職員という話もあった

わけでありますけど、そういったマンパワーを

確保をしていかなければ、対応ができなくなる

ということにもなろうかというようにも思って

おります。 

 それから、あまりお金もかけずに、この対策

についてという部分においては、遠野市が取り

組んできているような、回想法という。昔のこ

とをふりかえる。昔の思い出を高齢者同士が語

り合う回想法というのが、非常に効果があると

いうことも言われておりますし、これは、うつ

や閉じこもり等の予防にも非常に効果があると

いう話も言われているわけでありますので、遠

野は語り部の世界でもありますので、そういっ

たこの昔話というような、あるいは昔のことと

いう回想法という中から、少しでもまさに「健

康づくりは人づくり、人づくりは地域づくり」

というこの仕組みを、認知症対策にも生かして

いかなきゃならないんじゃないのかなというよ

うに思っております。過去の昔懐かしいい思い

出を語り合ったり、誰かに話したりすることが

脳を刺激し、精神状態を安定させる効果があり、

長く続けることで認知機能が改善することが期

待でき、この認知症患者のリハビリテーション

というものにつながるということをいわれる。

先ほど私、昔懐かしい演芸会の話をしました。

本当に昔懐かしいお年寄りの方々、20年なそう

でございますけど、20年前の股旅さんとかマド

ロスさんが、20年後に舞台で踊っているわけで

ありますから、本当に拍手喝采だったわけであ

りまして、そのような仕組みも遠野はきちんと

生きているということでありますから、このよ

うなことも大事じゃないかなというように思っ

て、さらにもう一つは、回想法ばっかりじゃな

い。やっぱりケアといったものも大事なんだと。

在宅介護負担の軽減というのも大事なんだとい

うことでありますので、この地域密着型サービ

ス拠点施設や認知症の専門ケアができるグルー

プホームやデイサービスセンターの整備といっ

たようなもの、あるいは介護従事者の資格取得、

資質向上、定着化を図るための介護人材育成支

援事業にも取り組んでいくことが必要じゃない

かなと思っております。 

 この問題について、早期に発見、診断を行い、

かかりつけドクターといったものの中における

取り組みも、もちろん御質問にありましたとお

り、非常に大事なことなわけであります。根本

的な治療は難しい。しかし、早期に発見できれ

ば進行を遅らせることができるということが言
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われておりますので、自身の体と心の状態、あ

