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   午前10時00分 開議   

○議長（新田勝見君）  おはようございます。

これより本日の会議を開きます。 

 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。１番小林立栄君。 

   〔１番小林立栄君登壇〕 

○１番（小林立栄君）  おはようございます。

このたびの市議会議員選挙におきまして、多く

の市民の皆様の温かい御支援を賜りました公明

党の小林立栄でございます。皆様の笑顔、真剣

なまなざしは絶対に忘れません。まずは、心か
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ら感謝申し上げます。生活基盤である産業の振

興、市民の健康、豊かな人生を歩んでいくため

の芸術文化の振興や教育の充実など、さまざま

な地域課題や市民の皆様の御要望の実現に向け

て、誠心誠意努めてまいります。若輩者ではご

ざいますが、今後とも御指導・御鞭撻を賜りま

すよう、心よりよろしくお願い申し上げます。 

 では、通告に従い、一般質問をさせていただ

きます。質問が重複するところもございますが、

お許しください。 

 はじめに、子育て支援の充実についてであり

ます。 

 少子高齢化、人口減少という大きな流れの中

で、財政事情も厳しさを増す中、遠野で暮らす

私たちが、将来にわたって夢や希望を持ち、安

心して暮らし続けていくための人を大切にした、

人を生かす地域づくりが求められております。

遠野の未来をつくっていく主役は、私たち市民

一人ひとりであります。真剣な人がいるところ

には人が集まり、新たな仕事、雇用も生まれ、

地域が元気に活性化してまいります。 

 持続可能な活力のある地域を構築していく鍵

は、若者が生き生きと活躍できる社会を築くこ

とであり、遠野に住む若者をふやすことであり

ます。そのために、若者の働く場を確保する。

収入や取得の向上を図る。男性も女性も家庭と

仕事のバランスをとって生活ができる。子育て

中であれば、夫婦で子育ての責任を分かち合え

る生活環境をつくる。地域にあっては、子育て

をする世帯を見守っていく社会環境をつくり上

げていくことが大切であると考えます。これか

らも、子育てするなら遠野推進本部を中心に、

組織横断的な取り組みを求め、期待するもので

あります。 

 取り組むべき課題は多々ありますが、今回は

子育て支援の充実策について、３点質問させて

いただきます。 

 １点目であります。子育て中の家庭の負担軽

減を図るため、買い物や施設利用時に料金の割

引や特典を受ける等の優遇サービスを行っては

いかがでしょうか。 

 既に県外で取り組まれておりますが、具体的

には妊娠中を含め、子育て世帯に子育て支援

カードを配付し、カードを商店や施設で提示を

すると、商品代や飲食代、入場料、使用料など

の割引サービス、買い物ポイントサービス、金

融機関であれば、預金やローン金利が優遇され

る等のサービスを受けられるというものであり

ます。 

 県内では、ｉ・ファミリーサービス事業とい

う子育て世帯優遇事業を行っておりまして、支

援カードではなく、妊婦と18未満の子ども連れ

家庭であれば、サービスの提供を受けられると

いうものであります。 

 これを拡充する形でもよいでしょうし、市内

の事業者の協賛をいただいてのことですが、育

児の語呂合わせで19日はスキップポイントを５

倍にしよう。文房具は１割引き、食事をしてい

ただいたママにはデザートをサービス、子育て

用品のコーナーをつくって品ぞろえを充実させ

よう。メニューやアイデアを凝らす。利用者は、

きょうは子育て応援セールスをしているお店で

買い物をしようなど、提供する側、受ける側双

方が楽しみを見出しながら、地域の活性化にも

つながる子育て支援となります。 

 既に本市は、わらすっこ誕生応援事業、児童

館、児童クラブ、小学生、中学生医療費給付制

度など、すばらしい取り組みをしておりますの

で、地域全体で子育てをするんだという機運を

盛り上げることが大切だと考えます。 

 ２点目であります。永遠の丘、斎場の職員か

ら聞いた話ですが、控室に乳幼児を連れたお母

さんがいらっしゃった。授乳、おむつ交換をし

たいということになりました。ところが、授乳、

おむつ交換ができる専用の場所がない。そこで、

あいている部屋を使って、授乳やおむつ交換を

していただいたと。そのお母さんに限ったこと

ではなく、よくあることで、その都度職員が柔

軟に対応しているんですというお話でありまし

た。 

 自分自身も、子育て真っ最中であります。子

どもが乳幼児だったころ、外出先でおむつ交換
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をした経験があります。やはり市内の公共施設

や多くの人が集まる場所に、授乳やおむつがえ

をするスペースが少ないと実感しております。 

 男性も育児をするという視点を大切にしなが

ら、授乳室の整備、トイレにおむつがえのため

の折りたたみ式シートやベッドを設置する。ベ

ビーカーでも移動しやすいように歩道を整備す

るなど、妊婦や乳幼児を連れた方が安心・安全

に移動したり、施設を利用できる環境を整備し

て、ぜひ子育てバリアフリーをより一層進めて

いただきたい。 

 また、育児カフェといいますか、絵本を読ん

だりおもちゃで遊んだりしながら親子でくつろ

げる場所、親同士、地域の方とお茶でも飲みな

がら交流のできる場所を市内各所に整備をして、

子育てするなら遠野らしい地域づくりに取り組

むべきだと考えます。子育てに優しい社会は、

障害者、高齢者、全ての人が暮らしやすい社会

であります。市長のお考えをお聞かせください。 

 子育てに関してもう一つ提案いたします。観

光についてであります。 

 子育てを連れて観光するなら遠野として、子

連れの観光客、子育てファミリー層をターゲッ

トにした受入体制の整備を進めてはいかがでし

ょうか。 

 公共施設や多くの人が集まる場所だけではな

く、観光施設、観光スポットも総点検をして、

子育てバリアフリーを整備する。さらに、ベ

ビーカーの貸し出し、離乳食の提供など、子連

れでも安心して観光できるように、さまざまな

サービスやソフト面を充実させる。有償ボラン

ティアの方が、遠野滞在中のおじいちゃん、お

ばあちゃんの役になって、市内観光に同行しな

がら観光案内だけではなく、子どものお世話の

お手伝いをする。例えば、体験乗馬をしたい、

でも、乳幼児と一緒だから無理かなと諦めるの

ではなく、親には乗馬を楽しんでいただいて、

ガイドの方が近くで子守りをしてあげる。そう

いった子連れ観光応援ガイドのような取り組み

など、喜ばれるのではないでしょうか。 

 宿泊する国内旅行者26人を呼び込むと、その

効果は、定住人口１人当たりの年間消費額に相

当するという試算があり、地域経済への貢献も

大であると考えます。観光産業の増収、その増

収から再び子育て、福祉へ費用が回っていく、

そういう好循環を求めるものであります。 

 いずれにしても、子育てするなら遠野という

取り組みを市外・県外の子育てをしている世代、

これから子育てをしていく若者にも、まずは知

っていただくことが重要であります。 

 子連れ観光の受け入れを進め、子育て世代の

交流人口の拡大を図り、定住へと結びつけてい

くべきと考えますが、お考えをお聞かせくださ

い。 

 次に、ソーシャル・ネットワーキング・サー

ビスを利用した市政情報の発信について伺いま

す。 

 これからは、基礎自治体と地域住民一人ひと

りがつながることのできる双方向の情報発信機

能を高めることが重要であります。 

 岩手県では広聴広報課、市内では宮守地区セ

ンター、小友ファンクラブなど、既に取り組ま

れておりますが、遠野市として情報通信技術で

あるフェイスブック等のソーシャル・ネット

ワーキング・サービスを利活用して、行政と市

民の双方向のコミュニケーション、子育て、環

境、観光、福祉、安心・安全など、テーマ別の

情報のやりとりができないものでしょうか。 

 従来のホームページは、繰り返し見てほしい

情報を掲載するには便利でありますが、閲覧者

はその都度サイトを見に行く必要があります。

一方、フェイスブックは、時間をさかのぼって

情報を見ることは困難ではありますが、情報が

次々とやりとりされます。そして、新しい情報

を受け手がいい情報だと感じましたら、それが

口コミのように一気に拡散するという特徴がご

ざいます。例えば、わからないこと、相談や要

望なども公開の書き込みで、行政と市民、ある

いは市民と市民同士、双方向のやりとりが可能

になります。 

 佐賀県武雄市においては、市のホームページ

にフェイスブックを用いることにより、ページ
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ビュー数が１カ月当たり５万件程度だったもの

から330万件に増加し、市民の間だけではなく、

市外との交流が活発に進んでいるそうでありま

す。例えば、これまで流通経路が限定的だった

武雄市産の農産物が、生産者家族の動画を用い

た紹介とともにフェイスブックに掲載されたこ

とにより、遠くは本県岩手、宮城県、山形県ま

でに販売網が広がったそうであります。 

 本市におけるフェイスブックを代表とする

ソーシャル・ネットワーキング・サービス利活

用の有効性について見解を伺います。 

 次は、現在、設置台数がふえ、市民の皆様に

認知されてきましたＡＥＤ、自動体外式除細動

器、心停止状態になった心臓に電気ショックを

与え、正常なリズムに戻すための医療機器の設

置場所、設置方法について質問いたします。 

 総務省、消防庁の集計では、全国で平成24年

度中に一般市民に目撃された心肺停止症例２万

3,797件に対して、実際に市民がＡＥＤを使用

した件数は881件、使用率はわずか3.7％となっ

ております。この使用率を上げていけば、救え

る命は何倍にもふえてまいります。 

 遠野市のホームページに掲載されているＡＥ

Ｄマップを見ますと、設置場所が91件。マップ

に反映されていないＡＥＤもあると思いますの

で、設置台数、設置場所はもう少しふえると思

われます。 

 主な設置場所は、地区センターや学校などの

公共施設、スポーツや観光、介護・保育施設や

病院であります。御協力いただいている民間の

事業所にもございました。 

 91件ということでありますが、施設が閉まる

夜間や休日はどうなっているのでしょうか。夜

間や休日に市民が使用できるＡＥＤの数は、著

しく減少するものと考えられます。せっかくＡ

ＥＤがあっても、いざというとき使えないので

あれば、悔いを残すことにもなりかねません。 

 そこで提案いたします。市内の宿泊施設や24

時間営業のコンビニエンスストア、タクシー会

社など、民間事業者と協定を結び、ＡＥＤを設

置してはいかがでしょうか。 

 コンビニＡＥＤは、静岡県の三島市や沖縄県

那覇市、兵庫県宝塚市など、全国各地に広がり

を見せております。また、コンビニエンススト

アのない地域では、特にに市の中心部でありま

すが、宿泊施設にも協力していただく。タク

シーにあらかじめＡＥＤを載せて、いざという

ときには必要とする場所にＡＥＤを届けていた

だく。また、小中学校をはじめ、クラブ活動や

少年団活動など、地域の皆様が利用する施設に

おいては、改めて設置場所や設置方法を点検し

ていただき、施設側の管理体制と利用する側の

利便性をよく協議していただいて、ＡＥＤを有

効に使えるような対策をお願いしたいと思いま

す。 

 市民の命を守る安全・安心のまちづくりのた

めに、ぜひ取り組んでいただきたいと考えます。

お考えをお聞かせください。 

 次に、雑誌スポンサー制度の導入について御

提案いたします。 

 健康な体には食べ物の栄養が必要であるよう

に、健康な心には書物、本の栄養が必要であり

ます。読書によって心の大地を耕すことができ

ます。 

 図書館は、乳幼児から高齢者まで生涯にわた

って利用できる公共施設であり、良書とめぐり

会える場所であり、図書を充実させるなど、市

民サービスを向上させることが大切であります。 

 今回は雑誌に絞って、雑誌を充実させるため

の提案ではありますが、財源が厳しい実情の中

で、雑誌の購入費の新たな財源の確保となるの

が雑誌スポンサー制度であります。具体的には、

雑誌の購入費を企業や商店など、民間事業者に

スポンサーとして負担していただき、かわりに

雑誌の最新号のカバー、表面にスポンサー名、

裏面に広告を載せたりする仕組みが一般的であ

ります。 

 雑誌最新号は貸し出しを行わないため、常に

雑誌を置いているコーナーの雑誌ラック、棚に

あります。利用者の目にとまりやすく、例えば

スポンサーが寄贈した雑誌が閲覧中であって、

雑誌ラック、棚のほうにも広告を掲載していれ
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ば、閲覧者以外の方の目にもとまることになり、

地元の企業などのＰＲになる有効な施策として、

現在、注目されております。県内では、一関市、

久慈市、北上市が雑誌スポンサー制度を開始し

ております。 

 広告媒体を使った財源の確保は、今後、非常

に重要となる取り組みの一つであると認識して

おります。雑誌スポンサー制度の導入について

お伺いいたします。 

 最後の質問になります。我が国の提案により、

2005年から始まった国連、持続可能な開発のた

めの教育、いわゆるＥＳＤの10年はことしで最

終年の区切りを迎えます。 

 ＥＳＤ、持続可能な開発のための教育とは、

現代社会が直面する多様な課題を全ての人がみ

ずからの問題として捉え、持続可能な未来の実

現に必要な知識、技能、生活態度、価値観を身

につけることを目指す教育のことであります。

ユネスコが主導機関となっております。 

 今、世界は、貧困、人権、平和、開発といっ

たさまざまな問題に直面しております。地球に

生きる全ての人々には、こうした問題を自分の

こととして捉え、今できることから始めて、持

続可能な社会をつくり出していくことが求めら

れております。そして、我が国は、その先進国

として、ＥＳＤ、持続可能な開発のための教育

を一層推進していく必要があります。 

 子どもたちが環境について深く考え、持続可

能な開発について理解し、実行できる資質や能

力を身につけることが大切であると考えます。

学校における環境教育の推進に当たっては、さ

まざまな学習活動を通して、子どもたちが環境

保全に必要な知識や技能、自然を大切にする心

を持つことができるようにすることが大切であ

り、ＥＳＤで目指している持続可能な社会をつ

くり出す力を育むことと密接にかかわっている

と考えております。 

 遠野市景観資源の保全と再生可能エネルギー

の活用との調和に関する条例が議案となってお

り、改めて今後の学校での環境教育をどのよう

に取り組まれていくのか、教育長のお考えをお

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）  おはようございます。

小林立栄議員の一般質問にお答えいたします。 

 それぞれ項目は４つでありました。子育て支

援のさらなる充実といったような一つの切り口

からの受ける質問、さらにはＩＣＴネットワー

ク、このシステムのさらなる充実の中で、利活

用という部分における取り組みについてどう考

えているのか。ソーシャル・ネットワーキン

グ・サービス、ＳＮＳという一つの仕組みのさ

らなる充実という切り口でありました。また、

３つ目は、これこそ、これもまた大きな課題で

ありますけども、自動体外式除細動器、ＡＥＤ

と、これのさらなる充実といったものを望むん

だけども、市長のお考えはどうなんだろうか。

そしてまた、もう一つは、これも非常に大事な

一つの切り口ではないかなというようにお聞き

しましたけども、心の栄養という中にあって、

雑誌スポンサー制度というものを導入する考え

はないだろうかという形でのお話でありました。

いずれも、現場体験に基づく一つの提案を含め

ての質問と受けとめたわけであります。 

 きのうの菊池美也議員の一般質問にもありま

したとおり、文字どおり子育て世代としての当

事者として、子育てするなら遠野ということを

標榜してるものの、その中身と申しますか、制

度としてまだまだしなければならない課題がこ

のとおりあるぞという中における一つの指摘と、

それをただ指摘じゃなくして、提案も含めてと

いう部分に、私は非常に、ある意味においては、

お聞きしまして、これはしっかりやらなければ

ならないなというような部分における決意も改

めて持ったということも、また一つ一般質問を

お聞きしての所感として申し述べておきたいと

いうように思っております。 

 きのうの菊池美也議員も、文字どおり子育て

世代だと、自分はその当事者なんだというよう

な中における質問として組み立てられておりま

した。ただいまの小林立栄議員のこの質問も、
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文字どおり自分も子育て世代なんだと、現場と

言ったものを通じながら、遠野市長が子育てす

るなら遠野って言ってんじゃないかと、だけど

もというような中においての、これこれのこの

ような問題はっていうような、バリアフリーの

問題なども質問の中でこのようにお話しされて

おりました。 

 子育てに優しいということは、高齢者にも、

あるいは障害を持ってる方々、そういった弱者

と言われる方々にも優しいまちづくりになりま

すよという話があったわけであります。全くそ

のとおりだと思います。高齢者だ、だから高齢

者、バリアフリーだじゃなくして、やはり子育

てという部分の中における切り口の中にあって

も、バリアフリー、優しいと、そして思いやり

といったものをどのように感じとってもらえる

のかということを、やはり一つの遠野として、

どう形づくり、それを整備していくのかという

ことが、したがって、組織横断的にという部分

の中における取り組みっていうのは、子育てだ

から、そのセクションがじゃないと。まさに市

の組織を挙げて、ハード、ソフトの中でそのよ

うなまちづくりをしていかなきゃならないぞっ

ていうことを、改めてまた御指摘をいただいた

んではないのかなというように受けとめたとこ

ろでもあります。 

 さて、子育ての部分におきまして、３つの切

り口の中から質問がありました。１つは、買い

物と申しますか、子育て支援、子育て家庭への

負担軽減のための優待と申しますか、サービス、

これはどうなんだろうかと。それから、親子が

地域で交流できるような、さらなる環境整備は

しなけりゃならないんじゃないだろうかと。３

つ目は、子育て旅行者の受け入れについてとい

うことでありました。 

 これは、きのうの一般質問の中におきまして

も、私も、子育てするなら遠野という中におい

ての一連の経過を、少々経過をさかのぼって答

弁の中でお答えいたしました。その部分は、き

のうの答弁の中で申し上げておりますので、い

ろいろな、わらすっこ条例、わらすっこプラン、

さらにはわらすっこ基金という中で、さまざま

な試み、それにチャレンジしてきたという経緯

は、きのうの御質問の中でお答えしております

ので、その辺については十分御理解をいただけ

るかというように思っておりますので、その部

分を踏まえて。 

 したがって、その部分を踏まえてっていうこ

とは、国が子育てっていうことに大きくかじを

取り、そして、人口減少に歯どめをかけるって

いう部分の中に打ち出したということでもって、

だから遠野がっていうんじゃなくして、これは

少々自負してるわけでありますけども、人口減

少社会っていうのは避けて通れない。これは、

もう本当に増田ショックという言葉も使われて

るわけでありますけども、市町村消滅という中

におけるものとして、新聞、活字にも躍ったと。

しかし、それは警鐘を鳴らした。我々、市町村

という現場の経営を預かってる者とすれば、文

字どおり肌で感じていることなわけであります。 

 市役所の庁議室に、毎月の生まれたお子さん

の数、亡くなられた方の数、そして、転入して

きた人の数、転出していった人の数、毎月数字

を出しております。それを眺めながら、ただ眺

めてるだけじゃない。ああ、やっぱり減ってる

なって。しかし、この地域はどうなんだろうと。

１町10カ村という一つのコミュニティーを形成

してるんだけども、各地区の特徴はどうなんだ

ろうということを、また地区別にそれを把握し

ながら、そのような中で、いい意味での緊張感

を持ってこの問題にも取り組んでいるっていう

ことになってるわけでありますので、そういっ

た面では、ただいま申し上げましたとおり、平

成19年からわらすっこ条例、そしてわらすっこ

プラン、さらにはわらすっこ基金といったよう

な中から、遠野の一つのできることをとにかく

やってきたという一つの経過は、やっぱりきち

んとこれは踏まえて、ただいま提案があったよ

うなことを踏まえて、さらなる充実強化をして

いかなきゃならないっていうように思ってるわ

けであります。 

 したがって、この優待制度、これにつきまし
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ても、さまざまなこの取り組み、市内で実は41

