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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。 

────────────────── 

   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。13番小松大成君。 

   〔13番小松大成君登壇〕 

○13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。 

 最初にお断り申し上げますけれども、少々私

の不摂生がたたって、風邪が治っておりません。

聞き取りにくいところがございますけれども、
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御勘弁願いたいと思います。 

 じゃあ、質問いたします。国民健康保険税の

現状と課題に対する市長の認識についてです。

２つ目には、遠野市商工業振興条例の制定につ

いて。３つ目には、生活道路整備事業の創設に

ついて。以上、３点について市長の見解をお伺

いいたします。 

 まず、質問の前に、我が党が取り組んだ市民

アンケートについて、一言触れたいと思ってお

ります。 

 日本共産党遠野市委員会は、市議選に当たっ

て、市民生活の状況把握、それに基づく政策立

案、論戦の組み立ての根拠を把握するため、市

民アンケートを行いました。全ての世帯とはい

きませんでしたけれども、市内約6,000世帯に

アンケート用紙を配付し、約500通ほどの回答

がお寄せいただきました。今回のアンケートの

特徴として、少なくない方が住所・氏名のみな

らず、電話番号までも記入して回答してきてい

るということであります。かつては考えられな

かったことです。寄せていただいた方で連絡の

取れる方々には、即座にお礼をいたしましたけ

れども、多数の無記名回答者にはお礼のしよう

もなく、現在に至っております。お寄せいただ

いた御意見を大切にし、これからの議会活動に

生かしていきたいと思っております。この場を

お借りいたしまして、アンケートを寄せられま

した市民の皆様方に感謝申し上げます。 

 その寄せられた回答を集計編さんし、住民

ニーズの把握に努めるといった作業が行われま

した。今、総選挙が行われており、本会議の場

で政党宣伝と思われる発言は慎まなければなり

ませんが、アンケートに記述された内容の多く

が、租税に対する疑問や不満でありました。特

にも国税に対しては、消費税増税に対する怒り

であり、市税に対しては、所得の割に高い国保

税、何とかならないのかと、国民健康保険税に

対する不満であります。さらには、年金生活者

の、物価は上がるが年金は減らされ、生活が

年々苦しくなるばかりといった内容がびっしり

書き込まれた回答が、数多く寄せられました。

今の市民生活の実感を如実に示しているのでは

ないでしょうか。 

 はじめに、市民アンケートによって浮き彫り

になった数々の市政課題の中で、特にも関心の

高いと思われる、国民健康保険税の課題に対す

る市長の見解をお伺いいたします。 

 高すぎる国民健康保険税の問題は、私が初め

て市議会議員になって最初の一般質問で取り上

げて以来、機会あるごとにこの課題に取り組ん

でまいりました。改めて４期目の議員活動を再

開するに当たり、初心に返り、この問題から提

起させていただきます。 

 国保の問題は、高すぎる保険料の問題にとど

まらず、多くの問題を抱えております。御存じ

のとおり、国民健康保険は自営業者、農林漁業

従事者、退職してそれまでの被用者保険を脱退

した人や家族、パート・アルバイトなどの非正

規労働者、その他、一般的には１年以上滞在を

認められた外国人となっております。1980年代

までは、自営業者の加入割合が高かったのです

けれども、2001年度以降は無職者が50％を超え、

この傾向はますます増加すると、厚生労働省が

推計しております。このことから察しても、国

保が多くの無職者を抱え、社会保険としての機

能を果たせなくなるのではないかといった危惧

は、多くの職者によって指摘されております。 

 国保における重い保険料負担は、そもそも社

会保険における社会的扶養の一翼を担う事業者

負担が存在しないことから来ています。このこ

とから、国保世帯の保険料負担は、他の医療健

康保険組合に比較して、倍以上の負担が強いら

れております。国保中央会の調査でも、モデル

世帯の年収300万、４人世帯の平均保険料が、

健康保険組合世帯では８万円から14万円である

のに対して、国保世帯は20万円から32万円とい

う数値が示されており、いかに国保世帯の税負

担が重いかがわかります。 

 具体的に、ある遠野市民から提示された国民

健康保険税課税明細書から、その税額を示して

みたいと思います。この方の売上金額はわかり

ませんが、この方の課税対象金額は190万円。
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この所得、厳密に言えば所得ではありませんけ

れども所得割として10.5％18万9,258円、この

方の資産に対する資産割、いくらの資産かわか

りませんけれども、資産に対する課税額28.8％

２万4,393円、均等割、この方の家族は本人と

奥さんの２人ですので１万7,400円掛ける２、

３万4,800円、平均割３万1,600円、合計29万5,

500円、国民健康保険税となっています。 

 わかりやすく四捨五入して説明すれば、200

万円しか所得のない世帯に対する国民健康保険

税は30万円。当然のこととして、この方は所得

税も市民税も納めていますので、その重税感た

るや相当のものです。その方いわく、税金を払

うために働いているようなものだといった嘆き

は、その方のみならず、あちらこちらから聞こ

えてきます。 

 だから、高すぎる国保税、引き下げるべきと

して質問を打ち切ると、遠野市の国保税は他自

治体の国保税より高いと、市民に誤解を与えて

ますが、現場で努力されている担当職員に対し

て後ろめたさを感じますので、多少つけ加えて

申し上げますれば、岩手県における遠野市の国

保税賦課状況を調べてみますと、１人当たりの

賦課調定額、１世帯当たり賦課調定額ともに決

して高い数値でないということだけは申し上げ

なければならないと思っております。 

 この高すぎる国保税の問題は、遠野市のみの

問題ではなく、全国的な問題です。その根源に

あるのは、1984年の国保法改悪による国庫負担、

いわゆる医療費掛ける45％から医療費掛ける38.

5％に削減されたことにあります。その減額分

が国保税に転嫁され、払いたくても払えない国

保税になってしまいました。さらに追い打ちを

かけるように、かつては自営業者、農林漁業者

が加入者の大半を占めていた国保加入者が、労

働法制の改悪によって、パート・アルバイトな

どの臨時雇用者、無職者の加入割合が増加し、

国保税未納が増加傾向にあり、自治体の国保会

計を悪化させていると言われております。 

 そのことを裏づけるように、遠野市において

も低所得者に対する国保税軽減実施対象世帯2,

514世帯これは平成25年度でございます。国保

加入世帯が5,000世帯を割り込んでいますから、

国保加入者の半分以上が何らかの軽減処置を受

けているということになります。とりわけ問題

なのは、７割軽減世帯がおよそ1,500世帯、加

入世帯の３分の１以上となっており、国保加入

世帯の貧困化がいかに深刻なのか、察すること

ができます。 

 本来、社会保障としての国保であるならば、

これらの状況に応じ、国としてそれ相当の国保

に対する財政支援を行うべきところなのですが、

何ら対策も取られないできた国の責任は重大だ

と言わざるを得ません。 

 そこで、市長にはこの問題、再三伺っており

ますが、改めて、国保税に対する現状認識を伺

います。 

 １つには、岩手県の１世帯当たりの国保税の

調定額及び課税所得の推移が報告されておりま

す。平成24年の負担率は、何と17.62％。先ほ

ど紹介した市民の事例でも、所得の15％、これ

では生活するのに精いっぱいで、国民健康保険

税、安くしてほしいといった要望は切実であり

ます。市長は、この現状をどのように捉えてい

るのでしょうか。 

 ２つ目には、国保課税における資産割が少な

くない自治体で廃止されています。その根拠と

して、利益を生まない居住用資産に課税されて

いることや、資産割は固定資産税と重複課税と

いった指摘が、法律の専門家などから指摘され

ておりますし、現実問題として所得がない方に

も資産割は課税されるため、低所得者層の負担

となっているといった現実があります。国保算

定における資産割は、廃止を検討するべきと思

いますが、いかがでしょうか。 

 ３つ目には、国保税未納者に対する資格証明

書の発行数は、当局の努力で減ってきておりま

す。これは評価すべきことであります。が、短

期保険証の交付世帯が234世帯466人となってお

ります。この世帯数を減らすことが肝要と思わ

れます。問題なのは、短期保険証の未交付世帯

56世帯80人もいることは重大であります。これ
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らの問題にどのような取り組みがなされている

のか、お聞きいたします。 

 ４つ目に、国保税における問題の根本は、国

の国民健康保険に対する国庫負担の削減にあり

ます。1984年の国保法改悪以前の医療費掛ける

45％に戻すとともに、不安定雇用増加に伴う低

所得者、無職者の加入増に対する支援策の強化

を、国に対して要求するべきだと思います。市

長の見解をお聞きします。 

 次に移ります。商工業振興条例の制定につい

て伺います。 

 国は、平成11年度中小企業基本法改正により、

中小企業者の自主的な努力を助長し、中小企業

者の多様で活力ある成長発展を図るという法の

趣旨を示し、平成22年には中小企業憲章を閣議

決定、中小企業施策の基本理念、原則及び行動

指針を明確にすることにより、中小企業を重視

する姿勢を示しました。 

 これらの国の動きを受けて、地方自治体にお

いては、中小企業振興を目的とする条例を制定

する動きが出ております。現時点では全国147

自治体で制定されているようであります。 

 岩手県においても、持続可能な経済社会を実

現してゆく取り組みを進める。そのためには、

商工業を振興することが重要であるとして、商

工業の振興政策をこれまで以上に総合的かつ計

画的に推進してゆくために、条例を制定すると

表明しました。県内では一関市が唯一同様の条

例を制定しているようであります。 

 遠野市の発展に大きな役割を果たしてきた商

工業が、今後も遠野市の発展を牽引する役割を

果たしていくために、中小企業者みずからが新

製品の開発や生産など、新たな事業活動の展開

と経営の安定を図ることはもとより、１次産業

である農林畜産漁業により生産から加工までも

視野に入れた、いわゆる６次産業の推進におい

ても、商工業と連携した、一貫した政策遂行の

ためにも、遠野市でも中小企業振興条例の制定

は必要と思われます。市長の見解をお伺いいた

します。 

 次に移ります。生活道路整備事業の創設につ

いて伺います。 

 市有地でありながら、日常生活に欠くことが

できない生活道の整備を求める声があります。

私が初めて市議会議員になったとき、このよう

な相談を受け、当局に相談に伺ったことがあり

ました。その当時のやり取りはうろ覚えではっ

きりこう言ったとは言えませんが、当局として

は、個別資産に対する助成はできないといった

内容だったと記憶しております。 

 今回の市議選中においても同様の訴えが寄せ

られ、困ったものと頭を抱えていたところ、た

またま私の選挙応援に駆けつけていただいた隣

町住田町議から、住田町でも住民から同様の問

題が提起され、議論の末、住田町生活道路整備

事業費補助金交付要綱が成立し、現在、この事

業でもって２カ所の整備事業が行われていると

のお話を伺いました。 

 この住田町の生活道路整備事業の概要を簡潔

に紹介したいと思います。 

 事業の目的として、生活道路の所有者または

利用者が日常生活に欠くことのできない生活道

の整備を行う場合に要する経費を助成すること

により、生活環境の向上を図る。 

 生活道路の定義として、国道、県道及び町が

管理する町道、農道、林道以外の道路、つまり

市有地で住居が２戸以上で、日常生活に欠くこ

とのできない道路である。対象事業は生活道路

の改良、拡幅、舗装、橋梁の取りかえ、事業費

100万円以上700万円以下で、補助率は対象経費

の３分の２となっています。 

 もともと私への相談は、市有地を市へ寄附採

納し、市道化し、住民負担のない道路整備をし

てほしいといった内容ですから、住民負担を伴

う住田町の事業とは相いれない部分があるとは

思います。一方で、多少の自己負担を伴っても

生活に欠かせない道路を整備したいといった地

区住民がいるのであれば、有効に働く事業と思

われます。 

 今後、急速・急激に進む高齢化社会にあって、

生活道路の整備は喫緊の課題です。これから訪

れる冬の除雪作業は、舗装道路でさえも難儀を
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きたしています。まして未舗装の道路の除雪作

業は、高齢者にとっては厳しいものがあると思

います。私有地の生活道路整備に対する支援策

を検討するべきと思いますが、市長の見解をお

伺いいたします。１回目の質問を終わります。 

○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。 

 大きく分けて３つ。１つは、国民健康保険税、

この現状とその課題に対する認識はどのような

ものかということに、根幹にかかわる問題に対

する質問でありました。２つ目は、中小企業、

この景気回復と申しますか、経済振興のために

は中小企業の振興というのが非常に大切だと。

商工業振興条例等を制定する考えはないかとい

うことの質問でありました。３つ目は、生活関

連道路としての私的土地に対する道路整備につ

いての新たな制度を創設する考えはないかとい

うことについての、３つの質問と承ったところ

であります。 

 まず、国民健康保険税の現状と認識に対する

市長の見解はということでありました。非常に

それぞれアンケート調査を行ったという質問の

中にも触れられてありました。詳細にそのこと

に対する市民の声があったぞということの御質

問の中に、そういう御指摘もあったわけであり

ます。その御指摘、あるいは質問の中に述べら

れたことについても、一つの現状として、私も

そのような部分は市民の皆さんの声の中にある

であろうということは十分承知もいたしており

ます。 

 ただ、この御質問の中にも触れてましたとお

り、この問題は一市町村、基礎自治体と言われ

る市町村の中で取り組むには、やはり一つ大き

な国の制度の中に受ける仕組みの中に成り立っ

ているということも一つの現状として十分捉え

なければならないんじゃないのかというふうに

思っているところであります。質問そのものは、

４項目にわたって質問の中にありました。現状、

このどのような認識を捉えているのか。２つ目

は、この資産割のこの廃止などについて、検討

すべきではないだろうかと。それから、短期保

険証の未交付世帯に対する取り組み状況はどう

なっているか。４つ目が、国庫負担の増額等、

低所得者に対する、あるいは無職のこの加入者

等に対する支援のあり方について、どのように

考えているかと。国に対してもっと積極的に要

望、要求すべきではないかということであった

というふうに承知したわけであります。 

 まず、１つ目の、現状といったものをどのよ

うに認識してるかということにつきましては、

これは御質問の中にあったとおりでありまして、

今、冒頭申し上げましたとおり、国の制度との

関係になるんだということになるわけであるん

ですけれども、中高年を対象とした、中高年齢

層を多く抱えていると、加入者の中に抱えてい

るということもあるわけでありますから、どう

しても医療費の水準が高いというのも一つの現

状ではないかなというように思っております。

長引く経済不況、リーマンショックのころの数

字、見ますと、本当にショックな数字が並んで

おりました。そのような中で、無職、あるいは

経済、さらにはだんだんと申しますか、高齢化

社会の中における中高年齢層が、多くの方々が

ここの加入者の中に占めているというような状

況を見ますと、特にも長引く経済低迷によりま

す低所得者の増加が所得における国保税の負担

をさらに負担率を高くして、切実なものになっ

ているのではないかなというふうに認識をして

いるところであります。これは遠野にとっても

同じような状況。それはアンケートの中にもそ

のことは示されていたということに、なるんじ

ゃないのかなというように思っております。こ

れは、当市だけの問題ではないという中で、国

保の制度化、これに対する構造的な問題が、背

景にあるというように承知もいたしております。 

 したがいまして、ただ構造的な問題が、国の

制度の問題であるというわけにはいかない。こ

れは我々、基礎自治体としても、国に対して積

極的にこの声を出していかなきゃならないとい

う中にございまして、これも繰り返し、繰り返
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しということになろうかというふうに思ってお

りますけれども、県市長会を通じ、また東北市

長会を通じ、さらには全国市長会という場にお

いて、厚生労働省をはじめ、国等に対しまして

市町村の声ですよといったようなことは、その

都度、その都度、声を上げているということに

なるわけでありますし、国保制度に伴う県の総

会、さらには制度改正に伴う総決起大会等にも

積極的に対応いたしまして、そのような声の中

に、これは声の中にというのはただいま小松大

成議員の独自のアンケートという中における、

そのような声も踏まえて、積極的な発言と行動

を行っているというような中に、一つ何とかこ

の問題について毎年度、毎年度繰り返し要望活

動ばっかりしてるんじゃないだろうかと、何と

かもう少し前に進められないだろうかというこ

ともあるわけでございますから、そういったこ

とは厳しい緊張感の中に、そのような声を出し

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。 

 それから、２つ目の、この国保税率における

資産割は、廃止すべきではないだろうかという

質問でありました。これは、この遠野市、国保

の税額は、御案内のとおり医療保険分、それか

ら後期高齢者の支援金分、さらには介護保険分

と３項目に分けまして、ついて、１つは所得割

ですね、それから２つ目は資産割、平等割、均

等割といったようなこの４つの区分の中で計算

をしながら、その合計額を決定していると。こ

れは先ほどの質問にあったとおりであるわけで

あります。 

 したがって、ことしの４月、地方税法の改正

が行われまして、この改正に伴いまして、この

一部改正の限度額を引き上げということになり

ました。したがいまして、補助事業の取り組み

によりまして、財政措置といったようなものに

つきましても、大きく変わったとこでございま

すので、そのような中におきますこの税率は、

そのように変わったということであるわけでご

ざいますけれども、何とか収納対策の充実強化

に取り組むことによりまして、税率は平成20年

度以降据え置いているという状況にあるという

ことも、一つは評価していただければなという

ように思っているところでもあります。 

 もちろん、国保税の課税構成割合については、

市民所得の状況等も考慮しながら、資産性のあ

り方も含めた、バランスのある対応をしていか

なければならないかというふうに承知しており

ますので、そういった答弁で御了承いただけれ

ばというように思っております。この資産性の

あり方を含めたバランスを検討していきたいと

いうことになるというように思っております。 

 それから、当市の国保の１人当たりの医療費

は、年々伸びている状況にあります。昨年２月

に策定した第２期中期財政計画におきましては、

このままでいけば医療費が伸び続け、国民健康

保険の財政調整基金約３億円留保しているわけ

でありますけども、その取り崩しを例えば行っ

たとしても、平成28年度には単年度収支そのも

のが、赤字に転落するのではないのかなという

ような危機感を持ったところでありました。そ

のように予想したところであります。 

 その対策といたしまして、これは、これも言

わずもがなであるわけでありますけれども、市

では特定健診やあるいは保健指導等によりまし

て病気の早期発見、さらには重症化を防止する

と、予防するというような取り組みがより大事

になってきているのではないのかなと思ってお

ります。言いかえれば、健康づくりそのものに

市民上げて取り組まなければならないというよ

うな大きな課題が、この国保問題にも、のしか

かっているというように捉えてよろしいんじゃ

ないのかなというように思っております。 

 この医療技術の進展、これもあります、発展

もあります、それからさらには超高齢化社会の

到来といったものがあるわけでございますので、

今後、いかにこの医療費そのものの抑制を図っ

ていくのかということも、この国保財政の問題

については、一つの大きな課題として捉えなけ

ればならないかというように承知もいたしてお

ります。 

 国保の財源、財政運営に関しては、特にもこ
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れからも常にいい意味での緊張感を持って、国

保に伴う審議会もあります、いろんな議論する

場もあります。小松議員がこの問題については

初登壇以来、初当選以来、ずっと質問し続けて

きたというお話がありましたけども、それだけ

大きな構造的な問題をその中にはらんでいると

いうことにもなろうかというように思っており

ますので、そういったことを冷静に捉えながら、

１つは超高齢化社会であると、景気に変動があ

ると、そしてこれは、この国保というのは雇用

主負担がない部分における一つの制度なわけで

ありますから、無職、あるいは退職した後の中

高年齢といったような、そのような方もこれか

らもふえていくわけでありますから、その年齢

とともに、加齢とともに、病気といったものも

出てくるというようになるわけでありますので、

そのようなことがあらかじめ想定されてること

なわけでありますから、そういったものに対し

てどのようなということになれば、やはり健康

づくりというような、そのような中における取

り組みも、もう一方においては国保財政にとっ

て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。 

 ちなみに、ちょっとこれは直接な質問の項目

とは外れるわけでありますけれども、小友のほ

うに診療所という形で決断をいたしました。そ

ういったときに、ある方から、人口がどんどん

減っていくという中にあって、どうして6,000

万も金をかけて診療所をつくるんですかという

質問を、実はある市民の方から受けました。私

はそのように、そのときに、いや、どうしてか

って言っても、現在、やはりそのような中で、

その地域で困っている人がいるという中のもの

を放っとくわけにはいかないんだと。したがっ

て、単なる病気になったから医療を施し、その

中で病気、治療するというだけじゃない、その

中において、これは特に中央診療所の山口医師

が言ってるわけでありますけれども、健康づく

りがすごく大事なんだと。予防がすごく大事な

んだ。指導がすごく大事なんだというようなこ

とをよくお話されております。その小友の診療

所もそのような認識の中に居続けたということ

も、また一つのコストとして考えていいんじゃ

ないのかなというように思っているところでご

ざいますので、そのことも一言つけ加えながら、

医療体制のさらなる充実といったことも踏まえ

て、この医療費の抑制といったものに、もう一

歩努力をしてまいりたいということの決意を申

し上げたいと思っております。 

 それから３つ目、短期保険証の未交付世帯に

対する取り組みはということであります。これ

につきましても、これまでも質問いただいてお

ります。短期保険証の発行については、これに

つきましては、それぞれ市の要綱に基づきまし

て交付基準法にのっとって作業をしているとこ

ろであります。したがって、窓口で保険証を交

付する機会に合わせてこの事情を聞き取りなが

ら、収納分納ですか、分納といった、分納の一

つの対応、あるいは定期納付といったようなも

の、分納誓約ですね、それから定期納付といっ

たものに関する等、納税等の相談を行っている

という中で、きめ細かく対応しているところで

あります。 

 したがって、この更新通知や電話による納税

相談に来るよう、求めているところであります

が、今後もその都度、その後も今後も、こうい

った保険証の受け取りがない未交付世帯につい

ては、現状を確認しながら医療の機会を損なわ

ないことがないように、きめ細かく郵送等の手

配もしながら対応していきたいというように思

っているところでありますので、御了承いただ

きたいと思っております。 

 それから、最後の４つ目の、国庫負担の増額

と低所得者、もしくは離職者の増加に、加入増

加に対する支援策の強化を国に対し要求すべき

ではないかと。そのとおりだというようにこの

点も思っている。繰り返し前に申し上げました

とおり、構造的な問題も抱えている。やはりこ

の中で私はちょっと先般、あるマスコミから消

費税の再増税についてという中で見解を求めら

れました。これにつきまして、私も非常に正直

なところ悩む課題であるなというように思われ
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ましたけれど、消費増税の再増税というものに