るいは食生活、生活習慣の改善を図るといった

ような中において、この認知症予防の第一歩と

も考えられるし、そういった手当をしていかな

きゃならない。既に、市内では知識あるいは技

術、さらにはいろんな家族を支える、さまざま

な知識と方法を習得する研修について13名のお

医者さんがこの研修を市内では受けておるとい

うことになっておりまして、市医師会も非常に

積極的にこれに対応していく取り組みを示して

いただいておりますので、繰り返しになります

けども「健康づくりは人づくり、人づくりは地

域づくり」この理念のもとに認知症予防対策に

ついても積極的に、やっぱり取り組んでいかな

きゃならないと認識しておりますので、ひとつ

よろしくお願いを申し上げたいと思っておりま

す。 

 それから、最後の部分におきます障害者問題

と、以上が私のほうからの答弁する内容でござ

いまして、このがん受診検診率の向上と認知症

対策については、担当部長、障害者施策「耳

マーク」あるいは補聴器の問題については担当

部長から、それぞれ具体的に答弁を申し上げま

すので、御了承いただければと思っております。 

○議長（新田勝見君）  菊池保健医療担当部長。 

   〔健康福祉部保健医療担当部長菊池永菜 

    君登壇〕 

○健康福祉部保健医療担当部長（菊池永菜君）

  命によりまして、石橋議員のがん対策につい

てと、熱中症対策の取り組みについての御質問

にお答えいたします。 

 １点目のがん対策についてでありますが、御

質問にありましたピロリ菌は、胃の中に住みつ

いている細菌でありまして、日本人のおおよそ

半数にわたる約6,000万人がピロリ菌に感染し

ているというふうに考えられております。これ

は、上下水道などの衛生環境が今日ほどよくな

い時代に生まれた現在50歳以上の人に多くみら

れるというふうに言われております。このピロ

リ感染胃炎が長く続きますと、胃潰瘍を起こし

やすくなり、また胃がんを発症する原因の一つ

でもあるというふうにわかってきました。これ

までピロリ菌の除菌治療に健康保険が適用され

ているのは、胃潰瘍や十二指腸潰瘍などの胃腸

病治療に関連して、ピロリ菌感染が確認された

場合のみでありましたが、ことしの２月から胃

炎を内視鏡検査で確認して、ピロリ感染胃炎と

判断されれば除菌治療に健康保険が適用される

ことになりました。厚生労働省では、平成23年

２月の胃がんとピロリ菌との関連を踏まえたが

ん対策に関する質問に対しまして、ピロリ菌の

検査でがん死亡率が減少するということを示す

証拠、いわゆるエビデンスといいますが、未だ

不十分だということでもあり、新たな胃がん検

診の方法の研究とその成果を踏まえて、胃がん

検診でのピロリ菌検査のあり方についてさらに

検討するとしております。これらにつきまして

は、国の見解や岩手県、あるいは岩手県対がん

協会の動向を見据えながら、今後とも進めてい

きたいというふうに考えております。 

 遠野市のがん検診は、胃がん、肺がん、大腸

がん、乳がん、子宮がん、前立腺がんと６種類

の検診を実施しております。国が示す検診の目

標受診率は50％でありますが、平成23年度の平

均受診率は、全国で17.3％、岩手県で25.5％で

あります。遠野市では、岩手県と同じく平成24

年度で平均受診率が25.5％というふうになって

おりまして、全国平均よりも高い受診率で推移

しておりますが、その中から25人の罹患者が発

見されております。そのほか、がん以外の有所

見者も408人発見されているところであります。 

 この受診率の拡大につきましては、40から50

歳代の働き盛りの年代において、受診率が低い

ということから、平成24年度に勤労世代の従業

員を多く雇用している企業主の方々に、集会の

場を利用して２回ほど説明会を開催したり、市

内50の企業に市が行うがん検診をＰＲするなど

受診勧奨を行ってまいりました。 

 また、企業への出前講座を４回実施、さらに

は働き盛りの人々が検診を受けやすくするため、

検診期間中３回程度になりますが、３週程度に

なりますが、土曜日、日曜日あるいは夕方の検
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診、あるいは一度に複数の受診ができるセット

