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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。 

 本日の欠席の届け出議員は、11番菊池充君で

あります。 

────────────────── 

   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。15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  おはようございます。

政和クラブの浅沼幸雄でございます。今定例会、

一般質問のトップバッターとして順次質問を行

います。 

 質問に入る前に若干前置きを述べさせていた

だきたいと思います。 
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 今３月定例会の最終日３月11日は、５年前の

東日本大震災大津波発生の日、不幸にして亡く

なられた方々にとっては命日となり、家族や親

戚、知人が亡くなられたり、行方不明となられ

たり、御自宅を流されたりした方々にとりまし

ては一生忘れることができない日であろうと思

います。改めて、亡くなられた方々の御冥福を

お祈り申し上げますとともに、被災されました

方々に対し、お見舞いを申し上げます。行方不

明者の一日も早い発見と仮設住宅にお住まいの

皆様方の一刻も早い住宅再建を願うものであり

ます。 

 さて、私は普段余りテレビを見ませんけれど

も、先週の木曜日、２月25日の夕方のおばんで

すいわてという番組があるようでございますけ

れども、この時間帯にテレビを見ていた家族が

私を呼ぶので行ってみましたならば、遠野物語

ファンタジーの練習風景や親子で出演されたキ

ャストの方へのインタビューの場面でありまし

た。 

 翌26日にも同じ番組のときに、またまた家族

が呼ぶので行ってみたら、そのときには遠野西

中学校のいじめ問題への取り組みについて放映

されておりました。 

 ２日も続けて身近な話題だったので、地元遠

野テレビを見ている錯覚を起こしてしまいそう

でしたし、自分に直接関係がなくても遠野の明

るく、そして前向きな話題に誇らしさを感じた

場面でありました。 

 それでは、通告に従いまして一般質問を行い

ます。 

 私からは、１点目、進化まちづくり検証委員

会からの最終提言について、２点目、岩手国体

の受け入れについてを市長に、３点目、学校で

のいじめ対策についてを教育長に、一問一答方

式により質問いたします。 

 それでは、まず第１点目について、第２次進

化まちづくり検証委員会から、昨年７月29日に

最終提言を受け、その後、第２次総合計画前期

基本計画が12月定例会で可決されました。改め

て最終提言を前期基本計画にどのように生かし

ていかれるのかについて、まず市長にお伺いい

たします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  浅沼幸雄議員の一般質

問にお答えいたします。 

 一問一答ということでありまして、大きな項

目では、この進化まちづくり検証委員会の取り

組みのその後の状況等も含め、それから岩手国

体の一つの取り組みという中における御質問と

して一問一答で行いたいということでありまし

た。 

 冒頭、東日本大震災への一つのこの５年目と

いう節目を迎える中にありまして、被災地の懸

命に復興に向かっている被災地の皆様へのお悔

やみとお見舞いのお言葉があったわけでありま

すけども、これは私ども遠野市としても全く同

じような気持ちで被災地と向き合わなければな

らないのかなと、後方支援という取り組みの中

で遠野モデルとまで言わせしめた、この市民の

底力といったようなものをもってして、さらな

る復興の加速、特に今お話ありましたとおり、

住居の仮設から本設という中における取り組み

なども積極的に支援してまいらなければならな

いのかなと思っております。 

 ある被災地の方から聞きました。仮設住宅を

求めるという中にあって、どうしても学校のグ

ラウンドを使わざるを得なかったと、しかし一

方においては、なかなか本設という方向にいか

なかったという中で、小学校１年生が既にもう

５年生と、グラウンドを思い切り走り回ること

もできないまま卒業していくんだと、果たして

これでいいだろうかというような、本当に真剣

なお話をこの前、お聞きしたことがあります。 

 それが今被災地の現状でもあるということを

考えれば、やっぱり安心して住める、そのよう

な環境を一日も早くという中で、仮設を解消し、

きちんとした安心安全な住める住居環境といっ

たものがまず求められるんではないのかなとい

うようなことも思ったりもいたしているところ

でございますけれども、いずれ懸命に復興に向
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かって頑張っているという状況であるわけでご