店舗の飲食店やコンビニエンスストア、あるい

は金融機関等が協賛しておるという中で、平成

21年度時の17店舗と比較しますと、この５年間

で、こういったこういうとこの、19年から進め

ております岩手子育て支援ｉ・ファミリーサー

ビス事業を平成19年から実施しておると、これ

は質問の中にもありましたけども、しておりま

す。子育て家庭への配慮や、あるいは割引、特

典が得られるなど、子育て家庭へのサービスを

行うこととしておりまして、このｉ・ファミ

リーサービス事業については、1,270店が加入

しているということであります。したがって今、

この中で、遠野市は41店舗であり、平成21年の

17年店舗と比較すると、この５年間で24店舗が

ふえたということになってるわけでありますか

ら、これも、こういった県の制度とうまく連動

しながらっていう部分においては、このような

制度も、実際遠野でも動いておりますよという

ことになるわけであります。 

 したがって、こういったことの数字を踏まえ

ながら、これを背景とするならば、私は、子育

てを社会全体で支える、または応援するといっ

たような気風が、着実に高まってきているとい

うふうに捉えてよろしいんじゃないかなという

ように思ってるわけであります。そういったよ

い傾向ではないかなというように思っておりま

す。 

 したがって、この取り組み、これにつきまし

て、さらなる連携を図りながら、ということは

やっぱり国や県の制度との整合性を図りながら

連携を図るということも、これ、大事なわけで

あります。身の丈だと、遠野スタイルだと、遠

野の独自だということも当然主張してもいいし、

また、それは当然やってかなきゃならない。し

かし、一方においては、国や県の制度とどう整

合性を図り、連携を図るのかっていうことも、

これまた一方においてはすごく大事なことであ

る。独自性、主体性を主張する余りに遠野遠野

っていう中であっても、やはりそういったいい

制度が、国や県がいい制度を持ってるんであれ

ば、そこときちんと連携を図る、整合性を図る

っていうような仕組みも、私、一方においては

すごく大事なことではないのかなと思っており

まして、このｉ・ファミリーサービス事業など

は、その一つの事例として位置づけられるんで

はないかなというようにも思っております。そ

ういった中における一つの取り組みを大事にし

てまいり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、きのうの質問でもお答えしてます

けども、インフルエンザ、優待とはちょっと違

うんですけども、子育てにはいろんなお金がか

かるわけですよね。そういったときに、いろん

な予防接種受ける場合においても、わすっこ応

援券という中で、１万円ほどでございましたけ

ども、子育て世代の方々にそういった券をした

から応援するぞというような仕組みも行ってお

るということであります。こういったようなも

のをすごく大事な、わらすっこ応援券といった

ようなものも実施しておるということも、これ

も御案内のとおりでありますけども、おわかり

じゃないかなと。 

 このわらすっこ応援券は、実はわらすっこ基

金を財源として行ったということなわけであり

ますから、市民の皆様の浄財、そういうような

志といったようなものをこのような制度にも反

映させたということも、ある意味でいえば遠野

独自の取り組みとすれば、貴重な一つの取り組

みの一つではなかったのかなというようにも捉

えているところでもあります。 

 いずれ、全体として、このような機運の中で、

市民が子育てを市民総参加のもとに応援をして

いくんだというような、そのような気風と土壌、

それをこれからもつくっていくという中で、今、

盛んに議論をしております子育てするならば遠

野っていう中において、平成27年度の当初予算

の中にどのように位置づけるのか。そして、28

年度から始まる総合計画の実施計画の中に、ど

のような形で一つの中長期計画のもとに、この

子育てっていう部分を市全体として、市民の皆

様の理解もいただきながら、そしてまた応援も
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いただきながら、協力をいただきながら、どう

組み立てていくかっていうことにつきまして、

かなりの議論を今行っているところでございま

すので、いただいた御質問の提案なども踏まえ

ながら、その議論に反映させて、できれば27年

度の当初予算の中に、１つでも２つでも実現し、

そして、総合計画の中の実施計画にもきちんと

したプランニングとして位置づけたいというふ

うに捉えて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。 

 それから、公共施設における子育てバリアフ

リーの推進と、親子の交流の場の提供について

ということであります。 

 これは、繰り返しになりますけども、子育て

に優しいバリアフリーというのは、本当に繰り

返しになります。弱者と言われるお年寄り、障

害を持たれる方々にも優しいということにつな

がるわけでありますから、それはそっち、これ

はこっちじゃないという中で、総合的にそのよ

うな環境づくりを行っていかなきゃならないっ

ていうことは、もう言うまでもないというふう

に思っておりまして、改めて組織横断的にその

ような部分を検討していかなきゃならないんだ

っていうことを、お話をいただいたというよう

に思っております。 

 ショッピングセンターとぴあ、あるいは市民

センターの中には、赤ちゃんを、乳飲み子を抱

えた、赤ちゃん、それから中においての施設な

ども用意をしてるわけでありますけども、斎場

の話も御指摘がありました。したがって、まだ

まだ、そして授乳をするというような若いお母

さん方、赤ちゃんを抱えてるお母さん方に対す

る環境というものについての不足は、まだある

のかなということも、質問の中でも私は改めて

感じましたので、これは、きちんとそれぞれの

ニーズ把握をしながら、やはり親子が、そして

交流する、そして安心してそのような授乳等も、

あるいはおむつがえなどもできるような、その

ようなものもやはりきめ細かく対応していかな

きゃならないのかなというふうに承知してると

ころでございますので、よろしくこれもお願い

を申し上げたいと思っております。 

 お父さん、お母さんばっかりじゃなくて、お

父さんもいうところの育児健診であるとか、あ

るいは育児参加もふえつつあります。そのよう

なことも聞いておりますから、お母さんだけで

はないと、子育て中のお父さんのそのような対

応に対する一つのきめ細かい配慮もまた必要に

なってくるっていうのが、一つの今の社会では

ないのかなというようにも捉えてる部分ござい

ますので、そのような点での環境整備をこれか

らもきめ細かくしてまいりたいというように思

っております。 

 それから、地域で親子がくつろぐと、また、

親子同士で、それで地域の方と交流をできるス

ペースについては、子育て支援センターまなざ

しを中心といたしまして、それぞれ児童館や、

それから幼稚園などと連携をとりながら行って

おりまして、県、市内には11カ所子育てサーク

ルが活動を展開しております。 

 平成26年11月末現在でこの数字を見ますと、

1,911人、１カ月平均238人が親子でもって利用

してるという数字もあります。これは、全体の

数字を見て、この数字はどうなんだろうってい

う部分は、もう少し分析してみなきゃならない

わけでありますけども、親子で交流をするって

いうスペース、まなざしを中心としてというこ

の市内11カ所におきまして、このような約2,00

0名近い方々が利用してるっていうのも、私は

ある意味でいうと大きな数字ではないかなと思

っておりますので、それをさらなる拡充、そし

て充実と、拡充ってことは充実ってことになる

わけでありますけど、それを図っていかなけれ

ばならないのかなというように思っております。 

 また、元気わらすっこセンター、これは、市

役所西館に設置してるわけでありますけども、

この元気わらすっこセンター、これにつきまし

ては、１階のわらすっこルームのほうを開放し

てるわけでありますけども、本年11月現在で、

約1,008人の方が利用しておりまして、１カ月

平均126人の方が、親子がこの元気わらすっこ

センターを訪れているということでもあります。 
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 これは、本庁舎を失った、西館が残った、そ

の中で、きのうもお話しいたしましたけども、

保育協会と子育て支援総合支援センターってい

うか、支援課が一緒になって、ワンストップで

っていう部分の中におきまして、わらすっこ

ルームでありますけども、ここにもこのような

数字が出てきているということでありますので、

そのようなことを踏まえながら、さらなる拡充、

充実といったものに取り組んでまいりたいと思

っております。 

 それから、３つ目の子育てファミリーといっ

た中において、ファミリー層を中心に、子連れ

観光客を対象とした受入体制という提案があり

ました。これも、私は遠野交流、観光、交流人

口をふやす、あるいは観光振興をふやすという

面においては、子育てするならば遠野だと、少

子化に歯どめをかけたいという部分の中に、い

ろんな切り口でそれが一つの大きな国の動きと

いうのも出てきてる。そうしますと、こういっ

た子連れの方々が安心して、遠野らしさ、まさ

に遠野の原風景、ふるさと村、それに癒し、そ

の中で一つのゆとりを持つといったような部分

も、親子、子連れといったものに対しては、子

連れというよりも親子にとっては、大変重要な

一つの、地域資源の一つではないのかなと思っ

ておりますので、こういった子連れ、親子、フ

ァミリーが遠野を訪れていただく。そして、ま

さに遠野ならば思いやりと優しさという言葉の

中で、遠野の観光振興が組み立てられているわ

けでありますから、こういった親子、ファミ

リーといったものに対するアプローチもすごく

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。 

 子どもの笑顔、親子での歓声、これがやっぱ

り地域に、そしてまた、遠野を大いに、大きな

活力と、そしてまた元気を与えてくれる。あの

笑顔と歓声、これは、本当にすばらしい、私は

活力のもとではないのかなと思っておりますの

で、そういった意味では、親子が安心して遠野

の一つの、この遠野ならではの観光を楽しんで

いただけませんかっていうのも、また一つのア

プローチの仕方としては、非常に重要な切り口

ではないかなと捉えておりますので、そういっ

た点も踏まえながら、ただいまの御提案の趣旨

を踏まえてのさらなる受入体制の充実に努めて

まいりたいというように思っております。 

 それから、２つ目のＳＮＳのソーシャル・ネ

ットワーキング・サービス、これは、活用した

さらなる市政情報の発信についてということで

ありました。 

 このソーシャル・ネットワーキング・サービ

ス、人と人とのつながり、そして、これをさら

に促進をするという中におきまして、コミュニ

ティー型の双方向といったような部分で、非常

今注目をされていると、フェイスブックの話で

す。 

 そしてまた、ツイッターのような仕組みをと

いうことで、どんどんこの世界は進化していっ

てるわけであります。特に私の世代などは、そ

れについていけないような、もうそのような状

況になっているわけでありますけども、これも、

非常に避けて通れない一つの仕組みとして、や

っぱり大事にしていかなきゃならないかという

ように捉えているわけであります。 

 佐賀県の武雄市なども、よくマスコミ、ある

いはいろんな情報誌、さらには地域おこしの部

分で随分取り上げられておりまして、私も関心

を持ってそういったものを見ておりますけども、

やはり避けて通れないなという部分の中におき

まして、御提案があったような趣旨の中におけ

る取り組みを、例えば総務省なども、総務省の

情報通信白書によりますと、全国の自治体にお

けるＳＮＳの導入割合は約28.3％、３割まだ行

っていないという状況であります。県内では、

フェイスブックを９自治体、ツイッターを11自

治体が活用していると、その割合はやはり29.

4％。総務省のほうの全国の自治体の割合が28.

3％でありまして、県内では29.4％という、そ

のような現状になっているということでもあり

ますので、財政負担がどうなってくるのかって

いうことも踏まえながら、提案の趣旨も踏まえ

ての対応を一つ考えてみたいというように思っ
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ております。 

 ホームページと比較して、双方向だという話

がありました。そのとおりであります。ホーム

ページは、いうなれば皆が、フェイスブックあ

るいはツイッターは双方向ということになるわ

けでありますから、これは、非常に考えなきゃ

ならない仕組みであるということは、私も重々

承知しております。 

 ちなみに、ソーシャル・ネットワーキング・

サービスといったようなものの中で、遠野市に

おける部分として、ホームページのアクセスの

一つの件数をちょっと調べてみました。当市の

ホームページ、ことしの、今年度の月平均アク

セス数が10万3,000件と非常に高く数字が出て

おります。そして、これは、ＳＬ停車場プロジ

ェクト、あるいは映画「蜩ノ記」といったよう

なものも全国に封切りされたという背景がある

と思っておりますけども、10月には13万件に迫

るアクセスを数えたということでもあります。

したがって、この公式ホームページ、このよう

な10万件を超えるアクセスがあるということと、

それから、この部分を一つのいい意味での自信

として捉えながら、この公式ホームページと

ソーシャル・ネットワーキング・サービス、い

うとこの自動配信ということなどとうまく連携

させながらっていう部分は、提案の御趣旨をよ

く踏まえれば、検討に値するんじゃないのかな

と思っております。 

 したがいまして、地域情報化をっていう部分

は、これからの生き残りのためにも、地域の生

き残りのためにも、非常に大事な大事な仕組み

の一つでありますから、私は、今ちょっと考え

ておりますのは、遠野テレビのネットワークも

このとおりある。それから、市の公式ホーム

ページも、そして10万件を超えてるという状況

にある。そこに本庁舎の建設プロジェクト、き

のう、萩野幸弘議員からも本庁舎のことでいろ

いろやりとりいたしました。そういうのを控え

ている。それはもうカウントダウンが始まって

るわけで、そこで、ネットワークとしての地域

情報、ＩＣＴっていうものをどのような形で、

今あるネットワークをどう自立させていくのか。

そして、もう一方においては、ツイッターとい

うか、スマートフォンであるとか、ノートパソ

コンであるとかといったような新たな技術がど

んどん導入されてきている。そして、御指摘が

ありましたとおり、フェイスブック、ツイッ

ターといったような、双方向といったようなも

のにもどんどんできるような環境ができてくる

となれば、健康づくりといったような一つの切

り口、さらには弱者といった方々のいろんなフ

ォロー、ひとり暮らし、きのうお話ありました

そういった方々のフォローをどうするのかとい

ったことを踏まえれば、遠野テレビのネット

ワークも含めて、どのような形で将来に向けて

充実強化していくのか、そのためにはどの程度

の財源が必要とするのかというような中におけ

る一つの大きなビジョンを持った、遠野の地域

情報のさらなる充実強化というようなことを検

討する組織を、年明け早々にも、第三者とか有

識者の方々にも入っていただいて、そして、地

元のそのような、こういったＳＮＳを中心とす

るそのようなものに関心を持ってる方にも入っ

ていただいて、そのようなものを大所高所から

検討しながら、やれること、それからまた、も

う少し時間をかけなきゃならないこと、あるい

はどのような形で財源を引っ張り出してくるか

といったようなことのシナリオづくり、そのよ

うなものを立ち上げてみたいなというように思

ってるとこでございますので、そのことも一言

つけ加えて答弁とさせていただきます。 

 それから３つ目、ＡＥＤ、自動体外式除細動

器、これは、本当に御質問にありましたとおり、

非常に大事な大事な一つのこれも仕組みであり

ます。ＡＥＤを夜間、休日でも有効に使用でき

るような中における市内の宿泊施設、あるいは

コンビニエンスストア、あるいはタクシー会社

など、こういった民間事業者と協定を結びなが

ら、市民の命といったものを守る取り組みをさ

らに充実しなければならないではないだろうか

と、市長の見解を問うというお話であったわけ

であります。御質問であったわけであります。 
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 自動体外式除細動器、これは設置場所、いろ

いろ御質問の中にも設置場所等についてのお話

もありましたので、この部分については御質問

の中にありましたので、割愛させていただきま

すけども、詳しく申し上げますと、19年度から

この部分について取り組みを整備するというこ

とで、市民センター及び中学校、それから平成

20年には小学校という中で、順次、そして26年

度には、耐用年数の経過における更新等を順次

行っているという中で、対応を進めてきており

ます。 

 市で設置してる部分におきましては、あるい

は市で設置したのは小学校、中学校、あるいは

地区センターということになるわけであります

けども、一方においては、市内で遠野市医師会、

あるいは遠野市歯科医師会の皆様が、医院への

設置、あるいは団体からの寄附、みずから設置

した施設、あるいは事業所などを含めると約10

0台設置されてるという数字になっております。 

 そういった中で、消防署ではこの設置場所を

示すＡＥＤマップを作成し、氏名の情報提供や

通信指令の活用のために、設置場所の把握に努

めてるところであるわけでありますけども、実

際は、個人事業者などにも設置され、把握し切

れないところもあるというようにも聞いており

ますので、そういった部分については、やはり

もう少しきめ細かくきちんと確認をするってい

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。 

 ＡＥＤ、これを有効に活用するという部分に

おきまする取り組みにつきまして、消防本部の

ほうからのいろんな情報によりますと、実際こ

れまでに市民の救急事案を見た場合に、平成25

年度には1,128件の救急搬送があったと。その

中で、心肺停止事案は68件、そして、68件中家

庭内で心肺停止状態になったという事案が63件

という数字であります。家庭以外での心配停止

となった事案は５件という数字として、消防本

部では数字を捉えております。 

 68件中、心配蘇生を実施していた事案が26件、

市民がＡＥＤを使用したという事実は、消防本

部で捉えてる中においては、そういう事案はな

かったということであります。なかったという

ことは、よかったということなわけであります。

そういったような中で、そういったことになる

と。 

 したがって、非常に重要な機器であると。人

の手当てを最優先に行うということを考えれば、

やっぱりこういった分について、高齢化社会で

ありますから、こういったようなさらなる充実

といったようなことの中における対応を、そし

て、設置場所なども24時間利用できる、御質問

の中にありました夜間だとか、特に夜間などは

っていう部分にありましたですね。24時間使用

できるような、利用できるような環境の構築に

ついては、コンビニエンスストア含めた、効果

的な、効率的な新たな設置場所の確保は、私は

必要じゃないかなというように捉えているとこ

ろでございますので、そういった部分も踏まえ

ながら、バッテリーや部品の更新の時期、ある

いは応急手当ての講習の開催といったようなも

のを、ソフト、ハードから努めながら、この問

題についてもきちんときめ細かく取り組んでい

きたいというように捉えてるところであります。 

 それから４つ目、最後であります。雑誌スポ

ンサー制度ってどうなんだろうというお話があ

りました。これは、図書購入費の新たな財源の

確保となる雑誌スポンサー制度を導入するとい

うのはいかがなもんだろうかという御提案だっ

たというように捉えたわけであります。 

 県内では北上市、それから久慈市、奥州市、

一関市が導入をしてるというように承知いたし

ております。また、県立図書館においては、こ

れから検討していくということ。 

 導入状況の、北上市などを見ても、24事業主

でもって、提供雑誌は27冊、久慈市は４事業所

で５冊、奥州市は１事業所で１冊、一関では１

事業所で３冊という内訳になってるということ

も聞いているところでございますので、この辺

をよく踏まえながら、４市の状況なども含めな

がら、この雑誌スポンサー制度等についての導

入についても、一つ検討に値するテーマではな
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いのかなというように私は受けとめたところで