検診という形で実施しているところであります。

今年度は、出前講座での健康教育の実施回数を

ふやすなど、さらにがんの予防対策をＰＲして

まいりたいというふうに考えております。 

 次に、熱中症対策の取り組みについてお答え

いたします。 

 当市は、毎年熱中症で病院受診、あるいは病

院搬送される人がふえております。炎天下では

もちろん、室内にいながら、またビニールハウ

スの中などで発症するケースが多々見られます。

熱中症は、自分でできる予防対策をしっかり理

解し、実践することが大切であるというふうに

言われております。周知方法といたしましては、

広報遠野への掲載、遠野テレビでの放送、検診

来所者へのリーフレットの配布をするなどを行

い、注意を呼び掛けているところでもあります。

そのほか、大手製薬会社によります熱中症対策

経口補助液、飲料水の一種でありますが、これ

らの説明会等の機会もありますことから、市医

師会や教育委員会、市内小中学校と連携した形

で、その活用と普及にも取り組んでまいりたい

というふうに考えてございます。 

 また、乳幼児や高齢者、基礎疾患を持ってい

る方々は、特に注意が必要なことでありますの

で、学校関係者あるいは高齢者障害者施設長な

どの会議の場を利用いたしまして、熱中症予防

の再認識と居宅支援事業所、生きがい通所事業

通所者などへのＰＲを行うとしております。 

 以上でございます。 

○議長（新田勝見君）  荻野健康福祉部長。 

   〔健康福祉部長兼健康福祉の里所長兼地

    域包括支援センター所長荻野優君登壇〕 

○健康福祉部長兼健康福祉の里所長兼地域包括

支援センター所長（荻野優君）  私は、障害者

施策に関して、耳マークの行政窓口設置と軽・

中度難聴児の補聴器購入についての答弁をいた

します。 

 耳マークは、目の不自由な人の白い杖や車い

すマークなどと同様に聞こえない、聞こえにく

いということを伝えるため考案され、一般社団

法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会が普

及に努めているものであります。 

 聴覚障害者は、障害そのものが外見ではわか

りにくいため、誤解や不利益なことが生じたり

するなど、日常生活を送る上で人知れず苦労し

ていると推察しております。 

 当市にも、聴覚障害による身体障害者手帳所

持者が、本年５月31日時点で162名おります。

また、60歳以上で聴覚障害者に該当する程度で

はないが、老人性難聴のために、日常生活を営

むのに支障のある方に対し、補聴器を購入する

費用を助成する補聴器給付事業を活用し、補聴

器を購入した方は、平成15年度から平成24年度

までの10年間で延べ97名であります。そのため

か耳マークは、耳の不自由な方に必要な援助を

行うという意思表示であり、当市としても耳の

不自由な方が窓口や施設利用をするに当たり、

不安や不便を感じない対応が必要であると認識

しているところであります。 

 そういうことから、耳が聞こえにくいという

市民の方や、当市を訪れた方が安心して不便を

感じることなく、市の窓口や公共施設が利用で

きるよう速やかに耳マークを提示してまいりま

す。また、耳の不自由な方が自主的に必要とな

る援助を受けることが可能となるよう、耳マー

クカードを各機関への配付するなど、早速実施

してまいります。 

 窓口対応においては、筆談での対応や大きな

声でゆっくり、はっきり口元を見せて話すなど、

より一層、丁寧な対応を心掛けてまいります。

また、遠野健康福祉の里やとぴあ庁舎、宮守総

合支所、市民センター等の窓口において、老眼

鏡と同様に集音器や助聴器といったものを設置

について検討してまいります。 

 次に、軽・中度難聴児の補聴器購入の助成に

ついてお答えいたします。 

 難聴児の補聴器を購入する際の助成について

は、難聴児は身体障害者手帳の交付対象となっ

ている場合は、障害の内容、程度に応じて補聴

器など補装具の購入、修理にかかる費用につい

て支給を行う制度があります。しかし、身体障
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害者手帳の支給対象となっていない軽度中度難