ついては、賛成の立場を表明させていただきま

した。それは、あくまでも社会保障、そういっ

たものに対する一つの財政負担としての目的税

化の中における消費増税の、消費税の再増税と

いうように位置付けた。もう中高年を含めて超

高齢化社会に突入していくということを目の前

にし、この社会保障問題をどのように考えてい

くのかということが大きな、大きな、国として

の考え、課題なわけであります。そういった中

にございまして、この消費増税、そういった社

会保障といったものに限定をするという中にお

ける財源としてであれば、これは容認せざるを

得ないのではないだろうかという中における賛

成の立場を取らせていただいたわけであります。 

 一方においては、この消費増税の再増税の問

題等も含めて、軽減税率の問題などもいろいろ

この税率の、税制度のあり方について議論され

てるわけであります。もちろん、消費税という

中において10％というものになれば、これは社

会保障といったものにきちんと財源として位置

づけられる。したがって、市町村にその問題が

常に常に財政負担として来ることがないように、

国としてしっかりとした制度をつくらなければ

ならない。その中における一つの負担としての

消費税というものが居続けるんであれば、これ

はやむを得ないだろうかというようにも思って

いるわけであります。 

 しかし、一方においては、景気を回復し、そ

して雇用を拡大しながら、言うところの税収と

いったものを、その中に安定した税収、きちん

と確保するということも大きな、大きなまさに

課題ではないのかなというように思っておりま

すので、単なる税を上げれば云々じゃない。や

はり構造的な問題として産業振興をどのように、

景気回復をどのように、そして雇用をどのよう

にその中で、そして税収といったものを確実な

ものとして得ていくのかといったことも、もう

一方においては捉えていかなきゃならない。軽

減税率の問題も、生活用品そのものを言うのが

結局抑えるというような仕組みの中に成り立っ

ているわけでありますけども、この景気といっ

たものが本当に地方にその部分のものがきちん

と波及効果が出ているかということになれば、

残念けども、私は地方にはそのような声は、声

というよりも実感として、手応えとして、まだ

感じるまで至っていない。 

 したがって、都市部だけじゃない、大都会だ

けじゃない、地方にもこの景気回復といったも

のがきちんと手応えとして、実態として感じ取

れるような、そのような仕組みにやはり持って

行くという中で、税収といったものを、その中

で財源といったものを確保するといったことを、

もっともっと本気になって、国の政策の中で位

置づけていくっていうことが大事ではないのか

なということも思っているところでございます

ので、その一端を申し上げまして、この国保税

に対する現状と課題に対する認識ということで

ございましたので、答弁とさせていただきます。 

 それから２つ目のこの岩手県、岩手県という

より遠野市商工業振興条例のこの制定について

であります。御質問の中にありました。岩手県

でもそれを考えているようだ。私もその情報は

いただいているところであります。 

 御質問の中にありましたとおり、中小企業、

いろんな発想の中からものづくり、そしていろ

んな景気、それを経済振興に、産業振興に、雇

用にも持っていくというものにおいては、中小

企業の果たす役割というものは非常に大きいわ

けであります。あえてこの場で知ったかぶりを

して申し上げるわけじゃありませんけども、戦

後の奇跡的なこの日本の復興といったものはっ

て言ったときに、よく紐解いてみますと、中小

企業の果たした役割がすごく大きかったという

ことになってるわけであります。大企業だけで

はなかった、中小企業が本当にこの戦後の混乱

期から経済復興といったものの中に果たした役

割、その中においては、公設試という公の試験

場、試験研究機関がその高額のいろんな機械、

あるいは試験、製品を試すいろんな機械器具で

すね、これは高額だと。なかなか中小企業では

買い求めることができないといったようなもの
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を、公設試と言われる工業試験場などがきちん

と手当をしながら、そこに中小企業のまさに知

恵と工夫がそこをうまく連携しながら、そして

中小企業の底力を示しながら日本の戦後復興と

いうものを押し上げたという話がよく言われて

いるわけでありますけれども、そういった意味

においては、これからの地方の底力、そして雇

用を見出し、人口も減少にも歯止めをかけると

いうふうにおきましては、中小企業対策をどの

ように進めるかということもやっぱり大きな課

題ではないかなというようにも承知しておりま

す。 

 ことしの４月でありましたけれども、６次産

業推進本部という組織を立ち上げました。これ

は、やはり１次産業と２次産業、そして３次産

業、いうところの１次産業の一つのものを２次

的な中にもおける付加価値をつけ、３次の中で

流通というものへ持って行きながら、そしてさ

らにそれを産業振興につなげるという一つの仕

組みなわけでありまして、そういった意味にお

きましては、厳しい局面に今、立ち向かってお

ります、人口減少問題にもひとつ立ち向かうた

めにも、やはりこのような制度の中において、

やはりしっかりとした中小企業の皆様の商工業

に従事する皆様の底力といったようなものを、

後押しをするといったような仕組みも大事じゃ

ないかなというように思っているところでござ

います。 

 なお、質問にありましたとおり、一関市が平

成21年に県内市町村ではこのような条例を持っ

てるということも聞いておりますので、そうい

った状況も踏まえながら、そして、繰り返しに

なりますけども、国内のいろんな人口減少や、

さらには国内市場における市場規模の生産年齢

の、生産年齢人口の減少、これもその人口減少

の中に避けて通れない。 

 しかし、一方においては経済活動の国際化の

進展、さらには国内外の競争激化といったよう

なものがどんどん、どんどん荒波の如くと申し

ますか、怒涛のように押し寄せてきてるという

ような状況になるわけですから、これもやはり

仕方がないんじゃなくて、やっぱりはねのかす

だけのためには、やっぱりこのような条例制定

のようなものを踏まえながら対応していかなけ

ればならない。 

 一方においては、遠野市においては、もうカ

ウントダウンが始まってるわけであります。釜

石自動車道の全通、さらには国道340号立丸峠

のトンネル化、こういったようなものが、カウ

ントダウンが始まっているわけで、加速度的に

これが進むという中におきまして、こういった

展望を踏まえながら、内陸と沿岸の交流の拠点、

そしてそういった地理的な地勢的な、そのよう

な交通の要所としての遠野というものを考えれ

ば、やっぱり市内の中小企業等をというよりも、

ほとんどが中小企業なわけでありますから、そ

れには皆さんに本当の意味においての底力を出

していただくような環境といったようなものの

ためには、このような条例制定なども視野に入

れた、検討していってもいいんじゃないのかな

というように承知してるところでございますの

で、よろしくお願いを申しあげたいというよう

に思っております。 

 それから、最後の質問であります。最後の質

問は、生活関連道路のこの事業の整備に係る創

設という、新たな制度をつくっては、どうなん

だろうと。私有地である生活道路への道路整備

補助といったものを考えてみたらどうだろうか

というお話がある。これにつきまして、生活に

身近な道づくり事業として、もう11年間、この

問題については取り組んできております。この

生活に身近な道づくり事業、これにつきまして

も、どのような生活関連道路なんだろうか。高

齢者の方、あるいは病院に通っておられる方は、

あるいは体に障害を持ってる方々がどのくらい

いるだろうかというものも一つのデータベース

化しながら、そういったようなデータに基づい

て優先順位を決めながら、生活関連道路として

の市単独での整備事業を行ってまいりました。 

 平成15年から25年まで、11年間続けてまいり

ました。その中で、改良延長は１万6,000メー

トル、それぐらいの対応をいたしました。そし
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て72路線をこの中で整備をしてきたと。そして

この中における舗装率のアップ、これは1.2％

でございますけども、舗装率のアップにもつな

がったと。ささやかな遠野として身の丈の中に

おける取り組みだったわけでありますけれども、

このような成果も得てきているということであ

りまして、これをやはり、現在は第４期の計画

に持って行こうということで、平成26年から28

年までの中で位置づけをしておりまして、この

中においては、第４期の中においては21路線、

それで舗装整備延長は8,210メートルという形

で位置づけておりまして、総事業費約４億6,00

0万ほどを予定しているところでもあります。

これは順次このような中で、これからも集落を、

あるいはそれこそコミュニティをどうするかと

いう問題もあるわけでありますから、安心安全

といったことも踏まえれば、生活に身近な生活

整備事業といったものを、きちんと位置づけを

していかなければならない。客観的なデータに

基づいて優先順位を決めて位置づけなければな

らないということを進めてまいりたいというよ

うに思っております。 

 その中におきまして、今回もこの御質問にあ

りましたこの問題につきましては、実は宮古市、

それから二戸市、盛岡市、さらには質問にあり

ました住田町なども新たな一つの課題として、

このような一つの私有地、私有地ですね、そう

いったことに対する道路などもっていう部分の

一つの課題に、きめ細かく対応している自治体

も住田町のような例も出てきているということ

でありますから、これも私はこれだけの人口減

少というよりも、高齢化社会、コミュニティは

維持していかなきゃなりません。コンパクトシ

ティだと言っても遠野の身の丈の中にあっては、

例えばコンパクトシティの中にあって、中心部

だけがっていう部分の中におけるよりも、やは

りネットワークとしての中における集落も大切

にしていかなければ。集落も大切にしていかな

ければならないとなれば、その中に私有地とし

て、私有地としての生活関連道路になるだろう

ということになれば、それは私有地でしょうと

いうわけにはいかない部分もその現状としては

出てくる。現状っていうよりも現実としてそう

いう課題も出てきてるということも踏まえれば、

やはりこれもある意味においては一気に創設と

いうところまでいけるかどうかですけども、盛

岡とかあるいは宮古とか、あるいは先進地の二

戸市であるとか、先般の住田町の例なども一つ

参考にしながら、やはり一歩踏み込んだそのよ

うな一つの生活に身近な関連道路の整備事業と

合わせながら、そのようなきめ細かい対応も、

また必要としてきているのかなというような認

識でございますので、そのことをもって答弁と

させていただきます。 

○議長（新田勝見君）  13番小松大成君。 

   〔13番小松大成君登壇〕 

○13番（小松大成君）  再質問をさせていただ

きます。 

 まず最初に、国民健康保険税の問題です。市

長、お話されましたとおり、これは単一の市町

村だけで物事が解決するというものではないと

いうことですから、私は最後の項目において、

これらの制度改善を国に求めるべきだと。常々

市長の答弁からありましたのは、市長会、それ

から東北市長会においてそういう提言をして、

国に申し入れをしていると。そのことはもう御

存じ、私自身知っておりますので、そういう努

力は今後も続けていってほしいと思っています。 

 ただ一つ、遠野市において、じゃあ全然解決

できないのかと申しますと、実は当局の御努力

もありまして、遠野市においては基金が３億円

もあるということでございます。この３億円と

いうお金は大体5,000世帯の国保加入者であり

ますから、１人１件当たり、１世帯当たりにす

ると６万円ほどの積立金となります。これはか

なり大きな金額です。 

 ただ、私自身、厚生労働省の通達か何かわか

りませんけれども、いわゆる医療費給付の５％

以上の積み立てをしなさいといったような指導

があるようでありますけれども、その５％って

いうのは１億5,000万なわけです。ですから、

遠野市で何もできないのかと申しますと、決し
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てそんなことではなくて、その１億円を取り崩

しただけでも１戸当たり平均２万円の引き下げ

ができるんだということを、私、この間の市議

選において皆さんに訴えてまいりました。かな

りの方から、いや、そのように何とか言ってく

れということも言われました。 

 ただ、そうは申しましても、単年度決算にお

いては実質経費においてはプラスなんですけど

も、単年度における収支においてはマイナス7,

000万円ほどですか、こういうふうになってい

るという状況ですから、単純に、だからという

ことにはならないんですけれども、しかし、や

はりこの３億円の積立金があるということは、

私はかなり重要な問題だと思っております。 

 きょう、ここで下げろと言っても、はい、そ

うですかとはいかないわけですから、これらの

検討課題として、今後も提起していきたいと思

っております。 

 それから、中小企業振興条例については、各

県の状況を見ながら雇用を実現したいという、

私はそう取りました。このような条例のもとで

中小企業を振興していくんだと。それから系統

だった振興策を構築するんだということだと私

は思っております。 

 かつて、ことしの議会ですか、私、要するに

住宅リフォーム制度をいわゆる店舗まで広げる

べきだといったような提案をしました。しかし、

こういう単独な提案だけでは、これはなかなか

中小企業の振興にならないと思っております。

ですから、条例制定における総合的な振興策を、

私はもう急いでやるべきだと思っております。

その点においては、やはり商工業のみならず、

農業も入れた６次産業化を図るといった視点か

ら大変重要なことだと思っております。ただ単

に隣町の条例をまねたということではなくて、

実際、遠野市における商工業の振興がどのよう

な形になっているかということを、関係者から

重々意見を取り入れながら、地域のニーズに沿

った条例制定といったものを求めていきたいと

思います。 

 それから、最後、生活関連道路なんですけれ

ども、これはもちろん生活に身近な関連道路と

して整備されているということは評価したいと

思いますし、かなりの道路が整備されていると

いうことは私自身、大変敬意を表するものであ

ります。ただここで、私が問題視してるのは、

かなりの町はかつて田んぼであったところが切

り売りされて、道路にされて、そして道路の部

分だけ残されて、そして未舗装のまま、いくら

お願いしても、そこは私有地だからだめだよと

いった答弁しかいただけなかったという経緯が

ございます。いっぱいあります。選挙期間中、

回ってみました。早瀬にもあります、八幡にも

あります、いわゆる行って袋小路になって、そ

れが先、ないと。そこはとても公共土地とは認

められないといった内容です。しかし、その

方々であっても下水は下、通ってると、水道も

通ってると。だけれども道路に関しては私有地

だから市では何もしませんよと、これはちょっ

と私はだめだと思います。やっぱり公共的に使

われてると、郵便配達も来る、汲み取りも来る、

普通に通勤に使うという道路であれば、いくら

私有地であろうが、やはり市として何らかの支

援策を講じるべきだと思います。 

 私、さっきも言いましたけれども、その方の

相談は、あくまでもいわゆる寄付採納によって

全額市でやっていただきたいというのが本音な

んですけれども、しかし、地域によっては、自

分たちが少しでも出してもいいから、ちゃんと

してもらいたいという地域があることもそのと

おりです。 

 ですから、この方々に対する支援策、本当に

真剣になって取り組んでいただきたいと思いま

す。 

 以上、３点質問します。 

○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）  小松大成議員の再質問

にお答えいたします。 

 一つは国保税に伴う基金の問題と絡めてのさ

まざまな御指摘が４点ほどありました。この基

金、先ほどの答弁で申し上げましたとおり、今、
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３億円ほど用意しているわけでありますけれど

も、今のこの見通しの中においては、28年度、

今の税率そのままでいきますと、医療費の伸び

等いろいろ考えますと、28年度頃にまた国保税

の再改定ということも避けて通れないのかなと

いうような、そのようなシミュレーションをし

ております。 

 ただ、この部分におきまして、ことしで１月、

先ほどの答弁でもちょっと申し上げましたけど

も、地域財政見通しの中において、国保財政に

ついてもいろいろシミュレーションしたときに、

やはりかなり厳しい数字が出たわけであります。

もちろん、その後におけるいろんな経過も背景

にあったわけでありますけれども、９月にもう

一度もっと厳しくという中でいろいろシミュ

レーションをしてみましたところ、28年頃まで

は今の税率の中で何とか対応できるんではない

だろうかというような一つの数字をもう出たと

いうことであります。 

 繰り返しになりますけども、中高年の方々、

そして離職した方々、いわゆる無職っていう

方々、こういった方々によって国保そのものが

構成されてるわけでありますから、やはりそう

いった部分における現実といったものは厳しく

見つめながら、だったらば、その中において非

常に税率が高いから、どうのこうのじゃないと

いう部分を考えれば、やはり単年度の収支とい

ったもの、よく分析しながら、やはりこの基金

といったものをどのように確保しながら、そし

て、できれば、本当にこれはできれば再改定と

いったことに持って行かないように持って行く

のが一番いいわけでありますけども、なかなか

その分においては、やはり国保財政ということ

を考えれば、厳しい状況にもあるということも、

ある程度、共通認識として小松議員はじめ、皆

様にも持っていただきながら、であればどうす

ればいいかという中における財政運営とか国保

財政の運営といったものを、一ついい意味での

緊張感を持って考えていかなければならないと

いうことになるんではないのかなと思っており

ます。 

 繰り返しになりますけども、この少子高齢化

という一つの大きな荒波が我々基礎自治体に押

し寄せてきております。そして、それに伴いま

して、雇用といったようなものの中において10

0万人雇用があったというように言ってるわけ

でありますけども、中高年、特に高年となれば、

やはり離職するという部分もこれは避けて通れ

ない、一つの現実があるということなわけであ

りますから、そういった中で、財政運営という

分における医療費の抑制、繰り返しになります

けど、医療費の抑制、さらには健康指導といっ

たようなものに大きく舵を取りながら、やっぱ

り国保問題等も立ち向かっ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いると

ころでありますので、若干抽象的な答弁になっ

たかというように思っておりますけれども、そ

れでもって一つ御承知おきいただければという

ように思っております。 

 それから、基金そのものをどのように造成し

ていくかということも、財政運営上は非常に大

事なことだというように思っておりますから、

そういった部分における財政運営上、いろんな

部分における、まだまだと言えば変でございま

すけれども、かなり厳しい財政運営の中で、こ

れからのいろんな課題にぶつかっていかなきゃ

ならないということにおいては、本当にぎりぎ

りの財政運営を今、余儀なくされているという

状況でございますので、一方においては、ちょ

っとくどくなるかもしれませんけども、そうい

った国保といったようなものが、国保財政と言

ったようなものが、一般会計そのもの、まだま

だ対応しなきゃならない部分っていうことにな

れば、やはり税制度の中における、あるいは景

気回復の中におけるといったようなものの中に

おいて、やっぱり国の一つの責任の問題として

やはり考えてもらうというような声を、さらに

大きくしていかなきゃならないんじゃないのか

というように思っておりまして、安定的な財政

運営にするためにも、一定の額の基金といった

ものをきちんとその中に確保するといったよう

な、そのような仕組みも、やはりつくってもら
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わなければならないんじゃないのかなと思って

いるところであります。 

 それから２つ目の、商工業、この振興条例、

これにつきましては先ほど答弁申し上げたとお

りであります。条例っていうのは我々、基礎自

治体といった最高の一つの規範と申しますか、

約束事なわけでありますから、やはりそこで明

確に一つ打ち出しながら、６次産業推進本部と

いうのを立ち上げたということにはしてるわけ

であります。立ち上げました。４月から、もう

12月ですから、もう８カ月、９カ月経ってるわ

けであります。横断的な中において、さまざま

な仕組みをつくろうじゃないかということ、言

っとったわけでありますけども、もう一歩踏み

込んだ中で条例化という中で、きちんとした、

はっきりした目的を持って、遠野の商工業振興

をさらなる確実なものにしようという中におけ

るものとしては、十分制定とする部分において

は、私は検討に値するというふうに承知してお

りますので、その方向で、これからの作業を進

めていきたいというように思っておりますので、

繰り返しになりますけども、その答弁で御了承

いただきたいと思っております。 

 それから、また生活の、この生活道路ですね、

私的所有者の関連する道路、これにつきまして

は、やはり生活に身近な道づくり事業といった

ものの中で一定の財源をやりくりして、その中

に踏まえているわけでありますけれども、こう

いった箇所が市内にどれぐらいあるのか。そん

なにいっぱいはないと思うんですよ。そんない

っぱいないと思います。次々と出てきたってい

うことではないと思うんですね。 

 したがって、ニーズっていうのはそういう状

況がどの地区にどの程度あるのかっていうこと

を、まず把握しながら、そのためにはどれぐら

いの財源が必要とするのかというようなところ

もちゃんと弾き出しまして、その上で制度創設

に持って行けるんであれば持って行きたいなと。

問題は次々と出てきて、これはとんでもない、

とてもじゃない、対応できないというような状

況になってしまったんでは、それこそ裏づけす

る財源はないわけでありますから、それからそ

の関連の所有者の方々の負担も求めるのか、求

めないのかということもあるわけでありますか

ら、その辺の先進事例などもあれしながら、一

ついい方向に持って行ければなということで、

前向きに検討を創設の方向で、前向きに検討さ

せていただきたいという答弁等で御了承いただ

ければというように思っております。 

 以上でございます。 

○13番（小松大成君）  以上で、私の一般質問

を終わります。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午前10時58分 休憩   

────────────────── 

   午前11時08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。 

 ３番萩野幸弘君。 

   〔３番萩野幸弘君登壇〕 

○３番（萩野幸弘君）  会派、躍進とおの所属

の萩野幸弘でございます。 

 質問に先立ちまして、一言申し述べさせてい

ただきます。 

 先般10月26日執行の市議会議員選挙におきま

して、市民の皆様方より私こと２期目の議席を

与えていただきました。この結果を重く受け止

めまして、今後４年間の任期中も市民の声を市

政に反映させるべく、常に初心を忘れず、粉骨

砕身、努力してまいりたい、そのように決意を

新たにしております。市長をはじめ、当局の皆

様方には、一緒によりよい遠野を築くという共

通目的に向かって、ともに切磋琢磨してまいり

たい、そのように改めて思っております。 

 それでは、ただいまから通告に従いまして、

大項目４点に関し、一問一答方式にて一般質問

をさせていただきます。 

 まず最初に、本庁舎建設の進捗状況とまちづ

くり対策についてと題し、質問をいたします。 

 皆様御周知のとおり、新しい本庁舎、現在の

とぴあ庁舎の南側に建設する予定となっており
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ます。 

 先にお示しされた資料を拝見いたしますと、

ことし７月以降に本庁舎整備設計業務を委託し、

来年９月には建設工事に着手、３年後の平成29

年には供用開始する予定であります。 

 この新庁舎建設に関しましては、市民の皆様

の誰もが、どのような施設になるのか興味深く

見守っておられるものと推察されますし、実際

に情報を知りたい、そういう欲求も多々ござい

ます。したがいまして、私といたしましては、

準備段階からできる限り情報を開示していただ

き、場合によっては市民の皆様の御意見、御要

望なども伺いながら、事業を進めることも大事

ではないかなと思っております。 

 いずれにいたしましても、まずは当局として

どのようなお考えをお持ちか、確認をする意味

で、まずは最初にハード面に関する質問から入

りたいと思います。 

 最初の質問ですが、建設スケジュールについ

て、いつまでに、何を、どのように進める計画

で、それは予定どおりの進捗状況なのか、御確

認をいたします。 

○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）  萩野幸弘議員の一般質

問にお答えいたします。 

 まず、この本庁舎建設プロジェクトについて、

ハード・ソフト面からということで、第１問目

として、ハード面についてどのような状況なの

か、情報を開示しながら、この課題については

ともども立ち向かっていきたいというような認

識のもとについての御質問を承ったところであ

ります。 

 まず、ハード面、このスケジュール、建設ス

ケジュールについてでありますけども、これも

前の議会の中におきましても萩野幸弘議員から

質問があって、詳細に御答弁申し上げてるとこ

ろでありますけども、その後の状況も含めてお

答え申し上げます。 

 まず、地権者の皆さんの数、23人、たな子12

人、計35人という数字になっておりまして、そ

の皆様にそれぞれのプロジェクトについて懇切

丁寧に説明をいたしまして、８月、そしてまた

９月といろいろ説明をしてまいりまして、大体

概ね御了解はいただいたというような一つの状

況にあります。 

 そして、この地権者はもとより、たな子の皆

様についても、移転先や代替地の問題などをい

ろいろ丁寧に説明をしながら理解をいただくと

いうことで、今、進めておりまして、大体、山

登りにすれば８合目までということになろうか

と思いますけれども、８割ほどの皆様の基本的

な了承は既にもういただいておるということで

ございますので、年内もしくは年明け早々には

残りの２割近い方々の、特にもたな子の皆様に

は移転先、あるいは代替地の問題について、や

はりかなりの部分で厳しいやり取りもしてると

いうことも事実でございますので、そういった

部分におきまして、何とか合意形成に持ち込み

まして、年内もしくは年明け早々には一つ地権

者の皆様、そしてたな子の皆様の了承をいただ

くという形で作業を進め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、設計に関しましては、９月の11日