あります。 

 ちなみに、これは参考としてでありますけど

も、遠野広報にいうところの広告の制度、これ

もこの議会で提案をいただいて導入をいたしま

した。この部分で、それぞれ数字をちょっと見

ますと、結構こういった方々に応じる方が出て

きておりまして、この広報遠野に有料広告を掲

載するっていう制度を導入いたしましたところ、

総数で、ちょっと数字申し上げますけども、24

年度は14件で21万6,000円であります。これは、

ただ２カ月分。そして、25年度から本格的に12

カ月分で77件の広告掲載がありまして、109万3,

750円という広告収入を得ているということで

ありますから、私は、少しでもこういったもの

について役に立った、役にというか、効果が出

たのかなというように思っているとこでござい

ますので、雑誌スポンサー制度などもこのよう

な一つの数字も踏まえながら、提案の趣旨を踏

まえて、一つの財源確保と申しますか、そのよ

うなものにも持っていければなというようなこ

とも。 

 それで、これまた考えようによっては市民協

働、官民一体という切り口の取り組みになるわ

けであります。そのようなことも検討に値した

いと思っております。 

 それぞれ４項目につきまして、現状の課題の

数字も踏まえまして、考え方も踏まえて答弁と

させていただきます。 

○議長（新田勝見君）  藤澤教育長。 

   〔教育長藤澤俊明君登壇〕 

○教育長（藤澤俊明君）  小林立栄議員の一般

質問にお答えをいたします。 

 まずＥＳＤ、持続可能な開発のための教育に

ついては、現行の学習指導揚力に、持続可能な

社会の構築の観点に盛り込まれており、学習指

導要領に基づいた教育を実施する公教育におい

ては、ＥＳＤの考え方に沿った教育が行われる

ことになっております。 

 教科でいいますと、社会科、理科、生活科、

家庭科、技術家庭科、保健体育科の学習内容に

位置づいております。 

 その中でも、環境教育にかかわる教科となり

ますと、小学校理科では、自然環境を大切にし、

その保全に寄与しようとする態度の育成が、学

習指導要領の内容の取り扱いに記述されており

ますし、また、中学校においては、自然環境の

保全と科学技術の利用のあり方について、科学

的に考察し、持続可能な社会をつくることが重

要であることを認識することと位置づいており

ます。つまり、学校教育の中では、必ずどの子

も学ぶべき内容となっております。 

 また、市内のほとんどの小中学校では、環境

教育の指導の重点と位置づけ、教科の学習だけ

ではなく、道徳や特別活動、総合的な学習の時

間、その他児童会活動や生徒会活動でも、環境

に関する学習を展開しております。 

 例えば、水生生物の調査、地球温暖化を防ご

う隊の活動は、市内のほとんどの学校が、小学

校のほとんどが実施しております。 

 環境フロンティア遠野主催の環境に関する標

語やポスター、エコ作品づくりなど、環境課等、

関係機関や団体とともに連携した取り組みにも、

複数の学校が毎年取り組んでおります。 

 また、地域との協働での空き缶回収など、リ

サイクルの活動やごみ拾い、節電、節水の取り

組みなども体験的な学習として行われておりま

す。 

 当委員会としましては、環境教育だけとは限

りませんが、特色ある学校づくり、そして、こ

れらの活動に財政的な支援を毎年行っておりま

す。 

 また、身近な環境や科学の中にテーマを見つ

け、それぞれに工夫しながら問題の解決に迫ろ

うとする意欲を育むこと、環境に対する豊かな

感性と主体的に活動する実践的な資質・能力、

実生活や自分の将来のために、科学の知識や考

え方を活用する力を育むことを狙いとして、調

査や研究内容を児童生徒に発表してもらう環境

科学研究発表会を毎年開催をしております。 

 これまで現状をお話ししてまいりましたが、

今後もこれまで述べた学校の取り組みへの支援
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と委員会主催の事業等を継続し、環境教育の充

実を図ってまいりたいと考えております。 

○議長（新田勝見君）  １番小林立栄君。 

   〔１番小林立栄君登壇〕 

○１番（小林立栄君）  以上で終わります。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午前10時55分 休憩   

────────────────── 

   午前11時05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。４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  市民クラブ所属となり

ました瀧本孝一です。前の質問者の質問内容の

すばらしさもさることながら、遠野テレビの市

民キャスターを経験されていたこともあり、歯

切れのすばらしさやフレッシュさに感心させら

れ、気おくれと順番の不運を嘆いているところ

でもあります。 

 質問に入るに先立ち、先般の選挙においては、

厳しい市民、有権者の皆様の審判をいただき、

幸いにも再び議場の演壇に立たせていただいた

ことに、改めて責務の重さを痛感しているとこ

ろであります。これを機会に初心に立ち戻り、

この一般質問の場を議員として与えられた最良

の権限であると認識しつつ、１期目の貴重な経

験を糧として、これからの４年間も新たな気持

ちで住民、市民の皆様の声を常に原点としなが

ら、地域をはじめ遠野市の抱える課題に当局の

皆様と一緒になって取り組み、変革激しい社会

情勢と少子高齢社会の進展、人口減少時代の流

れの中で、市民の皆様の福祉向上に少しでもつ

ながる活動を目指してまいりたいと思います。 

 あさっては、東日本大震災大津波から３年９

カ月の月命日となりますが、県内においてもい

まだ約1,100名の方が行方不明、約２万3,000人

の方が仮設住宅で年末年始を迎えなければなら

ない現状に、国政においては衆議院解散の大義

が問われる選挙の真っ最中ですが、何よりも被

災地の復興にしっかりと向き合ってほしいと願

いながら、２期目最初の質問を進めてまいりま

す。 

 さて、今回も通告している２つのテーマに従

いまして質問をさせていただきます。 

 １点目は、喫緊の市政課題という面からはや

や離れるかもしれませんが、多くの市民が感じ

ていながら声を大にして言いにくい「市民歌の

あり方について」と題し、そして、２点目は、

人口減少が進む集落の活性化や今後の地域づく

りのあり方にも関連性があると思われる「地域

おこし協力隊の受け入れ活用の考えについて」

のテーマで、一括質問形式で市長の見解をお尋

ねするものであります。 

 君が代の国家を頂点に、それぞれの自治体に

は都道府県県民歌、市町村民歌がその自治体を

象徴する歌としてあるという認識のもと、最初

の質問である我が遠野市の市民歌のあり方につ

いての質問に入ります。 

 「いとしき人よ、ほほえむ人よ、いつも心で

寄り添い合えば、瞳に光るまばゆき遠野」、大

変失礼をいたしました。（笑声）神聖な議場の

中で、そこまでもと言う方もいらっしゃるかも

しれませんが、市民歌についての質問というこ

とで、改めて市民歌について考えながら、市民

の一人として一部分でも覚えている部分がある

ことを一応お示ししたいというか、口ずさんで

しまいました。しかし、これ以外の部分は、歌

詞もメロディーも残念ながら全くといっていい

ほどわかりません。 

 最初にお断りをしておきますが、この質問を

するに当たり、私は、この遠野市民歌を作詞作

曲された本市出身の女性シンガーソングライ

ターの方には、面識はもちろんのこと、何の憎

しみや恨みなどないことを申し上げておきます。 

 さて、非常に興味深い部分ではありますが、

この議場の中にいる当局の幹部職員の皆様をは

じめ、後ろに控える同僚議員の諸氏、そして、

テレビをごらんの市民の皆様の中で、遠野市民

歌の歌詞をそらんじ、アカペラで歌うことがで

きる方が何人いらっしゃるでしょうか。特に本

市の顔である市長には、生市民歌というそのす
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ばらしい喉で御披露していただきたいという思

いもありますが、それは答弁の中で期待したい

と思います。 

 本市は、平成17年10月1日の合併から、この

秋10年目に入りました。２つの個性が融合して

できた新遠野市に、合併約１年後の平成18年９

月６日に制定された現在の遠野市民歌は、恐ら

く選考委員会とか選定委員会等も開催され、そ

れなりの手続を踏んで制定されたものであると

推察をするものであります。 

 旧遠野市、旧宮守村の合併、統一、融合の象

徴として、そして、歌で遠野市というものを発

信し、わかりやすくイメージすることができる

薫り高き、文化的・芸術的なものを含みながら、

「オラのまちの自慢できる歌」として、市民に

親しみ、愛され、老若男女誰でもが気軽に口ず

さめることを念頭に制定されたのではないかと

私は思います。確かに歌詞を見れば、早池峰や

猿ケ石の地名と四季の情景が織り込まれ、音楽

的には高尚で芸術性にすぐれていると評する方

もいるかもしれません。 

 しかし、一般の市民にとって、わかりやすく、

覚えやすく、歌いやすく、気軽に愛唱されてい

るかという根底の部分において、市民歌の置か

れている現状はいかがなものでしょうか。私は、

機会があれば、市民歌を歌えますか、覚えてま

すかとあちこちで聞いていますが、答えは10

0％と言っていいほどノーであります。 

 このようなことから、以下、５つの中身につ

いて、市長の見解をお尋ねするものであります。 

 １つ目には、市民歌の意義をどう考え、市政

遂行上どのように位置づけをしているのかとい

うことです。 

 さきにも述べたとおり、市民歌は遠野市とい

うものをわかりやすくイメージして発信するこ

とが肝要であり、薫り高き文化性や芸術的なも

のを含みながらも、わかりやすく、覚えやすく、

歌いやすく、機会あるごとに気軽に愛唱される

ことが大きな意味を持つと思われます。それが

繰り返されることによって、市民の心の中に定

着し、この自然を、この情景を、このまちを好

きになり、愛着や誇りに思うところに結びつき、

そして、遠野市をアピールする原動力や市民の

結束力にもつながり得ると私は思います。 

 ２つ目には、この市民歌が市民に愛唱され、

広く浸透していると思われるかということであ

ります。 

 市民歌を周知する手段として、これまで公民

館をはじめとする各公共施設には、壁などに張

る歌詞が印刷されたポスター的なものが配布さ

れ、掲げられていることは承知をしています。

また、防災行政無線から１日２回、冒頭に私が

歌ったフレーズの部分が時報のメロディーとし

て流れています。そのほかには、制定された当

時はＣＤが配布されたり、市のホームページか

らも聞けるようにはなっていますが、果たして

これだけで市民の心の中に染みわたり、親しみ

を覚えて愛唱されていくのでしょうか。 

 市民憲章は事あるごとに朗唱されますが、そ

れとは異なり、各種イベントなどの行事で歌わ

れることはほとんどなく、ましてや誰もが知り、

歌える状況からはほど遠いと言っても過言では

なく、浸透していると私は感じられません。市

長はどう思われているのでしょうか。 

 次に、３つ目として、このままの状態でいく

とすれば、多くの市民に覚えてもらい、老若男

女誰からも愛唱される市民歌にするためにどう

すればいいのか、何らかの具体的な方策などは

考えているのかどうかについて伺います。 

 作者の遠野市民歌にかける思いや、アイデン

ティティーを否定も冒●もするつもりは毛頭あ

りません。しかしながら、歌に対する私の認識

は、多分に私の主観的な印象と捉えられても仕

方がありませんが、１番、２番という区別がな

くて長い上、覚えづらく、難しい歌詞とメロデ

ィーで、気軽に口ずさめないというか、歌が出

てこないのであります。 

 悩ましい課題ではありますが、これまで現在

の市民歌を普及させる努力や検討はなされてき

たのかどうか、今後、普及、浸透、愛唱される

ための取り組みについて、考えがあればお聞か

せ願います。 
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 ４つ目には、現在の市民歌は市民歌として尊

重し、継続させるとしても、もっと市民に覚え

やすく歌いやすい、誰からも愛唱される市民愛

唱歌的なもの、あるいは音頭的な踊りや振りつ

けも加味できるもの、言いかえれば第２市民歌

ともいうべきものをつくる考えや選択肢はない

かということをお尋ねいたします。 

 市民歌をつくっていただいた方には敬意を表

しますが、当然、たやすく変更したり廃止した

りできないことも承知をしている上で申し上げ

れば、もっともっと親しみ、口ずさんでもらえ

る市民愛唱歌的な第２市民歌の検討と、レパー

トリーを広げる余地はあるものと思われます。 

 最後、５つ目は、これまでいろいろと述べて

きましたが、市民歌を覚えている、歌えるとい

う方は、合唱団などに属しているごく一部の方

を除いて、いないと思われます。愛唱され、広

く浸透している状況からはほど遠い現状を鑑み、

このままでいいということにはなりません。来

年秋の合併満10周年を前にして、ぜひとも一般

市民にアンケートを実施し、市民歌に対する意

見や感想等を聴取して、次のステップにつなげ

るべきであると思われます。誰もが覚えやすく、

歌いやすく、愛唱される市民歌に、市民全体で

つくり上げ、押し上げていくためにも、前項の

質問の第２市民歌・愛唱歌への可能性を探る検

証の必要性はないのかについて、見解をお尋ね

いたします。 

 ここまで、市民歌がもっともっと市民に親し

まれ、気軽に愛唱されることを願っての質問で

ありました。 

 次に、「地域づくり協力隊の受け入れ活用に

ついて」と題し、２つ目の項目の質問に移りま

す。 

 現在、市ではＮＰＯ法人地球緑化センターが、

農山村に興味を持つ若者を全国各地の市町村に

１年間派遣し、地域活動のボランティア、情報

発信源として活動する緑のふるさと協力隊の事

業を、旧宮守村時代の平成15年度から毎年１人

ずつ受け入れ、本年度活動中の方は12代目とな

るとのことであります。 

 活動の拠点を宮守総合支所地域振興課に置い

て、住民と協力隊の交流から地域の活性化が図

られることを目的とし、農畜林業の体験、特産

品加工、イベント従事、伝統芸能や消防団活動

等、地域活動への参加、「で・くらすニュー

ス」上でのブログの公開発信など、多方面にわ

たりさまざまな活動に取り組まれ、地域や集落

への新しい刺激となっていると認識をするもの

です。 

 また、外部の視点、観点からの物の見方や考

え方の違いでの新しい感性や刺激、高齢者との

世代間交流などにもつながり、地域づくりの一

翼を担っていただいているその功績は高いもの

であると、市民の一人として評価をいたし、敬

意を申し上げたいと思います。 

 この事業は、平成６年度の第１期がスタート

で、本年度の第21期まで688人の若者が全国各

地で活動してきた実績があり、昨年度まで本市

に派遣された11名のうち、実に６名の方が派遣

終了後、市内に移住・定住され、市役所職員を

はじめ団体職員となられた方、あるいは結婚さ

れて主婦になっている方もいるようですが、若

者の都市部への流失、人口減少時代において、

市長はこれまでのみどりのふるさと協力隊の活

動や現状について、どのような評価をなされて

いるものか、最初にお尋ねをいたします。 

 次に、本題の地域おこし協力隊についてであ

りますが、地方自治体が都市住民を受け入れて

委嘱し、地域おこし活動の支援や農林漁業の応

援、住民の生活支援など、地域協力活動に従事

してもらい、あわせてその定住・定着を図りな

がら、地域の活性化に貢献していただくという

総務省の事業であり、県内でも複数の自治体で

この事業に取り組み、実績を上げている事例も

報告されているようです。 

 隊員は、都市部の転出地と受入側の転入地の

住民票の移動など地域要件があるようですが、

期間は１年から最長３年までとなっており、隊

員１名につき上限400万円までの特別交付税に

よる財政支援措置も受けられ、募集に係る経費

も１団体200万円まで認められる制度のようで、
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財政的にも有利な事業ではないのでしょうか。 

 本来は、その地域・集落の地元住民が、みず

からの手で活発な地域づくりができれば一番い

いことですが、人口減少、高齢化で地域力の低

下が進行している現在、外部からの刺激や支援

も今後必要とされる現状に、さきに述べた緑の

協力隊とあわせ、この地域づくり協力隊をこれ

から本市の地域づくりに活用しない手はないの

ではないかと、地域活動専門員の活用を考える

上で、有効な一つの選択肢として考えられると

思います。 

 当市は、これからの地区センターのあり方や

地域のあり方を外部有識者による第２次進化ま

ちづくり検証委員会に付託し、その答申を待っ

ている段階ではないかと認識をしていますが、

答申待ちの姿勢から次の段階に進み、答えを具

現化するまでにさらに時間を要することとなり、

刻一刻と変化する現状や地域の衰退が進む可能

性があります。 

 それでなくても、現状は、地域活動専門員が

配置されていない地区センターや、合併前の旧

宮守村の３地区を１人で担当してる活動員もお

り、今後の集落の維持や地域づくりにおいてか

なめとなるリーダーやキーマンなど、人材の確

保と要請が重要なポイントとなってくると思わ

れます。 

 現在、地区センターには、全市を担当する専

門活動員の方やＪＯＣＡからの委嘱活動員、緑

のふるさと協力隊ＯＢの活動員などさまざまな

地域活動員がいますが、いま一つ協力隊や活動

員の位置づけが不明瞭な部分もあると聞きます。

この方々の身分をしっかりと保障し、安心して

活動に専念できる体制をつくり上げていかなけ

れば、特に他県や都会から来た方には定住へ踏

み切れない心配もあります。 

 そこで、現在、宮守町を主体に活動している

緑のふるさと協力隊の受け入れ継続はもちろん

のこと、人口減少が進む集落の活性化や今後の

地域づくりのあり方にも関連性があると思われ、

市内全域を活動対象とした地域おこし協力隊を

新たに受け入れ、新しい視点や刺激で相乗効果

を図りながら、地域活動の支援に結びつけてい

くことを提案し、市長の見解をお尋ねするもの

であります。 

 ことしもあと20日余りで新しい年を迎える時

期になっていますが、一昨日の地元新聞に、去

る６日運行されたＳＬ銀河ナイトクルーズの記

事が、写真とともに掲載されていました。降り

しきる雪が、あたかも銀河の星のごとくめがね

橋の上をＳＬが幻想の旅へといざなう雄姿に詰

めかけた1,200人が見つめる中、夢のように美

しい姿に歓声が上がったと報じられていました

が、沿岸被災地の復興の一環として企画してく

ださいましたＪＲ東日本に感謝と御礼を申し上

げたいと思います。 

 そして、ことしも全国で大雨、地震、噴火、

大雪と、自然災害も多発し、改めて自然の力に

畏怖の念を抱かせられた中で、昭和を代表する

映画会の男の中の男、２人の大スターが先般、

相次いで逝去されたこの１年に思いをはせなが

ら、私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）  瀧本孝一議員の一般質

問にお答えします。 

 大きく分けて２つ、市民歌、どうなんだろう

という部分における一つのそれぞれの課題を５

点ほど挙げての御質問と承りました。それから、

これは避けて通れない、これから遠野にとって

も大きな課題の一つであります地域コミュニテ

ィーをいかに維持し、そしてまた、それを持続

させていくかという中におけるマンパワー、緑

のふるさと協力隊、さらには活性化専門員、そ

して、総務省が新たに打ち出した地域おこし協

力隊、そのようなマンパワーの制度をどのよう

に活用しながら、集落の維持、コミュニティー

の維持を図っていくのか、もう待ったなしだと

いう中における御指摘と御提案を含めての御質

問と承ったところであります。 

 冒頭、冒頭というか最後は、ＳＬ銀河ナイト

クルーズの話が紹介されておりました。先般、

私も、ここ宮守町のＭＭ１のほうに参りまして、
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あのＳＬ銀河がめがね橋を何度も汽笛を鳴らし