聴児については、補聴器購入にかかる費用を助

成するための制度は実施していませんでした。 

 難聴児の症状は、単に音が聞こえないという

ことではなく、小さい音が聞き取りにくいこと

に加え、まるでラジオの周波数が合わないよう

な、音自体が不安定な状態に聞こえたり、会話

領域の音が聞こえにくいなどさまざまでありま

す。このため、補聴器は少しでもフラットに音

が聞こえるような状態にして、言葉の意味を理

解させ、難聴児のストレスをも解消しながら、

ほかの児童と同じように健やかに成長し、言葉

の獲得や学力の向上を図るために、難聴児にと

って必要不可欠なものであると認識していると

ころであります。 

 このことから、市では平成25年４月１日から

遠野市難聴児補聴器購入助成事業をスタートし

ているところであります。この事業を導入する

にあたり、小中学校で行っている健康診断の結

果をもとに、この事業の対象となりそうな小中

学生の数を調べました。児童生徒の発育と健康

状態を正しく把握し、学校生活を送る上で注意

すべきことがないかどうかを調べるための、学

校での健康診断は、スクリーニング検査といい、

問題や疑いのある児童生徒をふるい分けるもの

であります。病院など医療機関で行う音の大き

さをあらわすデシベルなどの数字が出る確定診

断とは違います。 

 平成24年度のスクリーニング検査の結果、市

内小中学校には、軽・中度難聴児の疑いのある

児童生徒は４人在籍していました。助成の金額

は、県の難聴児補聴器購入助成事業の基準価格

を準用し、基準価格の３分の２を助成するもの

であります。支給対象となるのは、18歳未満の

児童で、両耳の聴力レベルが30デシベル以上70

デシベル未満であること、対象児の世帯に市民

税所得割が46万以上の世帯員がいないこと、新

規購入もしくは補聴器の耐用年数である５年が

経過し、補聴器を買いかえる場合であります。 

 近年、基準としているアナログ補聴器よりも、

より細かな補正が可能であり、小さく目立たな

い補聴器をつくることができるデジタル補聴器

が主流であることは認識していますが、難聴の

状態に合わせて補聴器を調整することは、アナ

ログ補聴器でも可能であります。市では、市内

小中学校を通じて、保護者にこの助成事業につ

いての周知をお願いしていますが、現在まで問

い合わせがない状況であります。まずは、ホー

ムページや小中学校だけでなく、市内高校にも

保護者への周知をお願いし、また市広報等を活

用して、広く市民への事業の周知を図りたいと

考えているところであります。 

 また、子ども一人ひとりの持つ可能性を引き

出し、笑顔で日常の生活を過ごせる環境をつく

るためには、より性能のよい補聴器を使うべき

とも考えていますので、基準額の引き上げにつ

いては、身体障害者手帳の対象者への補装具の

支給制度とあわせて考えていく必要があると感

じているところであります。 

 以上で、答弁を終わります。 

○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３件

の御質問にお答えをいたします。 

 議員御指摘のとおり、いじめはその事案の数

の多少ではなく、人間として絶対に許されない

行為であることを認識しております。しかしな

がら、現実的にはどの子どもにも、どの学校に

おいても起こり得るということも認識しており

ます。 

 学校において、いじめを認知したときには、

いじめた児童生徒への指導、いじめられた児童

生徒のサポート及び間接的にかかわった児童生

徒への指導が行っております。いじめた児童生

徒に対して学校は、心理的な孤立感や疎外感を

与えることがないようにするなどの教育的配慮

のもと、いじめは人間として絶対に許されない

行為であり、他者の人権を侵す行為であること

に気づかせ、他人の痛みを理解できるように継

続的に指導しております。 

 具体的な指導内容は、いじめの行為等により

異なっております。例えば「冷やかし、からか
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い、悪口、嫌なことを言われる、仲間はずれ、