に市内の設計業者３者における遠野市まちづく

り企画委員会でございますか、企画共同企業体

が遠野の中におきます基本設計、実施設計等に

係る契約を既に締結しているようなところでご

ざいまして、その中にございまして、この11月

には、業者の、設計業者の業務委託契約者等の

方々と一緒になりまして、一つは紫波町、ある

いは住田町、八幡平市といったところの、県内

の新しい庁舎を建設したところについての実例

も参考のためにということで、視察をいたして

いるところであります。これを基本構想の策定

及び基本設計の一つの中における、反映すると

いうことで準備に入ったということであります。 

 したがいまして、平成27年──来年でありま

す、来年の９月には本庁舎建設に、工事に着手

し、平成29年３月竣工という一つのスケジュー

ルについては変わらず、変わらないっていうか、

変わりないような形でこのプロジェクトについ
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ては進んでいるということで御了承いただけれ

ばと思っております。 

 以上であります。 

○議長（新田勝見君）  ３番萩野幸弘君。 

   〔３番萩野幸弘君登壇〕 

○３番（萩野幸弘君）  私のこの質問、ハード

面ということでお断りをしておりまして、いわ

ゆる今、市長からも御答弁ありましたし、私も

先ほど質問の文書の中で御紹介しましたとおり、

ことし４月以降に整備設計業務委託、そのまま

すぐ間髪を入れず、その作業を進めたとしても、

いずれ来年９月の建設工事着工というにはあま

りにもタイトな、タイトっていうか、ぎゅうぎ

ゅう詰めの印象を私は持つわけですね。 

 ましてや３年後の平成29年には供用開始とい

うことですから、やはり急ピッチで進める必要

かあるんではないかなという思いの中で、御質

問をしたわけです。 

 いずれ予定どおりという御答弁をいただきま

したので、ぜひその予定が狂わないように進ん

でほしいものだなと思っております。 

 次の質問ですけれども、予算規模、これにつ

いては概算23億円ということで前に御説明をい

ただいておりますが、それはそのとおり、それ

より多くも少なくもなくと言いますか、そうい

う予定で、当初どおりの予定で進むということ

で、今も進んでいると理解してよろしいんでし

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）  予算規模の問題につき

ましては、前からこのプロジェクトが国の特別

交付税の財源措置の中から組み立てられること

が可能になったということで、本庁舎建設に踏

み込んだわけでありますけども、そういった点

では前提となる予算規模等については変わって

はおりません。いうところの現、いわゆる中央、

前の市役所本庁舎でございますね、その現有面

積、それに対する職員の定数、それからはじき

出す基準面積等、それに伴う特別交付税の財源

措置といったことからするにしますと23億円、

そして、それに伴う特別交付税等起債充当が18

億円という一つの中においての仕組みは、大き

く変わってはおりません。 

 ただ、この部分におきます一つの、ただいま

申し上げましたミニ区画整理事業を入れながら、

地権者の皆様と厳しい交渉を行っているってい

う一つの今、８割がたと先ほど答弁いたしまし

たけど、その中におきまして、さまざま代替地

の問題、あるいは新たな代替地のみならず、移

転先の問題等も踏めた場合におきまして、若干

そういった意味における、言うところのこの建

設プロジェクトに係る大きな財源仕組みの中に

おけるものとしてのそれにはまらない、はまら

ないと申しますか、対象とならない、そのよう

な事業もこれから出てくるのではないだろうか

ということを多分に予測されますので、そうい

った点では数字そのもの、予算規模そのものは

23億円というものを固定としながら、やっぱり

それから出てくる事業といったような、予算と

いうのが当然、出てくるであろうということは、

今、詰めておりまして、平成27年度の当初予算、

もう編成作業もかなり大詰めに入っております

ので、そういった点では、先ほどタイトじゃな

いかと、非常に厳しい工期じゃないかという部

分があったわけでありますけども、やはりそれ

を国の財源と言ったものを前提としながらの仕

組みでありますから、やはりそれに合わせた中

で、やっぱりこのタイトな工期を、みんなの知

恵で、あるいは総合力で乗り切っていかなきゃ

ないかというふうに思っておりますので、そう

いった点での、少し予算はそこからオーバーす

る部分は、当然のことながら出てくるであろう

ということは十分想定されるということでもっ

て、承知いただければと思っております。 

○議長（新田勝見君）  ３番萩野幸弘君。 

   〔３番萩野幸弘君登壇〕 

○３番（萩野幸弘君）  個人の財産も絡んでお

るということですので、それはもうデリケート

な運びが必要な部分もあろうかと思います。 

 繰り返しになりますが、そういう中でも期限

がある程度待ったなしで決まっている事業でも
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ありますので、そういった部分も加味しながら、

何とか予定どおり行っていただければなと思っ

ております。 

 ３つ目の質問といたしまして、建物の具体的

な構造、あるいは建築面積及び延べ床面積、そ

ういったもの、よく市民の方々の声では、あの

辺に、こういうふうに立つんじゃないかとか、

いろいろ思いを巡らせながら、いろんな方々の

いろんなお話を、希望的なお話も伺うわけでご

ざいますが、そういったつくりの概要、建物の

概要について、どのような経過をたどって決定

されて、それに今、言ったような市民の声、あ

るいは第三者の意見も取り入れて、そのような

設計がなされるものなのか、その具体的な部分、

もしお話できるところがあれば御紹介いただき

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）  建物の規模と建設の規

模ということでありました。これにつきまして

は、さまざまな基本的な数字といたしまして、

建物の方針、設計方針でありますけども、鉄筋

コンクリートづくりで規模は面積が建物面積、

建築面積が2,000平米と、そして延べ面積が4,6

00平米という形で位置づけてしております。 

 そして、この中におきまして鉄筋コンクリー

トづくりということであるわけでありますけど

も、とぴあの今の庁舎と複合施設というような

位置づけであるわけでありますから、遠野なら

ではという部分におけるものとして、鉄筋コン

クリートづくりとは言いながら、遠野産の木材

をふんだんにいわゆる活用した、木質化の仕上

げといったような中における一つの木質バイオ

エネルギー、あるいはこの木質バイオエネル

ギーを使った一つの冷暖房なども含めながら、

木質化といったようなものも仕上げの中にきち

んと位置付けていきたいと。まさに遠野ならで

はという部分の中におけるものとして考えてい

るところであります。 

 それから、この部分の中において、どのよう

な市民の声を、市民の皆さんの声は非常に高い

ですよということであります。こういったよう

なこともございまして、７月から11月にかけま

して、先ほど県内の八幡平市、紫波町それから

住田町の視察も行ったという話を申し上げまし

たけども、この７月から11月にかけまして、さ

らに県内の、県内っていうか県外の、大阪府堺

市、あるいは兵庫県、それから兵庫県宝塚市、

加東市、さらには岡山県真庭市といったような

先進事例なども、担当職員を派遣しながらいい

面、悪い面、さまざまな面においても調査活動

を行ったということも付け加えさせていただき

ますし、また一方においては、市民の皆様の声

をと、これは本当に大事なんだと思っておりま

す、その中におきまして、遠野まちづくりを考

える市民ワークショップといったものを立ち上

げまして、９月以降、これを組織いたしまして、

これまでに公募、それから推薦を含め、約20名

の方の委員になっていただきまして、この委員

には高校生の方も入っているということであり

まして、非常にいい意見をこれまでに全部でこ

のワークショップを４回実施しておりますけど

も、大変いいアイデアをいただいております。

アイデアというよりも提案をいただいておりま

すので、これを何とか基本設計等にも反映させ

まして、いうところの市役所本庁舎、まちづく

りといったものに反映させるということ。 

 ちなみに、参考のためにどんなアイデアが出

ているだろうかというような中で、ちょっと担

当の方から聞きましたところ、若者用のミニス

テージなどをつくってもいいんじゃないかとか、

あるいは地元高校の活動を総合的に紹介する

コーナーなども設けてはいいではないだろうか

といったようなとことか、あるいはミニ公衆浴

場のようなものというか、そのようなものもあ

っていいじゃない。120ものアイデアワークシ

ョップで、あらゆる年代の方々からアイデアと

して出されて、120ものアイデアが出てるとい

うことでございますから、この中で当然、検討

に値するものも結構あるんじゃないかなと思っ

ておりますので、財政とも、予算とも、それこ

そ予算とも相談しながら、なるだけこういった
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ものを反映するように全力を挙げて取り組んで

いきたいというように思っております。 

○議長（新田勝見君）  ３番萩野幸弘君。 

   〔３番萩野幸弘君登壇〕 

○３番（萩野幸弘君）  わかりました。市民の

声を聞く、それと財源ということで、場合によ

っては相反する部分の葛藤も出てくるかと思い

ますが、今のお話、御答弁で、市民の方々にも

ある程度のイメージができつつあるのかなと、

私もちょっとイメージをしてみましたが。 

 次に、ソフト面の質問に移りたいと思うんで

すが、ただいま市長から答弁、最後のほうでご

ざいました、市民ワークショップということで

立ち上げたというお話もございましたが、これ

も先に示された資料の中では、本庁舎を核とし

た中心市街地活性化計画の策定及び本庁舎建設

に合わせた行政組織再編を行う組織として、本

庁舎建設室に３人の兼任職員を配置し、主にソ

フト面での機能強化を図るとしておる。これは

10月１日に強化を図るということで、文書を前

に議会にも回っておりますけども、このワーク

ショップとのやり取り、あるいはまちづくり共

同企業体、先ほどの建設の共同企業体とのやり

取りも含めて、総合的にコーディネートしてい

く組織だと理解をしております。 

 私も、この計画、周辺市街地の活性化も視野

に入れた取り組みであるということは、６月の

一般質問で確認をさせていただいておりますの

で、楽しみにはしてるんですが、実際、現状に

おいて、中心市街地活性化のための具体的な計

画、そういったものがちょっと見えてないとい

う感じがしておりますので、この機会に御確認

をしたいのですが、現状、そういった市庁舎を

建設するに当たって、同時に行う市街地活性化

策の具体案、そういったものがあるのか、ない

のか。ある場合は、どのような内容なのかとい

うことを御紹介いただければと思います。 

○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）  この本庁舎建設プロジ

ェクトについては、萩野議員も御案内のとおり

というように承知しておりますけども、単なる

本庁舎、東舘の本庁舎中央館を震災で失ったか

ら、それを建てればいいっていうプロジェクト

じゃないということ。やはり遠野のまちづくり

全体を考えてみたときに、本庁舎という、市役

所の本庁舎機能というものをどのようにまちづ

くりに生かしていくのかというような位置づけ

の中から、最終的にはいろんな経緯を踏まえな

がら、とぴあ庁舎の、（仮称）とぴあ庁舎の南

側ブロックが最適地ではないだろうかというこ

とに決定をしたという、一つの背景があるわけ

であります。 

 そういった中で、この中心市街地という、市

街地活性化という部分の中におきまして、これ

も何度も何度もこの議場の中でも議員各位と議

論を交わしてきてるわけでありますけども、さ

かのぼれば博物館、図書館のリニューアルとい

う中で、遠野物語100周年という中における取

り組みを進めてまいりました。この中におきま

しても、国交省の社会資本総合整備交付金、そ

の頃はまちづくり交付金という中で位置づけら

れておったわけでありますけども、そういった

財源を引っ張り出しながら博物館、図書館をリ

ニューアルをしたと。 

 そして、また一方においては、遠野昔話村改

め遠野物語の館として再構築をしたと、言うな

ければリニューアルしたと。そして再出発を行

ったと。これも社会資本総合整備交付金が充当

されたという中であるわけであります。 

 それから20年振りといっても25年振りになる

というように思っておりますけども、駅前再開

発も、言うところの旧ＪＡ遠野の本店ビルを無

償で譲り受けたということを踏まえながら、あ

のままあそこの駅前を幽霊ビルにするわけにい

かないというような、まさに切なる思いの中か

ら、あすもあ遠野と、５階建て、一部６階建て、

５階建てのビルを４階、５階を切って３階建て

の建物として、言うなれば完全リニューアルを

したという中で、あすもあ遠野という明治時代

の洋館風の建物とし、よみがえらせることがで

きたと。 
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 そして、日通の遠野営業所の跡地を、これも

厳しい交渉でありましたけども買い取りまして、

旅の蔵遠野という中における新たな拠点をあそ

こに設けたと。これは単なる、やはり核として

の市街地の活性化をその中で見出しながら、そ

こをいうところの財の、本当にふるさと村から

始まり、いろんな地域資源を持ってるのは、遠

野なわけでありますから、そこをうまくネット

ワークとして結ぶっていう意味においては、核

を、コアをつくらなきゃいけないというような

一つの思いの中から、市街地活性化というプロ

ジェクトに取り組んできたということなわけで

ありまして、それが一つ一つ、これは議員の皆

様の御理解も、また市民の皆様の御理解もいた

だきながら、形となって表れてきたと。 

 そこに本庁舎プロジェクトが入ってきたとな

るわけでありますから、今度はこの空き店舗対

策を含め、さらには市街地をどのように活性化

する、いうところの本庁舎とぴあ南側に建つわ

けでありますから、そこをもってして、今度は

空き店舗対策、あるいは例えば防災情報、電線

の例えば地中化であるとか、さらには一方にお

いては、これから雪が降ってくるわけでありま

すから、除雪体制をどのように持って行ったら

いいのか、高齢化社会でありますからね。そう

いうような部分も、そのハード・ソフトの面か

ら、そういうようなものを含めながら、コアと

しての市街地をきちんと位置づけしながら、そ

こをネットワークとしての各地域と、地区と結

びつけるというような方向に結びつけるという

ような方向に持ってくる。 

 やっぱりそのためには、ただネットワークと

いってもコアとなる部分がなければだめだと。

それがこの本庁舎プロジェクトであり、市街地

の活性、中心市街地の再開発のプロジェクトで

あるということ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、よろしくお願いい

たします。 

○議長（新田勝見君）  ３番萩野幸弘君。 

   〔３番萩野幸弘君登壇〕 

○３番（萩野幸弘君）  本庁舎、これが完成す

れば、その周辺はもちろん、毎日のように職員

の方々が登庁されるわけですし、それを利用す

る市民の方々の集まってくるということで、そ

れなりに賑わうものとある程度、予想されます

けれども、それ以外の通り、１本、こちらの一

日市通りとか穀町の通りとか、上組町の通り、

下同心の通り、そういったところへの波及効果

がどれだけになるのかというのは、正直、未知

数なわけであります。今、市長から答弁いただ

いたのは、特にも駅前通りからあえりあまでの

この通り１本の部分を例として挙げていただい

たわけですけれども、やはりそういった部分へ

の具体的な、どのような市として賑わいを、取

り戻すためにと言いますか、賑わうようにする

ために、具体的にここをこうしたい、ああした

いということがやっぱり市民にもメッセージと

して、具体的なものを伝える必要があると思う

んです。 

 ただ、ここでちょっとポイントなのは、主役

はあくまでも地元住民であるということ、つま

り地元の方々がやろうというような気概を持っ

て動くことが必要ですし、行政とすれば、行政

が先頭に立ってというよりは、そういった地元

の方々の熱い思い、そういったものを後ろで支

える、いわゆる黒子と言いますか、そういう形

で財源的なものとか、いろんな部分で専門とし

ての知識も、地元住民にお示しをしながら一緒

に考えていく。そういったものが理想ではない

かと思います。 

 先ほど市長の御答弁で、電線の地中化、そう

いった中ではこういう具体的なことがある程度

イメージとして、市民が考えることができる具

体的な例だと思うんですけれども、もし電線の

地中化以外にも、何かこうしたいという事例と

言いますか、プランがおありでしたら、お示し

をいただければと思うんですが、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）  市民の皆様の声をと、

そしてそれをきちっと踏まえて行政の一つの黒
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子として、そういった方々を、きちんと意見を

出せるようなっていうことは、すごく大事な仕

組みだというように思っております。 

 したがいまして、先ほど申し上げました、高

校生を含めてのワークショップ、公募も含め、

推薦も含めてワークショップ、120ものアイデ

アが出たという中におきましては、私はその場

には参加しておりません。参加しておりません

というのは、その中でどんどん、どんどんアイ

デアが出てくるというのは、風通しのよい、ま

ず一つの環境をつくっとかなきゃならないとい

うように思っておりまして、でも報告を聞くと、

いや、本当にいろんなアイデアがあるもんだな

というように思っておりまして、いや、これは

おもしろいな、ぜひやってみたいなというよう

な一つのアイデアも、どんどん若い方々から、

特に若い世代から出てきているということは、

非常に喜ばしいことじゃないかなと思っており

ます。 

 それから、やはり関心を持ってもらう。また

例えば町内会のような方々にもいろいろ関心を

持ってもらわなきゃならないということで、先

ほど市長が考えている市街地の活性化のために

は、例えばどんな、これを今、話したようなも

の以外にどんなものがあるだろうかという話が

ありました。例えば、これから高齢化社会、そ

れは仕方がないんだっていうわけにいかんが、

いろんなノウハウを持って、人生の達人として

の高齢者がいると。少子化だ、子どもがいない、

困ったっていうのは、それも確かにそのとおり、

困ったということになるわけであります。 

 そういった子育てという部分における少子化

といった問題にも、どのように対応するかとい

うような問題も、やっぱり発想を一ついろんな

形に持てば、私、いいんじゃないのかなと思っ

ておりまして、実は、この間100歳になれば、

誕生日に必ず市長が行って100歳の方をお祝い

をするという仕組みになっているわけでありま

す。これ、もう非常に大事なことだというよう

に思っておりますし、またそれは当然、本当に

敬意を表さなきゃならないということで当然、

市長としても当然の仕事なわけであります。 

 そこで、担当のほうに言ったんです。高齢化

社会だって言ってるよな。であれば、９月15日

老人の日、敬老の日っていうの、昔あったよな。

であれば９月は敬老の日だって言うんであれば、

遠野テレビの今月のキャスターは、88歳のおば

あさんがキャスターをやりますっていうような

中において、そのような高齢化社会といったも

のを逆手にとって、それをまた一つのパワーに

するといったような、そういうような発想は持

てないだろうかという話をしましたならば、考

えたこともありませんという話がありましたけ

れども、例えば、そのようないろんなアイデア

の中から、やっぱりまちづくりというものをし

ていかなきゃならないんじゃないかなと、ハー

ド、ソフトの面から。 

 そうしますと、例えば空き店舗問題なども大

きな問題になってます。空き家対策も大きな問

題になってます。そうなれば、例えばこの町場

の市街地の活性化ということになれば、どんど

ん、どんどんふえる一方の高齢者、ひとり暮ら

しといったような方々の安心安全のためにも、

やはりそういった高齢者の方々用の集合住宅と

申しますか、市営住宅のようなものも、町場の

ほうに、利便性のいい町場のほうにという部分

と、そこを在郷の在郷のほうの施設をどのよう

に、施設と申しますか、あれとどう連携を取る

のかといったことも非常に大きな課題だと思い

ますので、ただ、困った、困ったという対策じ

ゃなくて、それを逆手に取ったような、一つの

新たな発想の中における賑わいといったものを

それに見出すっていうようなことが、私はすご

く大事じゃないかなというように思っておりま

すので、若干、抽象的ではありますけれども、

そのような一つの発想の中からまちづくりとい

ったものに取り組んでいきたいというように思

っております。 

○議長（新田勝見君）  ３番萩野幸弘君。 

   〔３番萩野幸弘君登壇〕 

○３番（萩野幸弘君）  私も、私なりの具体策

ということで、今、市長、お話になったような
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ことも考えたことがございます。この場で紹介