ざいますから、いろんな面から遠野市もその復

興といったものに対してどのように向き合って

いくかということにつきまして、真剣に考えて

いきたいと思っておりまして、今大槌町と釜石

市に職員を応援に出しているわけでありますけ

れども、今それぞれ話し合っておりますけども、

釜石市にも大槌にも職員の支援は継続するとい

う方向で話がまとまっているところでございま

すから、これもまたきちんとした仕組みに持っ

ていきたいというふうに思っております。 

 また、遠野物語ファンタジーと、それから西

中学校の取り組みが相次いで放映されたと、私

もそれを見ました。まさに遠野物語ファンタ

ジー、これから市民のまさに官民挙げてという

分野にあっては、その先進的な事例なわけであ

りますから、そのような面におきましては41回

目、これをさらに次の40年に向けて遠野物語フ

ァンタジーというのはしっかりと、西中学校の

あの取り組みも、やはりいろいろあるわけでご

ざいますけども、あのように報じられている中

にありまして、やっぱりみんなが、関係者がし

っかりしなければならないんだなということに

なるわけでございますから、浅沼議員と同じよ

うな認識で私もそのニュースを見たということ

も冒頭に当たり話をさせていただければと思っ

ています。 

 さて、この進化まちづくり検証委員会という

中で、前期計画にどのように位置づけるのかと

いうことでありました。 

 御案内のとおり、第２次遠野市総合計画とい

ったような作業を昨年来いろいろ進めてまいり

ました。６月には基本構想をまとめ、そして12

月には前期基本計画といったようなものもまと

め、議員各位にもお示ししたとおりであります。 

 それに、まち・ひと・しごと総合戦略という

中における人口減少にどう立ち向かうか、その

中で産業振興、雇用の確保、さらには少子化、

子育て対策といったようなものを緊急優先課題

として位置づけながら進めてまいりました。 

 その中にありまして、２年前から進化まちづ

くり検証委員会を立ち上げて、しがらみのない

方々に遠野のこの地区センターも含め、市民協

働の仕組みをどのようにしっかりしたものにし

たらいいかということを議論してまいりました。

議論というよりも検討してまいりました。 

 その中で、委員の皆様にも現場に入っていた

だきながら、さまざまなやり取り、その一連の

経過については、これまでもこの議場でさまざ

ま取り交わされているところでありますので、

詳細については割愛させていただきますけれど

も、その結果といたしまして、昨年７月に進化

まちづくり検証委員会の最終提言が出たという

ことを踏まえまして、それを前期総合計画、前

期５カ年計画の中に位置づけまして、それを踏

まえて、第２ステージという言葉を使っており

ますけれども、地区センターを今の９カ所から

11カ所という形で、これは言いかえれば、私よ

く市民の皆さんから聞かれたときによく話して

るんですけども、しっかりとしたコミュニテ

ィーが位置づけられた昭和の村をきちんと維持

していくという中における取り組みとして、そ

れぞれ地区センターをきちんと配置してという

ところの第２ステージに移行していくというこ

とに持っていかないかという中で、それを前期

総合計画、前期５カ年計画の中に明確に位置づ

け、この４月には、その具体的なものとして、

その地区センター化の11地区の地区センター化

を図っていくということに位置づけたというこ

とであります。 

○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）  地区センターを９カ所

から11カ所に、それは新年度、28年度４月から

そのような体制に移行するという今答弁でござ

いましたけれども、その第２次進化まちづくり

検証委員会からの最終提言の中に、山田委員長

からの挨拶になるんでしょうけれども、最終的

に、その中に山田委員長のそういう文章がある

んですけれども、その中に、ちょっと引用いた

しますけれども、途中でありますが、例えば、

これは山田委員長の挨拶の中の一節でございま
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す。「例えば、最終提言の中には地域づくり計

画の策定について盛り込んでいます。これは計

画をつくれば終わりということではありません。

計画づくりの過程に住民が携わり、計画に基づ

いて住民みずからが行動し、ずっと住民がかか

わり続けていくサイクルをつくってもらいたい

という願いが込められています。そのサイクル

の中で、人が育ち、地域コミュニティーが強く

なっていくことを期待しているのです」という

文言がございます。 

 この山田委員長がおっしゃっているとおり、

地域づくり計画、これを各地区で策定、これか

らするということになるわけなんですけれども、

その策定する過程にいかに住民がかかわるのか

ということで、この計画を実践に移していく際

の成否の鍵がそこにあるのではないかなという

ふうに思っておるのですけれども、市として、

この地区センターを９から11カ所にふやしたの

とあわせまして、この地域づくり計画、あるい

は各自治会でつくる計画、２つあるわけなんで

すけれども、これらを具体的にどのようなメン

バー、あるいは手法でつくっていくというふう

に考えておられるのかについてお伺いします。 

○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）  昨年、提言いただいた

この最終提言、進化まちづくり検証委員会の２

年間にわたる検討結果としての提言の中には、

今御質問ありましたとおり、山田委員長の一つ

の言葉の中に、市民エネルギーを最大限引き出

すことができるという中におけるこの提言とし

てまとめられたわけであります。 

 この提言の中におきまして、一つそれぞれ

キーワードが位置づけられました。 

 一つには、地域運営の自治の原則に基づく多

岐な主体、ということはいろいろな団体がある

わけでございますが、そういったようなものが

協働で課題解決に取り組むといったような１つ

のシステムを構築します。そこ大事なことだと

思います。いろんな交通安全だとか、地域づく

りだとか、さまざまな団体があるわけでござい

ます。更生保護あれだと、そういったような方

がきちんと仕組みをつくるということが大事で

はないか。 

 それから、その場合においては、計画の策定

と、それから実施体制をつくる。やっぱりただ

やってもだめだから、ちゃんと計画、地域づく

り、地域ごとに１つの計画をつくるべきではな

いだろうかと、さらには担い手、これもやっぱ

りリーダーの方が大事であります。 

 これ私、この中で、非常にこのリーダーとい

うものは大事だ。やっぱり地域のとりまとめを

することが大事だという中で、これはちょっと

傾向として、市の職員のＯＢの方々が区長にな

る事例もいろいろ出てきている、あのような傾

向もやっぱり市職員としてのさまざまなノウハ

ウを持っているわけですから、それを今度は地

域という部分のあの傾向は非常にいいことじゃ

ないのかなと私なりに、そのように評価するわ

けでございます。 

 そういうことで、担い手といった方々のその

取り扱いをきちんとすべきではないだろうかと、

さらには、この共助づくり、共助機能、ともに

助けるという、いろんな消防団も含めていろん

な共助づくり、そういったようなものをしなさ

い。 

 それから、自治会と行政区、これもやはり大

きな議論になりました。行政区長と自治会長が

どうなる、この辺のところもきちっとすみ分け

をしなければならない、そしてもう一つは、そ

の中に官主導という一つの言葉があるんですけ

ども、地区センターが官主導の中にあったんで

はないだろうかと、したがって、この地区セン

ターの機能も、もう見直しすべきじゃないかと

いうよりも、再点検しながら改めて構築すべき

ではないだろうかというような、そのような提

言もあったわけであります。 

 それから、市民センター、これをどのように

市民センターに拠点化を図るのか、そこをどう

サテライトをネットワーク化していくのかとい

う部分も含めてということになるわけでござい

ますけども、その位置づけといったように、非
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常に多岐にわたる内容、しかし、それは突き詰