ながら、まさに風がない、しかし雪が舞う、そ

して、照明もまた見事な演出をする中にござい

まして、ゆっくりとあの橋の上をＳＬ銀河が走

りました。本当に感動的な光景でありました。 

 あるカメラマンの方が、ぼろぼろと涙を流し

て私に抱きついてきました。そして、すばらし

いと、この光景、もう本当に来てよかったとい

う中で、宮守町商工会女性部の皆様が、カント

リーダンスをあの寒さの中で踊っておりました。 

 まさに、ＪＲ東日本という大会社が行ったこ

とではありますけども、しかし、これを確実に

あのような感動的な演出を、そしてまた、多く

の方に、涙を流しながら感動に打ち震えたとい

う中におけるものを与えたというのは、私は、

まさに３万遠野市民、もてなし、思いやりとい

う中において、来るたびに、大変忙しい中にあ

っても、さんさ踊り、あるいは鹿子踊り、ある

いは神楽、さらには座敷童といったような、一

つの遠野の地域資源をもっておもてなしをした

という中におけるものが、あのような感動的な

中で、今シーズンは一応終わりますよという中

に、あの感動的な幕引きということに、私はな

ったんじゃないかと。これは、間違いなく来年、

大きな一つのばねになったというように捉えて

るところでございますので、私もあの光景を今

思いだしながら、改めて感動に浸っているとい

うことを、ちょっと皆様にも御披露申し上げた

いというように思ってる次第であります。 

 さて、この市民歌、覚えにくい、わかりにく

い、歌いづらいというような中において、第２

市民歌のようなものをつくる気はないだろうか

と、定着していないぞという話でありました。 

 確かに、御指摘のとおりもう10年になります。

船越由佳さん、まさに今や我が国を代表するシ

ンガーソングライターとして、イタリア、フラ

ンスでも、アメリカでも活躍している方であり

ます。その方にお願いをし、そして、作詞作曲

という中で、平成17年の年でありますけども、

委員会を立ち上げて、シンボル、花鳥木も含め

てシンボルは何がいいのか、市民歌はどのよう

に位置づけるのかっていう中で、本当に多くの

方々の知恵と、そしてまたいろんな、これに寄

せるさまざまな意見を踏まえながら策定をした

というのが、この市民歌なわけであります。 

 御質問の中にありましたとおり、猿ケ石ある

いは早池峰、さらには銀河あるいはやまゆりと

いったような言葉が随所に位置づけられており

まして、本当にすばらしい市民歌が、私は誕生

したな、よかったなというように捉えておりま

す。 

 愛唱歌というものと、市民歌といったような

もの、御質問を聞いて、私、思ったんですけど

も、例えば校歌というのがあります。自分の母

校の校歌、これを一人で愛唱して口ずさむとい

う中におけるものが校歌というものじゃなく、

それこそ仲間が、同級生が、クラス仲間が、ま

さに青春をともにした仲間が、手に手をとって

大きな声で合唱するというのが校歌っていうも

のに、私は位置づけられるんじゃないのかなと。

であれば、市民歌もそのような位置づけの中で

捉えるということも必要ではないだろうかと。

愛唱歌、その部分における一つの歌というもの

もあるということは承知しております。 

 しかし、平成17年の10月１日、新しい遠野市

をという中における式典、その後も節目節目で

さまざまな遠野の一つの節目としてのいろんな

イベントを行ってきております。 

 そういった中において、高校生が、そして中

学生が、あるいは合唱団の皆様が、市民セン

ター大ホールでこの市民歌を合唱するというあ

の中におきまして、本当に感動的な、まさに遠

野だな、まさに遠野のことを歌っているな。遠

く離れた、そしてふるさとを思う方々も涙をし

ながら一緒になって歌う。さらには、地元市民

もそれを、歌詞をすっかりそらんじているわけ

ではない、歌詞を見ながらっていう部分の中に

あっては、これは、私はある意味では仕方がな

いというように思っております。その中で、や

はりすごい、遠野っていう中で感じ取るってい

うのも、やはり市民歌という一つの性格ではな

いのかなというように思っております。 
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 そして、また一方においては、ただこれだけ

ではならないという中におきまして、望楼を通

じまして、これも、朝とお昼でありますか、市

民歌の行政無線を通じまして、市民歌のメロデ

ィーを１日４回のうち、午前８時と正午には２

回、市民歌のメロディーを流してるわけであり

ます。多くの市民の皆様、ああ、これ、市民歌

だなと。御指摘のあったとおり、歌詞を全部そ

らんじてるわけではないっていうのは御指摘の

とおりだと思っております。それはそのとおり

だというように思っておりますけども、しかし、

これが遠野を代表するっていう、遠野の市民歌

なんだなっていうことは、もうこの10年の中で、

かなり市民の皆様に定着をしてきているという

部分。したがって、それは愛唱、いわゆる歌う、

先ほど瀧本議員は、まさにこの市民歌を、今、

歌われたわけであります。それを聞いておって

も、この部分で、市民のまさに皆様が手をとり

合いながら、そして歌って、これが我が遠野だ

っていうことをみんなで感じ取ろうという分に

おいては、私はもう一定のレベルの、そして非

常に、言葉とすれば言い方はいい言葉に当たり

ませんけども、私は、非常に格調の高い市民歌

だというように捉えております。 

 そしてよく、これ、学校の校歌の話をいたし

ました。愛唱ということになれば、応援歌とい

うのがあるわけであります。したがって、市民

歌という一つの性格の部分と、要するにみんな

で頑張ろうと、３万市民頑張ろうという部分に

おける例えば応援歌のようなものは、またちょ

っと性格を異にするんじゃないのかなというよ

うに思っておりますので、この10年の中におけ

る一つの定着といったことも踏まえながら、や

はり節目節目にはこれをみんなで大きな声で、

そのときには歌詞を見ても私はいいと思ってお

ります。全てそらんじなくてもいいと思ってお

ります。 

 例えば市民憲章、市民憲章も、この議場で開

会のたびに議員各位も一緒になって朗唱してお

ると。そしてまた、いろんな形での集まりもあ

る。その都度、会議のたび、あるいは集会のた

め、イベントのために、その都度市民憲章を朗

唱してるっていうのも、これは、非常に私はす

ばらしい仕組みの一つだというように思ってお

ります。 

 しかし、その市民憲章、全てそらんじてるか

となれば、やはり見ながらという部分は、これ

は、私はあっていいと思うんです。あっていい

と思うんです。そういった中において、やはり、

この遠野なんだと、そして、この我がふるさと

遠野なんだと。そして市民も、そしてまた、や

むを得ずふるさとを後にした、遠くふるさとを

思う方々も、それを歌い込みながら、ふるさと

を思い出すっていう中におけるものとすれば、

非常に格調の高い、そして、レベルもある一定

の水準に行った一つの市民歌として誇れるもの

ではないのかなと私は捉えているとこでござい

ますので、したがいまして、御指摘のありまし

た第２市民歌のようなものを見直しながら、第

２市民歌のようなものにつきましては、今のと

ころ考えいないっていう中に、アンケートをと

るっていうようなことも、あえて行わずに、や

はり愚直に、このようにすばらしい遠野の自然、

歴史、文化、風土、それをこの市民歌の中に歌

い込んだんだぞというようなことを、やはり節

目節目の中で確認をしながら、新たな遠野のま

ちづくりの中における一体感というものをその

中でお互い見いだしていくという試みこそが、

試みっていうよりも、そういう活動こそが大事

ではないのかなというように捉えているとこで

ございますので、ひとつ御了承いただければと

いうように思っております。 

 愛唱歌という部分と、市民歌という部分とに

おけるものは、おのずと性格をという部分を、

やっぱり私自身はそのように受けとめてるとこ

でございますので、そのことをもって答弁とさ

せていただければというように思っているとこ

ろであります。 

 それから、２つ目の地域活性化という部分に

おけます１つ目は地域おこし協力隊、この受け

入れの問題、その前に、緑のふるさと協力隊の

問題も御指摘されました。したがって、緑のふ
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るさと協力隊、地域活動専門員、さらには地域

おこし協力隊という中における、先ほど冒頭申

し上げましたとおり、３つの制度のマンパワー

をどのように組み立てていくのかという部分に

つきまして、ちょっと御答弁申し上げたいと思

っております。 

 まず、緑のふるさと協力隊の実績と成果、Ｎ

ＰＯ法人地球緑化センターが実施しております

この制度、旧宮守村から数えてもう十数年たっ

ているわけでありますけども、自分の将来への

可能性を見つけようとする若者が、１年間山村

に派遣され、地域活動のボランティアや、いろ

んな情報を発信しながら、地域活動に従事をす

るという制度でありまして、平成15年度から受

け入れをしているということで、今年度で12人

の隊員を受け入れたと。これは、御質問のもと

にあったことでございますから、繰り返しにな

るわけでありますけども、そのような制度であ

ります。 

 この部分は、私は、本当に一定の成果という

よりも、１年間ということでありましたけども、

本当に目覚ましい活躍をしてくれたなという形

で、客観的にも、まさに皆さんの、協力隊の皆

様の活動には敬意を表し、また、よくやってく

れたという部分においては、感謝もしていると

ころであります。隊員の皆様が、特にも農作業

にも従事し、そして、加工や販売にもかかわっ

ている。いろんな郷土芸能にも、伝承にも取り

組んでいるという、本当に大変な活躍をされて

おります。 

 遠野の旧宮守村、もう10年もたって旧宮守村

ということを表現をするのはいかがなものかと

思うわけでありますけども、隊員の皆様は、こ

れまで１年間の活動の中で、11名の皆様が遠野

に派遣をされてきているわけであります、11人

の方。この11人の方の６人が、遠野にそのまま

とどまったという一つの数字であります。これ

は、大変大きな数字ではないかなと。もちろん

これは、協力隊員の皆様の志も高いっていう部

分もあるかもしれませんけども、それを受け入

れて、サポートして、そして、まさに昔から住

んでいるんだよっていうような中における対応

をしてくれた地域コミュニティー、集落の住民

の皆様のそのようなサポート体制もあったとい

うことが、私は背景にあるんじゃないかなと思

っておりますけども、11人中６人がこの中で、

遠野に定住している。そして、その６人のうち

３人の方は、パートナー、伴侶を見つけ、その

まま遠野にもう一つの家庭を持ったというよう

な数字も、その中にあるわけであります。これ

は、私は、数字的には１桁の数字ではあるわけ

でありますけども、大変大きな大きな数字。そ

してまた、これは、これからの活性化専門員、

さらには地域おこし協力隊っていったものをど

う位置づけるかという部分におきましても、大

きなヒントと、そしてまた、これから取り組ま

なきゃならない課題もその中に、この隊員の皆

様は我々に示してくれたのではないのかなとい

うように捉えているところでもあります。 

 そして、その中におきまして、地域おこし協

力隊、活動専門員の取り組みでありますけども、

地域活動専門員、地域づくり、健康づくり、そ

して人づくりと、この３つの分野から、柱の中

で地域課題や解決や、地域の特性を生かした活

性化について、さまざまな活動を行っていただ

いておりまして、平成23年８月から立ち上げて

いる制度であります。 

 これは過疎債、これのソフト事業として位置

づけているものであります。これまでは、過疎

債は、いうところのハード事業、さまざまな、

いろいろな建物を整備したり、道路、あるいは

上下水道、昔はテレビ等の難視聴対策というも

のに、ほとんど過疎債は使われておったという

部分の中における、時代の流れの中における一

つの制度であったわけでありますけども、ソフ

ト事業に、それに活用してもいいという形にな

ったわけであります。これは、過疎法の制定に

伴うという分につきまして、私もこの場でも何

度も申し上げておりますけども、平成19年から

総務省が立ち上げた過疎問題懇談会の構成員と

して、その議論に参加しておるということの中

から、こういうものをぜひ立ち上げようという
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議論の中から、活性化専門員という制度も生ま

れたという、一人の構成員としてその議論にも

参加した立場でありますから、何とかして遠野

としてもこれを受け入れたいなという中におき

まして、23年８月にこの制度を立ち上げて、今、

９人の活性化専門員を配置しておるということ

であります。 

 それは、全市をカバーする、例えば防災ある

いは健康づくりっていったような形における専

門員、それから、地区センターの中に張りつい

て、地域課題といったものに取り組む専門員と

いう中で、整理しながら配置しているわけであ

りますけども、これも、さらにいろんな面で課

題が浮き彫りになってきておりますので、現在、

活性化専門員の位置づけ、そして、どういう役

割をその中で担ってもらうのか。それは、御質

問にありましたとおり、地区センターの位置づ

けの問題とも絡んでくるわけであります。 

 そして今度、地方創生、まち・ひと・しごと

という中において、新たに地方に活力をという

中におきまして、今、総選挙の最中であります

ので、その作業はちょっととまっておる。先般、

先週の金曜日でありましたけども、総務省に出

かけた際に、行政局のほうのこれを取り扱って

おります審議官を訪ねまして、15分ほどであり

ますけども、話をしてまいりました。そのとき

も、もう少し市長、待ってくれないかと、もう

この選挙が終わって、ある程度まち・ひと・し

ごと創生本部の中身がもう少し見えてくるよう

に、今、作業を進めてるので、もうちょっと待

ってくれないかという話がありましたけども、

地域おこし協力隊、人件費とさらに活動費も、

その中には手当をするという一つの仕組みとし

て位置づけられているわけであります。 

 地域おこし協力隊の部分におきましては、そ

れぞれこれからという部分におきましては、人

数的にもかなりふやすということも聞いており

ますので、その辺のアンテナを高くしながら、

緑のふるさと協力隊も、これ継続する、継続は

力だと。そこに過疎の活性化専門員といったよ

うなのを、今、９人配置してるわけであります

けども、これをどのように充実していくのか。

そして、新たに制度として出た地域おこし協力

隊、この部分を県内でも既に受け入れている自

治体も、御質問の中にありましたとおりあるわ

けでありますから、それをどのように、そうい

った先進事例などを踏まえながら、遠野とすれ

ばどのような形でそれを受け入れし、そして、

それを活用するのかっていう部分を、今、盛ん

に議論を行っていると。 

 したがって、第２次進化まちづくり検証委員

会、地区センターのあり方、それに伴うシステ

ム、それを待っていられないではないだろうか

という話、ありました。私も、その部分におい

ては、やはり待っていられないというよりは、

待つんじゃなくして、こっちから新たな仕組み

をつくって、そして、そういうマンパワーをど

のように取り込むかということをおける主体的

な、そして、積極的な取り組みこそが大事じゃ

ないのかなと思っておりまして、その作業を今

急がせております。年明け早々には、市民ワー

クショップと申しますか、ワーキングと申しま

すか、地区センターのあり方等につきましても、

いろいろ市民の皆様の声を聞くというような作

業も行っておりまして、非常にいろんな意見が

出てきてるということを聞いておりますから、

それを集約いたしまして、年明け早々、遅くと

も平成27年度の当初予算の編成の時期には、ど

のような形でまず地区センターを、そして、そ

こにどのような一つのマンパワーの定員の、定

数の、職員定数の配置をどのように位置づける

のか。であれば、人口減少に伴って、職員も一

定の定数の削減を図っていかなければならない。

しかし、定数の削減を図っていかなければなら

ない分、それだけ仕事が減るかとなれば、逆に

仕事は幾ら見直ししてもふえてきているという

のも一つの実状でありますから、そこをどのよ

うに適正な配置の中でバランスをとるか。バラ

ンスをとるのであれば、正規職員のみならず、

その部分をただいま申し上げましたような緑の

ふるさと協力隊、あるいは活性化専門員、ある

いは地域おこし協力隊といったような、こうい
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ったマンパワーをどのようにそこに再配置をし

ながら、そこを一つの職員と、そして、地区の

行政区長さんをはじめ皆さんと市民協働という

遠野ならではの組織の中におけるものとして、

さらに充実強化をするのかという中における一

定の方向性を年明け早々には見出したいと。も

ちろん進化まちづくり検証委員会からの中間報

告といったようなものも、当然、考えなきゃな

りません。 

 しかし、全てスタートラインに立って、用意

ドンっていうわけにはやっぱり。地域のそれぞ

れの特性、地域の事情もあるわけでありますか

ら、大体環境が整ったところについてはまずや

ってみようという部分も、一つあっていいんじ

ゃないかと。まだなかなか環境が整えない、し

たがって、まだまだ課題がある、したがって、

27年度４月になっていってもかなり難しいって

いう部分にあっては、やはり地域合意、地域住

民の合意形成、これもきちんと踏まえなきゃな

りませんので、そのようなことを踏まえながら、

課題を提起しながら地域住民の皆様の意見をき

ちんと丁寧に吸い上げながら、より望ましい姿

に持っていくっていう部分を、１年がかりで体

制を検討しながら、できれば28年度の、総合計

画の初年度となる28年度には、大体、それぞれ

の地区センターの望ましいあり方、集落ネット

ワークをどう構築するのか。さらには、このネ

ットワークも、ＩＣＴというネットワークも大

事でありますけども、マンパワーのネットワー

クをどのように構築していくのかっていう中で、

人づくり、健康づくり、地域づくりっていった

ような一つのジャンルの中から、そういったよ

うなものを組み立てていきたいというように思

っておりますので、いろいろ検討しているとい

う部分の中においては、答弁には具体的な答弁

にはならないかというように思っておりますけ

ども、御提案のあった趣旨は十分踏まえながら、

私は、基本的には集落ネットワークといったよ

うなものを構築していくということが、極めて

大事じゃないのかなと思っております。 

 これは、ことしの７月にこの本会議場でも話

し、答弁の中で申し上げておりますけども、過

疎問題懇談会の、これからの過疎地域をどのよ

うな望ましい姿に持っていくかっていう中にお

きまして、かなりさまざまな議論を行った。そ

の中で、７月に中間報告としてまとめようとい

うことで、早稲田大学の宮口教授が座長となっ

て、中心となってこの中間報告をまとめたわけ

でありますけど、その中に大きく打ち出したの

はネットワークと、集落ネットワークという。

そして、それをよく考えてみれば、遠野は何の

ことはない、40年前、市民センター構想の中で、

そして、いうところのカントリーパーク構想と

いったものを打ち出して、市民センターを中心

にしながらネットワークを、地区センターとい

うものを位置づけたところにある意味ではダブ

るような、それと重なるような集落ネットワー

ク構想といったようなものが、一つの過疎地域

のこれからの活性化のために極めて大事だとい

う中で位置づけられたっていうことは、遠野と

してはいい意味での自信を持てるような、そう

いうネットワークを構築できる一つの体制が、

環境がもうできてきたのかなというような理解

の仕方の中から、この問題には私も先頭に立っ

て取り組んでいきたい。集落を何とか、そして

コミュニティーを何とかっていうような部分の

中において、安心・安全っていうものをそこに

見出すという捉え方をしていきたいというよう

に思っておりますので、若干抽象的な答弁にな

りましたけども、以上をもって答弁とさせてい

ただきます。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  市民歌に対する市長の

思いもわかりました。地域おこし協力隊につい

ても、考え方、持っていき方は大体わかりまし

た。 

 一つだけお尋ねいたしますが、市民歌をもっ

と浸透させるために、今、２回防災行政無線で

メロディーを流しているわけですけども、これ

のうち１回は例えば歌詞を流すとか、あとは、

例えば合唱コンクールを行うとか、そういった
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取り組みなんかもあってもいいのではないかと