したいんですが、時間の都合もありますので、

それは割愛をいたしますが、いずれ何とかして

遠野市が今後、まちづくりに向けてこの市庁舎

建設を一つのきっかけとして、一気に賑わいを

取り戻せる仕組みをつくるチャンスだというこ

とを切に感じますので、今後ともそういった部

分で当局の皆様の御奮闘、御検討を期待したい

ところであります。 

 次に、市街地、これは先ほどの議論の中でも

出てましたが、遠野市の中では遠野町のいわゆ

る遠野駅前周辺の中心市街地だけではなくて、

市内、遠野町も含めた９町全てにそれぞれの昔

からの市街地というものがございました。本市

が発展を遂げていくためには、市長御答弁でも

ございましたが、この９町均衡のある発展、こ

れも必要と考えます。そういったところで、そ

の中心市街地、いわゆる遠野駅周辺だけでない、

各町における地域活性化、これについてどのよ

うなお考えをお持ちか、お尋ねをいたします。 

○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）  これは大変大事な、ひ

とつの切り口として位置づけなければならない

かというように思っております。例えば、今、

議員とのやり取りの中で、本庁舎を中心に中心

市街地といった部分の中における議論をしてる

わけでありますけども、しかし、一方において

は、例えば市内９町、宮守町入れてちょうど９

町、１町10カ村という中における一つの仕組み

として、かつては遠野郷としてあったという中

におけるこの９町、どの部分とどのようなネッ

トワークをつくるのかということも非常に大き

な課題だと思っております。 

 進化まちづくり検証委員会の中でもいろんな

議論をしていただいておりますし、これはあく

までも客観的に見てという部分の中からいろい

ろな提案をいただくという仕組みに今、持って

行ってるわけでありますけども、今は、これは

決して自負するわけじゃありませんけども、国

交省が新たにふるさと集落生活圏というような

構想を打ち出しました。 

 それから、私も委員の一人になっております

けども、総務省がことしの７月に過疎問題懇談

会の中間報告の中から、集落ネットワークとい

う一つの構想を打ち出しました。これは、言う

なれば遠野が40年前、カントリーパーク構想、

そしていうところの１町10カ村の遠野郷と、当

時はまだ宮守町入ってませんでしたけども、そ

の地区センター構想、市民センターから地区セ

ンター構想という中におけるネットワークとし

て、まさに今、思えば、非常に先進的な取り組

みをしたということになるわけでありますけど

も、そのようなものに戻るような、そういった

仕組みを大事にするようなという感じで、国交

省とか総務省とか、といったところも集落を大

事にし、コミュニティを大事にし、そこを維持

しというような中における施策を打ち出してき

ておりますので、ここときちんと整合性を取れ

ば、今まで培ってきた、40年以上培ってきたノ

ウハウと、さまざまな地域資源等を遠野は持っ

てるわけでありますから、それをさらに加速さ

せ、そしてそれを充実させるということが、こ

の中心市街地の中にコアができたことによって、

それが可能だということになってくると思って

おりますので、新たなネットワークとして、特

にも当市の置かれてる状況からしますと、国が

そのような活用というよりも、地方創生、まち、

人、仕事、創生本部がこれからどのように、ど

のような風を吹かせてくるか、まだ見えないと

ころありますけども、そういった点をきちんと

受け止める数字は遠野市で持っていると。ここ

に、いい意味での自信を持って、この市街地の

活性化プロジェクトと抱き合わせた中における、

さらなる充実強化、そして活性化、それに活力

を見出すというプロジェクトに持って行けると

いうように思っておりますし、また持って行か

なければならないというように考え中でござい

ますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  ３番萩野幸弘君。 

   〔３番萩野幸弘君登壇〕 

○３番（萩野幸弘君）  わかりました。 
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 次に、大項目２点目、若者定住対策について

の質問に移りたいと思います。 

 町の賑わい創出という、これまで、今までさ

まざまな視点から質問、御答弁をいただいてま

いりましたが、一番のキーワードは、私なりに

は若者定住、これにあると思っております。 

 本市で多くの若者が結婚、家庭を持って、た

くさんの子宝に恵まれ、その子たちがまた地元

に根づく。そんな好循環を生み出す仕組み、こ

ういったものをつくっていく必要があるんでは

ないかなと思っております。 

 そのためには、若者がやりがいを感じ、安定

して働ける仕事、これをより多く確保する。そ

れが課題の一つに、１番に挙げられるのではな

いかなと思います。 

 が、この町の賑わい創出のためのキーワード

として私が持論としている、この若者の定住化、

これを優先に推進する意見について、どのよう

な御見解をお持ちか、お尋ねいたします。 

○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）  若者定住、先ほど申し

ましたとおり、少子高齢化、仕方がないという

わけにいかない。何とかその中に若者定住とい

ったものをその中で見出さなければならないと

いうふうに思っておりまして、ただいま御質問

あったとおり、同じ認識であります。 

 したがいまして、子育てするならば遠野推進

本部、さらには６次産業推進本部、そしてこの

10月には──10月１日には雇用定住環境整備室

というのを立ち上げて、遠野東工業団地を造成

をするというところに踏み込んだという部分も、

若者定住を何とか確保したいというような思い

の中から、少しでもそれを形にしたい、具体化

したいというような思いの中におけるプロジェ

クトであるということをもって、答弁とさせて

いただきます。考えは全く同じ考えであります。 

○議長（新田勝見君）  ３番萩野幸弘君。 

   〔３番萩野幸弘君登壇〕 

○３番（萩野幸弘君）  わかりました。 

 一方、若者の職場確保に関して、企業のほう

に目を向けてみますと、昨今の高い有効求人倍

率が示すとおり、求人しても人が集まらない、

そういう状況が続いているという実態がござい

ます。つまり、若者が働く職場が少ないという

御意見がある一方で、求人しても人が集まらな

いと、そういう相反するような実態もあります。

このすれ違いの原因を早急に見極めて、対策を

打つことが重要と考えますが、この既存企業、

先ほどお話の合った誘致企業も含めて、この若

者の求人不足、深刻な問題となって要ると思い

ますが、行政としてどのような対策をお考え、

あるいは既に打たれているものがあればお聞か

せください。 

○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）  いわゆる求人の問題に

つきましては、本当にリーマンショックのころ

の大変な数字に比べますと、今は有効求人倍率

が1.2ほどまでになってきていると。正式には1.

2と言うよりも1.06という形で今なっているわ

けでありますけども、人手不足ということが指

摘されていることも事実であります。 

 これは、震災復興というものも一つの背景に

あるわけでありますけども、しかし一方におい

て、若者定住という部分におきまして、これま

でもいろんな若者の方々が定住していただくよ

うな、いろんな施策は講じております。ふるさ

と就業奨励事業費といったようなもの、さらに

は雇用拡大支援事業費といったようなものとか、

そういうようなものもやってきておりますけど

も、この時代の流れなのかと。したがって、ど

のような形で人材をというよりも育成をし、若

者を定着させていくかにつきましては、このよ

うな今、経済情勢、大きな経済情勢の変動等に

伴いまして、やっぱりこの事業そのものも常に

見直しをしながら、やっぱり時代に求めた、今

の現状に合った政策といったものを打ち出して

いかなきゃならないかと思っておりますので、

そういった点では27年度の当初予算のほうにも

新たな、そのような施策を一つ位置付けたいと

いうように思っているところでございますので、
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御了承いただければと思っております。 

○議長（新田勝見君）  ３番萩野幸弘君。 

   〔３番萩野幸弘君登壇〕 

○３番（萩野幸弘君）  私的には、それは、今

の御答弁の内容というのは、まず、出た場合に

措置をしますよというものなわけであります。

私としては、前の一般質問の中でも持論として

述べておりますが、より早い段階で、これは教

育委員会のほうのジャンルにも入ってくるかも

しれませんが、子どもたちが率先して残りたい

と思えるような環境づくり、あるいは教育、そ

ういったものも必要だと思います。きょうは、

今回は通告しておりませんので、その辺は質問

はいたしませんが、ぜひそういった部分にも目

を向けていただきたい、そのように思っており

ます。 

 さて、その若者を定住させるための具体的な

対策として、私もここで、しつこいようですが

３回目か４回目か、いずれ何回も申し上げてお

りますが、若者向け住宅の整備、これについて

は幾度となく訴えてまいりましたが、その都度、

前向きな御答弁をいただいておりますが、しか

し、残念ながらいまだに実現をしていない。そ

ういう実態であります。高齢者向けの市営住宅

が整備されておりますが、なぜ若者向け住宅が、

前向きな答弁があったにもかかわらず、いまだ

に実現していないのか。もし何かできない理由

があるならば、ぜひこの場でお示しをいただけ

ればと思います。 

○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）  この問題につきまして

は、ただいま御質問ありましたとおり、何度も

というお話をいただいております。 

 ただ、やはり若者、子育て、若者向けの住宅

ということで、私も昨年、新たな任期をいただ

くときに、上郷のほうと宮守のほうに子育て、

若者中心とした子育て住宅といったものを公約

として打ち出しておりますので、ただ、やはり

財源をどうするか。やはりどうしても今、遠野

市の状況からすると、国や県の、特に国のほう

のいろんな制度を、あるいは財源を持ち込まな

きゃならない、なければなかなかできないとい

うような財政的な、構造的な問題を抱えている

ところでございます。 

 ただ、約束してすぐできればすぐできるに越

したことはありません。だけども、やはりいろ

んな環境といったものを踏まえて、特に財源の

問題をという中で、改めて子育てというもの、

若者定住住宅といったようなものを約束どおり、

次の総合計画の中には明確に位置づけながら対

応したいというように思っているところでござ

いますので、その答弁を持って御了承いただけ

ればというように思っております。 

○議長（新田勝見君）  ３番萩野幸弘君。 

   〔３番萩野幸弘君登壇〕 

○３番（萩野幸弘君）  わかりました。では、

今度こそという思いで、そこは了解いたしまし

た。 

 この若者就業、特に女性には、出産や子育て

で休職や離職せざるを得ない、こういった事例

ももう一方ではございます。 

 かつての岩手県知事や総理大臣を歴任された

増田寛也氏が座長を務める日本創生会議、この

５月に公表した2040年問題、これは幾度となく

皆さんも耳にしているところでもありますし、

消滅可能性の自治体に遠野市も入っているとい

うことで、私も衝撃を受けた１人でありますが、

その中のレポート、私も読みましたけれども、

こういった形でレポートがありますが、要因と

しては、若年女性が地方から都市部へ流出する

ことによる人口減少、つまり、子どもを生み育

てることができない状況に各地域が陥っている

ということだと思います。 

 ことしの流行語大賞の候補の中に、マタニテ

ィハラスメント──マタハラという言葉もノミ

ネートされていて、私はちょっと不本意だなと

思いましたけれども、やはり、そこに本市とし

て対策を講じる、いわゆる子育てしながら働け

る環境づくりには、やっぱり企業も努力しなけ

ればなりませんし、行政としてもそれを視野に

入れながら進めていく、環境づくりを進める必
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要があると思います。このような子育て環境整

備に何か対策があればお聞かせください。 

○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）  この子育てっていう部

分におけるこの女性の役割、消滅市町村という

ショッキングな言葉の中から、若年女性層のそ

の分をどのように、定住っていうか確保するの

かっていう、確保って言うとちょっとあれでご

ざいますけど、それ、大きな課題であるという

ことはもう指摘されているわけでありまして、

その中で、子育てするならば遠野という一つの

切り口の中からさまざまな事業、事務事業につ

いての見直しと、それをさらに充実強化するか

という部分における議論を、もうここ１年、市

でずっと続けてきております。特に４月からそ

の組織を立ち上げて、かなりの回数とかなりの

熟度の中で議論を交わしてきているという報告

を受けていると。その報告の中に、このような

事業をやってみてもいいんじゃないかというこ

とについては、ただいま萩野議員が指摘したよ

うな事業も位置づけられておりますので、これ

をもう少し整理をしながら、平成27年度の総合

計画の初年度を待つという部分にいきません。

待ったなしでありますから、27年度の当初予算

に少しでも見えるような形で、事業として位置

づけたいというように今、作業をさらに加速さ

せているところでございますので、それを持っ

て一つ答弁とさせていただきまして、できれば

今の御指摘の問題につきましては、27年度の当

初予算の中におきまして、さらなる議論が交わ

せればいいなというように思っているところで

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）  午後１時まで休憩いた

します。 

   午前11時55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。 

 ３番萩野幸弘君。 

   〔３番萩野幸弘君登壇〕 

○３番（萩野幸弘君）  午前中は本庁舎建設と

まちづくり、そして若者定住化について一般質

問をさせていただきました。まだまだ議論を深

めてまいりたいという気持ちもございますが、

時間の関係もございますので、次の機会にした

いと思います。 

 続いて、大項目３点目、空き家対策について

の質問に移りたいと思います。 

 人口減少社会の中にあって、町の過疎化、空

洞化、これは深刻な問題となっております。先

日、市内を回ってみた際にも、空き家が想像以

上に多いことに驚きました。今にも倒壊しそう

な危険家屋や、景観上支障のある家屋はもちろ

んのこと、中心市街地の住宅地内で、新築して

まだ何年も経っていないような立派な家屋の空

き家もございました。その御近所の方にお尋ね

しますと、先日まで御高齢の住人が住んでまし

たが、お亡くなりになって以降、都会に暮らす

お子様たちがたまに様子を見に来るだけで、そ

の方が戻ってくる予定もないと、そういうお返

事でした。 

 この空き家問題、これは以前から同僚議員も

幾度となく取り上げて、特にも廃屋による景観

上、安全上の面で支障を来している物件の対策

について議論が交わされたという経緯がござい

ますが、今、申し上げたような比較的新しい家

屋、これが空き家になっている例、これは市内

において何件あるか、把握しておりますでしょ

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）  ただいま、この空き家

対策に係る現状にということについての御質問

でありました。今の市のほうで把握している空

き家の数は382件でありまして、空き家全体で

は382件、そのうち、利用可能な空き家は317件

という状況として把握しております。 

○議長（新田勝見君）  ３番萩野幸弘君。 

   〔３番萩野幸弘君登壇〕 

○３番（萩野幸弘君）  今、示されましたが、
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その具体的な数字、それはどのような方法でな

されたのか、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）  この把握の仕方といた

しましては、一つは、こので・くらす遠野とい

う中における空き家情報といった中で把握もし

ておりますし、さまざまこの行政区を通じまし

て、事情を聞いておるという、把握をしておる

と。各町の状況をそのような行政区を通じての

把握の仕方、協力いただいて把握をしていると

いうことでありまして、かなり確度の高い情報、

数字として把握できたんではないのかなという

ように思っております。市の組織で言えば産業

振興部の連携交流課と、それから市民センター

の市民協働課、そこに区長さん方の協力もいた

だきながらという中における把握ということで、

承知をいただければと思っております。 

○議長（新田勝見君）  ３番萩野幸弘君。 

   〔３番萩野幸弘君登壇〕 

○３番（萩野幸弘君）  わかりました。 

 ということは、かなり信憑性の高い──信憑

性の高いと言ったら失礼かもしれませんが──

かなり正確な数字なのかなと思います。300件

を超える利用可能な家屋が点在をしている、私

見た限りでは、今、整備が進んでいる第２稲荷

下地区の中にも早くももう空き家が出てきてい

るという情報もつかんでおります。 

 このような空き家の実態、どのように捉えて、

今後どのような対策を講じようとしておられる

のかについて、次の質問といたします。 

○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）  数字としては、このよ

うな把握をしているわけでありますけども、た

だ把握して、それをよしとするわけにはいきま

せん。どのように利用、利活用するかというこ

とが非常に大事ではないのかなと思っておりま

して、空き家バンクという中における一つの情

報を、一つその中でシステムとして構築すると。

さらには、空き家情報のさまざまな、こういっ

たかかわる情報をいかに発信をしていくかとい

うような取り組みも、システムとして、データ

ばっかりじゃなくして、それをどう発信してい

くかというようなこととしてのシステムを構築

するということも、すごく大事じゃないのかな

というように思っております。 

 空き家バンクのこのデータを、で・くらす遠

野のホームページ等に、特にこのホームページ

と申しますか、インターネットを通じる情報発

信というのは、こういった地方に、いい物件が

ないかという中における都市の方々に対しては、

非常に有効な手段でありますので、そういった

部分における発信といったようなものも、デー

タとして持った、データバンクとして持った、

であれば、持ったんでなくして、それを発信し

て、それに、まあ言うなれば移住するというよ

うな中における取り組みを少しでも数字として

確保できるような、そのようなものに持って行

ければな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）  ３番萩野幸弘君。 

   〔３番萩野幸弘君登壇〕 

○３番（萩野幸弘君）  空き家バンクのシステ

ムということが出ましたけれども、ホームペー

ジに掲載、それも有効な手段だと、なるほど、

私も思います。 

 ただ、具体的に考えたときに、じゃあ、ただ

掲載して待っているのかということで、私とし

ては、さらに突っ込んだ、受動的じゃなくて、

もっと能動的なシステムも必要なのかなと思い

ます。そういう意味では、この空き家バンク、

民間の不動産業者との連携、そういったものも、

きちんとやってるとは思うんですけれども、も

っとさらに本格的にやってみてはいかがかと。 

 これ、他市の例なんですが、私も調べてみま

したが、盛岡市などではこれを社会実験として

期限つきで施行されていると。この空き家バン

クですね。そういう例、御存じだとは思うんで

すが、ぜひもう少し率先してというか、自発的

なというか、そういうアクションというのを期

待したいところなんですが、御見解はいかがで
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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）  全くおっしゃるとおり

だと思っております。空き家バンク、これ盛岡

の松園の例で、社会実験としてそのような形で

取り組んでいるという事例もあるわけでありま

すから、三百数十件の物件があるという中にお

ける我々は数字を持ったわけでありますから、

これを所有者の方とミスマッチがないように、

きちんと文字どおりバンクとして情報をきちん

と確認しながら、それを提供するというような

仕組みを、やはり遠野も交流人口の拡大といっ

たようなことも大きな柱にしている以上、そこ

まで踏み込まなければならない一つの時期には

来てるんじゃないのかなと。今、で・くらす遠

野の中で、本当にさまざまないい事例が積み上

がってきておりますから、それをより確実なも

のに持っていくと。そして、それぞれのこの空

き家をいかに利活用するかという部分における、

希望する方々のニーズとミスマッチがあっては

ならないわけでありますから、そこをうまく制

度として、やっぱりきちっと確立するという時

期にもう来てるのかなと。今は、で・くらす遠

野の中におけるマンツーマンの中でやっており

ますけども、そうじゃないと。もう市としてそ

れを取り組むんだという中における取り組みが、

そのタイミングではないのかなというように承

知しておりますので、こういう御意見の、特に

盛岡の松園の例なども、社会実験であれば、そ

の中におけるいろんな検証をしながら遠野に持

ち込むというようなこともやらなければならな

い、タイミングではないか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）  ３番萩野幸弘君。 

   〔３番萩野幸弘君登壇〕 

○３番（萩野幸弘君）  ぜひ、既に空き家を活

用されているお宅も確かにあるようですけれど

も、300件を超える空き家があるということで

あれば、やはりぜひ、そういった事例も参考に

しながら進めていっていただければ、防犯上あ

るいは景観上も非常に有効ではないかと思いま

す。 

 これまでのこの空き家の質問に関しては、特

に、比較的新しい、まだまだ活用できるものに

ついて絞ったわけですが、この項目、最後の質

問にしたいと思うんですが、以前の同僚議員の

質問に対し、特に廃屋に近いような物件ですね、

そういったものの関連の対策も含めて、条例の

制定も視野に入れて検討を進めるといったよう

な御答弁がございました。その現状についてど

うなっておるのかお尋ねいたします。 

○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）  この問題につきまして

は、かなり大きな市政課題の一つとして、条例

化ということも、ただいま質問がありましたと

おり、本会議場でも過去におきましても３人の

議員さんからこの問題について質問をいただい

ておりまして、そのときに、言うところの条例

化も視野に入れながら取り組みますという答弁

を申し上げているところであります。 

 そういった中にございまして、年明けての３

月定例市議会に、もしくは作業が間に合うんで

あれば12月、この本議会に、その前には９月議

会でも間に合うんであれば、条例化をっていう

中における作業もいろいろ進めた経緯がありま

す。 

 そういった中にありまして、議員各位も御案

内のとおりかというように思っておりますけれ

ども、一旦、法制化をするといった、この空き

家対策に係る法制化が、どうも国会では成立し

そうもないというような情報が入ってきたゆえ

に、何とか市のほうで条例をという中における

取り組みを先行させねばというように思ったわ

けであります。そういった一つの中にございま

して、国会の解散直前におきまして、空き家等

対策の推進に関する特別措置法案というのが11

月14日に衆議院で法案が提出され、同日付で可

決、そして11月19日、22日の解散を目前にいた

しまして、参議院で可決されたと。そして11月

27日に施行、交付されたという、そのような国
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の流れが出たわけであります。 

 そして、この３カ月以内にこの法律に基づい

て、措置法に基づいて、基本方針を示します。

それから６カ月以内にはガイドラインを提示し

ますという、そのような工程表も国から示され

ました。 

 特にこの法案の内容につきましては、市町村

に調査権が付与され、立ち入り調査や所有者等

を把握するための固定資産税等の情報に係る内

部利用も、一つ可能になってきたという、やっ

ぱり個人情報もありましたよね、そういったの

があった、それがかなり踏み込んだ形で法制化

されたということでありますし、それからもう

１つは、要件が明確化された、明確されたこの

行政代執行の方法により、強制執行も可能にな

ったということであります。これもまた大きな

前進だというように捉えております。 

 それから３つ目は、地方自治体における空き

家対策に関する施策の、この実施に関する費用

等に対しても補助をするといったような仕組み

も、その中で、いわゆる地方交付税措置の拡充

といったようなことも、その中に位置づけられ

たということでありますし、必要な税制上の措

置については、特定、空き家等に認定された土

地の固定資産税の扱いについて、住宅用地の優

遇措置の対象から除外する方向といったことも

示されておりますし、空き家等及びその跡地に

関する情報の提供、その他の活用のための対策

の実施等といったことで、この法律が組み立て

られておりますので、条例があって法律がとい

う、当然あるわけですが、法律があって条例と

いうことになる。 

 したがって、先行した市町村では、この法律

と整合性を取らなくてはならなくて、逆に条例

を改正しなければならないというような動きに

もなっている。これ、いいことなんですよね。

いいことなんですよ。 

 したがって、私どもも何とか条例化というこ

とで検討したんですけれども、この法律がこの

とおり慌ただしい状況だったんですけども可決

されたと。その中に具体的な内容が盛り込まれ

たということでありますから、この法律をもっ

て基本方針、あるいはガイドラインというもの

をよく見極めながら、遠野としてのこの法律に

のっとった、強制執行も可能だという部分にな

るわけでありますから、やっぱりその中で、特

に御質問がありました廃屋、それから危険な建

物、安心安全のためにとってはそういったもの

については、やはり一つの公権力の中からこの

問題には踏み込んでいける環境が、法律上も明

らかになったということでございますので、こ

れをきちんと踏まえた対策を講じてまいりたい

というように思っております。 

○議長（新田勝見君）  ３番萩野幸弘君。 

   〔３番萩野幸弘君登壇〕 

○３番（萩野幸弘君）  わかりました。国のほ

うで法案が通ったということで、非常にこれは

よいことだなと思っております。何とかさっき、

午前中に申し上げた、若者定住化の部分の、何

か法案もぜひ可決していただければなと、本当

に今、感じたところでありますが、ぜひこの法

案にのっとって適切な対象を今後、していただ

きたいと御期待をしたいところでございます。 

 それでは、続きまして大項目の４点目、最後

の項目、ひとり暮らし世帯の実情と対策につい

ての質問に移りたいと思います。 

 この質問に先立ちまして、今回のこの質問に

関しては、ひとり暮らしの中でも、特にも御高

齢者の方や体の不自由な方に、ある程度テーマ

を絞って御質問したいと思います。 

 ただいまの、空き家にはならないまでも、御

高齢の方々のひとり暮らし、この世帯がふえて

いるという現状もございます。 

 先般、ある御高齢の方がお１人で生活されて

いるお宅を御訪問した際、その方は私に対して、

数日振りに人と話をしましたと言う、それは喜

んでいただきまして、いろんなことを、お話を

していただきました。その中で、特にも印象深

かったのは、今後の生活に対する不安、特にも

健康面に対する不安でございました。 

 自分がもし家の中で倒れたら、どうやって助

けを求めたらいいのか。以前は隣に、周りに若
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い方々が住んでて、いざとなれば頼ることもで