めれば、ただいまお話ありましたとおり、市民

のエネルギーをどう引き出すのかということに

尽きるということを基本にしながら、この４月

以降、それを言うなれば、完璧な仕組みとして

スタートすることはできませんので、これまで

の経緯もよく踏まえながら、あるいはこれまで

の議論をよく踏まえながら、やれるところから

やっていこうという方向の中で４月以降、いわ

ゆるスタートさせたいというように考えている

ところであります。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  今の市長の答弁の中に

官主導というお言葉がございましたけれども、

この最終提言の中にも、やっぱりそのようなこ

とが何カ所かに書かれております。 

 カントリーパーク構想、私はそれはそれでよ

かったんじゃないかなと、その時代に合った構

想で、その当時の遠野のコミュニティーをつく

り、支えてきたんじゃないかなというふうに思

っております。 

 ただ、この山田委員長含めた第２次進化まち

づくり検証委員会が最終提言の中に、今市長が

おっしゃった官主導ということありますけれど

も、今の段階になって見直しした場合に、やは

り官主導というものの考え方じゃなく、やっぱ

り民、住民主体というものの考え方になってい

かなければならないということで、いろんな進

化まちづくり委員会からの提言が出てきたんだ

ろうと想像します。 

 確かに地域づくり、自治会単位、あるいは地

連協単位でこれから地域づくりの計画を立てて

いくわけなんですけれども、それに住民がかか

わって、そしてその中で人が育ち、コミュニテ

ィーが強くなるという山田委員長のおっしゃる

とおりなんですけれども、やはりずっと長い間、

官主導でやられてきた地域づくり、コミュニテ

ィーづくりというものは、歴史も含めて、その

地域地域の自治会の歴史も含めて、ある程度な

じんでいる、体にしみ込んでいることなんだろ

うなというふうにも思うんです。 

 そういうものを改めて住民がみずから計画を

立てるということは、本当にこれ大変な取り組

みじゃないかなと私は思います。 

 裏を返せば、この計画づくりのときに、極端

な話、今現在の自治会の上の方々は第三者的に

傍観者に回ると、そして今まで地域づくりに余

り携わらなかった人たちが中心となって、若い

人たちも、女性も含めて、そういう地域づくり

の計画ができるんであれば、私はもう半分以上

コミュニティーの再生、あるいはこれから遠野

を動かしていく立派な原動力になるんじゃない

かなと思うんですよね。であるので、この計画、

自治会あるいは地連協単位の計画をつくる際に

は、ぜひ今までにない角度からものを見たり、

考えたりしてつくっていくべきではないのかな

と。 

 例えば、その中には、市役所の職員、先ほど

ＯＢの方々の話も市長のほうから出ましたけれ

ども、300人超える市職員がいるときに、それ

ぞれの遠野市以外から通っている方々は別です

けれども、所属する自治会があると思うんです

けれども、恐らく、それぞれの職員の方々が自

分の地域づくりにかかわっている度合いという

のはいろいろあると思うんですよ。 

 それは一概に強制できるものではないと思い

ます。がしかし、この場に及んでは、ぜひ市の

職員も今まで地域活動に余りかかわったことの

ない人たちも含めて、地域の中で今までにかか

わっていない若者、女性も含めて、そういうメ

ンバーで地域づくりの計画をできるような方策

を市のほうでも誘導していかなければならない

のではないかなと考えるんですが、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）  ただいまの御質問の中

で出てまいりました、やはりどのような仕組み

をつくっていくのかということが、言うなれば

我々も市民の皆様も問われているというような

認識でいいんじゃないのかなと思うわけでござ
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いますけれども、それぞれの地域づくりといっ