周囲から無視される、軽くぶつかられる、遊ぶ

ふりをしてたたかれる」というようないじめの

場合、通常は事実の確認を行った後、担任等が

説諭等により指導し、場合によっては保護者と

の連携を図り、当該児童生徒に反省を求め、い

じめられた側への謝罪等を実施し、いじめを解

消することにしております。 

 また、金銭をたかられる、物品を盗まれる等

のいじめの場合は、警察との連携も視野にいれ、

校長のリーダーシップのもと、関係する教員が

役割分担をし、事実関係を明らかにしながら、

いじめた児童生徒に対して指導するとともに、

当該児童生徒の保護者に対して事実関係や今後

の指導方針を説明し、いじめられた児童生徒及

び保護者に対する謝罪の会等を行い、いじめの

解消を図っているところでございます。 

 毎年実施される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の市内小中学校のい

じめの内容として一番回答が多かったのが、先

ほど申し上げた「冷やかし、からかい、悪口、

嫌なことを言われる」で、全体件数の60％ほど

を占めております。次に多いのは「仲間はずれ、

周囲から無視される」または「軽くぶつかられ

る、遊ぶふりをしてたたかれる」で、これらは

全体の30％ほどになっております。これら３つ

の行為で全体の件数のほぼ９割を占めておりま

す。 

 このことは、各学校がいじめを早期に発見し、

適切に対応がなされ、いじめの解消率は、ほぼ

100％となっております。ただし、いじめる児

童生徒の中に、家庭環境や生育歴、発達段階に

おける問題等が背景にあり、いじめを行う児童

生徒がないわけではないと認識しております。

この場合にあっては、当該児童生徒に対して、

いじめを行う行為は、人間としてあってはなら

ないことであることを指導しつつ、その児童生

徒が抱える心の問題に対し、教師が寄り添いな

がら指導し、場合によっては心の専門家である

スクールカウンセラーを活用しながら、適切に

対応するよう指導してまいります。 

 次に、非構造部材も含めた学校施設の安全対

策についてでありますが、昨年６月の定例会で

も同様の御質問をいただいておりまして、その

ときの回答に現時点までの状況を加えてお答え

をいたします。 

 学校施設の安全対策ということで、まずもっ

て小中学校施設の耐震化につきましては、平成

24年度末で旧遠野中学校の職員室を除き完了し

ております。 

 また、学校施設の点検につきましては、建築

基準法に基づき専門家による特殊建造物等定期

報告調査を３年ごとに実施しておりますし、建

築設備定期検査、昇降機等定期検査など施設の

設備関係の点検、検査を毎年実施しております。

その都度、不具合箇所の改善にあった場合には、

早急に改善を進めているところでございます。 

 学校施設の天井、壁、床、建具などの非構造

部材については、平成22年度に目視や触診によ

り調査点検を行い、改善等の対応が必要な箇所

については、順次対応してきたところあります

が、安全上、急を要しない部分につきましては、

学校施設の改修等に合わせて実施しているとこ

ろでございます。 

 基本的な安全点検につきましては、職員が

日々行う日常点検、専門業者等が法定点検や季

節の変わり目、イベント等の開催前後に実施す

る定期点検、地震など災害発生時に実施する緊

急点検の３つの点検により安全性を掌握すると

ともに、危険個所の早期発見と事故防止等に努

めております。 

 平成23年３月11日の東日本大震災以降、文部

科学省や岩手県教育委員会等において、危機管

理や点検のマニュアルが発行され、地震等によ

る落下物や転倒物から子どもを守るための対策

や研修会を行ってきておりますし、先生方の教

職員の非構造部材への耐震化への理解と、その

点検、方策については周知が図られ、現に取り

組まれております。 

 しかしながら、低位にある非構造部材等につ

きましては、容易に点検ができますが、高いと

ころの位置にある非構造部材については、目視
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が中心となっておりますので、計画的に専門業