きたと、他人でもですね。しかし、今は隣近所

みんな御高齢の世帯ばっかりで、自分も日に日

に足が弱くなって、今は満足に外へも出られま

せんと。そういう不安を切々と訴えておられま

した。 

 いわゆるひとり暮らし高齢者の対策、本市に

おいては、現在でもさまざまな分野で対策が取

られているものと理解をしておりますけれども、

それでもなおかつ今、お話、御紹介したような

事例があるということを踏まえますと、具体的

効果については疑問を抱かざるを得ないという

ような気持ちにもなります。 

 そこで質問ですけれども、市内のひとり暮ら

しの世帯数、地域別、年齢別にどのような分布

になっているのか、お伺いをいたします。 

○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）  高齢化社会の中におい

ての、このひとり暮らし世帯の方々の状況とい

ったようなもの、ますます環境的にも厳しくな

っているという御指摘の中で、まず数字的にど

う把握しているのかという御質問でありました。 

 全体１万832世帯で把握した場合において、

ひとり暮らし高齢者世帯の割合18.1％と数字を

捉えております。したがって、この部分におき

まして、ちょっと地域別に18.1％という中にお

ける数字なわけでありますけども、1,964世帯

でありますから、18.1％となるわけであります

けれども、ちなみにちょっと地区別で見ますと、

宮守町地区が20.2％なんですね。そして、その

次が上郷地区が18.4％という高い数字を示して

おります。土淵町が13.1％という数字でありま

すから、地区によっても旧町単位で見ると、そ

のような数字の若干ばらつきもあるということ

もよく踏まえた中における数字として把握して

るということを、申し上げておきたいと思って

おります。 

○議長（新田勝見君）  ３番萩野幸弘君。 

   〔３番萩野幸弘君登壇〕 

○３番（萩野幸弘君）  わかりました。 

 数字ではこのような形、地区によっては５人

に１人じゃないや、20％にもなるという地域も

あるということでした。これを、市ではこの状

況、ひとり暮らしというのはわかったけれども、

今、先ほど私が述べたような、生活に不安を抱

えている世帯もあるんだよということを訴えた

いわけですけれども、市としては、その生活の

内情についてまで詳しく御理解をされているの

かどうなのか、お伺いをいたします。 

○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）  先ほどの数字、答弁の

中で、ひとり暮らし高齢者の占める割合で、宮

守が20.2％と。上郷がという話、しましたけど

も、上郷が18.4で、青笹が19.2という数字とし

て把握しておりますので、ちょっとお詫びして

訂正させていただきます。 

 いずれ、この地区のそのような状況といった

ようなものもきめ細かく把握しながら、こうい

ったひとり暮らし高齢者といったものに、高齢

者の方々に対するフォロー体制といったような

ものを、きちんとしていかなければならないか

と思っております。 

 ただいま御質問のありました、この高齢者世

帯の状況把握についてでありますけども、つき

ましては、それぞれこの高齢者の方々の相談窓

口となる在宅介護支援センターを市内６カ所に

設置しておりまして、そのセンター内の相談件

数、相談員が、相談件数というよりも相談員が

65歳以上の高齢者世帯、特に75歳以上のみの高

齢者世帯は、全てを対象としてという中におけ

る訪問活動等を行いながら、その実態把握に努

め、フォロー体制を組んでいるという状況でご

ざいますので、いずれ、いろんな部分において、

単なる見守りじゃないと、生きがいづくり、あ

るいは介護予防などを含めながら、多方面から

支える、言うところの地域包括支援センターと

申しますか、支援機能と申しますか、地域包括

ケアシステムのこのきちんとした体制づくりが

ますます必要となってきてるんではないのかな

というように、承知しているところであります。 
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○議長（新田勝見君）  ３番萩野幸弘君。 

   〔３番萩野幸弘君登壇〕 

○３番（萩野幸弘君）  特に、75歳以上のひと

り暮らしのお宅については、全て対象というこ

とはわかりました。 

 私が心配するのが、もし、自分がそのような

状況になったら、やはり不安だろうなと。それ

は、普段から日常的に、近くに誰かいるという

のであれば安心できるのですが、多分、今のこ

の支援センターのほうの訪問というのも、逐一

ということではなくて、ある程度定期的なので

はないかなという、想像するところなんであり

ますが、あしたの命の不安を抱えながら生活さ

れているということを考えますと、非常に心配

だなと。まだ心配だなという思いは拭いきれま

せん。 

 一方では、誰ともかかわり合いたくないとい

う希望されてる方もおありなのかもしれません

が、大概の方々は、ひとり暮らしの不安も、適

度にこう触れ合えるというか、いつでも駆けつ

けてくれるという安心感があれば、ある程度、

解消できるのではないかと思われますが、特に

もそういった御高齢者及び障害者の方々の安心

安全な暮らしを守るため、具体的に、当市とし

てどのような取り組みがされてるのか、もうち

ょっと詳しく教えていただければと思います。 

○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）  具体的に、もう少し詳

しくというお話でありました。 

 高齢者等の安心安全、暮らしを守るというこ

とにつきましては、本当に大事な、大事なこと

なわけであります。ちなみに、災害時の要援護

者数は1,584人と、11月末現在ではそのように

捉えております。1,584人。そして、この災害

時における緊急システムにつきましても、病弱

な高齢者のみの世帯と、そういった者を対象に

しながら緊急時に支援が必要な対策をという中

におきまして、消防署と小規模多機能型居住介

護事業所といった、これは長寿庵に代表される

わけでありますけども、連携した緊急通信シス

テムを構築をしております。 

 さらには、このシステムは緊急ボタンと、そ

れから相談ボタンと、２つのボタンがついてお

るということで、緊急ボタンによる通信、情報

は消防署、それから相談ボタンにおいては、平

日は健康福祉の里に、そして土日、休日及び夜

間は業務委託をしている小規模多機能居住施設

の、居住介護施設の長寿庵のほうに通報される

という、そのような仕組みとして構築をしてい

るところであります。 

 なお、このような中において構築はしてるわ

けでありますけれども、またもう一方において

は、老人クラブ連合会に対しては、ひとり暮ら

し高齢者等の週１回程度の訪問活動といったよ

うなものも行っていただいておりまして、いう

ところの孤立化、あるいは日常生活に対する安

心といったようなものも、安心感といったよう

なものも醸成するような形のシステムとしても

構築しております。 

 また、社会福祉協議会、あるいはともり会、

そういったような連携の中から配食サービス、

民間ボランティアほのぼの会の皆様の手により

まして、それから助け合い、宮守による助け合

い、宮守による安否確認といったような、そう

いったボランティアの皆様の手によっても、少

しでもケアできるように、情報が把握できるよ

うにといったような仕組みをつくってる。 

 したがって、緊急ボタンだ、相談ボタンだっ

ていうものがあるっていうんじゃなくして、ワ

ンツーマンの中においてもきめ細かくフォロー

するようなっていう中で、精いっぱいやらせて

いただいてるわけでありますけれども、ただ、

ふえるという中における数字とすれば、まだま

だきちんとしたシステムにしなきゃならないの

かなというように思っているところであります

ので、今、ハートフルプランのそういったよう

な中においても、どのようなシステムとして、

さらに充実したものにして、安心安全、より安

心した生活といったものが確保できるような、

一つの仕組みとして、事業の充実強化を図って

いかなければならないんじゃないのかにという
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ように承知しております。 

○議長（新田勝見君）  ３番萩野幸弘君。 

   〔３番萩野幸弘君登壇〕 

○３番（萩野幸弘君）  恐らく、そういった今、

御答弁いただいたようなシステムは、今、今、

始まったわけじゃなくて、以前からあるものだ

と思います。 

 ただ、私がそのお話を伺ったのは、この秋の

話でございますから、それでもなおかつ、そう

いう不安を抱えている高齢者の方がいらっしゃ

るということは、ぜひ御理解を、御認識をいた

だければなと思います。 

 次の質問なんですが、今、緊急ボタン、ある

いは相談ボタンというようなお話がございまし

た。そういった具体的な部分、ちょっとまた突

っ込ませていただきたいと思うんですが、私も

以前、テレビでなんですが、ひとり暮らし高齢

者のお宅に端末を配置して──配備をして、そ

の端末には大きなボタンで３つだったと記憶し

ております。１つは、気分がいいですと。大き

な丸いボタンですね。気分がいいです、気分が

すぐれません、お話がしたいです、という、こ

の３つの大きなボタンがあって、毎朝起きたら

そのボタンを押す。それで安否確認をしながら

どういう心境か、状況かを把握して、必要に応

じて、支援員のような方々が駆けつけるといっ

たようなシステムを構築している自治体がある

よという事例を、テレビで見た記憶が、かなり

前ですけど、あるんですけれども、今、緊急ボ

タン、相談ボタンがありますよと。 

 この普及率っていうのはどうなのかなという

のはちょっとわかりませんが、ぜひ、今のこの

質問の中でお答えできればと思うんですが、例

えば、今、私がお話したような、この３つのボ

タン、そういった操作性の本当に簡単なもので、

誰でも操作できるものであれば、例えば本市も、

ケーブルテレビのインフラ整備をされておりま

す。双方向でのやり取りが可能なんじゃないか

なと思うんですが、どうなんでしょうか。御見

解をお伺いします。 

○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）  ただいま御質問にあっ

たような認識で、この問題には取り組まなけれ

ばならないかというように思っております。 

 特に御指摘のありました、例えば遠野テレビ

のネットワークをどのような形でさらに充実し

たものに持って行くのかという部分の中におい

ては、このひとり暮らし高齢者世帯の方々の安

心安全といったもののためにも、大変重要なシ

ステムネットワークとして我々は既に持ってい

るんだということも踏まえれば、そういったも

のにおける拡充、あるいは充実、さらには機能

強化といったような新たなネットワークをその

中に見出すということも大事じゃないかなとい

うように思っておりますし、また一方には、そ

ういったＩＣＴといったものの中において、頼

りという中になってしまうというところの隣近

所と言いますか、また地域社会と申しますか、

コミュニティといったようなもの、人と人との

つながりの部分の中における仕組みが、逆に希

薄になってしまう。そっちのほうには任せてる

んだ、それがあるから安心だということになっ

てしまうと、隣近所といったものに対する、そ

のひとり暮らし高齢者世帯に対する関心が、そ

ういったものによって確保されてるんだという

ことになってしまうと、というような部分もや

っぱり考えなきゃ。 

 したがって、民生児童委員の皆様、区長さん

の方々、さらには地域のさまざまな町内会なり

コミュニティなりといった中においての情報を

共有しながら、常にそういったひとり暮らし高

齢者、あるいは特にも障害のある方々等に対す

る関心を、常に持ち続けるような、そのような

関心というのは監視という意味じゃなくして、

やっぱり関心を持って、常に何かのときはとい

うような、そのような環境づくりもやっぱり一

方においては大事じゃないのかというように承

知してるところであります。 

○議長（新田勝見君）  ３番萩野幸弘君。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○３番（萩野幸弘君）  まさにそのとおりかな
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と、私も同調するところであります。やはり機

械に頼りっぱなしではなくて、やはりコミュニ

ティを大事にするということが、本市において

も大事なことかなと思います。 

 前に私、これもまた一般質問で、そういった

インフラ、お金のかかることだけじゃなくて、

牛乳配達やあるいは新聞配達、そういった民間

の配達網等々と連携をさせた、遠野独自の見守

りシステム、あまりお金のかからないような見

守りシステムを構築してはどうかという御提案

をさせていただいて、当局の答弁としましては、

それをハートフルプランに具体的な取り組みを

盛り込みたいと、そういった御答弁をいただい

ております。その結果について、あれから約４

年近くたっているわけですが、現状を確認した

いと思っております。 

○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）  全く御指摘なとおりと

いうように認識もしております。 

 ちなみに、この部分における一つのシステム

の構築という部分におきまして、平成26年１月、

ちょうど１年前になるわけでありますけども、

ガス、電気、水道といったようなライフライン、

生活関連事業者21団体と協定を、総括協定を締

結しております。そして、何かのときには情報

をというような仕組みをその中につくったと。

それは日常の営業活動、業務活動の中で、そう

いったような一つの情報を把握できるという部

分であります。 

 それから、この11月１日現在で、約22団体と

協定を締結しておりまして、高齢者など見守り

活動の地域と一体となった取り組みの整備体制

を推進してるということでございますので、や

はり今のような、横の連携を図るといったよう

な部分がすごく大切ではないのかなというよう

に思っておりまして、私は、この中には、言う

ところの郵便局機能なども当然、入ってくると

いうように思っておりまして、郵便局の言うと

ころの配達業務と、中において、そういった

方々に関する情報などもという部分で、まさに

あらゆる、まさに縦糸、横糸の中において、さ

まざまな形で構築、システムを構築していくと

いう形で、これからもさらなる内容の充実を図

ってまいりたいというように思っておりますの

で、よろしくお願いいたしまして、答弁といた

します。 

○議長（新田勝見君）  ３番萩野幸弘君。 

   〔３番萩野幸弘君登壇〕 

○３番（萩野幸弘君）  わかりました。 

 ぜひ、さらにその体制を突き詰めて、より内

容の濃い縦糸、横糸の連携にしていただければ

なと思いますし、そう思います、私も思います。 

 本市は、福祉行政の先進地として、全国的に

も有名です。実際に携わる職員の皆様方も、限

られた人員体制の中で、一生懸命取り組まれて

いるということは、自他ともに認めるところで

あろうかと思いますし、私も敬意を表したい、

そのように思っております。 

 それを踏まえて、今まで私が取り上げており

ましたことは、突然に意識を失って倒れる、い

ったような突発的な状況に市民が陥ったときに、

行政として、迅速に対応できる状況にあるのか

というようなことを確認したいという意味での

質問でしたので、体制を整えるということは、

十分、整えているということは理解をした上で、

それに甘んずることなくと言いますか、安心す

ることなく、さらにそういう、先ほど私が申し

上げた、この秋にそういうお話があったわけで

すから、さらにそういった部分も認識をしなが

ら、体制を引き続き構築していただければなと

思います。 

 これ、最後の質問になるわけですけれども、

福祉行政の先進地として、遠野市で暮らせば安

心と誰からも言われるような、独自の見守りシ

ステムや体制を、今後、さらに、さらに構築す

るという意味では、先ほど話が出ましたハート

フルプラン、これが今、見直しの最中だと思わ

れますけれども、そういったことの具体的なも

のも取り込んでいかなければならないんじゃな

いかなと思いますが、今までの御答弁ですと、

取り込んでいただける期待感を持ちながら、そ
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の辺の御見解をお伺いをして、最後としたいと

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）  行政の立場とすれば、

言うところの計画を持って、その計画に基づい

て、財源を裏づけしながら、体制を構築してい

くということが、ごく当たり前のことなわけで

ありまして、こういった部分においては、先ほ

ど来、何度も出ております、先進地としての、

福祉行政の先進地としての遠野の一つの取り組

みがあったんではないかと。まさに健康福祉の

里、保健・医療・福祉一体となった取り組み、

そして今、地域包括支援、地域包括ケアといっ

たような言葉も、いろいろ取り沙汰されている

わけでありますけども、ちょうど20年前に健康

福祉の里という一つのプロジェクトの中から、

そのようなものに取り組んできたと。そんな在

宅介護、在宅といったような一つが、言うとこ

ろの介護保険制度にまで、一つの遠野の事例の

中から介護保険制度というものが、一つの事例

につながっていったというような、一つの歴史

を我々は持っているわけであります。 

 したがって、この在宅ということを考えれば、

今般のこの質問の中でいろいろやり取りになっ

ております、ひとり暮らし高齢者、障害者の

方々を、どのように安心で安全で、ああ、遠野

に生まれてよかったと、遠野に住んでよかった

というような環境をどうつくっていくかという

ことも、これもまた、そういったニーズが時代

とともにますます複雑、多用化してきていると

いう状況なわけであります。 

 したがって、計画を持ったらいいんじゃない

と。その計画を持って、それをさらに進化させ

ていくという部分におきましては、今、進めて

おります第６次高齢者福祉計画、第６期介護保

険事業計画、言うところの遠野ハートフルプラ

ン2015といったようなものの中に、ただいまい

ろいろ萩野議員とやり取りしたさまざまな課題、

これをきちんと位置づけて、やれるものから、

また急がなければならないものの中で、この

ハートフルプラン2015の中に、それぞれ明確に

位置づけた中における取り組みをしていかなけ

ればならないかというように思っておりまして、

ただ、その際に、いろんな市民の皆様からの御

意見も当然でありますけども、こまめに地区を

訪れ、その地区のさまざまな話題、提供なども

いただきながら、自治会あるいはボランティア、

さらには民間企業、社会福祉法人、そして各種

団体、そういったいろんな方々と多様な事業を

組み立てながら、やっぱり重層的な、そのよう

な事業として組み立てなければならないのかな

というように思っております。 

 見守りあるいは生活支援、さらには、この介

護予防といったような地域包括ケアといったよ

うなものを、このハートフルプラン2015の中に、

さらに明確に位置づけた中で、一つ一つその課

題に対する答えを見出していきたいというよう

に思ってお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。 

 なお、このハートフルプラン2015については、

地域の方々のさまざまなニーズを、御意見を聞

こうということで、担当のほうではそれぞれ地

域にはもう既に入ってると、作業を進めてると

いうことでございますので、総合計画の一つの

策定と、それに伴う実施計画、前期５カ年実施

計画、そしてこういった部門別のハートフルプ

ラン2015といったようなものとの整合性を図っ

た、そういうような計画といったようなものを

きちんと進めていきたいというように、改めて

決意してるところでございますので、その決意

の一端を申し上げて、答弁といたします。 

○３番（萩野幸弘君）  以上で終わります。 

○議長（新田勝見君）  次に進みます。 

 14番細川幸男君。 

   〔14番細川幸男君登壇〕 

○14番（細川幸男君）  通告に従い、一般質問

を行います。 

 20年前の平成７年の初心に返り、８年振りで

すが、一生懸命頑張って質問したいと思います。 

 最初に、さきの東日本大震災の後方支援活動

について、お尋ねします。 
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 私も戦中、戦後、育った世代は、困ったとき

はお互い様などと、当たり前のことでも、今回

は市内の女性団体の炊き出しなどが話題になっ

ておりました。それ以上に、一般市民の支援活

動も懸命に行われ、支援物資の仕分けなどが大

変だったろうと思います。詳細についてお尋ね

します。 

 続いての質問は、さきの６月議会の遠野テレ

ビで拝聴していましたが、同僚の多田誠一議員

から、農業新聞の世論調査において、約３割の

農家が、生活は悪くなると、将来に強く不安を

抱いていることが浮き彫りになった、市長の見

解はどうかという質問がございました。その際、

市長答弁の中で、農業センサスによれば、平成

22年の農業従事者の平均年齢が65歳を超え、こ

れが一番の問題と受け止めると趣旨の答弁があ

りました。私もこの考えに概ね同感ですが、あ

と10年もすれば、遠野に限らず、日本の農業は

ＴＰＰの問題を待たず、危機的状況を迎えるこ

とになるでしょう。米価の下落、農家所得の維

持向上、ＴＰＰ問題、放射能汚染対策など、農

家の課題は散在しております。青年新規就農に

策を求め、農業の新規参入を積極的に行うこと

が、当面の解決策と言われております。 

 私自身もハウス農業に取り組んで20年になり

ますが、失敗の繰り返しで、いまだに計画の半

分の生産量に終始しております。補助制度の重

要性は、私も悪くもよくも身に染みています。 

 遠野市では、平成24年度の青年就農意欲の対

策と就農後の定着を図るため、一定の要件を満

たす方々を対象として、国から年１人当たり15

0万円を５年間、青年就農給付金が支給される

事業が始まっております。そこで、遠野市の青

年新規就農推進にかかわる取り組み状況をお尋

ねする次第です。 

 簡単ですが、１回目の質問を終わります。 

○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）  細川幸男議員の一般質

問にお答えいたします。 

 １つは、この東日本大震災における後方支援

の救援物資の実情と申しますか、実態はどうな

ってるだろうかということを、詳細にという話

がありました。それを示してほしいということ

でありました。 

 ２つ目は、農業問題について、青年就農給付

金、この問題等絡めて、この辺をどのように市

長は認識しているのかということに対する質問

でありました。これは、さきの９月市議会にお

ける米価の暴落と、あえて暴落という言葉を使

わせていただきますけども、米価のそういった

価格問題についても、いろいろ議論を交わした

ことが、９月議会でもあったわけでありますけ

ども、そういったことに伴います農業問題に係

る青年就農給付金といったものに対する、一つ

の取り組み状況等についての御質問等、承った

ところであります。 

 まず１つは、忘れてはならない、忘れさせて

はならない、間もなく12月11日がまいりますと、

３年９カ月たちます。先週の金曜日でありまし

たけども、総務省のこれからの情報化社会の中

において、どのような形で新たなシステムをつ

くるのかっていう研究会が立ち上がりました。

高市総務大臣がテレワークというのと、公衆無

線、言うところのＷｉ─Ｆｉという一つの仕組

みでありますけども、それをどのように構築し

ていくかということについて、遠野市の一つの

事例の中から、委員として発言をしてもらいた

いという一つの席をいただいたものでございま

すから、行ってまいりました。 

 私の隣に座ったある大企業の社長さん、専ら

話題は東京オリンピックで、世界各国から来る

観光客の方々をどのように受け入れするのかと。

そのためには、このＩＣＴっていう情報発信、

あるいは情報受信機能をどのように充実強化す

るかということが、非常に関心事でありました。 

 私は隣に座ってたという立場もあったもので

ございますから、実は、４年目の冬に間もなく

入るんだけども、仮設住宅にも、岩手県だけで

も３万人近い方が、まだ仮設住宅での生活を余

儀なくされております。遠野にも、自宅を失っ

て避難している方々が、まだ仮設の中で暮らし
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ているんですよということを、会議が始まる前