ても、それぞれの地域特性もある。今計画とい

うものをどのようにっていう部分もありました。 

 したがって、それぞれ９この地区センター11

地区の中において皆地域特性、その中における

一つのリーダーの方々も含め、地域のまさに特

性というのがあるわけでございますから、それ

をどう組み込んでいくかというような、だから、

一律、横並びということには決してならないだ

ろうなというように思っております。 

 したがって、一つの例でありますけれども、

宮守町っていう中にも鱒沢地区と達曽部地区に

もという中で、ある市民の方から、せっかくま

とまっておったのをバラバラにするのかという

ような質問を私も受けました。 

 だから、そうじゃないと、宮守という一つの

地域の中の一つの歴史がある、宮守総合支所と

いう中で10年間いろいろ取り組んできた、それ

をもっときめ細かくするという部分にあって、

鱒沢地区と達曽部地区でもっと身近なとこでや

る役割がある。 

 しかし、それを今度は宮守という総合支所と

いう中で起きる機能の10年間の１つのノウハウ

を、あるいは教訓を、あるいは反省を踏まえな

がら、それをトータルコーディネートをるとい

う中で身近なものとトータルコーディネートを

しながら宮守町という１つの地域を地域づくり

を進めていく、それが遠野の11地区ともそれぞ

れネットワークを結びながら、市民センターと

いうものに集約されながら、１つの地域の活力

がそこの中で出てくるんだと、まあ、それもそ

れぞれの計画を持ちながら、それを束ねるとい

う機能も持たせながら、特に時代背景が大きく

変わっておりまして、いうところの高齢者のひ

とり暮らしであるとか、災害弱者っていうよう

な方々だとか、さらには買い物弱者と言われる

方々だとか、これはどんどんふえてくるという

現実であるわけでございます。 

 それをきめ細かくフォローするのも、これも

地区センターの役割として持たなければならな

いというようなところも踏まえれば、安心安全

といったことになると、消防団という組織をど

のように組み込むのか、取り組むのかというよ

うなところも１つのキーワード、そしてまたも

っともっと身近となれば、いうところの、婦人

消防協力隊のような方々のひとつあの組織をど

う地区センターが取り組むのか、いや、健康づ

くりも大事だって、健康寿命、介護にならない

ようにっていうことなれば、これもすごい大事

だとなれば、地区センターの入りついた主事、

担当職員が保健師さんとうまく連携をとりなが

ら、そういった健康づくりという部分にアプ

ローチしていくっていう部分も地区センターの

役割ではないだろうかというふうになれば、そ

の守備範囲の中で、よりきめ細かく、そのすき

間を埋めるような、そういうネットワークが構

築できるんじゃないのかな、また構築しなけれ

ばならないんじゃないのかな、行政はやっぱり

ほっとくわけにはいかない、しかし、だとすれ

ば全部きめ細かくやるといっても、これは物理

的にも限界があるとなれば、今お話がありまし

たとおり、いろいろな方を取り込みながら、１

つの計画をつくり、それを仕組みにし、それを

実行に移していくということに４月以降、ぜひ

そのような方向で動きたいというように考えて

いるところであります。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  また話は戻るんですけ

れども、市長の前の答弁の中で、今までの仕組

みを急には変えられないと、今までの仕組みと

いうのは、官主導という仕組みを急には変えら

れない、できるところからやっていくんだとい

う答弁がありましたけれども、今定例会といい

ますか、所信表明の中にも、あるいはタフ・ビ

ジョンの新しい構想の中にもリーディングプロ

ジェクトという言葉が何回か出てきております

けれども、私もこのリーディングプロジェクト

になるかならないかはわかりませんけれども、

市内にたくさんある自治会、あるいは地連協、

この中でどこか何カ所か、本当に自分たちが主

体性を持って、そういう計画をつくる、そうい
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う見本的な地区をつくったらどうなのかなと、

そこの地区には意識して、とにかく今までとは

違った形のメンバー、あるいは話し合いの内容

で、その地区の計画をつくるという、言い方が

悪いんですけれども、実験的な試みも必要では

ないのかなと、なかなかこれ、多分具体的にど

うすれば地域住民を巻き込んだ計画になるのか

って、ここまでは言える部分ですけれども、実

際にはやってみないとわからないところも多分

あるのじゃないかなと、そういうところも考え

ますと、本当にどこかの地域を手挙げ方式でも、

あるいはそれ以外の方式でもいいと思うんです

けれども、そのようなリーディングプロジェク

ト的な地区を何カ所かつくってみたらどうかな

というところも考えるんですけれども、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）  ただいまの御質問の中

にもそれぞれ触れられて、地域づくり、これは

非常にこれから遠野市にとってというよりも、

市町村にとって極めて大事なことであります。 

 人口減少、これは避けて通れない、そしてま

た少子高齢化というこの波が、そのものですか

ら人口減少ということにつながってくるという

ことになるわけでありますから、それらを踏ま

えれば、今お話あったようなことを踏まえなが

ら、この遠野の底力といったものをどのように

示すのかということがこれから問われる。 

 これは10年、20年後を見据えながらというこ

とになるわけでありますけれども、その中で、

やっぱり考えていかなければならない、横並び

というよりも、やっぱり一つの先進事例といえ

ばちょっとあれでございますけどもね、そのよ

うなことも、実はこの遠野の、この新遠野市だ

って従来の中でいろいろさまざまなことに挑戦

してきました。 

 やっぱり官民といったような地域住民とがっ

ちりとタックを組みながらやっていると、一つ

の例でありますけれども、それぞれの団体の事

務と通帳管理などを全部地区センターでやって

いる地区センターもあれば、それぞれの団体が、

もう団体の責任できちんと管理し、ちゃんと対

応しているところもあるって、それもそれぞれ

違いがあるわけですね。 

 やっぱり理想的なのは、１つの団体は団体の

自主的な主体的な中できちっと管理をする。地

区センターに全部丸投げするんじゃないんだと

いう部分も、であれば、やっぱり自主的な市民

団体、あるいは活動団体の方々の主体性を尊重

しながら、それをトータルコーディネートする

のは地区センターだと、全部丸抱えで受けるん

じゃないんだ。 

 だから、よく行政主導だという部分が、その

中にはやっぱり反省としてあるんじゃないのか

なと思ってますから、いい事例もある地区もあ

るわけでございますから、そういったモデル事

例のようなものもきちんと、いいことは皆でま

ねるということも、それはすごく大事だと、や

っぱりやってみてまずかったというのは、これ

は反省しようという中における取り組みをしな

がら、やっぱり企画力、それに伴う、それを実

行するというようなものが、それぞれの中にお

いて、今度は地区にも通っていってもいいんじ

ゃないだろうか、市がこう言ったからとか、こ

んなことを言われたけど、支所がこう言ったか

らじゃなくして、やっぱりそこは自治というも

のに、地域住民の自治というものをその中に位

置づけられるわけでありますから、それは大い

に尊重しながらという中における取り組みで進

めていくということになるんじゃないのかなと

思っておりますので、そのような形で御理解い

ただければと思っております。 

○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）  市長のただいまの答弁

の最後のくだりのところ、まさに私は自治会、

住民自治の基本ではないのかなというふうに思

って伺いました。 

 私も、この質問をしたからには、地元に帰っ

た際には一地区民としてぜひ遠野の見本となる

ようなプロジェクトに働きかけ、あるいは一緒
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にやっていきたいなというふうに思っておりま