者等への点検を依頼し、その状況によっては、

早期に整備することも視野に入れて取り組んで

まいります。特にも非構造部材は経年劣化等に

より、昨年はよくても、ことしはだめになるこ

ともあります。今後とも継続的に日々の点検や

定期的な点検を実施しながら、不具合な箇所は

修理改善し、安全対策に万全を期してまいりた

いと考えております。 

 最後に、３つ目の御質問の学校図書館の蔵書

についてでありますが、図書の購入につきまし

ては、教科書に関係する図書や全国学校図書館

協議会の推薦図書を参考に、各学校が判断して

購入をしております。購入図書の中には戦争の

悲惨さや愚かさ、平和について書いている、記

述されている書物ももちろんございます。 

 議員お話の「はだしのゲン」は、作者自身が

広島で被爆した体験をもとにした漫画で、原爆

投下による惨状や当時の時代背景、世相風俗を

表現しながら、主人公が戦中戦後の激動の時代

を必死に生きていこうとする姿が描かれていま

す。 

 広島、長崎への原爆の投下につきましては、

小中学校の社会科の内容として取り扱うことに

なっておりまして、学習指導要領においても、

国民が大きな被害を受けたことがわかるように

すること、戦争が人類全体に惨禍を及ぼしたこ

とを理解させ、国際協調と国際平和の実現に努

めることが大切であるということを指導するこ

とになっております。 

 「はだしのゲン」の図書のみならず、今後と

も図書をはじめ、さまざまな機会を捉えて、原

爆の恐ろしさ、命の大切さ、人と人との絆の大

切さ、平和の尊さを児童生徒に伝えていきたい

というふうに考えております。 

○議長（新田勝見君）  藤村選挙管理委員会委

員長。 

   〔選挙管理委員長藤村正子君登壇〕 

○選挙管理委員長（藤村正子君）  石橋議員の

御質問にお答えいたします。 

 最初に、期日前投票の宣誓書記入の簡素化に

ついてお答えいたします。この件につきまして

は、先ほど議員がおっしゃられましたとおり、

平成22年12月定例会において御質問がありまし

た。その際の御答弁としては、入場券の裏に宣

誓書を印刷して、各世帯に配布することについ

ては、宣誓書の記載欄が小さくなり、記載しに

くくなるという難点が生じ、逆に高齢者や障害

者の方に不便をかけてしまう可能性があること

や、この方式にした場合、経費が非常にかさむ

などのクリアすべき課題がたくさんありますと

の旨をお答えしました。この件につきましては、

現在も厳しい状況に変わりないところでありま

す。 

 しかし、議員の御質問にあったとおり、イン

ターネットの活用につきましては、今年度はじ

めにおいて、選挙管理委員会のホームページを

大幅に見直し、市民へのお知らせ事項や投票手

続に関する様式等の掲載を充実させたところで

あります。その見直し作業の中で、期日前投票

に使用する宣誓書の様式についても掲載し、

ホームページからダウンロードして手軽に入手

できるよう改善を図りました。これにより、事

前に宣誓書に必要事項を記入し、期日前投票所

の会場に持参することで、時間短縮につながり、

少しでも簡素化が図れるものと思っております。 

 この改善事項につきましては、来月21日執行

予定の参議院議員通常選挙の投票に向け、チラ

シや市広報等で周知を図り、期日前投票の投票

率向上につなげたいと考えております。 

 また過日、国会で成立した成年被後見人の選

挙権の回復につきましては、後見人がついてい

る高齢者や障害者の方などが投票できるように

なりました。このことにより、投票所等での代

理投票がふえると見込まれることから、従事職

員のきめ細かな対応等を徹底させ、投票所にお

いてスムーズな投票ができるように努めてまい

ります。 

 次に、若者の投票率向上の対策についてお答

えします。 

 時代を担うべき若者層の投票率の向上につい

ては、当市においても重要な課題になっており
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ます。このことから、選挙管理委員会及び明る