にお話したわけでありますけども、その社長さ

んは驚いておりました。本当なんですかってい

う話だったわけです。 

 そこで、時間もあったもんでございますから、

遠野の後方支援の話もちょっとお話、申し上げ

たわけであります。知らなかったと。そうだっ

たんですかという話になりまして、いや、それ

はそういう話、もっと聞かせてくれませんかと

いう話の中で、そうするうちに、会議が始まっ

てしまったもんでございますから、話は途中に

なったわけでありますけども、この３年、もう

間もなく３年９カ月になろうとしてる中にござ

いまして、この遠野の後方支援、特に今、お話

がありました、救援物資といったものにつきま

して、私は、遠野市民３万人の皆さん、自分た

ちに何かできることはないかという一つの、こ

の地域の皆さん、市民が立ち上がりまして行っ

た、この炊き出しボランティア活動といったも

のは、大変すごい取り組みでなかったのかなと、

今、改めて思っているわけであります。もう、

数にいたしますと、このおにぎりに握った数14

万2,400個であります。そして、それに従事し

た市民、職員、延べ2,050人という数字が、そ

の中に確認されてるわけであります。大変な数

字だというように思っております。 

 大げさだとある方から、言われたことがあり

ますけども、まさに、手が、握力がなくなるほ

ど、おにぎりを握り続け、そこの中にメッセー

ジを、誰から頼まれるもなく、メッセージを書

き込んで、避難所に、頑張ってくださいという

一つの遠野の心を持ってして届けたというのは、

今でも沿岸被災地の皆様からは、あのときは本

当に心強かったという、そのような形で、感謝

もされているというところの、2,050名だけで

はない、14万2,400個も握ったっていうには、

その中には本当に、このお米を使ってください

という中で寄附をしてくれた多くの遠野の市民

の方々が、その中におったということでありま

すし、そしてまた一方、それをこのまま放って

おくわけにいかないという中で、全国の基礎自

治体と言われる市町村、我々の仲間が、それを

言うところの水平連携という中で応援をしてく

れたという仕組みの中で、これが成り立ったと。 

 それが、今なお遠野の後方支援、一つの大規

模災害、広域災害のときにおいては、これこそ

モデルだと言わせしめる一つの形になったとい

うことになるんではないかなというように、私

も改めて思っているところであります。 

 そして、この稲荷下の屋内運動場に物資セン

ターと位置づけまして、救援物資の受け入れ、

仕分け、さらには被災地への配送といったよう

な業務を、この中で拠点として行ったと。市民

や全国の自治体、企業などの、多くの、本当に

多くの関係者の皆様が集まったと。ボランティ

アの数も13万とも14万人とも言われているわけ

であります。その方々が集まったということで

あります。 

 そういった中で、この多い日には仕分けの部

分におきましても100人を超える関係機関、団

体の皆様、市民の皆様がこれに従事をしたとい

うことでありまして、この物資センターの運営

には、約６月末の物資センターを23年度６月に

は閉鎖してるわけでありますけども、その閉鎖

までに延べ約3,784人という方々がそこに従事

をしたと。３万人という人口の中から見ると、

これ、もう大変な数字ではなかったのかなとい

うふうに思っております。そして、この中に春

休み中の高校生も含め、本当に参加をしたとい

う中における取り組みが展開されたという、一

つの中であります。 

 したがって、この当市の後方支援活動は、官

民一体の後方支援、言うところの遠野モデルと

称されるようになりまして、炊き出しや支援物

資の配送、届けるという分につきまして、もう

ちょっと詳細にということでございましたので、

ちょっと数字的なことをちょっと申し上げたい

というようにも思っておりますけども、それこ

そ食料品から衣類から、そういったようなもの

をそれぞれ届けた数、大変な数になったという

ことで、これは、ボランティアの数もそうでご

ざいますけども、特に物資、救援物資を仕分け
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するという作業がすごく大事だったわけであり

まして、この仕分け従事した中における取り組

みといったのも、非常に特徴的な取り組みでは

なかったのかなというようにも思っているとこ

ろでもあります。 

 個々の細かい数字等につきましては、後方支

援活動の検証の記録といったような、かなりの

ページ数の冊子として既にまとめてありますの

で、それをごらんいただければ、十分御理解い

ただけるんじゃないかなというように思ってお

りますけども、私も要請があれば日帰り、もし

くはとんぼ返りという中で、このモデルを、遠

野の仕組みを、何とかという中におけるシンポ

ジウムなり、あるいはいろんな集会等があった

場合は、日程が都合がつく限り、可能な限り出

かけまして、遠野の取り組みを報告しておりま

すし、それから遠野でもって、その実際、遠野

が行ったことについて聞きたい、そしてまた、

具体的に承知をしたいという視察をする方が、

今なお全国から相次いでおりますので、そうい

ったときには、日程を、特にも議会関係者の

方々がすごく多いんですよ。全国の自治体の議

会関係者の方々がすごく多いんですよ。そうし

ますと、議長を通じて、一つ後方支援活動につ

いて話をしてほしいという要請がまいりますの

で、これまた可能な限り、人数に関係なく、可

能な限り時間を割いて、説明をしているという

中で、市民の皆様のこの底力、命と向き合うと

いうことはどういうことなのかということにつ

きまして、報告をし、また説明をしているとい

うことでもございますので、そういった中にお

ける取り組みを、これからも継続していきたい

というように思っております。 

 なお、12月定例市議会、今議会に、仮設であ

りますけども、資料館、展示館をという中にお

ける予算を計上させていただいております。こ

れは、市民の皆さんが、それから全国から駆け

つけたボランティアの皆様が、それから全国の

市町村の仲間が、遠野を拠点にして何を行った

のかということを、やはり事実を、きちんと伝

えるということも大事じゃないのかなと。これ

がこれから予想される大規模広域災害における

一つの教訓として、生かさなければならない。

そのためには、ちゃんと見えるような展示場も

設けなければならないんじゃないのかなと。 

 この３月には、国連防災会議も開催されると

いうスケジュールも組まれておりますので、た

だいま細川議員からありました、そういった詳

細について、そのような資料館、展示場を通じ

まして、展示場を通じまして、世界の方々に、

あるいは国内外からまいります防災関係者の皆

様に、こういった炊き出しのおにぎり14万個と

いうのみならず、さまざまな取り組みについて、

きちんとお知らせをしたいと。お伝えをしたい

というように思っているところでございますの

で、そのことも答弁の中に盛り込ませていただ

きまして、詳細についてっていう中における答

弁とさせていただきます。 

 続きまして、青年就農給付金の取り組みにつ

いてであります。これは細川議員、御指摘のと

おりであります。青年を中心とした新規就農は、

我が国の持続的な農産物のこの生産体制を構築

する上で、非常に重要な課題であるという認識

のもとに制度化されたものであるというように

承知しております。 

 したがいまして、この農業従事者の高齢化問

題、これも本当に大きな課題であります。この

10年、20年を考えた場合、これは本当に先ほど

質問にありましたとおり、考えてみた場合、必

然的に、限界が生ずるというのはもうわかり切

ったことという部分の中における、人口高齢化

問題といったものが控えて、待ったなしで目の

前に迫っているわけであります。 

 そういった認識のもとに、平成24年３月に策

定したタフビジョン、これは遠野市農林水産振

興ビジョンでありますけども、このタフビジョ

ンの中におきましても、みんながいきいき就農

するまちというものを一つの柱として位置づけ

て、タフビジョンの新たな展開を図ろうとして

いるわけであります。そうしてその中におきま

して、それぞれ年代に応じて、特徴を生かし合

えるような、そのような仕組みをということで、
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個人、集落営農、あるいは農業法人、さらには

企業といったような方々と、どのようなタッグ

を組んで、就農機会やそれから収入が確保され、

生きがいを感じて農業に従事するように取り組

まなければならないという問題を、課題を、そ

の中に明確に位置づけているということなわけ

であります。 

 しかし、そうは言いながらも、この現状はか

なり厳しい状況にある。生産基盤のこの問題、

あるいは所得保障の問題、あるいは補助金では

解決できない、構造的な、そのような問題も

我々の目の前には横たわっているというのも、

これは細川議員は、もうみずから現場でそれを

痛切に感じているお１人ではないかなというよ

うに思っているわけでありまして、そういった

ような、この構造的な課題が、既に農業にはあ

るんだと。 

 そこで、青年をはじめとする新規就農者の確

保に努めながら、農業といったものに果敢に挑

戦するといったような形を、言うなれば構造的

にも、年齢構造的にも根本的に変えていく必要

があるという中に、この事業が位置づけられて

いるんではないのかなというように思っており

ます。 

 私の認識は、そのような認識なわけでありま

すけども、青年就農給付金は、農林水産業、地

域の活力創造プランに基づきまして、青年新規

就農者は、就農者をそれぞれ定着させるという

中において、２万人定着という一つの数字を持

ってるわけでありまして、平成35年までには40

代以下の農業従事者を40万人に拡大するという

ことを目標として、目的としているという、そ

のような中に位置づけられている事業でありま

す。 

 果たしてこの数字が現実にどうなのかという

ことは、もちろん冷静に見なければならないと

は思います。だけども、やはり仕方がないんだ、

高齢化なんだ、だめなんだっていうわけにはい

かない。やっぱりそれに挑戦していかなきゃな

らないという、一つの取り組みとして、この平

成24年度に創設された制度であるということに

なろうかというように思っております。 

 この部分におきまして、この給付期間及び金

額はということになれば、これは細川議員もわ

かっているかというように思っておりますけど

も、申し上げますと、農業経営に、軌道に乗る

までの最長５年間、５年間です、５年間におい

て、単身で就農した場合は年間150万円。年間1

50万円。そして夫婦で就農した場合は年間225

万円、それぞれ支給をするという制度であるわ

けでありますから、この部分で見ると、金額的

に見ると、単身でもってこの部分で年間150万

円っていうのの給付金は保障されるとなれば、

やってみてもいいっていう方も、市内でも出て

きておりますし、それから、夫婦の場合は225

万、この金額の妥当性はどうなのかという部分

は、いろいろ議論はあるかと思っておりますけ

ども、やっぱり一定の、目標と数字に近づくた

めにも、一つの私は評価できる制度の一つでは

ないのかなというように思っております。 

 じゃあ遠野市内で、先ほど申し上げましたと

き、どのような状況なのかといったことを、ち

ょっと数字を申し上げますと、これまでに14件、

10経営体、14人の方々がこの給付金を受けてお

ります。そして、この内訳は単身が６経営体、

そして夫婦は４経営体という状況であります。

したがって、それから年齢で見ますと30代が最

も多く９人、それから20代が３人、40代が２人、

男女別に見ますと男性が８人、女性が６人とい

う、そのような数字となっておりまして、経営

内容を見ますと、和牛繁殖を中心とした経営が

５経営体、野菜栽培を中心とした経営体が３経

営体。自然栽培の水稲経営が２経営体という状

況になっているというとこであります。これは、

遠野という一つの土俵というか、環境を見た場

合においては、私は、この方々がどうこれから

どのように頑張っていくかという部分も、この

遠野の将来、農業の将来を一つ展望する大きな

力ともなるんじゃないのかなと思っております

ので、この方々の努力、懸命に頑張るというの

を行政としても、各議員もそうでございますけ

ども、応援していくというような、そのような
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環境、後押ししていくということも、すごく大

事じゃないかなというように思っておりますの

で、その数字の中から、そういうことも読み取

れるということも、また申し上げておきたいと

いうように思っております。 

 それから、新旧就農体に対する支援としては、

マストパワーアップ事業による施設栽培のビ

ニールハウスの支援金、限度額50万、２分の１

補助、あるいは推進品目を栽培する場合の種苗

等資材器具に対する支援を行っているというこ

とでございますので、アスパラ、ピーマン等の

この重点作物、重点品目に対して３分の２、花

卉等のこの推進品目については２分の１といっ

たような仕組みをつくっておりますし、ふるさ

とアグリスクール、こういったようなものの中

において、栽培のノウハウといったようなもの

をきちんと丁寧に指導するといったようなこと

も大事かと思っておりますし、それから農業活

性化アドバイザー制度をどのようにこれを現場

に生かすかということも大事ではないのかなと

いうように思っております。 

 青年就農給付金があるから、所得というか給

付金があるからじゃなくして、それを核としな

がら、ただいま申し上げましたような、このい

ろんな制度を、どのように繰り返して、いつも

口癖のように話しておりますけども、縦糸を横

糸にどう結んでいくんかということも、すごく

私は大事な、大事な取り組みではないのかなと

いうように思っておりますので、こういった小

さな取り組みを確実にという部分においては、

農業活性化本部、アグリステーション遠野、そ

して100億円達成アクションプランというのを

立ち上げ、それを中間報告の中から、それを見

直ししながら、新たにタフビジョン、新たな農

業水産振興策としてのタフビジョンといったよ

うなものを打ち立てたという中におきまして、

米価低落という大変な、大きな自体が起きまし

て、農業生産も多分、かなりまた額が100億円

どころか、またがくっと下りるというように思

っています。 

 しかし、その中に、今度は逆に、先ほど畜産

にも取り組みながらという部分の方が青年就農

給付金の中で頑張ってみるということが出たと。

キャトルセンターというプロジェクトが、来年

度から27年度から、本格的に活動を開始するわ

けであります。そういった中で、この畜産が37

億円というような額を、農業生産額の半分以上

は畜産が占めるということになってきておりま

すので、この耕畜連携という一つの遠野ならで

こそできる耕畜連携、耕種農家と畜産農家のう

まく連携の中から、よりいいものをという一つ

の取り組みを、もう一度原点に戻って組み立て

直ししながら、遠野の農業の活性化というもの

をその中で見出していくという取り組みが、ま

すます大事になってきてるというように思って

おりますので、細川議員は現場で、それにいろ

いろ格闘してきたという経験があるわけでござ

いますので、そういった意味におきましては、

これからもそのような形での、遠野の農業の活

性化のために、さらなる一つの活躍と、またこ

れに対する、取り組みに対する理解をいただけ

ればということを申し上げまして、答弁といた

します。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後２時06分 休憩   

────────────────── 

   午後２時16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。 

 14番細川幸男君。 

   〔14番細川幸男君登壇〕 

○14番（細川幸男君）  最終質問を行います。 

 青年就農給付金に事業内容を給付しての状況、

その他、独自の支援策については理解いたしま

した。しかしながら、なかなか計画どおり進み

ませんので、十分注意をしながら進まなければ

なりません。 

 特に、大事なと言えばなんですけど、あまり

過保護にしてしまってもよくないので、きちっ

と普段から、指導が大事だろうと、私は経験上、

そう思っております。そして遠野市においては、

議員の多くの人が、みんな農家出身であります
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んで、必ずこの就農者は成功するだろうと、私

は思っております。 

 そして、何と言っても地理的自然条件は農業

に適しております。まだまだ余裕の面積が立地

条件をさらに生かし、創意工夫ができます。な

かなかせずに考えず、見つけれず、先人たちに

申しわけなく感じております。 

 農業は他産業と比べて、労働時間は長く、収

入は不安定で補償がなく、そのような厳しい世

界に挑戦する、我が子同様の青年就農者たちに

は、何としても成功していただき、遠野の繁栄

に貢献していただきたいと思います。 

 そこで、青年就農給付金、県内の、要するに

遠野市以外ですね、新規農業者の実態などを、

ちょっと簡単でいいですけれども、市長にお尋

ねします。 

 これで２回目の質問を終わります。 

○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）  細川幸男議員の再質問

にお答えいたします。 

 この青年就農給付金、この問題につきまして

は、１回目の答弁の際に遠野市の実態、それか

らその目指すところといったものについて、御

答弁申し上げたところであります。 

 私は、この遠野の青年就農給付金の中で取り

組んでいる方が複数の個人であり、複数の夫婦

等によって取り組まれてるっいうこと自体、こ

れは高く評価していいんじゃないのかなと思っ

ておりまして、あとはこれをどのように支援を

していくのかとという部分が、いうところの遠

野の将来を、遠野の農業の将来と展望できるか

できないのかというところにもかかる、一つの

その制度ではないかなというように思っており

ます。 

 この青年就農給付金の、今後の支援体制とい

うことになろうかというように思っております

けども、平成25年度までの全国の給付実績を見

ますと、１万と85人という数字になっておりま

す。結構、大きな数字として出たんじゃないか

なと思っております。ちなみに、岩手県におい

ては264人という数字であります。 

 そして、この26年度からはこれまでの取り組

みの一つの反省をということになろうかと思っ

ておりますけども、親元就農に対する要件が緩

和されたということであります。これは、本当

に大きなことじゃないかなと思っております。

例えば、相続といったものに時間を費やしてし

まう。だから、あなたは就農給付金の対象にな

りませんよという、その画一的な取り組みをし

てしまったんでは、せっかくやる気のある、そ

ういった若い方々を玄関に上げないどころか、

もう閉ざしてしまうということになるわけであ

りますから、これは要件が緩和されたというこ

とは、非常にいい取り組みではないのかなとい

うように思っておりまして、親族からの土地の

所有移転手続き、移転が給付期間中にすること

ができるようになったということになるわけで

ありますから、非常にいい形で要件が緩和され

たんではないかなというように思っております

ので、これも含めて、これまでの青年給付金、

就農給付金は、本人名義の農地所有が給付条件

であったわけであります。これは、ある意味当

たり前でしょうということになるわけでござい

ますけれども、実態はそうじゃないわけですよ

ね。 

 その中で、相続手続き時に時間を要するなど

の理由から、親族に限り、青年就農給付金期間

中に所有権を移転することを前提として、給付

を受けることができるようになったという部分

も、やはり一つの、現実に即した、私は対応で

はなかったのかなというように思っておりまし

て、このような中で現在、３人の方が相談をし

ておるという。３人、これは遠野にとっては大

きな数字だというように思ってるんですよね。

そのような方が相談を受けつけをしている。 

 それから、やはりこの給付金制度があるって

言っても、やはり現に、栽培のノウハウから、

経営から、いろんな面でノウハウをいうところ

の指導するという、相談を受けるだけじゃなく

て相談、それに対する指導するという、一つの

仕組みをきちっとして、つくり上げるというこ
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とが大事だというように思っております。よく

ワンストップという言葉が使われております。

福祉なども、あるいは市役所などもワンストッ

プということ、言われているわけでありますけ

ども、この農業問題についても、１次産業の問

題についても、いうところのワンストップ化と

いうことがすごく大事なキーワードじゃないの

かなと思っておりまして、相談窓口で一本化、

これについて、情報一本化と情報の集約を考え

なければならない。 

 現在、じゃあ新規就農者に対して、どのよう

な体制になってるかということになれば、遠野

農林振興センター、これは県の出先ですよね。

それから、もう一つは遠野普及サブセンター、

これも県の出先としてありますね。それから市

農家支援室、これは市役所の組織であります。

花巻農業協同組合、中における一つの組織もあ

ります。それから市の農業委員会という組織も

あります。それぞれが開設をしておったという

一つの現実もあるわけでありますから、これを、

やはり、このような一つの、これからの遠野の

農業を考える場合におきまして、担当のほうで

は、もう既に具体的な、一元化に向けての作業

を進めているということの報告を受けておりま

すので、これは、ぜひ進めるべきだというよう

に思っておりまして、平成27年度、こういった

窓口を一本化し、この農家の青年就農さまざま

な方々に対する相談業務を、安定した形で効果

的に行うことができるような、そのような組織

を、言うところのフォローアップ事業、言うと

ころのワンストップ事業という仕組みを構築し

ていきたいというように思っております。そう

することによって、効率的な、そしてまたピン

ポイントの、丁寧な指導がその中に出てくると

いうことが見出せることができるんじゃないの

かなというように思っておりますので、これは

非常に重要な、一つのシステムではないかなと

いうように思っております。 

 特に、新規就農の場合においては、これをど

のような形でシステム化するかということによ

って、一つ成功するか、しないかということに

つながってくることでありますから、これを何

としても、それぞれの担当、部、課、あるいは

機関において、そのような話し合いに既に入っ

たということでありますので、これはぜひ実現

するような形での取り組みを、27年度からス

タートできるように、これから作業を加速させ

ていきたいというように、私自身も思っている

ところでございますので、そのことを申し添え

て答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  14番細川幸男君。 

   〔14番細川幸男君登壇〕 

○14番（細川幸男君）  最後の質問になります

が、高齢者や米価の下落などで農家の苦悩はた

まる一方、尽きないわけでございますが、ます

ます農家の不安が募ってきます。まして高齢化、

高齢化の問題につきましては、どうしようもな

いと言えばどうしようもない問題でありますけ

れども、できるだけ納得のできる世代交代に尽

きるわけだと私は思います。 

 また、後継者のいない農家は、土地を売りた

くても貸したくても、受け手がないという現状

もございます。このような問題を早目、早目に

対処し、それから新規農業者についても、約束

どおり、なかなか計画どおり進まないというの

も、これは仕方のないことですけども、その辺

をきちっと、手遅れにならない段階のうちから、

注意するべきは注意をすると。 

 私も、５年間の補助金の期間というのは、農

業から、新規農業者から見れば、本当に短い期

間なんですよ。ですから、もらってるうちはど

うにか生活できるでしょうけれども、これが切

れた段階になって、果たしてどうかなと。恐ら

く無理でしょう。そういうふうに絶対しないよ

うに、これは、私ども遠野議会の敗因でもあり

ます。農業議員がこんなに居ながら新規農業者

を成功させないということは、こういうことは

あってはならないと、私は思っております。 

 それで、何としても、私は、農業はこれから

が有望だと思います。必ず地球の、世界の食料

は、日本が守る時代が必ず来ます。これを、私

は信じて生きているわけですが、いつごろにな
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るかわかりませんけれども、何とぞ、遠野は必