す。 

 それでは、続きまして、２点目の質問に入り

ます。 

 本年10月２日から６日に当市を会場として実

施される二巡目の岩手国体サッカー競技、少年

男子の受け入れの準備は順調に進んでおられる

ものと思いますけれども、まずはその受け入れ

準備の状況について市長からの答弁をお願い申

し上げます。 

○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）  二巡目の岩手国体とい

うことで、もうカウントダウンが始まっており

ます。 

 10月１日には少年サッカーの主会場としてと

いう中で、市役所の組織の中にも国体開催準備

推進室という専担室を設けまして、そこにスタ

ッフを配置いたしまして、市民センター所長に

そのことを束ねながらいろいろ準備、受け入れ

準備にいろいろ当たっていただいておりますの

で、ただいま御質問のありました受け入れ状況

についての現状はどうなっているかということ

につきまして、担当の市民センター所長のほう

から、ちょっと今の現状の取り組みの状況、花

いっぱい運動であるとか、ボランティアの募集

であるとか、本当にさまざまなことを行ってお

ります。 

 この間、実はある会合で県内の町村長さん方、

首長とのちょっと懇談会がありました。そのと

きに、遠野の国体に向けての取り組みが非常に

話題になっていると、うちのほう、さっぱり盛

り上がらないんだよなという話がありましたの

で、どのような受け入れ態勢の準備状況になっ

ているのか、担当のほうからちょっと具体的に

御答弁申し上げますので、御了承いただければ

と思います。 

○議長（新田勝見君）  鈴木市民センター所長。 

   〔市民センター所長兼地域づくり担当部

長兼宮守総合支所長鈴木惣喜君登壇〕 

○市民センター所長兼地域づくり担当部長兼宮

守総合支所長（鈴木惣喜君）  命によりまして、

お答えいたします。 

 10月に開催される希望郷いわて国体本大会で、

本市は、サッカー競技少年男子の会場地となっ

ており、24チームが来遠し、10月２日から６日

まで全24試合が行われることとなってございま

す。 

 競技会場は、遠野運動公園陸上競技場、遠野

運動公園多目的運動広場、遠野市国体記念公園

市民サッカー場の３会場となっております。 

 平成25年度及び26年度では、競技会場となる

３施設の改修工事を行い、平成27年度には、遠

野運動公園陸上競技場管理棟の改修工事を行っ

たところでございます。 

 平成25年12月４日に、「希望郷いわて国体遠

野市実行委員会」を市及び県並びに関係機関・

団体を構成員として設立してございます。 

 実行委員会では、「おもてなしの心で歓迎、

復興支援への感謝、国体への参加」を柱に、希

望郷いわて国体サッカー競技少年男子を成功さ

せるための準備を進めております。 

 平成26年度を広報・啓発の年とし、市民の意

識高揚を図るためＰＲ活動として、国体ダンス

の普及、国体花いっぱい運動、遠野市国体記念

公園市民サッカー場人工芝グラウンドキックオ

フイベント、着ぐるみによる各種イベントで、

これらのＰＲ、啓発物品の配布等を展開してき

たところでございます。 

 今年度は、希望郷いわて国体サッカー競技リ

ハーサル大会を成功させるため、市民協働の年

と位置づけております。 

 市内全ての保育園、幼稚園、小中学校、遠野

高校に、手づくりののぼりを制作いただきまし

た。遠野緑峰高校には、来遠する選手・監督、

競技役員にお配りする記念品として、ホップ和

紙のしおりを制作いただいております。 

 昨年10月１日には、１年前イベントとして、

カウントダウンボードの除幕式を行い、これは、

国体の本大会総合開会式が開催される10月１日

までの日数を表示するボードで、４基制作しま

した。とぴあ、遠野市観光協会、遠野風の丘、
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ｍｍ１に設置しているところでございます。 

 平成27年度は、国体花いっぱい運動として、

花プランターを1,300個作成し、観光施設や公

共施設のほか、希望郷いわて国体サッカー競技

リハーサル大会の競技会場周辺に配置したとこ

ろでございます。 

 昨年10月17日、18日には、希望郷いわて国体

サッカー競技リハーサル大会として、第51回全

国社会人サッカー選手権大会の１回戦４試合と

２回戦２試合を本市で開催し、その際に、エス

コートキッズを実施いたしました。サッカー競

技を開催する４市のうち、リハーサル大会でエ

スコートキッズを実施したのは本市のみでござ

います。 

 また、先進県の取り組みを学ぶため、長崎国

体及び和歌山国体の視察研修を行ったほか、昨

年の和歌山国体では、サッカー競技少年男子の

会場地である上富田町の実施本部に、国体開催

推進室の職員１名を従事させております。 

 御質問の国体の受け入れ準備については整い

つつありますが、次の課題もございます。 

 本市で開催される競技が団体競技のため、来

遠する選手、監督等が宿泊する客室が不足して

おります。 

 また、宿泊施設から競技会場までの計画輸送

に使用するバスの確保について、岩手県全体で

必要としているバス台数が、岩手県内のバス提

供可能台数を上回っている現状にもあります。 

 市といたしましては、岩手県など関係機関と

連携をしながら、課題を解決し、受け入れ準備

に万全を期してまいりたいと思っております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○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）  若干の課題はあるけれ

ども、おおむね順調に準備が進んでいるという

ふうに捉えました。 

 一巡目の国体のときも遠野市は少年男子のサ

ッカー競技を受け入れたわけなんですけれども、

そのときは民泊も大分実施されたようで、その

とき以来、まだまだおつき合いをなさっている

方々もおるというふうに伺っております。 

 これは、とりもなおさず遠野らしさの受け入

れのたまもの、あるいはそれの遺産というふう

に捉えていいんではないのかなと感じているん

ですけれども、この二巡目の遠野で受け入れる

国体におきまして、改めて遠野らしいおもてな

しということを重点的にどのようなことを取り

組んで遠野らしいおもてなしをしようかと、し

ようとしているのか、もしございましたらお願

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）  受け入れに当たっての

準備状況等につきましては、今担当所長のほう

から詳しく説明をというか、答弁を申し上げま

した。 

 他の33市町村の取り組み、主会場であれば北

上市の状況、あるいは盛岡市も主会場ではあり

ませんけれども、盛岡市もかなり大きな役目を

果たすんではないだろうかなと思ってまして、

33市町村がどのようにそれぞれの特徴を生かし

ながらという部分も、また一方には到来、しか

し、46年前の岩手国体のときとは、もう社会情

勢もいろんな背景も大きく変わってきている。 

 しかし、やっぱり基本的には変わらないのは、

どのようなおもてなしをしながらお迎え入れを

し、遠野を発信していくのかということがある

意味では問われている。 

 46年前も民宿という中における取り組みで、

遠野の一つのスタイルを築き上げたという一つ

の経過もあるわけでございます。 

 したがいまして、それを思い起こしながら、

やはり今課題としてある、受け入れの宿泊の問

題、あるいはバスの送迎の問題なども課題とし

てということが、今ただいまの答弁で申し上げ

ましたけども、そのことを踏まえながら、市民

の皆様の力をお借りし、まさに市民協働の仕組

みの中から花いっぱい運動で遠野全体を、この

10月という季節柄から、そういうまさに遠野の

景観を生かした中における、この１万本といっ

たような花いっぱいのようなものも、今のこの
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33市町の取り組みを見ると、仕組みとして仕組