い選挙推進協議会では、はじめて選挙権を得る

成人者への意識啓発が非常に重要であるとの認

識のもと、毎年１月に行われている成人式、は

たちのつどいにおいて、成人者はもちろん参列

している家族も含めて、選挙啓発のためのティ

ッシュ配布等を実施しております。 

 特に、ことしの成人式では、式を運営してい

く当事者で組織する成人式実行委員会の立ち上

げ段階からかかわり、実行委員に選挙の大切さ

を呼びかけるなど、絶えず働きかけを行いまし

た。そして、式を行う前に、実行委員会とスタ

ッフとの打ち合わせがありましたが、その際に

私は「成人して何が一番変わるの」と問いかけ

ました。一瞬、ふっとしましたが「お酒が飲め

るとか、あるいはタバコが吸えるとかじゃない

よ、選挙権が来るということだよ。いい、こと

しは選挙が２つあるよ。そのときにはぜひ選挙

に行ってね。それが、政治への参加なんだよ」

と言いました。すると、実行委員長、非常にの

りがよくて、「やろう、やろう」と言って握手

をしました。非常に私は嬉しかったです。 

 また、各種選挙が行われる都度、新成人の有

権者に直接、遠野テレビに出演していただき、

このことにより若年層の選挙に対する意識の向

上を図るとともに、広く有権者に投票の棄権防

止や明るい選挙の推進などを呼びかけるなど、

テレビ映像を通じた選挙啓発を実施しています。

来月執行予定の参議院議員通常選挙においても、

また成人者に働きかけを行い、テレビ映像を通

じた選挙啓発を予定していくところです。 

 また、国の制度ではありますが、今回の参議

院議員通常選挙からインターネットを活用した

選挙活動が解禁されることになりました。投票

率の向上に結びつくか、未知数ではありますが、

若年層においては、インターネットに触れる機

会も多いと思われますので、これをきっかけに

少しでも選挙に興味を持っていただき、投票率

の向上につながればと、大いに期待していると

ころであります。 

 若年層の投票率向上にすぐ効果があらわれる

という抜本的な対策は、非常に難しいところで

はありますが、これまでの取り組みを継続しな

がら、新たな啓発活動も模索していくとともに、

今後も明るい選挙推進協議会をはじめとする関

係機関と連携を図りながら、投票率の向上に向

け努力してまいります。参議院議員選挙を目前

にして、きょうこのようなことをここで話すこ

とができ、大変ありがたく思っております。あ

りがとうございました。 

○議長（新田勝見君）  18番石橋達八君。 

   〔18番石橋達八君登壇〕 

○18番（石橋達八君）  市長に３点ほどお伺い

したいと思います。 

 一つは、市街地の再生についてでありますが、

バイパス沿いの店舗とバッティングするような

市街地のまちづくりは、もう存続しないのでは

ないか、このように考えます。そこで、恒常的

に市街地に需要を喚起するためには、どうして

も先ほどお話もありましたが、市街地に入らな

ければ買えないような商品、またサービスを開

発しない限り、なかなか市街地の商売の発展と

いうのは、もう厳しくなるんではないかなとも

思います。これからは、市街地のコンパクト化

や、また集積縮小も考えなければならないので

はないかなと、このようにも思っているところ

であります。 

 また、この商店街を支える女性、また若い後

継者の研修による人材の育成、また商店街その

ものに対する支援、防災、安心、安全のまちづ

くりなどが、ある意味ではキーワードに今後な

っていくのではないかなと、このようにも考え

られますが、市街地の活性化のために、現在、

市長はどのようにこうしたものに対してお考え

を持っておられるのかを、お伺いしたいなとこ

のように思います。 

 また、行政の市民情報の提供について、先ほ

ど御答弁はございましたが、議会と市民との懇

談会の中で、ある区長さんから、ある意味強力

にお話があったわけでございますが、地域の情

報がどうしても上げてあっても、すれ違いもあ

ったり、しゃべった、しゃべっていない。もう
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済んだ、済まないということでお話が終わって