ず成功するように、市長からも職員のほうに、

日ごろきちっと喚起していただきたい、そのよ

うに思います。 

 それでは、答弁もらうほどの内容でもござい

ませんけれども、一つ最後、答弁をいただいて、

これで質問を終わりたいと思います。 

○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）  細川幸男議員の再々質

問にお答えいたします。 

 この新規就農、青年新規就農という部分にお

いて５年間、ちょっと短いんではないだろうか

と。それから言うなれば、相談指導体制も早目、

早目ということになっていく、これ、もっとも

だというふうに思ってます。だからこの、一応、

仕組みとしては５年間となったわけであります

けども、やっぱり１万人以上の全国の、そうい

った件数が出てきている。岩手県だけでも264

件といったような数字も出てきている。遠野市

もそういった２桁の数字が出てきているという

ことになるわけでありますから、その中で、や

っぱり農業という、一つの取り組みというか１

次産業、何でもそうでございますけれども、い

くら化学技術が進歩し、さまざまな、いろんな

技術が確立されたとしても、気象状況によって

左右される、いいときもあれば悪いときもある、

豊作だったけども、ことしは豊作だったけども、

去年は豊作だったけどもことしは何だった、日

照不足だとか異常気象だとか。とにかく地球規

模の、気象変動といったものがこの１次産業に

今、大きな影を落としている。 

 だから、地域計画とかまちづくりとか、総合

計画といった中においても、経済とか景気だと

か、それこそ社会情勢だとかということが一つ

のベースの中にあって、それを読み誤らないよ

うな中で、長期ビジョンを打ち立てるという部

分の中に、これが今まで、その中で総合計画を

立てるとか、長期計画を立てるとか、あるいは

ビジョンを打ち立てるとかという、そういうの

でなってたわけであります。今は気象変動って

いうものをどのように捉えるのかということも

避けて通れないという、そのような、その気象

変動というものをどう捉えるかによって総合計

画を、あるいは長期ビジョンをというような時

代に、もう既に入ってきてるということが一つ

の背景にあるわけであります。 

 そうしますと、この５年というスパンの中で

っていう部分が、果たして妥当なのかどうなの

かということも、この気象といったようなもの、

自然といったものを相手するといったこと、考

えてみた場合、５年という中で成果はという部

分についていかがなものかという部分について

は、十分に検討する、いわゆる要件を緩和する

一つの要素としてあるんじゃないのかなという

ようにも思うわけであります。 

 それからもう一つは、やっぱり相談、それか

ら指導、これをどのように構築するかというこ

とであります。これも、もう総合力で対応して

いかなければならないという時代になってます。

それは県だ、それは市町村だ、それは農協だろ

うとという時代ではない、農協も今、大きな構

造改革の嵐の中に今、あります。ＴＰＰ問題と

いったものの中において、農協組織というもの

はどうなるのかといった、大変大きな課題を今、

背負っているわけであります。 

 そしてまた一方においては、我々市町村も、

この合併という中において、一つの基礎自治体

としての体制を整ったものの、もう、それこそ

加速度的に進む人口減少の中にあって、後継者

問題の中にあって、あるいは高齢化問題の中に

あって、さらには少子化という問題の中にあっ

て、どのようにすればいいのかということも、

常に、そのようなことを考えるとなれば、やは

り総合力で対応していかなきゃならないという、

そういう事案が次々と出てきていると。 

 農業問題、相談、指導、それは農協だ、それ

は県だというわけにいかない。やっぱりその中

で、先ほど答弁で申し上げましたとおり、相談

指導体制、これをワンストップ化しながら、そ

れぞれのノウハウといろんな特徴を、特徴とい

うか立場を生かしながら、現場の農家の方々と
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どう向き合うのかということを、やはり早急に

形づくらなければならないんじゃないのかなと

いうように考えているところでございますので、

ある意味でおいては、こうして答弁はしている

わけでありますけども、いろんな面で、あっち

に行ってぶつかり、こっちに行ってぶつかり、

さまざまなハードルがあると思います。しかし、

それは、やはり乗り越えていかなければならな

いというように思っております。それを乗り越

えるためには、やはり遠野として１枚岩の中で、

やっぱりそういった課題を共有しながら、その

課題に立ち向かうという環境をやっぱり使って

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、そういった点でも、そのような環境

づくりも、また一方においては大事かというよ

うに思っておりますから、よろしくお願いをい

たしまして、再々質問に対する答弁といたしま

す。 

○議長（新田勝見君）  次に進みます。 

 ２番菊池美也君。 

   〔２番菊池美也君登壇〕 

○２番（菊池美也君）  政和クラブの菊池美也

です。 

 議員改革が進む中、任期満了に伴う、さきの

市議会議員の改選により、市民の皆様により、

ここに登壇することをお許しいただきました。

ありがとうございます。 

 子どもたち、孫たち、そして遠野の、生まれ

育った遠野のために、誠心誠意努めることを、

改めてお誓い申し上げます。 

 遠野全体で人が減っていること、そして、こ

れから数年間は人が減っていくであろうことは、

残念ながら、紛れもない事実です。この前提を

覚悟しなければなりません。しかしながら、人

口減少の流れを止めるべく、挑戦は、し続けて

行かなければならないと考えております。 

 住める、赤ちゃんを生むことができる、子ど

もを育てられる、働ける、病気を治せる、身の

丈に合った生活基盤を整備することが重要です。

私は、現役の小学校ＰＴＡです。親の立場から

より身近な子育て支援、少子化対策に取り組ん

でいきたいと考えております。 

 まずは、子育て支援の観点から、働くママ、

働くお母さんの就業環境の改善についての質問、

これは、午前中、萩野議員の質問にも触れられ

ておりました。それだけお母さん方が求めてい

ることであるとお考えいただいて、重なっての

質問をお許し願います。 

 ２つ目の質問は、これも出産、子育ての観点

から、医療、福祉にも関わりますが、産婦人科

医不在の解消と出産施設の整備について。 

 最後に、未来を担う子どもたちへの平和教育

のあり方について、以上３点を質問いたします。 

 働く女性のおよそ半分に、妊娠・出産にため

らいがあるという、ある化粧品販売会社が実施

したアンケートの結果の一部を、ここに紹介し

ます。ニュースソースは本年10月30日の地方新

聞掲載記事です。全国の20代から40代の女性90

0人を対象に、ことしの９月にインターネット

を通じて調査をしたものです。出産後の働き方

を考えて、妊娠・出産を躊躇した、躊躇すると

思うと49％の女性が答えております。職場から

理解を得られる自信がないや、同じ給与水準で

復職できそうもないという理由が挙げられてお

ります。 

 一方、職場には、理想の働くママ、いますか

という問いに対して、残念ながら62％の働く女

性が、いないと回答しているそうです。 

 このアンケートの結果から、出産・子育てに

関する職場の協力は薄く、さらに現実として、

先輩ママの苦労している姿を見せられ、働く女

性、子育て世代の女性の多くは不安・不満を抱

き、妊娠・出産をためらっているという現状が

垣間見られます。 

 もちろんこのアンケートは、民間の一企業に

よる全国規模のものですから、対象となった女

性の生き方や考え方、趣味、嗜好には偏りがあ

るのかもしれません。全てが全て合致するとは

言い切れませんが、遠野で働く女性の意見に多

く当てはまる部分もあるのではないかと、私は

想像します。また実際、そのようなことも多く

耳にします。 
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 企業の出産・子育てに対する理解がまし、協

力がまし、例えば、休暇や育児外出が取りやす

くなれば、そして給与が補償されれば、出産を

希望する働く女性の割合も増加してくるのでは

ないでしょうか。 

 人口減少少子化は、市の存続の根幹にかかわ

る問題です。働くママ、働くお母さんの就業体

制の改善と、子育てに優しい社風づくりに取り

組む企業に対して、市はさらなる助成を講じる

べきではないでしょうか。 

 遠野市では、子育て期の従業員が仕事と子育

てを両立できる職場の環境づくりや、子どもの

育成に関する活動への協力等に努め、遠野市わ

らすっこ条例の趣旨・理念に協賛いただいてい

る事業者を認定しています。いわゆるわらすっ

こ条例応援事業者認定制度です。この制度の概

要は、各事業所は、申請書類に記載されている

宣言項目の一つ以上にチェックを入れ、もしく

は企業独自に取り組む内容を書き込んで、わら

すっこ条例、わらすっこプランを応援すること

を宣言し、市に申請書類を提出します。市はそ

の内容を審査し、その結果、認定基準を満たす

場合は、事業所に認定書を授与します。そして、

一番大事なところですが、事業所は宣言項目を

実行し、子育て支援に取り組みます。これはす

ばらしい制度だと思います。特にも事業所が宣

言する、育児のための急な休みにも対応できる

業務体制づくりを進めます。子どもの学校行事

等に参加するための年休取得を奨励しますとい

う、子育て時間を確保するための措置としての、

この２つの宣言項目が、特にもすばらしい。働

くママ、働くお母さんが強く求めている内容で

す。 

 しかしながら、現在、３つの事業所しか認定

書を授与されておりません。なぜか。この認定

制度を取り組み、始めるには、事業所にとって

のメリットがあまりにも薄いのではないでしょ

うか。制度概要には、１つ、社会貢献に取り組

む事業所としてのイメージアップ、２、宣言項

目の実行により、労使双方に子育て意識の変化

がもたらされ、勤務環境の整備促進につながり、

意欲が満たされる、３、遠野市のホームページ

などで、その取り組みが紹介されるというよう

な、３つの利点が挙げられております。 

 しかしながら、実際のところ、育児休業が取

得しやすい環境の整備や、子育て時間を確保す

るための措置、地域における子育て支援を新た

に取り組むには、各事業所にはそれ相応の負担

が生じています。負担以上のメリットがなけれ

ば、いくら募集をかけても、わらすっこ条例応

援事業者はふえてこないと思います。 

 重ねてとなりますが、生む世代、子育て世代

の働く女性が第１子を出産し、さらに第２子、

第３子を設けたいと考えるには、パートナーで

ある夫の協力はもちろんのこと、職場の同僚の

理解、所得の補償や育児休暇の取得など、子育

てに、より優しい職場の環境整備が必要です。

子育てに協力的な企業がふえるような就業体制

の改善を促すべき事業が市には求められますが、

見解を伺います。 

 ２つ目の質問に入ります。遠野の出産環境に

は、積年の、そして喫緊に解決されなければな

らない大きな課題があります。それは、常勤産

婦人科医の不在です。私は昭和43年に現在のと

ぴあ、旧遠野病院で生まれました。小学校は３

クラス、中学校は６クラス、高校は８クラス。

先輩諸氏からは、「なんだぁ、すぐねぇな」と

言われるかもしれませんが、それでも今の児童

生徒よりは随分と多くの同級生と仲間に恵まれ

ました。 

 当時、市内には複数の産婦人科病院があった

はずです。市内の24年度の出生はおよそ190人、

昨年度の25年度の出生数がおよそ180、今年度

は160人前後になってしまうのではないかと予

想されるようです。年々の出生数の減少傾向に

は、この医師の不在という問題が大きくかかわ

っているのではないでしょうか。 

 今の、お産ができない遠野市においても、助

産師の活躍による、ねっと・ゆりかごサポート

体制などによって、妊婦さんと御家族の不安を

解消し、負担を軽減し、ない中でも最大限の成

果をあげてはおりますが、本来的には産婦人科
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医が常勤して、高度な最先端の出産設備、産科

病棟が整えられることを市民は望んでおります。 

 当直明けの長時間勤務や、患者の無理解によ

るコンビニ受診など、医師の過酷な勤務実態は

全国的な問題です。特に、地方において医師が

不足している今、危機という、危険という前提

のお産に携わる、なり手の少ない産科医を遠野

に呼び、新しい病棟をつくるということは、本

当に厳しく、難しいのが現実でしょう。遠野に

おいて、遠野にお医者様が来てくれ、産婦人科

医として常勤してくれれば、遠野にとっては喜

ばしいことでしょう。しかしながら、そのお医

者様がいたもともとの地域、出て行ってしまっ

た地域にとっては不幸です。問題が地域間で移

動しただけで、本当の意味での解決にはなって

おりません。 

 遠野独自で医師を育てられませんか。医師を

ふやすような独自の事業を始められませんか。

医学部は多額の学費が必要です。金銭的な理由

で進学を、夢をあきらめてしまっている学生も

いるのではないでしょうか。将来、遠野で勤務

するという条件のもと、全国の医学生を対象に

奨学金を手当てするとか、遠野で不足している

医師、特にも産婦人科医、小児科医を確保する

ために、新しい取り組みを始める時期に入った

のではないでしょうか。子どもを育てるなら遠

野、生むのも遠野で、でお願いします。 

 ここで、遠野市のホームページに触れさせて

いただきます。遠野市公式ホームページのトッ

プから健康福祉、次に健康福祉の里保健医療課、

そして医師確保対策、最後に遠野市医師確保対

策とそれぞれクリックし、進んで、ページをめ

くっていきますと、遠野市の医師確保対策の概

要、そして県立遠野病院へ新しく勤務されるド

クターを支援しますというタイトルで、遠野病

院医師確保対策が載っております。募集科目は

消化器内科、小児科、産婦人科、一般内科、循

環器内科、在宅診療、整形外科、脳神経外科の

８科目です。しかし、医師を確保する対策とし

ては、遠野テレビインターネット整備、乗馬馬

サービス、菜園の無償貸与、学会等研修補助の

４つのみ。果たしてこの４つの医師確保対策が、

当のお医者様にとって魅力的な補助、助成なの

か。平成19年度からずっと同じ対策内容のよう

です。安心安全な地域医療の確保が喫緊の課題

とうたっている割には、ホームページ上では市

の本気度がなかなか伝わってきません。 

 遠野市は医師不在解消に、もう取り組んでい

ないのか。医師の確保をあきらめてしまったの

か。そのような疑念が湧いてきてしまいます。

払拭すべく答弁という形で、市民の皆さんにお

示し願います。ここに安心安全な出産の遠野市

内での実現が、遠野の少子化の流れを緩やかに

するはずです。積年のテーマではありますが、

産婦人科医不在の解消と出産施設を整備するた

めの取り組みについて、現況と市長がお考えに

なっている今後の展開を伺います。 

 最後の質問に移ります。来年、平成27年８月

の15日は、さきの大戦から70年目の終戦記念日

です。私は、遺影の軍服姿の祖父しか知りませ

んが、孫として、特別な思いを抱く夏になろう

かと思っております。国の平和、ふるさと遠野

の平安、残して来た家族の幸せを願いながら戦

没された方々の多くの尊い犠牲の上に、今日の

私たちの平和と自由が成り立っております。 

 皇后陛下が11月20日の御自身のお誕生日に際

し、宮内庁記者会からの質問に対し御回答なさ

れた文書の一部を、次に読み上げさせていただ

きます。 

 「今、平和の恩恵に与かっている私たち皆が、

絶えず平和を志向し、国内外を問わず、争いや

苦しみの芽となるものを摘み続ける努力を積み

重ねていくことが大切ではないかと考えており

ます。」 

 「今、平和の恩恵に与かっている私たち皆が、

絶えず平和を志向し、国内外を問わず、争いや

苦しみの芽となるものを摘み続ける努力を積み

重ねていくことが大切ではないかと考えており

ます。」 

 戦後69年が経過し、戦争のことが忘れ去られ

ようとしている昨今です。戦争してはならない。

戦争がいかに悲惨なものであるか。平和がいか
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に尊いものであるかを、しっかりと私たちの世

代が継承し、さらに子どもたち、孫たちに教え、

伝えていかなければならないと、私は考えます。

戦争を知らない世代がふえている中、来年、戦

後70年という節目を迎えることについて、市長

の思い、記念すべき年の戦没者追悼式のあり方、

そして平和を担う子どもたちへの平和教育の必

要性、重要性について、お考えをお聞かせくだ

さい。 

 私の質問は以上の３点です。「萬の蔵より子

は宝」あるおばあさんから、ある言葉を教えて

いただきました。例え、金銀財宝に満ち溢れた

蔵をたくさん建てることができたとしても、跡

を継ぐ子どもがいなければだめだよ。子どもが

何よりも一番大事だよ。子どもたち、孫たち、

そして遠野の未来のために、人口減少の流れを

緩やかに、なだらかにするよう、出生数がふえ

る、新しい取り組みを求めます。 

 生む世代、育てる世代が多く定住し、第２子、

第３子を生みたい、育てたいと思える遠野、そ

して、遠野郷が子どもたちの笑顔であふれるこ

とを望みます。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）  菊池美也議員の一般質

問にお答えいたします。初議会という中におき

まして、それぞれ今の御質問をお受けいたしま

した。 

 特にこの世代、若い世代、その中において、

ここに自分も子育て世代の１人であるという一

つの立場から、この少子化問題に提案を含めて

の御質問をいただきました。 

 さらには、常勤産婦人科医、子育てするなら

ば遠野だと、わかると、わかるけど、安心して

生み育てる環境をまだつくっていないじゃない

かという、非常に厳しい御質問も承ったところ

であります。 

 さらには、平和教育と申しますか、戦後60年、

70年、今69年、来年はちょうど1945年、戦争が

終わり、ちょうど70年の節目に当たるという中

に、平和教育といったものをどのように捉えて

いるのかという中における、市長の見解をとい

う形での御質問と承ったところであります。 

 まず１つ目の、働くママ、お母さんの就業の

機会と申しますか、これをどのような形で構築

していくのかという部分における、一つの質問

でありました。働く女性のおよそ半分の方々が、

妊娠・出産のためから、その理由として、言う

ところの雇用と、職場の環境といったものが、

本当にどのように構築されているのだろうかと

いうことに対する疑問も含めての御質問と承っ

たわけであります。 

 これにつきましては、質問にありましたとお

り、今、国が子育てという部分、さらには雇用

といったような問題も含めて、大きく舵を取ろ

うとしております。そして、一方においては、

少子化、消滅市町村という言葉、消滅集落、消

滅限界集落という言葉を超えて、消滅市町村と

いう言葉までが出てきたという中に、この加速

度的に進む人口減少といったものに対し、日本

創生会議の、かつての岩手県知事を務めた増田

寛也さんが座長をしております、日本創生会議

の中であのような形で発表したという中で、全

国の市町村、あるいは企業にいろんなところに

大きな波紋を呼んでいるということなわけであ

りますが、決して強がりを言うつもりはありま

せん。強がりを言うつもりはありませんけども、

そういう一つの少子化、それに伴う高齢化で人

口減少といったものについては、言うところの、

基礎自治体と言われる市町村がそれをまさに肌

で感じていると。言葉とすれば、果たしていい

言葉かどうか、これは慎重に言葉を選ばなきゃ

なりませんけど、そんなことわかっているとい

う状況の中に、増田レポートというものが私は

出たんではないのかなと思っております。増田

座長に会う機会があったときにお話しました。

いや、わかってると。警鐘を鳴らしたんだよと。

このままで放っておくわけにいかないんだよ。

だから、ああいう中で、ちょっとショッキング

な形での発表ということに至ったんだよという

ことを言っておりました。それを聞いて、私も

ほっとしたわけであります。 
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 もちろん県知事として３期12年、岩手県の現

状をよく見てきている方ですから、そのことも

踏まえながら警鐘を鳴らしたんだと。このまま

座して待つわけにいかないんだと。だから、さ

まざまな形で、雇用の問題も、そしてまた女性

の役割も、さらには子育てもといった部分の中

における取り組みを、国としてしっかりとやら

なきゃならないんだと。そしてもう一方におい

ては、少子化だ、少子化だ、人口減少だ、消滅

市町村だと言う前に、この一極集中のいびつな

人口構造といったものを、どのような形で国が

解消するんだということこそが大事なんですよ

という話を、ついこの間もお会いしたときに話

をしておりました。まさにそのとおりだなと思

って、別れたわけでありますけれども。 

 今の菊池美也議員の、この働くママ、お母さ

ん方のその雇用の環境といったものをどうつく

るんだということについてのやっぱり問題意識、

それに対する一つの言うところの認識、さらに

は取り組むべき課題といったものにつきまして

は、本当に、本当に、我々、言われたから、国

が言ってるんじゃないかと、民間のコンサル、

シンクタンクが言ってるんじゃないかという形

で、後は国が何とかしてくれるだろうと。国が

何とか示すだろうというわけには、座して待つ

わけにいかない。 

 したがって、今のような中における提案を含

めながら、遠野市として私は好きな言葉として、

身の丈の一つの政策をということをよく話して

るわけでありますけども、それをやっぱり打ち

出していかなきゃならない。それを、それぞれ

課題を共有する市町村という仲間と、課題を共

有しながら、いうところの県や国を動かしてい

くという方向に持って行くという取り組みが大

事じゃないだろうかと。単なる避難をする、評

論するというわけにいかない。それを、具体的

な行動だという中に、私はひそかに自負してい

るわけであります。 

 しかし、一方においては、今の御質問を聞い

て、非常に忸怩たる部分も、私自身持つわけで

ありますけれども、平成19年、既にわらすっこ

条例、平成19年ですから2007年です。今、2014

年です。７年前であります。わらすっこプラン、

わらすっこ条例、この議会でもって可決を、ま

だこの議会じゃないですね、まだ本庁舎、あっ

たころでございますけれども、わらすっこ条例

を制定をしたと。その中で、市民の、そして保

護者の、さらには事業主の役目っていったら何

なんだろうと。そしてさまざまな権利といった

ものをきちんと踏まえながら条例化しようとい

うことで、あえて方言の「わらすっこ」という

のを使って「わらすっこ条例」ということにし、

それを単なる条例化するわけにいかない。これ

をきちんとした形で、やっぱり形にしなきゃな

らないということで、わらすっこプランという

形にも。ただわらすっこプランとして形にする

ためには、やっぱり一定の事業費が要すると。

もちろん、行政を預かる立場として、やりくり

をしながら、その財源は見出す中で、懸命な努

力はしなきゃならない。それこそぎりぎりの財

政運営をしていかなきゃならないということは

当然なわけでありますけれども、その中で少し

でも財源を見出そうということで、わらすっこ

基金といったものをその中で創設し、それを進

めてきたという、一つの経緯があるわけであり

ます。 

 そして、それがようやく増田座長が示した消

滅市町村ということが現実のものになりますよ

と。2040年問題がありますよという中で、よう

やく国も本気出して動き出して、何とか１億人

という人口を維持しようという方向に持ってき

た。2.08という合計特殊出生率、これを持てば

人口減少に歯止めをかける。遠野は1.9という

数字を持ってるわけでありますから、やり方に

よっては2.08も決して届かない数字ではないと

いうような中における取り組みを、今まで進め

てきたという経緯があるわけでありますので、

ちょっとくどくなりましたけど、それを踏まえ

ながら、御質問に対する答弁をさせていただき

ますけども、ただいま申し上げました、合計特

殊出生率の目標2.08、これが平成24年は1.91。

子どもが生み育てる、子どもを生み育てる、そ
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して夢を持てるまちづくりといったものを、こ