思いますが、その辺、大事な市民歌として定着

させ、浸透させるために、もう少し私はやるべ

きことがあるのではないかなというふうに思い

ますが、その辺について伺います。 

○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）  瀧本孝一議員の再質問

にお答えいたします。 

 全くそのとおりだと思っております。例えば、

私が今私の見解をそのとおり申し上げたわけで

ありますけども、だからほっといていいんでは

ない。やはり、本当にこの市民歌の歌い込んで

いる、あの一つの遠野ならではっていう部分を、

市民の皆様が、一人ひとりがきちんと理解し、

そしてまた、それをなるほど、それが遠野なん

だなっていうことをその中から思い起こし、そ

して、ふるさとを愛するという一つのことをみ

んなで共有し合うと、それが地域おこし、地域

の活力になり、そしてまた元気にもつながると

いうことになるわけでございますから、御指摘

のありましたとおり、もっと周知させるという

ような取り組みについては、これからもさまざ

まな形で、市民センターを中心にいろいろ努力

をしていくという部分については、当然のこと

だというように承知しておりますので、以上で

もって答弁といたします。 

○４番（瀧本孝一君）  以上で質問を終わりま

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。 

 次に進みます。８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  市民クラブの菊池巳

喜男でございます。このたび再び４カ年の任期

を賜り、改めて市民の負託に応えるべく責務を

全うしていく所存でありますので、これから会

派も新しく市民クラブといたしまして、一問一

答方式で一般質問をしてまいります。 

 質問に入る前に、あの３.11からはや３年９

カ月の月命日がやってまいります。ここに、改

めて被災された方々に、心より御見舞いを申し

上げます。それとともに、この４年目の冬を迎

えるに当たり、厳しい季節を抱えながら、現在、

進められている復興工事等がますます早められ

ればと祈るばかりでございます。 

 さて、12月、師走を迎えました。師走に入り

まして、突然と言っては何ですが、衆議院の解

散総選挙が、この２日からスタートしておりま

す。有権者の無党派層を中心として、投票率の

低下も心配されるわけでございますけども、遠

野市選挙管理委員長が、この前、遠野テレビで

選挙の重要性に関しましてアピールしてるとこ

ろを拝見させていただきました。本当に、市民

各位におかれましては、大切な１票を投じてい

ただくよう願うところでもあります。 

 では、質問項目に入らせていただきます。 

 最初の項目といたしまして、市長に「遠野

ハートフルプランの現状と今後の計画につい

て」お聞きをいたします。 

 既に御存じではございますが、遠野ハートフ

ルプラン、全ての高齢者が家族や友人と一緒に

なれ親しんだ地域で暮らし、健やかに老いてい

けるまちづくりの推進を目指しながら、老人福

祉法に基づく高齢者福祉計画、または介護保険

法に基づく介護保険事業計画が一体となった計

画により策定されております。 

 その中で、第１問の質問といたしまして、

ハートフルプラン2012は、介護サービス基盤を

拠点とした包括的支援ネットワークの充実を図

り、高齢者の皆様が安心して生活できる仕組み

づくりを目指して進められてきました。今年、

平成26年が３カ年の最終年度となっております

けども、この３カ年の推進状況を最初に、どの

ように捉えているかを伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

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

質問にお答えいたします。 

 この遠野ハートフルプラン2012、３カ年の実

績を示してくれないかという形での御質問であ

りました。 

 ハートフルプラン2012、平成24年から26年の

計画期間として位置づけて進めてるわけであり

ます。これを、このハートフルプラン2012と位

置づけているわけでありますけれども、１つは、

中身は第５次遠野市高齢者福祉計画として位置

づけ、２つ目は、第５期遠野市介護保険事業計

画という形で位置づけられてあるわけでありま

す。 

 これは、要介護の認定を受けた方々への保健、

あるいは保険給付、これ、この３カ年で見ます

と、平成25年度の実績は約28億400万、この計

画値に対する数値は約98.1％となっております

ので、おおむねこの３カ年の中におきましては、

計画どおり達成されたのではないのかなと。達

成されたというよりも、サービスが必要な方々

への給付が行われたと捉えてよろしいんじゃな

いかなというように思っております。 

 また、この介護サービスとこのハートフルプ

ラン2011に基づきまして、この基盤整備につき

まして、遠野市ハートフルプラン2012の中で、

平成24年から26年度におきまして、デイサービ

ス事業所、これを２つ、２事業所、２つ、それ

から認知症グループホーム１カ所、それから、

ショートステイ１カ所っていったようなものを

整備するという計画にしておりまして、これも

既に土淵デイサービスセンターに１カ所、ある

いは上郷町に認知症グループホーム等とショー

トステイ、それぞれ１カ所という中で整備を行

ったということでありますので、実績とすれば

給付も含め、あるいは施設整備も含め、順調に

推移したものというふうに承知いたしておりま

す。 

○議長（新田勝見君）  ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  今、答弁の中で28億

400万、98.1％の実績になるというようなこと

で、基盤整備もデイサービスが２カ所に対して

１カ所、土淵それから上郷におかれましてはグ

ループホーム、ショートステイがそれぞれ１カ

所という回答がございましたが、デイサービス、

当初の計画では２カ所ということでしたけども、

さらにこの１カ所のみで終わるのか、その辺伺

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）  デイサービス２カ所と

いう中でということで、先ほど１カ所という話

を答弁の中で申し上げました。 

 24年から26年度までデイサービスは、２カ所

という形で位置づけておりますし、それから認

知症グループ１カ所、それから、ショートステ

イ１カ所という中で、ただいま御質問にありま

したとおり、その中ですでに土淵町、それから

上郷町という中で、それぞれ１カ所という中で

ありますから、順調にということでございます

けども、このデイサービス、１カ所の分、これ

今、担当のほうで、いろいろ今、進めていると

ころでございまして、ただ情報が、かなり年度

内にという部分においては、かなり厳しい工期

の中でどう対応するかっていう問題を抱えてい

るっていうことでございますし、あるいは資材、

あるいは人件費等の高騰といったようなものも

背景にあるようでございまして、この年度内に

着工、完成っていうことに行けるかどうかって

いうことについては、非常に今、微妙な状況に

なっているっていうことが、報告が来ていると

こでございますので、それをもって答弁とさせ

ていただきます。 

○議長（新田勝見君）  ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  季節柄、ちょっと工

期の問題もあるというようなお話でございまし

たが、具体的に、もしよければもう１カ所のデ

イサービスの設置場所っていうんですか、町で

結構なんですが、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。 
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   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  もう１カ所、具体的に

っていうことでありましたけども、一つは具体

的にということになれば、整備しようという中

で委員会を立ち上げて、空白域でありました綾

織町のほうに、綾織町地区に１カ所という中で、

委員会の議論の姿勢といたしまして位置づけて

おったということであったわけでありますけど

も、ただいまちょっと申し上げましたとおり、

復興関連の中におきまする資材の高騰、あるい

は人件費の一つの高騰といったようなものが、

やはり私どもの地域にも微妙にこの影響が出て

きているということがございまして、果たして

年度内の中における完成が見込めるかどうかと

いうことについては、かなり微妙だという報告

を受けてるっていうことが、先ほど答弁の中で

申し上げましたけど、そのような中で、まだ、

はっきり申し上げますと、めどが立っていない

ということになろうかっていうふうに思ってお

ります。 

 ただ、この部分を、ただ、そういった資材の

高騰、さらには人件費の高騰っていうものをも

ってして、なかなか進めないっていうわけには

いかない。やっぱりこれは非常にきめ細かい、

一つの地域密着型の、まさにハートフルプラン

2012、それを確実に実現するという一つのプロ

ジェクトでありますから、今、担当のほうでは、

懸命に望ましい方向にどうもっていくのかとい

うことについて、さまざま、関係者と検討を重

ねているということでございますので、もう少

し推移を見ていきたいというふうに思っており

ます。 

○議長（新田勝見君）  ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  わかりました。いろ

いろそれこそ、資材、人件費の高騰ということ

でございますが、綾織地区、まだデイサービス

がないというようなことで、一部は小友のデイ

サービスも利用しているっていうように伺って

おりますけども、地域地域にデイサービスがあ

れば、それに地域の方々がサービス向上につな

がるわけですので、頑張っていただきたいなと

思っております。 

 それで、次に移りますけども、来年度から新

たにハートフルプラン2015ということでスター

トするということでお聞きしておりますが、障

害者、そして高齢者のみでなく、その支援を送

っている家族、そして、地域の住民にも関係す

る計画ということで伺っております。それこそ

重点施策というんですか、どのようなものかち

ょっとお伺いをしたいなと思います。 

○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）  ハートフルプラン2012

が26年度で一つ終了するということで、新たに

ハートフルプラン2015という中におけるものを

進めていかなきゃならないかという、そのよう

なことが、もう目の前に迫っているわけであり

ます。 

 そのようなことを踏まえまして、担当のほう

におきましては、地域のほうを11カ所、11地区

のほうに入りまして、さまざまな意見集約を行

っているということが一つ。それから、この

ハートフルプラン2015の中にあっては、2025年

問題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、いうところの団塊の世代が、

後期高齢者と申しますか、そのような年代に突

入するという一つの中におきまして、末を見据

えた一つの対応もしていかなきゃならない。介

護保険制度の改正に対応すると。 

 国においては、既に決定されております介護

保険制度の改正に対応した新たな計画としてと

いう中で、団塊の世代の75歳となる2025年、こ

れを見据えた一つの新たな策定といったものを

明確に位置づけてるわけでありますから、この

ハートフルプラン2015におきましても、これを

前提とした取り組みということが、まず一つ原

則ではないのかなと、原則というか基本ではな

いのかなと。 

 そのためには、新たに策定する計画におきま

しては、重点的に取り組なければならないとい

う、考えてる一つは、地域包括ケアシステムの
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充実ではないかなというように、私も承知して

いるところであります。 

 これまでも地域が家族、いつまでも元気ネッ

トワーク構想という一つの中に、「地域が家族

いつまでも」というキーワードの中で、この

ハートフルプランをはじめとする介護、あるい

は高齢者福祉といったようなものについて取り

組んできたという経緯があるわけでありますか

ら、高齢者がなれ親しんだ地域で暮らし続ける

といったような取り組みをハートフルプラン20

15の中においても、きちんと位置づけるという

作業が大事じゃないのかなっていうように思っ

ておりますし。 

 それからまた、2025年、団塊の世代が75歳に

突入すると、カウントダウンが始まっている。

そういった場合におきましては、ふえ続けるで

あろうという部分におきましては、認知症対策

なども非常に大きな対策、予防なども含めて大

きな課題になってくるだろうと。それから介護

もそうですけども、認知症といったものにどの

ように今のうちからアプローチしていくかとい

うことも、すごく大事なことになっていく。団

塊の世代が75歳になる2025年っていうことが、

もう本当に目の前に迫っているわけであります

から、そういったことを目の前にしながら対策

をという部分になれば、この部分において、認

知症のサポート医と申しますか、認知症そのも

のに対してどのような形で専門的な診断の中で

対応していくかっていう認知症サポート医とい

ったような対応も必要ではないのかと。残念な

がら今、遠野にはそういった医師は、マンパ

ワーは不在でありますから、そういったような

中におきまして遠野市医師会との連携、あるい

は認知症サポート医といったようなものを連携

しながら、認知症サポート医といったものを確

保しながら、このような問題にも、それこそ備

えあれば憂いなしと申しますか、予防さらには

指導という部分におきまして健康づくりと、き

のうの一般質問の中でもいろいろ申し上げてお

りますけども、そういったことに力点を置いた、

そのような指導、あるいは予防といったものに

力点を置いたハートフルプラン2015ということ

になっていくのかなというように思っていると

こでございます。 

○議長（新田勝見君）  ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  2025年問題、団塊の

世代ということで、後期高齢者を想定しながら

見据えていくというようなことであるようです

が、その中でも地域包括システムの充実、それ

から認知症対策というようなお話をされました。 

 ちょっと私が、ある市内のお医者さんからお

聞きしたところ、市内には認知症のサポーター

が市民で1,600人ぐらいいるというようなお話

をお聞きいたしましたが、そのサポーターの

方々が、なかなか活動が見えてこないんじゃな

いかというようなお話をされておりました。私

も、その辺、1,600人もいるのかなというよう

なことをちょっと、私も勉強不足でわからなか

ったんですが、その辺、ちょっとおわかりだっ

たら、どのようなシステムになってるか、ちょ

っとお聞きしたいんですが。 

○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）  このサポーターという

部分にありましては、ふえ続けるという部分、

これは、要望もしなきゃなりませんし、また、

それを抑えなきゃならないという部分において

は、専門的な医療というものの中における取り

組みももちろん大事でありますけども、もう一

方においては見守り、さらにはそれを隣近所も

含めて、先ほど、「地域が家族、いつまでも」

というお話をちょっとキーワードとして位置づ

けるという話、いたしましたけども、見守りと

いう、何と申しますか、支援策、地域で見守っ

ていく体制づくりといったようなものも、非常

に大事な取り組みの一つではないのかなと。認

知症の高齢者を理解すると、理解しながら、そ

れを見守りサポートしていくという仕組みも一

方においては大事じゃないのかなと。誰も好ん

でそのような症状になるわけじゃないわけです

よね。個人差もあるわけです。さまざまな事情
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があってそういうことになるわけでありますか

ら、その部分において、安心・安全ということ

になれば、このサポートあるいは見守りといっ

たような体制づくりが、非常に大事ではないの

かなと。 

 したがって、認知症サポーターの養成といっ

たようなものを通じながら、この対策にも取り

組んでいくっていう部分は、このハートフルプ

ラン2015の中におきましても、例えば、具体的

な例で申し上げますと、認知症高齢者への、こ

の関する一つの相談等におきまして多いのは、

やっぱり火の不始末や、家庭等において、例え

ば物を盗まれたとかといったような、そのよう

な相談も結構多いわけであります。特に火の不

始末などは、大変大きなあれでございますから、

そういったことを未然に防止するっていう意味

においては、常日ごろから。きのうの萩野幸弘

議員のひとり暮らし高齢者の対応につきまして

も、ちょっとお話し申し上げたんですけども、

監視するっていうことじゃなくて、関心を持ち

ながらそのような支援をしていくっていうか、

サポートしていくっていうような体制づくりも

本当に大事な取り組みの一つではないかなとい

うように思っておるところであります。 

○議長（新田勝見君）  ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  認知症サポーター、

安心安全で、それこそ見守りとサポート、それ

こそ関心を持っていくんだということが、それ

こそこれからも続けていってもらいたいなと思

っております。 

 その中で、サポート医が不在だということも

そのとおりなんですが、確保していくというこ

と、お話しされましたけども、その辺は具体的

にはどのような形で進めていくのか、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）  認知症サポート医とい

う形で表現いたしましたけども、やはりこれか

らの高齢化社会の中にありまして、一つ専門医

の立場から、あらかじめ診断をし、それに対す

る処方といったものもすごく大事なわけであり

ます。やっぱり専門医としてとなってくるんで

あれば、例えば常勤としてであれば、遠野病院

あるいは医師会とあれしながら、例えばそうい

った方々へのフォローとなったときに、一定の

マンパワーとしての医師を確保するっていうよ

うな、これは、地域医療という一つのくくりの

中でも、認知症あるいは高齢者という分野じゃ

なくして、地域医療の確立ということになりま

すと、総合的なケアをしていかなきゃならない

ということになるわけでありますから、きのう

の菊池美也議員等の質問にもお答えしてますと

おり、例えば産婦人科、あなたは子育てするの

は遠野だっていうことを標榜しながら、まちづ

くりだって言ってるけども、産める環境もない

のによく子育てと言えたななんて厳しい市民の

皆さんの声もあるわけであります。 

 そういったことになれば、同じように高齢化

社会の中において、団塊の世代を中心として一

気に高齢化っていうのは進んでいく。一定の数

でも、認知症といったようなものも避けて通れ

ない、数としてふえていくだろうと。それを少

しでも介護とか、さまざま、いろんな形で日常

生活に大きな影響、介護にも行かない、あるい

は日常生活に支障を来さないって部分に少しで

も抑えていくっていう部分の中においては、や

っぱり専門医の早期診断、そしてまた、一方に

おいては早期治療といったようなものも、当然、

大事な切り口なわけでありますので、地域医療

という部分における一つの医師確保というのも、

遠野市にとっては大きな課題であるわけであり

ますので、産婦人科医同様、そういった部分に

おける一つの専門医の招聘というよりも確保と、

具体的な招聘というよりも、そういった部分の

ネットワークを構築しながら、そういった専門

医という方々の支援をいただけるような、その

ような仕組みをやっぱり遠野市でつくっていか

なきゃならないのかなと。それが、ハートフル

プラン2015の一つの課題でもあるのかなという

ような認識であります。 
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○議長（新田勝見君）  ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  サポート医、それこ

そ早期の診断、早期の治療というような形で、

私もそのとおりだと思ってますし、それに伴っ

て、先ほどから言ってる見守り隊のサポーター

にも安心安全がつながるのではないのかなと思

っております。ぜひ、サポート医を招聘ってい

うんですか、確保していただきたいなと私から

も思うところでございます。 

 それで、さらにちょっとお伺いいたしますが、

先ほど市長の答弁の中に、市内11カ所でいろい

ろと説明会等が行われたというようなお話がご

ざいましたけども、11月の18から12月の４日ま

で行われたようでございますけども、私もちょ

っとほかの用事で会場に、地元、行けなかった

んですけども、その中で、市民からどのような

意見とか提言が寄せられたのか、ちょっとその

一端をお聞かせ願えればと思います。 

○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）  このハートフルプラン

2015の策定に当たりということで、先ほど市内

11カ所でという形で、市民の皆様の、あるいは

関係者の皆様の意見を聞いて、それをプランに

反映させようっていう作業を行ってるというお

話を申し上げました。 

 11月の17日から12月の４日にかけて、市内11

カ所で、ここにお集まりいただいた関係者の皆

様は、市民の皆様約180人の方に集まっていた

だいて、本当に多くの意見、提言をいただいて

いるということであります。特にも消費税の引

き上げ見送りが、介護保険料等に与える影響に

ついてといったような、非常に心配する声もそ

の中にあったということでありますし、あるい

は地域の高齢者の具体的なケースについて、多

岐にわたって本当にいろんな、まさにケース・

バイ・ケースという言葉があるわけであります

けども、そういったものにおける意見、提言も、

要望も含めてあったということであります。 

 認知症となった高齢者を隠そうとする事例が

まだまだあるんだということも、地域に入った

ときに改めてそういったことを感じたと、感じ

たということは、そういったことを把握したと、

まだまだ多くあるなと。あるいは、その中に家

族や地域の方々の認知症に対する理解が、まだ

まだ言えるのは足りないのかなということも、

地域に入ったことに感じたという、そのような

形での報告も受けているところでもあります。 

 また、地域によって、いろんな面において、

何と申しますか、隣近所といった近隣との関係

といったものが希薄になりつつあるかなといっ

たようなことも、地域に入ったことに感じ、そ

れから、若年層の減少等に伴って、地域のボラ

ンティア活動と申しますか、そのようなつなが

りも非常に、これは非常にますます大事になっ

てくるんだという、行政と社会福祉協議会など

の支援をもっともっとお願いしたいというよう

な声も随分あったということであります。それ

だけ、やっぱり切実な一つの課題になっている

んだなということを、12月４日までのハートフ

ルプラン2015の策定するに当たっての、地域に

入っての一つのそのような現状を改めて確認し

たという形で、報告を受けているとこでござい

ますので、これらをきちんと踏まえた中で、こ

れからの計画の策定の作業をより細かく、より

きめ細かくと申しますか、そのような、こうい

ったニーズに具体的にどう対応するかというこ

とを、もちろん第一主眼に置きまして対応して

いかなければならないかなというように思って

おります。 

 そのためには、検討を重ねるということも大

事なわけでありますけども、医師会等における

関係機関、あるいは社会福祉協議会を含めて、

介護サービス事業所、さらには民生児童委員等

の皆さんの協力をいただきながら、計画策定委

員会を立ち上げてるわけでございますので、そ

こでこの計画案のさらなる肉づけをきちんと行

っ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。 

○議長（新田勝見君）  ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 
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○８番（菊池巳喜男君）  180人、11カ所で集