しまって、すっきりいかないという部分もある

かもしれません。地域のリーダーとして自覚を

持って、使命感を持ってやっている区長さんた

ちにとっては、そういうことは非常に大変では

ないのかなと、このように思うわけであります。

そういう意味で、先ほど申し上げましたホーム

ページにきちんとそうしたものを、情報提供を

きちんと書いてあげてやるということは、どん

な立場でも結局それを見れば、自分たちの地域

の情報がわかるということは非常にいいと思い

ますので、これはある一部の地区だけではなく、

市内全域に共通することだと思いますので、そ

の辺のことができるか、できないか明確な御答

弁をいただきたいと、一歩踏み込んだ形でのお

話をいただきたいと、このように思っておりま

す。 

 それから、認知症対策の中の一つ、ドクター

制度についてでございますが、この認知症につ

きましては早期の発見ということが非常に大切

だということであります。ある高齢になれば、

たいていの方が、いろいろな形で病院にも通院、

または治療等に通うわけでございますが、そう

した場合に、これは本人との了解が前提ではご

ざいますが、個人情報の部分もありますので、

本人の了解というものも前提でありますが、か

かりつけ医、要するにドクター制度です。かか

りつけ医制度がきちんと整えておけば、いざと

いった場合には、そういうものがいち早く情報

が提供されて、御本人のためにも重度になるの

も少しでも遅れさせることもできるのではない

か。このように思いますが、この３点、ドク

ター制度、それから各地区のホームページ、そ

してこのまちづくりについてのお考えを聞きた

いなと、このように思います。よろしくお願い

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）  石橋達八議員の再質問

であります。 

 ３つお話がありました。この市街地の再生、

先ほど総合力の中にあって、それぞれが連携を

図りという話を申し上げ、そしてまた強みをい

かに発信するかという中におけるまちづくりと

いう答弁を行ったわけでありますけども、市街

地に入らなければという中においての仕掛けで

す。サービスの拡大ということになろうかとい

うふうに思っていますけども、これは非常に大

事なことだと思っております。これは、私も非

常にある意味においては、タイミングが必死だ

なと思っているんですけども、３億、４億とい

う中にあって、昔話村、改めてとおの物語の館

というものを立ち上げたものでありますけれど

も、その案内の看板がどこにもないんです。こ

れは、私がそのようなことを言うのは、非常に

あれな言い方なんですけど、あれだけのものを

立ち上げて、中心市街地に呼んで活性化しよう

という中にあっても、例えばバイパスを通って

もどこを行けば、とおの物語の館にたどりつく

のかというような、看板といったようなものも

設置していない。基本的なことなんだけど、そ

ういった部分がまだ十分なされていないという

部分は、私もこれはちょっとまずいなと思いな

がら、今すぐにそれをやるようにということで

指示もしてあるわけでありますけど、いうとこ

ろの今ありました商店街が例えば、冬のぬくも

り応援事業という中で、なけなしの財源をやり

くりしながら、2,000万ほど、これは灯油だけ

じゃない。生活用品、日常用品も購入してもい

いよという中で、すずらん振興会などとも連携

を取りながら、これを続けているという中で、

結構言うなれば執行率がいいというか、還元さ

れているわけです。これも一つは灯油高に伴っ

ての応援事業とはいいながらも、やはり商店街

との連携を図りながら、少しでも活性化を図り

たいというような思いの中から進めているわけ

でありまして、今後とも、この活性化のために

となれば、私は大きな、いうところの本庁舎の

建設場所といったようなものも、遅くない時期

には結論を出さなければならないという、今状

況になっております。先般、市民懇話会のほう

からは、提言書をいただきまして、議員各位に
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も御説明申し上げましたとおり、本庁舎は中心

市街地が望ましいというような提言もいただい

ているわけでありますから、こういった部分の

中における市街地の再生といったものを、その

中から見出していくということも大事じゃない

かなと思っておりますので、慎重かつ大胆にと

申しますか、そのようなものをプロジェクトと

して位置づけながら、まちなか再生という中に

おける中心市街地の活性化といったものについ

ての知恵と工夫を重ねながら、いうところの安

全、安心も含めて、防災上の取り組みを含めな

がらということにしてまいりたいというように

思っているところであります。 

 それから、市民情報の徹底、これはもっと徹

底しろ、きちんと掲載しろということで明確な

答弁をということでありましたので、先ほど今、

中においてもそれぞれ担当部署のほうに上がっ

ていっている分にあっても市長と市長への提言

という中で、その分については上がってくるわ

けでありますけど、やっぱり一定のスピード感

というものが、ちょっとまだ欠けているな、そ

れは自分の担当のところで、あるいは担当課長

は担当課長の中で、何とか解決したいというよ

うな思いがある。担当部長は担当部長の中で、

自分のところで何とか解決したいという思いが

あって、決して悪気というか、いい意味での自

分の責任というものを感じながら受け答えをし

ているわけであるとは思うんですけど、その対

応が、対面をしない形で上がっては来ていない

という部分も私は今の御質問の中における、区

長さん方の要望としてあるのかなというように

も、そのようにも捉えたわけでありますけども、

いずれこれは情報公開、それに対する一定のス

ピード感といったものが非常に大事なことであ

りますから、さらにこれは徹底するように私の

ほうでも、自ら職員や担当幹部職員にもきちん

と伝えて対応したいというように思っておりま

すので、よろしく御理解をいただければと思っ

ております。 

 それから、３点目の認知症対策におけるドク

ター、かかりつけ医、これは先ほど申したとお

り、やはり根本的な治療法はないけども、早期

発見がいわゆる進行を遅らせるということがあ

るわけでありますから、先ほど答弁の中でも申

し上げましたとおり、医師会の講座に13人ほど

が講習を受けているということもありますので、

そういった部分におけるなお一層の連携を図っ

ていきたいというように思っております。これ

は、ある情報誌に書いておったことなんですけ

ど、励ましたくて、「ばあちゃん、しっかりし

ろ、頑張らなきゃだめだぞ」という中で、大き

な声で励ましたつもりが、カーテン越しに聞こ

えたのが、いじめているというように聞こえて、

大変な形でメール、ファクスで攻撃を受けたと、

もうおれは何も言わないというお医者さんと一

度出会ったことがあるんですけど、やはりその

先生の言うのには、しっかりしなきゃだめだよ

と思う行動、言うなればぼけてはいられないん

だよということを、強い口調で励ましたつもり

なんだけど、そのつもりが逆にとられてしまっ

たんだよなという中で嘆いていた先生もあった

わけでありますけども、やはりそういう事例の

中で役人が、個々人がこのような認知症といっ

たものに対する理解と、それに対する対応とい

ったものについて、やはり知識を申しますか、

それを共有するというようなことも大事なこと

じゃないかなというように思っておりますので、

かかりつけ医、いち早く対応が早くという部分

におけるドクター制度、これについてもきちん

とした仕組みにしたいというふうに思っており

ます。 

────────────────── 

   散  会   

○議長（新田勝見君）  お諮りいたします。 

 本日の会議は、この程度にとどめ散会いたし

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、本日はこれにて散会いたします。大変

御苦労さまでした。 

   午後３時45分 散会   