み的にきちんとやっているのは遠野だという話

も聞いておりますから、それをしっかりしたも

のにしたい。 

 それから、やっぱり郷土芸能、あるいは郷土

食といったような遠野らしさというお話があり

ました。また、遠野ならではという部分であれ

ば、やっぱり思いやり、おもてなしとなれば、

郷土料理なり郷土芸能なりに努め、やっぱりそ

の中できちんと位置づけることができるだろう

と。 

 そしてまた一方においては、遠野の一つ持っ

ている地域資源をどのように生かして、それを

交流人口の拡大、あるいは観光振興につなげる

かというような一つのプログラムも、この国体

を契機にして、それをばねにしながらやってい

かなければとなれば、どういう仕掛けをしてい

くのかということも、その中でまた我々なりの

知恵も見出していかなければならないのじゃな

いかなと思っておりまして、そうしますと、や

っぱり観光協会であるとか、あるいはふるさと

公社であるとか、そういったところとどのよう

な密接な連携をとるのかということが大事では

ないのかなというふうに思っております。 

 そしてまた、この国体は、おもてなし、おも

いやり、おもてなし、お迎えをするということ

も去ることながら、次の時代を担う子どもたち

に、同時に夢と希望をという部分になれば、エ

スコートキッズを昨年の社会人サッカーのとき

にやったって言ってました。 

 それを小学の低学年、それこそ将来の担う子

どもたちに、自分が小学校のときにこういうこ

とがあったな、手をつないだ選手がテレビに映

っているよっていう中において、自分もそれ目

指そうというような、そのような夢と希望を与

えるような、そのような子どもたちに夢を与え

るような、そのような仕掛けもやっていくとい

うのも、これまたある意味においてはおもてな

しという部分にもつながるんじゃないのかなと

思っていまして、そのようなアイデアを出しな

がら、遠野らしい、この岩手国体少年サッカー

といったものに持ち込みたいというように決意

をしているところでございますので、いい意見、

提言等もまたいただければということもお願い

いたしまして、答弁といたします。 

○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）  遠野らしいおもてなし、

それはとりもなおさず地元の小さいお子さん方

に対するものも含めてという答弁でございまし

た。 

 遠野を訪れる競技する方々、多分、私の記憶

に間違いなければ、満14歳から16歳、中学生か

ら高校２年生までというふうに記憶しておりま

すけれど、ちょうどこの年代の方々っていうの

は、すごく感受性の強い方々ではないのかなと、

こういう方々が遠野に来て、遠野らしいおもて

なしを受けることによって、将来的に立派な人

間になって遠野に来て一肌脱ごうという方々も

出てくるかもしれません。あるいは、家族を持

ってリピーターとしてまた遠野に行ってみたい

なと思う方も出てくるかもしれません。 

 ぜひ、そのような方々が１人でも多く出てく

るような、そういうおもてなし、私たち議員も

もちろんできる限りのおもてなしはするんです

けれども、そういうことを当局、議会、そして

市民一丸となって取り組むことができればなと

いうふうに念願して、３つ目の質問に移らさせ

ていただきます。 

 ３点目は、今月２月９日付の地元紙に遠野西

中全国サミット報告会という題目でいじめ防ぐ

議論真剣という大見出しと全校生徒を思い教諭

というサブタイトルで遠野西中が取り組んでい

るいじめ問題への対応が取り上げられました。 

 新聞を読んだだけでもすばらしい活動だとい

うことは伝わってきましたけれども、その詳細

について、まずは教育長にお伺いしたいと思い

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）  浅沼議員の一般質問

にお答えをいたします。 
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 御案内のとおり、西中学校では、今年度、県