まったということでございまして、私も、消費

税が引き上げが延期になったということで、こ

の点に関しまして私も心配するところでござい

ますが、そのほかにいろいろと出た中には、認

知症の問題、それから、御近所のつながりが希

薄になってると、いろいろ出たようでございま

すけども、これから医療サービス事業所、民生

委員等々でいろいろやっていくということでご

ざいますけども、まだ具体的にはこの意見をも

とにどのように反映させていくかということは、

その辺は決まって、時期がちょっと今々だった

ものですから、どのように反映させていくかと

いうことをちょっとお伺いしたいんですが。 

○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）  このハートフルプラン

2015の中において、一つのこの整備といったよ

うなものをどのように今考えてるかという形で

理解してよろしいでしょうか、質問の趣旨は。 

○８番（菊池巳喜男君）  市民から意見を、済

いません、市民の意見を把握しながら、どのよ

うに反映させ得るか。 

○市長（本田敏秋君）  もちろん、市民の意見

を聞きながらということになるわけであります。

これが、原則であります。したがって、先ほど

答弁申し上げましたとおり、11地区に入って18

0人の市民の皆様から意見を聞いたという中で

ありますし、実際、介護保険制度が改正になり

まして、介護度３でなければ、こういった施設

のほうにっていう部分も、よりハードルが、そ

ういった意味でハードルが上がったわけです。

ハードルが上がったということは、それだけそ

ういった介護を必要とする人がふえているとい

うことにも、言うなれば同じことになってくる

わけでありますから、そういった現実の数字が

あるわけでありますので、そういった方々、現

実に、そういった必要とする方がいらっしゃる

ということを踏まえた対策といったものを計画

の中に。それは、もちろん市民の皆様の、この

当事者である、あるいは家族である、あるいは、

さらには地域であるっていう方々の意見をきち

んと踏まえたということには、当然のことなが

らなるわけでございますので、それをきちんと

した中で、丁寧な作業を行っていきたいという

ことであります。 

○議長（新田勝見君）  ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  わかりました。その

辺を十分に考慮してやってもらいたいなと思っ

ております。 

 介護サービス基盤の、ちょっとさっきありま

したけども、次に、整備計画についてちょっと

お伺いしたいです。 

 現在、施設の入所待機者っていうのは、200

人を超えてるというように伺っておりますけど

も、このことを踏まえてどのような整備計画が、

考えているのかなと、その辺を質問しますが、

特にも意見交換会の資料によりますと、先ほど

来からお話ししている認知症高齢者の対応をす

るために、在宅サービスは十分な状況でないと

いうのは、先ほど答弁がございましたけども、

その中で、ちょっと資料に書いておりますが、

遠野西中学校区（宮守町）と小友町には、地域

密着型サービス事業所がない状況であり、小規

模多機能型居宅介護などが必要ではないかと考

えておりますと、ちょっと資料にはございます

けども、そのような関係で、今後、具体的な行

動っていうんですか、その辺はどう考えている

んでしょうか。ちょっとお伺いします。 

○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）  環境整備という形での

御質問と承りました。環境整備ということは、

どのような形で、いうところの受け入れってい

ったようなものを整備するかということが、

サービスとして受け入れる、サービス、対応す

るかということだというように思ってる。 

 ちなみに、この特別養護老人ホームの一つの

中で見ますと、市内に待機者は203人という数

字になっております。しかし、その203人、こ

れは、それぞれの施設のほうにぜひ、ぜひって



－ 85 － 

いうよりも、お世話にならなきゃならない。介

護、非常に大変なのでっていう部分が、203人

という数字で捉えてるわけでありますけども、

介護度が３から５っていう中で、どうしてもこ

れは、いうところの受け入れをしなければなら

ないっていう、非常に困っている方と申します

か、介護という中で困ってる方の数字は、実は、

この203人という中におきまして、今のそのよ

うな介護度３から５という形で捉えますと、市

内には48人おるという状況であります。 

 したがって、この環境整備ということを考え

てみた場合に、203という数字でいくのか、48

という数字でいくのかということは、当然、

我々もそれをきめ細かくその中身を分析してい

かなきゃなりません。 

 しかし、現実に48人という方が困っていると

いう状況であれば、やっぱり今申し上げました

小規模多機能あるいはデイサービス、ショート

ステイといったような、そのようなサービスを

提供するような形での環境整備も、やはり計画

的に行っていかなならないだろうと。 

 しかし、環境整備はそのとおり行うわけであ

りますけども、今度は新たな問題として、そこ

に従事するいわゆるマンパワー、介護職員も含

めて、マンパワーをきちんと確保できるのかっ

ていうような新たな問題も出てきてるわけであ

りますので、やはり今般の議会の中におきまし

ても、社会保障、それから、それに伴うさまざ

まな高齢者対応も含め、あるいは国保の問題も

含めという中で、いろんな問題がこのとおり

我々の身の回りには、文字どおり山積み状態に

なるわけでありますから、こういった介護の問

題につきましても、やはり国のきちんとした社

会保障という一つの、福祉という一つの切り口

の中から、やはり必要な財源、あるいは人材確

保、それまたもう一方においては、そのような

一つの新たな仕組みをつくるんであれば、その

仕組みっていったものに対する一つの、ただふ

えるから、介護度１、２はいいんですよと、介

護度３から５になってる中における、機械的な

仕分けの中における対応といったものについて

は、私はいかがなものかなと思いながらも、一

方においては、そのような一つの中で対応して

いかなければ、とてもじゃないが大変な時代に

も来てるんだなっていうことも冷静に見ながら、

環境整備といったものに対する一つのアプロー

チはやってきかなきゃならないのかなというよ

うに承知してるとこでございます。 

○議長（新田勝見君）  ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  入所の待機者が203

名という中で、本当に、介護３から５が48人と

いうお話がございました。これから、それこそ

2025年の段階の世代を迎えつつ、私だって、皆

さんもなんですが、いつ、どんな形で介護にい

ただくかもしれないわけでございますけども、

現に、それこそ体調が悪くて倒れて入院されて、

今、入院されてもせいぜい病院側には３カ月程

度で退院させられるような現状でございますが、

家族が例えば遠くに行ってる場合は、なかなか

施設が遠野になければ、家族がいるその市町村

に移住してしまうようなケースもあるというよ

うに聞いております。そうすると、遠野市の人

口のそれこそ減少にもつながるわけでございま

して、何とかそのようなことも含めながら、介

護サービスの基盤の整備を進めてもらいたいと。

一つ、人口減少の中には、そのような、それこ

そ少子化もございますけども、そのような形で

遠野を去らざるを得ないような方もあるのでは

ないのかなというような原因が、ちょっと見受

けられる感じがいたします。戻ってきて、たと

え退院してきても、在宅医療の関係が、なかな

か遠野では整っていないのではないかという、

指摘する方もおりますが、その辺、どのように

お考えでしょうか。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいまの御質問の趣

旨は、ふえ続ける高齢者、さらには、それに伴

って、これは一つの、もう一つは、どうしよう

もない一つの現実なわけでありますけども、介

護というような問題に、人口減少対策の一環と
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してというような部分における取り組み、あっ

てもいいんではないだろうかというような、そ

のような質問の趣旨と承ったわけでありますけ

ども、人口減少問題への取り組みというものに

つきましては、私は、ちょっと位置づけが異な

るんではないのかなというように思っておりま

す。 

 人口減少対策っていうのは、やっぱりその中

に雇用があり、そこで家族が住んで、そして、

子どもを産み育てるという中における対策とし

て、いうところの雇用、そして、働く場所、雇

用。そこで、家族がその中で、安心・安全で暮

らせるっていう部分の中における取り組みをど

のように進めていくのか。国であれば国策とし

て、大都市一極集中っていったものをいかに、

特に東京一極集中っていったものをどのように

解消していくのかっていうようなものを、ダイ

ナミックにどう進めるかということで、人口減

少対策といったものに対するアプローチだとい

うように思っております。 

 それを高齢者、ふえ続ける介護問題、そうい

った困った方がいる。それを人口減少といった

ものとどのように、一つの組み立てるかとなる

と、ちょっとアプローチの仕方が違うんじゃな

いのかなというように捉えてるとこでございま

すので、人口減少対策という問題の中に高齢者

問題、特にも介護を必要としているそのような

高齢者問題を結びつけて、人口減少対策に対応

するっていうことについては、私自身は、ちょ

っとそれについてはいかがなものかなっていう

見解を持ってるということをお話し申し上げま

して、答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  人口問題、減少問題

とはちょっといかがなものかというようなお話

もございました。また、そういうように介護を

必要とする方が、また、遠野に家族の関係等々

で、遠野に戻ってひとり暮らしの特に世帯なん

かは見て、戻ってきて見てもらえる者もないと

いうようなことで、やむなく家族がいるほかの

市町村に移住しなければならないという点もあ

るということを、つけ加えさせていただきます。 

 今後とも、2015に関しましては、ハートフル

プランの計画によろしくお願いを申し上げまし

て、質問を終わらせていただきます。 

 それでは、次に入らせていただきます。 

 ことしの３月、遠野市議会定例会におきまし

て、教育委員会の委員長が、遠野市教育行政推

進の基本方針という形で演述を行っていただき

ました。それで、遠野市の教育行政の取り組み

につきまして、教育長にお尋ねを順次してまい

ります。 

 26年度から策定した子育てするなら遠野市構

想ということで、子育て対策といたしまして、

その一翼を担う教育行政の面で、教育全体にお

ける総合的な環境の取り組み、子どもたちを取

り巻く社会のさまざま環境変化にも、的確に対

応できるようにすると述べられましたが、これ

を対応にするための組織体制がいろいろ展開さ

れてきたと思いますけども、まだ第３四半期の

途中ではございますけども、現在、その組織の

中でどのような成果が出ているものか、教育長

にまずお尋ねをしたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  藤澤教育長。 

   〔教育長藤澤俊明君登壇〕 

○教育長（藤澤俊明君）  菊池巳喜男議員の一

般質問にお答えをします。 

 少子化により、子どもの数が年々減少してい

る傾向にある中、子育て世代のライフスタイル

の多様化、核家族化、共稼ぎの家庭の増加など、

子どもを取り巻く環境は、御存じのとおり変化

をしております。 

 子ども支援につきましては、市政の重要課題

の一つとして、これまで子どもの権利条例であ

る遠野わらすっこ条例の普及啓発と、遠野市少

子化対策子育て支援総合計画、通称わらすっこ

プランを推進してまいりました。そして、本年

４月には、男女の出会いから、結婚、出産、子

育て、その他の人生のライフステージに応じた

少子化対策と子育て支援を総合的に推進するこ

とを目的に、子育てするなら遠野推進本部を設
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置しました。本部長には私が、そして、副本部

長には子育て総合支援センターの所長がつき、

関係部課長のほか、保育協会の職員が本部員と

して入っており、市の総合力で子育て支援につ

いて検討を進めています。 

 幼児教育については、生涯にわたる人間形成

の基礎が培われる極めて重要な時期の教育であ

りますので、わらすっこプランを前進・推進し

ながら、家庭、地域、幼稚園、保育園との連携、

交流の場を確保することに努めております。 

 一方、学校教育におきましては、知・徳・体

のバランスのとれた人間形成、ふるさと遠野や

日本、世界の発展に貢献する人材の育成の実現

に向け、基礎的な知識・技能の習得及び問題解

決のための思考力等の育成、豊かな心の育成、

健やかでたくましい心身の育成の３点を重要課

題として取り組んでおります。 

 社会教育については、生涯学習分野において、

市民協働の視点を重視しながら、地域における

教育、学習、文化の活動拠点である市民セン

ター及び地区センターの機能の充実に努めると

ともに、市民による芸術活動の推進にも取り組

んでおります。 

 また、スポーツ振興、健康づくり分野では、

市民の健康の増進と生涯スポーツ社会の実現に

向け、健康づくり総合プログラムを実践すると

ともに、競技スポーツやジュニアスポーツのレ

ベルアップを図るなどの取り組みを行っており

ます。 

 次に、文化行政については、遠野市の豊かな

地域資源や文化を後世に継承するため、文化財

の保全、郷土資料・民族資料の調査研究を行い、

その成果を広く発信する取り組みを行っており

ます。 

 教育行政全般における幼児教育から学校教育、

社会教育まで、誰もが生涯にわたり学ぶことが

できる環境を整備するとともに、芸術、文化や

スポーツなどに親しむ機会を拡充させることを

目指して、さまざまな施策を実施しているとこ

ろでございます。 

○議長（新田勝見君）  ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  全体的に答弁をいた

だきまして、ありがとうございました。（笑

声）その中で、就学前教育、学校教育、社会教

育、スポーツの振興、文化財の保存と継承、そ

れぞれ具体的にちょっと聞いていこうかなと思

っておりますので、よろしくお願いをしたいと

思います。 

 就学前教育、いろいろお話がありました。そ

の中で、施策の中には認定こども園の取り組み

もうたわれておりますが、その辺を最初に、認

定こども園の取り組み状況をお聞かせ願いたい

と思います。 

○議長（新田勝見君）  藤澤教育長。 

   〔教育長藤澤俊明君登壇〕 

○教育長（藤澤俊明君）  認定こども園の整備

促進につきましては、平成25年度、市内で初と

なる市立１園が整備され、従来の幼稚園に保育

機能も加わったことにより、同一施設において

保育と教育の一体的な提供を行う施設として、

多くの保護者に利用されております。 

 宮守３園の認定こども園化には至っておりま

せんが、今後とも遠野市保育協会と真摯に協議

を進めてまいりたいと考えております。 

○議長（新田勝見君）  ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  わかりました。認定

こども園、まだ宮守３園は至ってないというお

話がございましたけども、今後、進めるという

計画もあるように伺っておりますので、前進し

ていただければなと思っております。 

 次に、学校教育の充実についてということで、

知・徳・体のバランスのとれた人間形成という

ことでお話がございました。 

 実は８月、ちょっと古くなって恐縮ですが、

教育民生常任委員会で、兵庫県の小野市、遠野

市の「と」を取った小野市なんですが、「小さ

い野」と書くんですが、人口が約５万人ぐらい

でございまして、その中に小学校が８校、中学

校が４校、特別支援学校が１校、各学校には50

0名ほどの生徒数と伺っておりますし、幼稚園
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が２つ、それぞれ地域には保育所があるという

中で、小野市の小野検定という取り組みと、16

カ年教育の取り組みという中を研修する機会が

ございました。 

 16カ年の教育というのは、まだお腹にいる胎

児のときから中学校卒業までの16年間を、この

中で教育として取り組んでいくというような形

でございましたし、小野検定は、漢字の読み書

き、それから計算、それから中学校には英語の

検定を９級から１級までやってるということで、

これは、東北大学の川島教授が、脳科学の日本

の第一人者なそうでございますけども、その川

島教授の理論を中心に、小野の夢と希望の教育

という形で、それこそ脳科学を科学的に分析し

ながら進めているというふうに伺ってまいりま

した。 

 その中で、ちょっと私も気をとめた中で、子

ども、生徒に関しましては、一人ひとりに今Ｉ

ＣＴというよりも、ＩＴの世界でタブレットを

子ども、生徒に与えながら、予習をやりながら

教育の場では、それを、討論を含めながらやっ

てると、議論をやりながらやってるというよう

な教育も取り入れつつあるということでござい

ましたが、遠野の学校の教育に関しましても、

いろいろな教材等も備えてきてるわけですが、

その中で、そういう子どもたちにタブレットと

か、そういう電子の機器のようなものを与えな

がら、取り入れながらやっていくという方法は

考えてないのか、ちょっとお伺いしたいんです

が。 

○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）  今の御質問は２点で

よろしいですか。小野検定、検定制度と、それ

からＩＣＴの活用と。 

 本市の学校教育では、今年度から、16年では

ございませんけども、義務教育９年間を見取る

体制の構築ということで、本年度から、中学校

単位に研究体制を整えて実施をしております。 

 その中で、小中学校の授業を中心とした日常

的な交流を計画的に入れていくということもこ

こになっております。つまりは、学力向上に向

けての迫り方を本年度からの新しい方式を取り

入れているところでございます。 

 議員が今おっしゃいました小野検定等の検定

制度のような学力向上の策もあろうかと思いま

す。今申し上げたとおり、本市の取り組みは、

授業を中核に一点突破の姿勢で取り組んでいく

計画でございます。実施もしております。 

 また、学力向上のために、子どもたち全員が

取り組むという視点を考えれば、当市が実施し

ている、今言った新しいシステムの中には、小

学校２年生から中学校３年生までの児童生徒全

員を対象に実施する標準学力検査がございます。

これは、検査結果から学力の実態、課題を明確

にし、それをあすからの授業に改善を加え、課

題克服に取り組み、その結果を次年度の学力向

上検査で見取るというシステムでございます。

このように、市費により、個人の学力向上を還

元させる取り組みも毎年行っております。 

 以上の点から、学力向上の取り組みについて

は、検定等の新しい取り組みを取り入れること

なく、当市で現在進めているものを継続し、進

化させてまいりたいと考えております。 

 ２点目のＩＣＴの教育環境の整備についてで

ございます。 

 小中学校ＩＣＴの教育環境の整備についてで

すが、当市のＩＣＴの教育環境の整備について

は、パソコン教室での１人１台のパソコンの整

備、それから、各学校に電子黒板が配置されて

おります。 

 議員お話しのタブレット端末については、県

内の導入状況を把握している中では、八幡平市

が小学校５校に６台ずつ計30台、それから、大

槌小学校では全校で80台のタブレット端末を整

備しておりますが、県全体ではまだ普及してい

ない状況にあります。 

 当市においても、今の段階では導入する予定

はございません。 

 タブレットは、資料を引き出すには非常に瞬

時にできます。果たしてそれらが、後で、子ど

もの多肢の学力の中に残っていくかどうかの検
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証が、非常に大切になってくると私は思います。