のわらすっこプランの中には一つの明確に位置

づけていると。 

 そして、その中には、出会いであり、出産で

あり、そして育児であり、教育であり、就業と

いう雇用の場だという、こういったようなもの。

人生のライフサイクルといったものをそれぞれ、

それぞれの場面において、どう支援し、フォ

ローしていくのか、どうケアをしていくのか。

子どもは成長するわけであります。 

 したがって、その部分においてどのようにケ

アをしていくのか、フォローしていくのかとい

う組み立てが、一つのわらすっこプラン、しか

し一つの方向ではない、点ではない、これを一

つの多面的な支援を構築するというのが、言う

ところのわらすっこプランであったわけであり

ます。あったわけでありますと、あったわけと

言うよりも、あったわけであります。 

 したがって、この平成19年度に御質問ありま

した。これ、本当に私にとりましても忸怩たる

思いっていうことをちょっと申し上げましたけ

れども、市民の方からも言われました。市長、

ねっと・ゆりかご、わかると。あんたは、だっ

たらば、産婦人科の常勤の産婦人科医の招聘は

もうあきらめたのかと、やらないのかというこ

とを言われました。少子化、子育てするならば

遠野でとあんたは言うんだけれども、生まれて、

子どもが生まれて初めて子育てでしょうと。生

まれる環境もつくらないで、子育てとはよく言

えたなっていう、大変厳しい指摘も、実はつい

この間、受けております。これは厳しい質問で

ありました。それもそのとおりなわけでありま

す。 

 しかし、放っておくわけにいかない。常勤の

産婦人科、これはなかなか来てもらえない。少

しでも安心安全に近づくんだという中で、窮余

の策としてねっと・ゆりかごという中で、お母

さんも妊婦さんも、家族も、少しでも安心安全

に近づくような仕組みを、助産師というマンパ

ワー。そして救急救命士という、消防署員のマ

ンパワー。これを活用しながら、少しでも安心

安全な、生み育てる環境を遠野につくろうとい

うのが、このねっと・ゆりかごであったわけで

あります。決して完全な仕組みではない、常勤

の産婦人科医に来てもらうことが一番、これは

一番の一つの対策として、一番いい解決である

ということは当然なわけでありますが、しかし、

そこにはなかなか至らないということで、ねっ

と・ゆりかごというのを立ち上げた。わらすっ

こ条例、わらすっこプランによって立ち上げた。

平成19年、2007年であったわけであります。も

う既に７年、８年のときを経過しました。 

 したがって、市民の皆さんからは、そのよう

な厳しい指摘を受けるというのも、それも私も

理解し、またそれを甘んじて、それを受けなけ

ればならないという状況に、今、あるんではな

いのかなというような。それが今の、ただいま

の働くママ、お母さん方の雇用といったような

ものと、常勤産婦人科という一つの、菊池議員

の御質問につながったものというように思って

おりまして、これは、本当に謙虚に受け止め、

そのためには、じゃあどうすればいいかという

ようなところを、やっぱりまた改めて、皆さん

から知恵を借りながら取り組んでいかなければ

ならない一つの課題ではないのかなというよう

に思っております。 

 この部分におきまして、わらすっこ条例、わ

らすっこプラン、そしてわらすっこ基金の話を

今、申し上げました。その中で、かすかな手ご

たえを我々は感じてるわけです。わらすっこプ

ランの一つの中におきまして、保育料の国基準

の半額軽減措置を行ったということであります。

第３子の保育料無料化ということを見直ししな

がら、その財源を再配分しながら、国基準の保

育料の半分、それをもって遠野の保育料を設定

しようという中におけるやりくりを行ったと。

これがわらすっこプランの中における一つのあ

れ。 

 それから、小学校までの、小学生までの医療

費の負担の軽減といったようなものも、小学生

まで拡大をしたというような一つの取り組み。

こういったようなもの、わらすっこ条例、わら
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すっこ基金の中からそれらのものを生み出した

と。 

 それから遠野病院、遠野病院のこの医師確保

につきましても、なかなか見えるようにはなっ

てるわけでありますけども、見えるように情報

は出てないわけでありますけども、医師確保に

つきましても、確実な成果を得てるということ

と、この遠野病院の協力いただきながら、病児

等の保育施設として、風邪引いたとか、ちょっ

と体調を悪くした子どもさんを預かるというし

て、わらっぺホームといったようなものも開設

した。これもささやかな取り組みでありました

けども、非常に、働くお母さん方から歓迎され

てるというか、喜ばれているというようなプロ

ジェクトとして位置づけたということもありま

す。 

 それから、子育て支援として、元気わらすっ

こセンター、これは東日本大震災で中央館を失

ったことによりまして、西庁舎を活用して保育

協会と市の子育て総合支援センター、一緒にし

ながら、同じ屋根の下でともに情報共有しなが

ら、大きな課題に向かって行こうという仕組み

を、その中で立ち上げたと。これも、もっとも

っときちんとしたもっとなるんだ、あるものを

うまく利用しながら、という中における一つの

窮余の策であった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れども、この元気わ

らすっこセンターといったものを立ち上げたと

いうことにもなるわけであります。 

 それから、インフルエンザや、特別保育やイ

ンフルエンザ、予防接種等についても、わらす

っこ応援券といったものの中におきまして、い

ろんな予防接種とか何とかにかかる費用につい

て応用しようということで、１万円のすずらん

振興券の中から１万円の一つの給付を行うとい

うような形における取り組みも、その中で進め

たというわけであります。 

 そして肝心の、肝心の、今、さまざまちょっ

と申し上げてきているわけでありますけど、こ

の４月には出会い、結婚、出産、子育て、こう

いったようなものを一つのライフスタイルの中

から総合的な形での支援体制を構築しようとい

うことで、立ち上げたのが、子育てするなら遠

野推進本部であったというようなことでありま

す。 

 これ、先ほどの萩野議員の質問にもちょっと

触れましたけども、今、盛んに、この部分につ

きまして、平成27年度の当初予算に、どういう

形で、お金はそんなにかけれないかもしれない

けども、きらっと光るような事業としてどう位

置づけれるのかということについて、かなりの

熟度を持って、今、議論を進めてもらっていま

すので、できれば、この平成27年度当初予算の

中に、さらなる充実強化した施策を盛んに打ち

出していきたいというように思っております。 

 そして、それはこれまでの事業あるいは事務

事業、そういったようなものをきちんと検証し、

総括しながら、次のステージで持って行く。そ

のステージで持って行って、どうしても財源的

に、ある程度の財源を確保しなければ、この子

育て環境といったものをダイナミックに推し進

めるわけにいかないというような課題もあるわ

けでしょうから、それを総合計画の28年度を初

年度とする総合計画の実施計画の中に、明確に

位置づけてる中で、例えば、それこそ先ほどの

萩野議員とのやり取りにありましたけれども、

市長は子育て住宅といったものを約束したじゃ

ないかと。まだ形に表れてないぞと。何度言っ

たらやってくれるのか、というような厳しい質

問、あったわけであります。 

 しかし、先立つものをどのように見出すかと

なれば、やはり長期計画の中でやりくりしなが

ら、国から、県から、少しでも財源を引っ張り

出すという中における取り組みをしながら、や

っぱりそのような環境の実施計画の中にきちん

と位置づけていくということが大事じゃないの

か。１年、２年、３年、３年たったら一つ形に

なって見えたな。あっちで形になったな、でき

たなという中におけるものとして、位置づける

ということが、すごく大事じゃないかなという

ように思っているところであります。 

 働くママ、お母さんの就業体制の改善、子育



－ 53 － 

てにやさしい環境整備に取り組む、そのために

はという部分において、企業の理解もいただか

なゃならないだろうというのは、今まで話した

とおりの認識でありますので、このわらすっこ

条例の応援事業者認定制度をつくり、そのよう

な中でやってますけど、なかなかこれも言うと

ころのＰＲが足りないのか、あるいは事業の周

知がまだ不足なのか、決して具体的な手応えと

して、まだこの部分については数字としては表

れておりません。 

 したがって、このわらすっこ条例応援事業者

認定制度をつくったという部分の中における一

つの取り組みを、もっともっと企業を認定する

という中において、職場環境づくりに事業主と

ともに一体となってやるというのも、やっぱり

御指摘のあった働くママ、お母さん方の環境づ

くりっていうことについては、すごく大事なこ

とじゃないのかなというようにも思っておりま

すし、また、この環境育成事業、子育て環境育

成事業によりまして、企業内託児施設の管理運

営に関する経費に対しても助成を行っていると

いう制度があります。これも１社だけでありま

す。これに応じて対応している会社は１社だけ

でありますから、まだまだ周知が足りないので

はないのかなというように思っておりますので、

このような部分。さらには、このわらすっこ、

小学生以下の、昨年でありますけども、１月に、

小学生以下の子どもを持つ親の世帯を対象に、

実施した、わらすっこニーズ調査では、市に望

む少子化対策、子育て支援施設策の第１位とし

て、実は、こういう数字が出たんです、お産を

扱う医師の常勤化というのが断トツでありまし

た。これもある意味においては当然の、もうね

っと・ゆりかごも８年たってるわけですからね。

次のステージに持って行かなきゃならないとか、

当然なわけでありますから、これが断トツのト

ップ。第２位として、職場の育児休暇の取り組

みを応援する事業が挙げられたと答える。 

 したがって、やはりお母さん方、保護者の皆

様は、そういったようなものを本当に期待して

いるんだなということが、アンケート調査の中

からも明確に位置づけられております。 

 職場のお産を扱う医師の常勤化といったもの

については、回答者の未就学児童を抱えている

世帯の52.8％は、こういった回答を寄せている

ということであります。子育て世代が住宅用地

を取得しやすい事業として32％、ファミリーサ

ポートセンター事業を29.9％、そのような放課

後等デイサービス事業10.6％という数字であり

ます。小学生を抱えている世帯の中においても、

産婦人科の常勤化は42.5％、職場の育児休暇を

取得しようと応援するような事業を組み立てて

ほしい、30.5％、やっぱり住宅用地を取得しや

すいような形で、29.5％、大体そのような傾向

を示しているということでございますので、こ

れをきちんと受け止めた中で、27年度当初予算

の中におきまして、一つの、子育てするなら遠

野という組織を立ち上げたわけでありますから、

ただいまの御質問の趣旨を謙虚に提案として受

け止め、指摘として受け止め、それを平成27年

度当初予算の中に、何らかの形で一つ見えるよ

うな事業として位置づけたいというように思っ

ておりますので、一つ御了承いただければと思

っております。 

 それから、産婦人科の常勤化の問題につきま

しては、このとおり、もう既にねっと・ゆりか

ごで、それで遠野はというわけにはいかない。

次のステージにいかなきゃならないという、そ

ういう危機感と、言うところの、次の場面転換

をしていかなきゃならないという部分につきま

しては、私も重々認識をしているところであり

ます。 

 これについて、じゃあ手をこまねいているの

かと、手をこまねいているわけではありません。

なかなか結果として出せないでいるという中で、

このねっと・ゆりかごの嘱託医の大船渡県立病

院の大船渡病院の産婦人科医であります小笠原

先生の指導いただきながら、そしてまた医大、

あるいは医療局とも十分常に情報を共有しなが

ら、少しでも情報があった場合におきましては、

直ちに招聘活動に出向くということを、それを

愚直に繰り返しております。 
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 そういった中で、今年度も、今、12月であり

ますけども、４月から上半期だけでも６回ほど、

そういった情報に基づいて、その産婦人科の医

師の、会いに行って面談をし、遠野の実情を訴

えながら、遠野に来ていただけないだろうかと

いう中における対応を行っている。 

 したがって、ホームページを見れば、家庭菜

園とか除雪だとか、馬だとかいう話しか載って

ないぞという話が質問の中にありましたけど、

それ以外にも、もちろん、それはそれとして発

信はしてるわけでありますけども、それ以外に

もさまざまな情報を持って、私は、遠野市が市

職員として抱えた助産師という資格を持ってい

るマンパワー、これも、もしも遠野で産婦人科

を開業してもいいという先生が出てくれば、市

の、市職員の助産師マンパワーをそのまま、ど

うぞスタッフとしてお使いくださいっていうと

変ですけども、お使いくださいというよりも、

活用してくださいっていうふうなことを持って

ってもいいんじゃないかなというようにも考え

ているところでありますので、ねっと・ゆりか

ごの７年間の取り組みの中でさまざな仕組み、

あるいは情報、そして、いろんな考えなければ

課題というものがその辺に見えてきましたので、

それを総合的に整理をしながら、インパクトの

強いアピールの仕方をしながら、常勤産婦人科

医の確保につなげるという、ここ二、三年って

言ってしまっているかどうか、あるいは四、五

年ということになるか、いずれその希望を持ち

ながら、この問題には取り組んでいきたい。こ

れだけ切実な市民の皆さんの声があるんだとい

うことを、やはり言葉として、それは深刻に受

け止めた新たな行動といったものが必要ではな

いのかなというように承知いたしております。

決して今までの７年間、８年間の取り組みは無

駄じゃなかった。いろんなネットワークができ

たわけであります。 

 さまざまな形で、遠野の取り組みを理解して

来ていただいているお医者さん方も随分出てき

ているということを、やっぱり一つのばねにし

ながら、次のステージにというところに持って

いくことが、今の置かれている状況かなという

ように思っているところでございますので、一

つ御理解をいただければというように思ってい

ます。 

 それから、やはり、なかなか見える形、私自

身も非常に迷うところであります。迷う必要は

ないわけでありますございますけども、よく言

う、一つお金で、これぐらい出せば来てくれる

んじゃないかという話も、我々の市町村長の仲

間に言ってる方もいます。しかし、そうではな

いんじゃないのかな、いうように思っておりま

すので、そういった点での誇るべき支援として

７年間、８年間の取り組みの中で、かなりの発

信する、あるいは環境を整えなきゃならない課

題が見えてきたということを踏まえれば、次の

ステージに常勤産婦人科を何としても招聘する

んだという部分の構築は、決して不可能なこと

ではないんじゃないのかなと。救急救命士がお

産を取り上げる、赤ちゃんを取り上げる、助産

師さんが、そういった車内お産のときには助産

師さんがちゃんとフォローをする。 

 さらにはその周産期医療という中におきまし

て、遠野を拠点にしながら遠野を取り巻く花巻、

北上、それから高田、大船渡、釜石、大槌、あ

るいは宮古方面も含めて助産師の方々、保健師

の方々が周産期という一つの切り口の中から、

さまざなま研修をしている場が遠野であるとい

うことも一つの、何と申しますが、アプローチ

する大きな、これまでの取り組みの成果になる

んじゃないかなと思っておりますから、そのよ

うなことを踏まえての取り組みをしてまいりた

いと。ちょっとくどくなりましたけども、御理

解をいただければと思っております。 

 それから、最後の質問であります。平和教育。

1945年、昭和20年、８月15日、終戦という中に

おきまして、もう69年、もう70年、年明ければ

70年という中でどうするんだという。おじいさ

んの遺影、軍服姿の遺影を見ながら自分も育っ

たという話がありました。これは、多くの国民

というよりも市民が、何らかの形で経験してい

るわけであります。両親、例えば父親を戦死、
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亡くしたと。私の世代にもそういう方が結構お

ります。 

 そしてまた、一方においては、戦争というこ

の悲惨な中から、必死になって子育てをしなが

らという中で、どんどん高齢化になっていくと

いう世代。戦後70年だからそういうことになる

わけでありますね。これを二度と繰り返しては

ならないというのを我々は言わずもがな、当然

なことというふうに私は認識しております。 

 したがいまして、遺族会が実施しておりまし

た戦没者追悼式、これを、合併を契機に、市が

主催するということにいたしました。９回目に

なります。そして戦没者追悼式の中に平和記念

式典という中におけることを位置づけながら、

そして、高校生の皆様にも参加していただきな

がら、単なる戦没者の方々、そして御霊を慰霊

するというのみならず、御遺族の方々の今まで

の御苦労に文字どおり感謝をしながら、これま

で遠野がこのような形で平和な遠野もあるのも、

御遺族の皆様の、本当に家族を守り、地域を守

り、そのような中で頑張ってきた姿があったか

らでございます。中で御遺族の皆様には敬意を

表するというものと、もう１つは、戦争を二度

と繰り返してはならないということを後世にき

ちんと伝えていくという部分も持たなきゃなら

ないだろうということで、戦没者追悼式に平和

記念式典というものをつけ加えながら、高校生

にも参加いただいて、そのような中における平

和宣言のようなものを朗読、朗唱してもらうと

いう対応も進めておるということでありますし、

あるいは原爆の悲惨者という中で、原爆のあの

凄まじい被災の状況といったようなものをやっ

ぱり語り継がなきゃならないということで、市

の市民課が窓口になりまして、原爆の被爆者の

団体の皆様と連携を取りながら、８月にはこの

原爆に係る写真展なども開催をしておるという

ことも行っておりますし、また民間団体、ユネ

スコの民間団体の方にあっては、世代を問わず、

平和の祈念をという中で鎮魂の鐘をつこうとい

ったようなイベントも行っておるというような

中におきまして、こういったようなものをきち

っと踏まえながら、平成27年度、戦争終結70年

という中における節目として、やはりそれらを

今までに申し上げたようなこと、よく踏まえな

がら、きちんとした祝典とし、そして平和の尊

さといったものをまた改めて確認をすると。ま

た戦争の悲惨さいうものをまた改めて次の世代

にきちっと伝えていくというようなことを踏ま

えながら、平和教育と学校教育の中においても、

そしてまたいろんな市民活動の上においても、

やはりきちんと位置づけの中における対応は、

やっぱりやらなければならないだろうし、また

これまでもやってきてるんで、それを70年とい

う節目の中で、やっぱりきちんと位置づけると

いう中におけるものとして、組み立てていきた

いというように思っておりますので、これにつ

きましても御理解とまた御協力をさらなる形で

のいただきますように、答弁の中ではあります

けども、お答えを申し上げておきたいというよ

うに思っております。 

 それから、子どもたちへの平和教育の必要性、

これは今、申し上げましたとおり、学校教育の

中においてもすごく大事な一つの取り組みでは

ないかなというように思っておりますので、や

っぱりそのような体験を、あるいは風化してい

るこの体験を、どのように伝承し、伝えていく

かというと、学校教育の中においても取り組む

ということも、これまでどおり進めていきたい

というように思っております。 

 最後になりますけども、この戦後という、戦

後世代という中において、特に私も戦後世代の

その最たる、団塊の世代のまさに典型的なその

世代なわけでありますけども、1947年、昭和22

年生まれでありますから、典型的な団塊の世代

にあるわけであります。私の世代は戦後の混乱

期から、そして所得倍増、そして高度成長、そ

して安定期と、そしてバブルという一つの戦後

の一環としての69年の流れの中を、大体を知っ

ている世代なわけであります。 

 しかし、菊池議員をはじめとするそのような

戦後の混乱期も、あるいはその敗戦の混乱期も

知ってる世代は高齢化してきているという事実
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の中にあって、この間、ちょっと聞きましたと

ころ、これからのものの考え方、新たな仕組み

をつくるという場合においてはすごく大事なこ

とは、東京オリンピック、昭和39年、1969年で

すか、のこの東京オリンピックを知っている世

代と知らない世代。知らない世代がもうかなり

ふえてきているそうです。そのとおりですね。

ふえてきてるそうです。戦後どころか、東京オ

リンピックさえも知らない世代が大分ふえてき

ている。だから、東京オリンピックを知ってい

る世代と知らない世代の中で、ものの見方、価

値観というものが大分違うよと。だからその辺

もよく考えた仕組みづくりを行っていかなけれ

ばならないんじゃないですかという話を、ちょ

っと聞いたことがあるわけであります。それほ

ど戦後69年、70年という時代は、大きな、大き

な時代の流れであったんだなということも、そ

のことに示されているんじゃないかなというよ

うに思っおりますので、そういったことも一つ

の現実で捉えながら平和、戦争といったような、

本当に普遍的な課題にも立ち向かって行くとい

う遠野の、平和な遠野といったものの中からそ

れを発信していくという取り組みをしてまいり

たいというように、改めて思ってるところでご

ざいますので、そのことを申し上げまして、３

つの課題に対する質問への答弁とさせていただ

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）  ちょっとお許しをいた

だきまして、先ほどわらすっこ応援券の話をす

ずらん振興券という形で言いましたけど、わら

すっこ応援券はすずらん振興券とは違って、わ

らすっこ応援券は応援券で１万円の給付という

制度になってるということでございまして、こ

ちらのすずらん振興券とちょっと勘違いしてし

まったんでありますけども、お詫びして訂正い

たします。 

○２番（菊池美也君）  それでは初めての一般

質問を終えます。ありがとうございました。 

────────────────── 

   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25分 散会   