内で起きた中学生のいじめを苦にしたと思われ

る自殺案件をきっかけに、生徒会執行部が「い

じめ撲滅プロジェクト」を立ち上げて取り組み

を現在まで行っております。 

 いじめ撲滅プロジェクトの１つとして、「メ

ッセージビデオ」を作成いたしました。 

 「メッセージビデオ」は、悪口やからかいな

ど、いじめの芽を見過ごさないようにしていく

ためのメッセージを生徒一人ひとりが考え、画

用紙に書き、そのメッセージを掲げてビデオに

録画したものでございます。 

 録画したビデオは、10月25日に行われた西中

文化祭で保護者の方々や地域の方々に披露して

おります。また、作成したポスターは校舎内に

掲示をしております。 

 この、「メッセージビデオ」などの取り組み

について、新聞やテレビで紹介をいただきまし

たので、ごらんになった方も多数おいでになっ

たかと思います。 

 また、県教育委員会でも、遠野西中学校の、

生徒主体のいじめ防止の取り組みについて注目

し、「全国いじめ問題子供サミット」の、東京

で行われましたけれども、岩手県代表として推

薦をいただきました。 

 そして、ことしの１月23日、３名の生徒諸君

が文部科学省に出向き、全国いじめ子供サミッ

トで発表を行っております。 

 「全国いじめ問題子供サミット」では、自校

の西中の発表だけじゃなく、全国のほかの小中

学校のいじめ防止の取り組みなどを聞くことが

できました。 

 また、いじめを見たらどうするかなどの話題

に、グループごとに協議をしたり、全体協議で

決意表明の内容を発表したりなどの話し合い活

動も行いました。 

 西中学校では、この東京でのサミットに参加

後、２月８日に学校で報告会を行いました。報

告会では、参加してきたことを発表するだけじ

ゃなく、「いじめを見つけたらどうするか」と

いう全国いじめ問題子供サミットと同じテーマ

で全校での討議を行う取り組みをいたしており

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）  詳細について、教育長

より説明がございましたので、かなり細かい部

分についても理解することができました。 

 ２月10日付の全国紙になるんですけれども、

このような記事が載っております。抜粋ですけ

れども、公益社団法人子どもの発達科学研究所、

大阪市北区にあるそうですけれども、この研究

所の主席研究員和久田学さんという方が次のよ

うに申しております。「いじめについての加害

者と被害者を見つけるのは難しく、大多数の傍

観者の行動を変えるほうが確実。当事者以外の

子ども以外の行動が変わることで、学校風土が

変わり、いじめを予防できると説明する」と、

この研究所の主任研究員がおっしゃっていると

おり、遠野西中は、図らずもこのような活動を

行ったのではないかなというふうに感じるので

す。 

 一般的にいじめ問題というのは、起きてから

の対応、今回の定例会にもいじめに関しての委

員会の設置の条例も出ておりますけれども、起

きた後についての対応になりがちなんですけれ

ども、いかにその予防が難しいかと、仮に予防

策を講じたとしても、それがなかなか各論まで

入っていかないので、言い方変えれば表面上の

予防策であるので、なかなかいじめの根絶には

つながっていかないのじゃないのかなというふ

うに常日ごろ感じていたわけなんですけれども、

今回のこの西中学校の取り組みは、生徒が自主

的に自分たちの考え方でいろんなことを話しす

るということ自体が、私はいじめの防止に大き

く役立つんじゃないのかなというふうに感じて

おります。 

 教育委員会として──その前に、このような

活動というのは、市内に小学校、中学校あるわ

けなんですけれども、今現在、西中学校だけな

のか、このような活動を行っているのは。ある

いは、市内の他の学校においても行っているの
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かについて確認したいと思います。 

○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）  どこの学校でもいじ

めはよくないというような風潮、学校規範等を

年間を通してやっていかなければならないと感

じております。教科を通して、道徳を通して、

それから家庭教育を通して、広範にそういう風

潮をつくっていかなければならない世の中だと

いうふうに思います。 

 学校でこれを大きく取り上げているのは、今

のところ西中が先行しております。 

○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）  西中学校の取り組み、

非常にいい取り組みだなと、私さっきから申し

上げているんですけれども、これはかなり私の

主観も入ってございます。でありますので、必

ずしもこれで絶対なんだ、全てなんだというこ

とではないと思いますが、やはり一つのいい事

例としてぜひ当面は市内の学校に水平展開をし

ていくべきなのかなと、ゆくゆくは県内、ある

いは全国にこういう取り組みを広げていっても

いい取り組みではないのかなと感じますけれど

も、教育長のお考えをお伺いします。 

○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）  御指摘のように、広

範な世論づくりというか、風潮づくりというか、

それはしていかなければならない世の中だとい

うふうに思います。 

 １月の19日に市では第１回目の市いじめ防止

等対策委員会を開催いたしました。 

 この委員会は、昨年12月１日より施行してお

りました遠野市いじめ防止等基本計画に基づき、

遠野市生徒指導推進協議会の専門委員会として

設置された委員会で、市内の小中学校長、ＰＴ

Ａ、警察、中部教育事務所等の関係団体が委員

になっております。 

 この委員会の中で、第１回目の委員会の中で、

西中学校の「全国いじめ問題子供サミット」の

発表をいただき、後日、学校で開催された報告

会の取り組み内容を詳細に報告いただきました。 

 報告会では、「いじめを見たらどうする」と

題したシートに、自分はどうする、周りの友達

はどうするといったことや、いじめをとめられ

ないのはなぜかについて、自分の考えを記入し、

全体で発表し合う取り組みが紹介されました。 

 会議に参加した委員から、議員御指摘のとお

り、この取り組みをぜひ他の中学校へも広げて

もらいたいという意見が多く出されております。 

 来年度以降の具体的な取り組みについてこれ

から協議することになりますけども、市内３校

の中学校生徒会で組織しております遠野市中学

校生徒会連絡協議会を中心として、３中学校で

取り組みを行うことを確認いたしました。 

 いじめ問題について、どの子どもにも、どの

学校でも起こり得るものであります。滝沢市や

矢巾町で起きてしまったような、悲しい結果に

つながることがないよう、特にも、いじめ未然

防止策について重点的に取り組んでまいりたい

と考えております。 

○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）  これで一般質問を終わ

ります。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午前10時59分 休憩   

────────────────── 

   午前11時09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。13番小松大成君。 

   〔13番小松大成君登壇〕 

○13番（小松大成君）  通告に従いまして、日

本共産党遠野市委員会を代表し、一般質問を行

います。 

 １つには、安倍首相の憲法改正発言に対する

市長の見解です。 

 ２つ目には、ＴＰＰ大筋合意・調印に対する

市長の見解であります。 

 ３点目には、県立高校再編計画に対する遠野
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市の対応をお伺いしたいと思います。 