その辺のタブレットを使った授業展開の中での

成果が、今後出されてくると思いますが、その

成果等を見守っていきたいというふうに考えて

おります。 

○議長（新田勝見君）  ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  中学校の研究体制を

整える中で、新しい方式、新しいシステムとい

たしまして、学力向上の中で、市費を投じて小

学校２年生から中学校３年生までといいました

ら、標準の学力検査をやってるということをお

伺いいたしましたが、これは、視察に行ってき

た小野検定とはまた違うような観点で見ますけ

ども、市独自で行っているということで理解し

ていいでしょうか、まず１点。 

○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）  市費によるテストで

すけども、毎年４月に全学年の学習内容でのＮ

ＲＴというテストを毎年行っております。その

結果についても、機会を見つけて公表をしてお

ります。 

○議長（新田勝見君）  ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  それから、ＩＣＴを

使った教育環境整備ということで、パソコン、

中学生に１人１台、電子黒板等があるというよ

うなことでお話がされまして、県内では八幡平

市とか大槌で、タブレットでやられてるという

ことでございますが、どのような授業だか、タ

ブレットの、私、八幡平市も大槌もわかりませ

んけども、私がタブレットの使った教育の中で

は、子どもが家庭にタブレットを持ち帰って、

事前にあすの授業の予習をタブレットの中で、

動画的に先生が、例えば、あす授業する内容を

きちんとタブレットで、動画で見てきて、それ

を授業の中では、その予習を中心に子どもたち

に先生が問うような方向がやられてるというよ

うなことも、八幡平とか大槌はそうでないかも

しれませんけども、そういうふうに、前もって

予習的に授業内容を把握してるというようなこ

とでございまして、もう生徒は授業をきちんと

理解しながら授業に臨んでるんだというような

お話も、あるところでやってるというようにお

聞きしておりますが、その辺はお聞きになった

ことはないでしょうか、お伺いします。 

○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）  私も、マスコミって

いうか、新聞とかテレビ画面でしかその授業風

景は見たことはありません。先ほど申しました

けども、視覚に訴えますので、非常に子どもは

興味が増すと思います。 

 しかし、先ほど申したとおり、授業が終わっ

た後、また、数年たった後に、子どもたちの中

にどんな形でどんなものが残っているかの検証

がきちっとされなければならないと思います。

自分の言葉で話し、自分の文字でノートをとる、

そういう五感に訴えたものが子どもたちにより

残っていくもの、手間をかけたほうが残ってい

くと、私は思います。 

○議長（新田勝見君）  ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  そういう形も、視覚

に訴えるという面では、非常に今の生徒、子ど

もたちは敏感だなと私も思っているところでご

ざいます。いろいろ、各、それこそ文字で訴え

るということはなかなか大変だということでご

ざいますが、八幡平とか大槌の例をきちっとも

う少し調査する必要があるんではないのかなと

私なりに思うところでございます。 

 最後になりますけども、文化財の保存と継承

という形で、去る７日には伝承園で菊池家住宅

がカヤぶきの屋根がということで、完成セレモ

ニーが行われた旨が遠野テレビでも流されてお

りますけども、最後になりますけども、これか

らそれぞれ市内各地にある遠野遺産についても、

今現在、保存とか修理には、それぞれの市費を

投じながら継承、そして保存しているわけでご

ざいますけども、今年の遠野遺産に関しまして

の状況、そして、今後の見通し等と、そういう
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保存とか修理に関しました点をお聞きして、私

の一般質問とさせていただきます。よろしくお

願いします。 

○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）  質問にお答えします。 

 今年度、遠野遺産制度において、新たに６件

遺産認定を行うとともに、３つの郷土芸能団体

への備品の整備に対する支援、２つの郷土芸能

団体への活動支援を行い、地域資源の確実な保

存と継承に努めております。 

 また、体験学習として、縄文土器づくりと勾

玉づくり、各教室を開催し、鍋倉城跡、鱒沢館

跡、重要文化財千葉家住宅、金取遺跡の現地説

明会、重要文化財菊池家の見学会を開催し、市

民への学習機会を図っているところでございま

す。 

 国指定重要文化財千葉家住宅については、重

要文化財千葉家住宅保存活用委員会、千葉家の

活用を考える会を立ち上げ、整備活用基本計画

の検討、意見交換や学習会を開催し、市民向け

見学会を２回実施しております。 

 また、さっき議員おっしゃられたとおり、菊

池家については完成を見ております。 

 また、千葉家に向けては、修理に向けた事業

として、今年度、防災用道路を建設する予定で

あります。 

○議長（新田勝見君）  ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  それぞれの保存なり

備品、活動、等々にそれぞれ継続、それこそ保

存に向けまして、本当にありがとうございます。

今後とも、この遠野遺産に関しまして、いろい

ろとお願いすることを切に、それこそ市民それ

ぞれの郷土団体が輪をつなげながらやっていた

だくことをお願いしながら、私の一般質問にか

えさせていただきます。ありがとうございまし

た。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後２時09分 休憩   

────────────────── 

   午後２時20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。15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  政和クラブの浅沼幸雄

でございます。通告に従いまして、一般質問を

行います。 

 私からは、「子育て支援について」と題しま

して、現在でも県下において進んでいると認識

している当市の子育て支援について、少子化対

策の一環としてさらなる充実を図る必要がある

と考え、一問一答方式により順次質問してまい

ります。 

 質問に入る前に、今定例会において、子育て

支援を取り上げるに至った経緯について述べて

みたいと思います。それは、地方紙に掲載され

た２つの記事でございます。まず、本年11月14

日付のあるコラムに載った55歳女性、主婦の記

事の一部を御紹介します。「ことし、小保方晴

子氏のＳＴＡＰ細胞の研究の話題からはじまり、

安倍内閣の女性閣僚の起用が大きな関心事とな

り、いずれも女性の活躍が期待されたが、あっ

という間に失望へと変わっていった」、途中、

省略いたします。「人口減少や少子化対策は、

この国の深刻な課題の一つであることは間違い

ない。だが、一部の女性の活躍をクローズアッ

プしてみたところで、現実的ではないし、問題

の解決にもならない。もちろん、国はできる限

り働きながら子育てをする女性を支援していか

なければならないと思うが、限界もある。だか

らこそ、より職場や家庭、周りの人々が女性た

ちに理解を示すことや、協力していくことが不

可欠となる。女性の多い職場はなおさらである。

長いこと男社会であった国が、時代の変化とと

もに女性の社会進出を推進していくのなら、上

辺だけでなく、もっと踏み込んで現実を見る必

要があるのではないだろうか。子育ては、理論

ではできないことがたくさんあるのだから。来

年は、特殊な女性ではなく、普通の女性の活躍

を期待する」という記事でございます。 
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 次に、翌15日、読者投稿欄に載った19歳女性、

学生の記事を紹介します。これは、全部読み上

げます。「最近、少子化対策や子育て支援が進

められているが、現実には多くの人が仕事と育

児を両立できないでいる。働く夫婦が子どもを

持った場合、育児の負担は過度に母親側に寄っ

ている。そのため、家事と仕事の両立が難しく

なっている。また、結婚、育児を理由に退職す

ると、再就職しづらい現状がある。再就職の場

合なども、パートなどとして復帰している率が

高く、中核的な正社員として復帰するのは極め

て難しい状況だ。そのため、結婚しない女性が

ふえ、ますます少子高齢化が進むという影響が

ある。また、就労意欲も能力もある人材を十分

に活用していないという意味では、社会全体に

とっても損失だ。仕事と育児を両立できるよう

な社会になるためには、放課後児童対策や家庭

支援サービスなどの充実、職場の改革と、子育

てを社会全体で支援することが必要だと思う」

という記事でございます。 

 この２人に共通している点、まず、投稿者が

女性であるということ、そして、女性ならでは

の視点で鋭く本質を突いているということであ

ります。最初の55歳、主婦の方は、子育ては理

論ではできないことがたくさんあるのだから、

後の19歳、学生の方は、仕事と育児を両立でき

るような社会になるためにはというふうに申し

ております。以上の指摘や提言を受けての一般

質問となります。 

 それでは、まず最初に、現在、当市で取り組

んでおられる主な子育て支援について、改めて

市長についてお伺いいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  浅沼幸雄議員の一般質

問にお答えいたします。 

 質問の冒頭、２つの新聞記事、そして、それ

にはいずれも女性であったという中において、

育児あるいは仕事といったような両立といった

問題で、やはり社会の仕組みとしてきちんとし

た形で育児を支えるといったようなものが、や

はり大事ではないだろうかと。女性の社会進出

といったものは、目覚ましいものがあるわけで

あります。あらゆる分野で女性が活躍をしてい

ると、当市の一つの置きかえてみた場合におい

ても、職員採用のたびに、私も思うわけであり

ますけども、女性のこういった進出が著しいな

という部分は、もう肌で感じているという部分

も、その中に、今の質問の中にも十分、私も読

み取ることができました。 

 そういった中で、社会の仕組み、そしてまた、

それを支えるという部分における対応という部

分におきまして、遠野市の子育てするなら遠野

だという中における、いうところの特徴的なも

のは何だろうかという部分のお尋ねであったわ

けであります。 

 これは今般の、この本議会におきましても、

子育て、あるいは部分におきますそれぞれの各

議員から、それぞれの角度から御質問をいただ

いておりまして、非常これは、有意義なと申し

ますか、これからの子育てするならば遠野とい

うものをきちんと確立するためには、いい議論

が交わされたなというように思っているわけで

ございますけども、そういった中で、若干繰り

返しになることというように思っておりますけ

ども、遠野という一つの自然、歴史、文化、風

土という中における遠野郷といったことを考え

てみた場合に、子育てにっていう部分であれば、

遠野っていえば何だろう、キーワード。思いや

りと優しさだっていう中における遠野というも

のが、その中で位置づけられるわけであります。

思いやりと優しさ、これは、育児にとっても非

常に大事な一つの大きな文化的な風土ではない

のかなというようにも思うわけであります。 

 そういった中で、さかのぼれば、もう四十数

年前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、保育協会という中における保

育行政を、当時とすれば画期的な形で民営化を

進めたと。これは、旧遠野市、取り組みの中で、

そして、保育協会というような民間経営のノウ

ハウといったものを十分生かしながら、そうい

った保育行政というものに取り組んできたとい
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う部分が、一つの歴史としてあるわけでありま

す。 

 それからまた、特色ということになれば、私

は、これもある意味においては、議員各位にも

これは感謝しなければならないかというように

思っておりますけども、児童館をそれぞれの各

町単位に児童館を位置づけまして、あるものを

利用しながらっていう部分のところもあったわ

けでありますけども、こういった児童館を設置

をしてきた。そこには、指導員といった者を配

置をしてきたと。今、遠野児童館も新しくして、

間もなく完成するっていうような報告も受けて

いるわけでありますけども、そのような児童館

といったようなものをしながら、いうところの

放課後の児童のいうところのフォローといった

ようなものも、きちんとフォローしてくるよう

な体制を保育協会との連携の中から、そういう

こともやってきたというような中におけるノウ

ハウも、その中にかなりのものを持ってきたと

いう部分があるわけであります。 

 したがって、遠野という一つの風土を考えて

みた場合に、御質問にありましたとおり、社会

進出、働く女性、働くお母さん、これはどんど

んふえてきているという部分にあっては、それ

を今度は育児っていう部分におきまして、一つ

の仕組みとして保育協会も含め、あるいは児童

館の仕組みも含め、あるいはささやかなプロジ

ェクトであったわけでありますけども、病児、

児童のわらっぺホームといったようなものを遠

野病院と連携しながら。 

 そしてまた、一方においては、安心・安全と

いう一つのキーワードの中から、産婦人科がい

ない、仕方がない、やむを得ないんだという中

にとどまることなくして、そこを（ねっと・ゆ

りかご）というＩＣＴを利活用した中で、助産

師というマンパワーをやはり取り込んだ。救急

救命士という一つの、我々で対応できるマンパ

ワーをその中で取り組んで、少しでも安心・安

全といったようなものに踏み込むことができた

という部分のノウハウの積み上げというのが、

私はかなり大きいものがあるんじゃないのかな

というように思っておりまして、それをきちん

と踏まえれば、今、浅沼議員が御指摘されまし

た育児という部分、働くという部分の一つの分

野と、そこ、育児をサポートするっていう仕組

み、それをつくれる一つの環境と、それに従事

するマンパワー、これは、遠野は持ってんじゃ

ないのかなと。それをまだうまく組み立てれな

い、あるいはダイナミックにそれをきちんとし

た仕組みに持っていけないという、私自身もそ

のもどかしさの中にあるわけでありますけども、

それは、もっともっと頑張れば、そういったも

のが仕組みとしてきちんとつくれる。国や県が

って言う前につくれるんじゃないだろうかって

いうような気概の中で、子育て環境といったも

のをもう少し踏み込んだ形における取り組みを、

これまでのノウハウと、それから、培ってきた

環境と、それから、そこで得た人材といったも

のをうまく活用するといったような仕組みに持

っていきたいものだと考えてるとこであります。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  昨日からきょうにかけ

て、子育て支援については同僚議員からいろい

ろな質問が出ております。それに対して、市長

も結構細かいところまで答弁しておりますので、

今の、先ほどの私の子育て支援についての、遠

野のアピールできるところというものに関して

は納得いたしました。 

 これ以降の質問は、若いお母さん、お父さん、

特にお母さん方からの寄せられた意見をもとに

しての質問になりますので、若干細かくなる、

あるいは具体的になって、一般質問にはややそ

ぐわないところもあるかと思います。当初予算

の委員会でやってくれというのは、遠慮なくそ

う言ってもらえればそうしますし、答えれる範

囲で答えていただきたいと思います。 

 まず一つ目は、小学校高学年から中学生ぐら

いを対象とした、天候が悪くても室内で体を動

かして遊べるような施設、例えば、室内アスレ

チック系のもの、あるいはボルダリング等。な

ぜかっていうと、天気いいときには外に出て遊
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ばせればいいんですけれども、小学生高学年、

中学生。やはり雨降ったら体をもてあますとい

うのが、実際、お母さん方、大変だというとこ

ろで、こういう施設がないのかなという話があ

るという。それぞれ利用はしてるんでしょうけ

れども、統合された中学校の体育館とか、ある

いは廃校になった情報ビジネス校の体育館とか、

あるものの施設を活用しても対応できるのかな

というところもあります。 

 加えまして、いつでしたか、一般質問でも出

ましたし、あとアンケートなんかでも出てるよ

うですけれども、要望として、小規模あるいは

大規模な公園の充実ということで、私も一般質

問でも取り上げましたけれども、これは、新た

につくるということではなく、既存の施設を活

用して、より充実した小規模あるいは大規模な

公園の充実というような声があるんですけれど

も、この点に関しての市長の御見解を伺います。 

○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）  子どもたちの、何と申

しますか、思う存分体を動かすようなそのよう

な環境は、そういうことが必要ではないだろう

かという部分。児童館の話を先ほど申し上げま

した。 

 ちなみに、児童館での子どもたちの利用実績

などを見ますと、非常に放課後は児童館で活動

を行ってるという事例が、市内各所で展開され

ているわけであります。 

 そういった中で、数字的に見ますと、小学校

のこの利用、あるいは就学前の幼児といったこ

とを踏まえますと、25年度の数字を見ますと、

13万人近い方々が延べで利用しているというよ

うな数字にもなってるわけでありますから、児

童館がそういった部分においては、一定の役割

を果たしているということになろうかというよ

うに思っております。 

 それから、児童館が休館している日と、これ

は、要するに日曜日などになるわけであります

けども、こういった中でスポーツ少年団、ある

いは地域行事などにも、非常に積極的に活動し

てる事例が随所にあると。スポーツ少年団の活

動なども、本当に、野球にしろ、あるいはサッ

カーにしろ、さまざまなものにつきまして、本

当によくやってるなと、特にも指導者の皆さん、

ボランティアで随分一生懸命、献身的にやって

いただいてるなっていう部分は、その中にも随

所に見られるということであります。 

 それから、ハードという部分の中で捉えた場

合におきまして、市内に都市公園といったよう

なものの中で３カ所、それから、街区公園とし

て市内に５カ所整備もしておると。それから、

そのほか市民運動公園、あるいは銀河の森公園、

森運動場です、運動公園、運動公園の２カ所。

それから、農村公園が14カ所、それから、地域

公園が６カ所、もう一つは児童遊園が２カ所と

いったものを整備をしてると。ただ、この部分

につきまして、どのような形でうまく利活用で

きてるかっていう部分については、もう少し検

証を加えなきゃならないのかなと。 

 したがって、この９月補正予算でありました

けども、子どもの遊び場を一つの再生事業とし

て、今、こういう公園がありますよ、街区公園

がありますよ、都市公園がありますよ、農村公

園がありますよというだけじゃなく、これをど

のようにして、それをまた子どもたちが存分に、

安心で、存分にっていうことは、安心で安全で

ということが一番の大きな、大事なことなわけ

でありますから、そういったことにつきまして、

まず実態をきちっと把握しようということで、

この部分の調査を、調査費を計上いたしまして、

整備方針を今、策定するような作業を進めてい

るっていうことでございますので、屋内施設の

遊び場という部分を含め、既存施設の有効活用

といったところの中に、一つの活路をその中に

見出していきたいなと。 

 ６億円ほど事業費をかけてありますけども、

市民センターの体育館とプール、これが年度明

けに、今年度中に完成をするということになっ

てますから、このプールの後も、多くの方々か

ら早く再開するようにということを強く望まれ

ておりましたので、ようやくそれに応えること
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ができたなというような思いでおりますから、

そういったような部分の中で、あるものに新た

な役割っていう部分と、さらには既存施設に、

さらにそういった安心・安全といったような

キーワードが実現できるように、再生という一

つの取り組みの中から、そのような環境整備を

計画的に進めてまいりたいものだなというよう

に思っているところでございますので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  次の質問に参ります。 

 休日保育、現在、遠野市では、青笹のほうで

実施しておるようでございます。あるお母さん

から言われたんですけれども、例えば、宮守あ

るいは綾織、小友もそうだと思うんですけれど

も、休日保育、青笹に頼んで、それから、４号

線沿いに仕事に行くというのは非常に不効率だ

と、時間的にもう結構早く出なきゃならない。

理想とすれば、そういう人たちのために、宮守

とかでもどこか休日保育やってくれるところあ

ると、子ども頼んでそのまま仕事に行ける。非

常に仕事の幅も広くなるというふうなお話をさ

れたんですけれども、それについての市長の考

え方をお伺いします。 

○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）  休日保育という取り組

み、市長の考えはということでありましたけど

も、私もこれ、先ほど冒頭質問ありましたとお

り、働くということと育児というものの両立を

させながら、それを一つの社会的な仕組みとし

て、社会的な仕組みっていうことは、行政の仕

組みとしてもきちんと確立していかなきゃなら

ないということは、これは言うまでもなく当然

のこととして、それを追求していかなきゃなら

ないということは、当然だと思っております。 

 そういった中の一つとして、御質問のありま

した休日保育といったような問題にも、やはり

一つの新たな仕組みと申しますか、そういった

ものに、女性の社会進出がどんどん出てくるわ

けであります。それから女性も、例えば、雇用

主っていうか、企業によっては、あるいは事業

主によっては、土日も勤務しなきゃならないっ

ていうようなローテーションの中でやってる事

例もどんどんふえてきているわけでありますか

ら、やっぱり休日保育、その分、お父さんがそ

の役割をっていう部分はあるわけですし、育児

休暇をとるお父さんも出てきてるというような

一つの時代なわけでありますから、そういった

男女共同参画社会の中で、それぞれが特性を生

かしながら、持ちつ持たれつという部分の中に

おける一つの関係の中で、休日保育といったよ

うな問題も位置づけなければならないのかなと

いうように思っておりまして。 

 ちなみに、平成25年の休日保育事業の実績と

いったもの、このメモがあるわけでありますけ

ども、保育日数70日に対し、利用人員は89人。

１日当たりは、約1.3人。休日保育にかかる保

育士は２人以上となるわけで、そうすると今の

70日、実際は89人、１日にすると1.3人、保育

士は２人以上ということになると、この数字並

べていくと、かなり言うなれば、仕組みとすれ

ば、費用対効果で物を言うつもりはありません

けども、これは、やっぱりかなり厳しいなとい

うことになってくるわけであり、したがってそ

れは、この部分の中でこういった休日保育をや

って、こういう実態だよじゃなくして、もっと

それを周知させながらっていう部分で、それか

らそういう場をもう少し拡充するという部分の

仕組みをつくるという中において。 

 例えば、私、子育てするなら遠野推進本部の

ほうの事務局にちょっと言ったんですけども、

例えば働く、それから育児だって、保育協会で

保育士さんとしてさまざまノウハウ積み上げて、

しかし、結婚し、出産をし、育児だっていう中

で、リタイヤっていうか、方々も結構いらっし

ゃるわけですよね。だから、そういうノウハウ

を持った、そしてもう育児も終わって、ある程

度の時間的余裕できたというそういうマンパ

ワー、ＯＢです。そういった方々がどれぐらい

いるかっていうのを、データを欲しいっていう
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ことを言ったんです。そしたら、つくってない

んです。ですから、やっぱりそういうのもきち

んとつくって、そして、その上で箇所をふやし、

そして、それを各企業のほうにも呼びかけ、育

児、仕事をしながら頑張っているそういった皆

様にもきちっと周知をすれば、まだまだ利用実

績つうのは、またふえてくるんではないのかな。

それが、そういう働きかけがない、声かけがな

い。そういう仕組みを持っていていたいという

中にあって、実態がこのとおり少ないからとい

う部分にとどまってんじゃないのかなという部

分は、私もちょっとそれ感じておりますので、

これは、子育てするなら遠野の事務局のほうに、

きちんとその辺をもう少しきめ細かく組み立て

るようにという中における指示もしてるとこで

ございますので、そのような形で、この部分に

も休日保育といったような問題にもアプローチ

をしていきたいというように思っております。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  今、市長の答弁聞いて

て感じたんですけれども、確かにお母さん、あ

るいは若いお父さん、お母さんが10組いれば、

恐らくそれぞれのニーズがあるんだろうなと。

そのニーズには対応していかなければならない

と思いますけれども、ただ、そうしたときに、

１から10までという言い方はないんですが、何

から何まで行政が対応するというのは実際不可

能だと思う。今、答弁聞いてて特にそう思った

んですけれども。 

 先ほどの答弁の中にもあったんですけれども、

保育経験のあるＯＢの方々とか、そういう方々

にどういう団体かつくってもらって、そういう

ところに受け皿になってもらうという方法が可

能であれば、非常に小回りはきくし、早ごとが

きくんじゃないかなっていうふうに思ったんで、

その辺ちょっと研究していただきたいなと。 

 きのう朝早く、ＮＨＫのテレビ見てたときに、

ダウン症のお子さんがいるお母さん、多分40代

だと思うんですけれども、幼稚園までその子ど

もを迎えに行ってくれるボランティアの男性の

方でした。行って、幼稚園まで迎えに行って、

後、自分の家かな、連れて来て遊んであげてる

んです。その間、お母さん何してたかっていう

と、ピアノの先生やってるんですって。多分、

恐らく３時間ぐらいじゃないかなって想像する

んですが、そのことによって、そのお母さんは

すごく自分の子育てから解放される時間がある

ことによって、すごく人生が明るくなったって

いうふうなこと言ってあったんです。 

 だから、本当、そういう方々、子育て一生懸

命やってるお母さんとかお父さんからすれば、

そういう短い時間でも、正直なところ解放され

たい、あるいは誰か面倒見てくれないのかなっ

ていう気持ちもあるんじゃないのかなと思うん

です。 

 だから、繰り返しになりますけれども、その

辺、ちょっとＯＢの方々、あるいはＯＢじゃな

くてもそういう方々の力をかりながら、行政、

直接じゃなくてもできることがあるんじゃない

かなというところをぜひ研究してもらいたいな

と思います。まず、それについての答弁お願い

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）  子育てという部分にお

きましては、核家族という一つの言葉も随分大

きな言葉として位置づけられまして、育児に悩

む、誰も相談する人がいないっていう部分にお

ける産後鬱といったようなものも、一つの現象

として出てきた。なかなか相談、非常にお産、

妊娠、お産ということになると、非常に精神的

に不安定になるっていうことになるわけであり

ますが、そこをケアするっていう部分の中にお

いて、産後鬱問題にもどのようにやっていかな

きゃならないかといったときに出てきたのが、

やはりそれは、経験豊富な子育て終わった世代

のお母さんパワーといったようなのを、お母さ

んパワーっていうよりも、おばあさんパワーっ

ていうことにもなってしまうかもしれませんけ

ども、そういったものを大いに利用しなきゃな

らないんだっていう部分が、いろいろ取りざた
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されてる。 

 したがって私は、育児といった部分にもとを

捉えた場合におきましては、やっぱり子育てが

終わって経験が豊富な、いうところのＯＢです。

そういった方々のさらなる力添えをいただく。

それを仕組みとして、そういうマンパワーの

方々、お力添えいただくっていうような仕組み

にやっぱり持っていかなきゃならないのかなと

いうように思っておりまして、その部分で、遠

野が保育協会という中において、そういった経

験豊富なマンパワーといったようなものをかな

りの数持ってるんであろうと。であれば、それ

をうまく一つの仕組みの中に取り込むというこ

とが大事なのかな。 

 今、いろいろな事例の中からお話がありまし

たけども、ある方から、いや、充実させるのは

いいと、充実させるのはいいだろうと。休日保

育もいいし、さまざまなのをやるのはいいんだ

けども、よく考えて冷静に対応してくれよと。

育児するのは両親なんだと、頼まれて誰かがや

るんじゃないんだと。ああ、そういう制度があ

るからといって、育児、休日保育もやってるそ

うだっていう形で、子どもをそこに預けて、２

人の若いパパとママはどっかに遊びに出かけた

っていうことがないようにということの、一つ

の現実として捉えてくださいよっていう意見を

いただいたことがあるもんでございますから。

みんながそうじゃない。やっぱり必死になって

子育てしようと、生活をきちんとあれしながら

子育てしようということをみんな頑張ってるわ

けであると。大半は、そういう方々なわけであ

りますから、一つの事例だけをもって、それを

もって一般的な現象だと言うつもりは毛頭あり

ませんけども、やはりその辺もきちんとした

ケース・バイ・ケースというものを見ながら、

どのようにそこのピンポイントで、きめ細かく

子育て環境というものを整えるかっていう部分

にあってのＯＢ、マンパワー、その利活用、非

常に大事な大事な切り口だというように承知い

たしております。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  それでは、次の質問に

移ります。 

 今の質問とも関連すると思いますけれども、

子ども連れで参加のできる講習会、現在もやら

れてると思うんですけれども、例えば、よくわ

かりませんが、ベビーマッサージというものが

あるそうなんですけれども、あとはヨガとかの

充実。これは当然、子ども連れで参加できると

いう利点、利点というか、ほかに、参加したお

母さん方の交流にもなるという部分もあるそう

なんです。 

 先ほどの市長の答弁の中にもありましたけれ

ども、現在、核家族化で、なかなか家の中で３

世代同居という、あるいは２世代同居というと

ころ、少なくなってきておりますので、おじい

ちゃん、おばあちゃん、ひいおじいちゃん、お

ばあちゃん方が子育てに参加するという昔の時

代ではなくなってきていると。だから、産後鬱、

それから、そういうふうな問題も出てきている

と。 

 そういう問題を解決するためには、やっぱ子

育て中のお母さん方の交流の場、加えて、そう

いう場に、今市長がお話しになったＯＢの方々

もいて、いろんな話聞いたり、アドバイスして

あげたりする機会、そういうふうな機会を充実

させてくれないかという意見なんですけれども、

これについての市長のお考えをお伺いしたいと

思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  やはりそのような交流

の場、そしてまた親子で、家族でという部分の

中における交流の場といったようなものをもう

少しきちんと。ただ保育所があるから、あるい

は幼稚園があるから、児童館があるからじゃな

くして、それを複合的な中で、一つのゾーニン

グしながら、家族が、ファミリーがそれこそい

ろいろ悩みを語り合いながら、あるいはお父さ

ん同士が、あるいはお母さん同士が、あるいは

子ども同士がといったようなものを、例えば元
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気わらすっこセンターの中に、きょうの質問の

中でもお答えしますとおり、1,000人以上の方

が利用してるっていうことがあるわけです。私

も時々のぞきますと、やっぱり来ていろいろ遊

びながら、さまざまスタッフといろいろ会話を

してるっていう部分の中における、あの笑顔に

触れることがあるわけであります。 

 したがって、そのような場所は、もう既にそ

れぞれのところにあるんだと。ただ、保育園は

保育園で何時から何時までだと、児童館は、も

う放課後児童だから何時から何時までやってる

よりも、そこにうまく仕組みとして、今、提案

があったようなものをどうソフトとして盛り込

むのか。そのためには、マンパワーをどのよう

なローテーションを組んでいったらいいだろう

か。じゃあ、そういった場となれば、少しは拡

張しなきゃならないのかなと。あるいは、もう

少し整備を、少し充実させなきゃならないのか

なということが、その中に見出すことができる

んじゃないのかなと思っておりますから、その

ような、これが身の丈ということになると思い

ますけども、そのような場所も、一方において

はきちんと計画的につくっていくということの、

子育ての一つの大きな環境づくりとして大事な

ことかなというように、改めて承知していると

こでございますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  それでは、次の質問に

参ります。 

 障害を持つ子どもさんに対しての支援は、当

市では小学校あるいは中学校で特別支援学級、

あるいは支援学校の分教室等、ここ何年、それ

ぞれ分教室をつくったりして対応しているもの

と認識しておりますし、通常、中学校終わりま

すと、高校に行く場合には、当市にはございま

せんので、花巻の本校、あるいは気仙、もしく

は盛岡等の高校に行っているお子さん方が多い

ようでございます。 

 そこまでは何とか居場所づくり、あるいは支

援してやれるんですけれども、その後、普通、

進学もあるんでしょうけれども、普通は遠野市

内の障害を持つお子さん方は、就職をするとい

うのが一般的なそうでございます。 

 そうしたときに、就職先を探すのが結構大変

な作業だと。確かに遠野市内にもあるにはある

んですけれども、やはりどうしても選択肢が狭

くなってしまうということで、遠野市内へのそ

ういう就職先、あるいは子どもたちの適応性と

か、あるいは好き嫌いを考えたときに、遠野市

外でもそういうところを探すそうなんですけれ

ども、やっと見つけた就職先でも、結局、お子

さんがそのままいてくれればいいんですけれど

も、何しろ普通の健常者の卒業生でさえも、な

かなかずっと就職した場所にとどまるというこ

ともないような時代になってきましたので、障

害を持つお子さんもそういうふうになるケース

がままあると。 

 そうなってくると、なかなか仕事を探すのが

ますます大変になってくるというのは、お父さ

ん、お母さんの声なようですけれども、こうい

う現実に対して、市長のお考えはどのようなお

考えを持ってるのか、まず確認します。 

○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）  障害を持つ子どもさん

への就労も含めて、これは、まさに大きな一つ

の課題であるというように私も承知いたしてお

ります。 

 ちなみに、障害のある子どもさんの発達支援

が必要な子どもたちが、やがては学校を卒業し、

自立した生活が営むためにも、円滑な就労につ

ないでいくような、学校関係や障害者の関係者

というような、社会福祉法人等も含めながら、

情報を共有しながら取り組んでいくということ

が大事ではないかなと思っておりまして、遠野

地域進路推進会議っていう組織を立ち上げなが

ら、情報共有しながら、そういった問題にも取

り組んでいるということでありまして。 

 支援学校の卒業生で、新しい数字であります

けども、平成25年度の新規就労者の中で、３人



－ 98 － 

の方が市内の企業に就職をしたという数字を持

っております。これは、支援学校の卒業者の就

労状況という数字の中で、３人の方が、そうい

った中で市内に就労の場を設けたと。これは、

こういった進路推進会議のこの中で密な連携を

とりながらフォローした一つの結果ではないの

かなというように思っておりますから、やはり

そのような中で、お互い就労を希望する障害者

の方に対するいろんな意味での意向を確認し、

そして、それを自立支援会議のような、一つの

協議会のようなものの中から、就労部会、ある

いはハローワークといったようなものとの連携

を図りながら、それこそきめ細かく、マンツー

マンという中における対応をやっぱりしていく

必要があるんではないのかなと。 

 これは、大都会では、ある大都市の首長さん

から聞いたことがありますけども、とても無理

だというような話をしておりました。そういっ

た点では、我々のような小規模の自治体であれ

ば、文字どおりマンツーマンできめ細かくとい

う部分は、可能な一つの範囲としてあるわけで

ありますから、こういった関係者の本当に懸命

な努力をしているボランティアの方々、非常に

懸命な形で、献身的に障害者の方を支えている

多くの関係者の方が、本当に数多くいらっしゃ

いますので、そういった皆さんの理解と協力を

得ながら、そこに専門的な一つの、何と申しま

すか、指導も加えながら、こういった障害を持

つお子さんに対する、それこそ思いやりと優し

さの中におけるフォロー体制をきちんと確立し

ていくっていうのを、これも一つの子育てする

ならば遠野っていうものの中における一つの分

野として位置づけられるだろうなというように

承知しておりますので、御質問の趣旨等をよく

考えながら、この部分についてもこれまで以上

きめ細かく対応するような、そのようなものに

ついて、行政としてもしっかりとした対応を行

ってまいりたいというように考えてるとこであ

ります。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  ただいまの障害を持つ

お子さんへの就労の支援につきましては、まだ

まだ間口も奥行きもあるというふうに思います

ので、また機会がありましたら質問させていた

だきたいと思います。 

 以上、お母さん方、お父さん方の意見の一部

を代弁させていただきましたけれども、正直申

し上げて、私も十何項目、複数の方々から意見

出してもらった中には、ええ、そこまで面倒見

なきゃないのかなとか、ええ、それぐらい自分

でやったらとかと思いもありました。 

 やはり、これが現実、今の若いお父さん、お

母さん方の要望なんだなというところは、間違

いないところなんだなというところも、思い出

しまして、自分たちが子育てした時代とはまた

違うんだなと。頭も切りかえなきゃならないな

ということで質問したわけなんですけれども、

こういうふうにいろんな考え方、意見を聞いて

みてわかることは、やはり若いお父さん、お母

さん方に、もっとどういうニーズがあるのか、

あるいは本人たちが気づいてなくても隠れた

ニーズがあるのか、ここのところをきちっと正

確に把握しないと、行政で何をやったらいいの

かというところ、ボタンのかけ違いが起きる可

能性があるなというところ、感じたんです。 

 だから、ぜひ若いお父さん、お母さん方に、

土足で入り込むわけにはいきませんので、きち

っと靴を脱いで、礼儀正しく入り込んでいただ

いて、本当のニーズというものを引き出して、

そのニーズがきちっと把握できれば、恐らくそ

れに対応するというのは、市役所の職員はプロ

ですから、結構いい方法考えるんじゃないかな

と思いますので、その点について、市長のお考

えを伺って、多分、最後にします。 

○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）  子育てという部分の中

において、働く、育児をするっていう中におい

ての一問一答の方式でありましたけども、いろ

いろ議論することができました。 

 その中で、ただいまお話しありましたとおり、
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ニーズをどのようにきちっと把握するか、これ

は基本なわけであります。それを踏まえて、そ

こに何が課題があるのか。また、何をしなけれ

ばならないということが、そこから見えてくる

わけであります。そこで、ただ、これの限られ

た財源、限られた人材、そういった中で仕組み

をつくっていかなきゃならないわけであります

から、行政が全てというわけにはいかない。だ

から、遠野は官民一体という仕組みの中で、新

たなモデルとまで言わしめるような仕組みを震

災対応の中で、命と向き合うことによってつく

り上げたという部分におけるものは、我々は本

当に大きく学んだわけであります。だから、た

だ学んだと、震災の命というものに向き合う中

で、一つの官民一体という仕組みを学んだで終

わらせない。これが、この仕組みをこういった

子育てといったようなものにもどう生かしてい

くのか。あるいは、もう大きな課題であります

高齢化という問題に対しても、どのように組み

立てていくのか。見守りも含め、安心・安全を

どのようにとなれば、それをどのように組み立

てていくのかっていう部分で、大きな教訓とし

て学んだことが多い。 

 したがって、お父さん、お母さんの両親、こ

れが、基本的にはやはり育児が、親が責任を持

ってという部分がやっぱり基本にあるっていう

ことも、きちんと教育といったような場の中に

おいて、やっぱりそれを。そしてまた先輩が、

あるいはそれが地域が、それをきちっと教える

という部分も、やっぱり一方においてはなけれ

ばならないんじゃないのかなと。 

 私は、意外と若いお父さん、お母さん世代の

方々は、非常に素直に物を聞くというような面

を持ってるなと、すごくそれはよく感じます。

したがって、そのような素直な、人の話を聞く

っていう部分をきちっとこちらも素直に受けと

めながら、そこに素直に接すれば、若い子育て

世代の方も素直にそのようなものに耳を傾けて

くれるんじゃないのかなということを信じなが

ら、このような子育て環境といったものをより

充実したものに持っていきたいというように思

っているとこであります。 

○15番（浅沼幸雄君）  終わります。 

○議長（新田勝見君）  これにて一般質問を終

了いたします。 

────────────────── 

   休会の議決   

○議長（新田勝見君）  お諮りいたします。12

月10日から11日までの２日間は委員会審査のた

め休会いたしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新田勝見君）  御異議なしと認めます。

よって、12月10日から11日までの２日間は休会

することに決しました。 

────────────────── 

   散  会   

○議長（新田勝見君）  以上で、本日の日程は

全部終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。御苦労さ

までした。 

   午後３時05分 散会   
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