 以上、３点について、一括方式にお伺いいた

します。 

 この一般質問も大分一問一答方式が採用され

まして、それなりに議論もかみ合ってきたのか

なと思いつつも、私の場合はあくまでも市長の

政治理念でありスタンスなりをお伺いすると、

１つの問題に対して突き詰めてやるといった一

問一答方式に合わないという立場から一括で質

問させていただきます。 

 その前に、平成23年３月11日に発生した東日

本大震災から間もなく５年がたとうとしており

ます。改めて日本共産党遠野市委員会を代表し

て、お亡くなりになられた方々の御冥福をお祈

りいたしますとともに、今なお仮設住宅等で不

自由な暮らしを余儀なくされております被災者

の皆様方に心からのお見舞いを申し上げます。 

 また、ことしは希望郷いわて国体が46年ぶり

ですか、開催となります。前回の岩手国体は昭

和の45年、私が遠野農業高校入学したその年の

秋で、市民サッカー場でサッカー競技開始式に

おいて遠野高校、遠野農業高校１年生らが合同

で市民歌を歌ったと、そういった思い出があり

ます。今では貴重な体験でした。 

 そのような機会が再び訪れることに心躍る思

いを抱いている市民は数多くいると思います。

私もその１人ですが、競技が成功裏になされる

ことを望むとともに、全国から参加された皆様

に何度でも訪れたくなる遠野としての魅力を発

信する絶好の機会でもあります。そのことにも

心を砕き、事業の成功を祈るものであります。 

 それでは、質問に入ります。 

 最初に、政治の根本である日本国憲法に対す

る市長の見解をお伺いいたします。 

 同様の質問は過去にも何度か取り上げ伺って

おりますが、ここにきて憲法遵守義務を負う内

閣総理大臣、国会の場で憲法改正を公然と発言

するといった異常事態になっていることに危惧

をするものであります。 

 安倍首相は２月３日、４日の連日、衆議院予

算委員会の審議において、戦力保持を定めた憲

法９条２項の改定に言及いたしました。 

 そもそも自民党は自主憲法制定を党是として

おりますから、その党首である安倍首相は改憲

主義者として振る舞うことについてとやかく言

うものではありません。 

 しかし、これまでの自民党総裁であっても、

内閣総理大臣にあっては立憲主義の立場からし

て、国権の最高機関である国会の場で憲法遵守

義務を負う内閣総理大臣の発言としては許され

ないとする一定の配慮はなされてきたようであ

ります。残念ながら、安倍首相にはそんな配慮

もありません。これも首相がいうところの規制

の岩盤に穴を開ける、そういうことなのでしょ

うか。 

 この憲法無視とも言える発言に至る伏線は、

昨年の通常国会からありました。 

 安倍政権はさきの通常国会で安保法制を強引

に成立させるために国会史上最長となる95日間

もの会期延長を行いました。これ自体、多数党

の横暴を防ぐという国会の会期制の原則を踏み

にじるものでした。 

 遠野で行われるサッカー競技ですが、サッ

カーで言えば時間制限90分以内で負けが決まっ

たにもかかわらず、自分が勝つまで試合時間を

延長するようなものです。 

 さらに集団的自衛権の行使を可能とする法案

の内容自体が多くの憲法学者が憲法をじゅうり

んする違憲立法であるとしてきました。指摘す

るのみならず、日弁連が先頭に立って法案阻止

の集会が全国各地で開催されたのです。 

 集団的自衛権の行使は、従来の憲法解釈の根

本を180度転換する立憲主義の破壊であり、憲

法９条の規定を踏みにじる暴挙にほかならない

と私は思います。 

 事実、昨年６月４日に開催された衆議院憲法

審査会の参考人質疑では、自民党、公明党も含

めて同意した３人の憲法学者全員が安全保障関

連法案について集団的自衛権の行使は憲法に違

反しているとの認識を表明し、安倍内閣に大き

な衝撃を与えました。 

 憲法学者の99％が憲法に違反しているとの考
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えを、その報道もあります。憲法に反する法律、

つまり違憲立法は憲法98条で認められないとな

っております。私はこの法律は無効であると信

じております。 

 当時、政治家の責任で強行するんだとの議論

が政権与党内にあったようですが、それは法治

主義で、立憲主義の否定にほかなりません。お

れが法律だなどということになれば、どこぞの

独裁国家と大差のない議論になってしまいます。 

 このように、幾重にも憲法をじゅうりんした

安倍首相にとって、ここことさら目ざわりにな

ってきた憲法の改正は、もはや避けて通れない

課題といったところでしょうか。 

 この安倍首相の憲法９条明文改憲発言に対し

て、作家の澤地久枝さんは、記者会見で、こん

な慌ただしく粗末な形で憲法を否定する自体は

予想しながらも実現するとは思っていなかった、

安倍首相が改定しようとしているのは、特に９

条２項です。交戦権を認め、人を殺し殺される

ことを公に認めようとする動きです。安倍首相

は憲法学者の７割が９条２項を捨てることに反

対であると言いながら、明文改憲を強行すると

しています。戦争法の成立でアメリカが戦争を

起こせば、日本の自衛隊は共同歩調をとること

になります。今まで１人の戦死者も出さず、他

国の人を１人も殺してこなかったという戦後の

歴史が終わり、私たちが絶対やらないと70年前

に誓った戦争がもう一度よみがえってきます。

本当に今命がけで明文改憲に反対しなければ、

日本はもう一度戦争をする国になり、私たちの

子や孫、ひ孫たちが意味もなく人の殺し合いの

場に出て、かけがえのない命を失うことになり

ます。今こそ本当に戦争に行く道を塞がなけれ

ばならないと述べ、最後に私たちは決して負け

ないと結び、そのソフト語り口に秘められた強

い意識に私は心を動かされました。 

 私たちは戦争法と呼んでいる安全保障関連法

案が成立したということで、早速アメリカから

南スーダンでの駆けつけ警護の伺いがあったと、

我が党機関紙しんぶん赤旗で報道されました。 

 先ほども申し上げましたけれども、日本は戦

後70年になりましたが、現在戦後ではなく、戦

前になろうとしているのではないかと危惧せざ

るを得ません。このような安倍首相の明文改憲

発言に対する市長の見解をお伺いいたします。 

 次に、ＴＰＰ大筋合意・調印に対する市長の

見解についてお伺いいたします。 

 この質問は、ＴＰＰ協定が取りざたされた当

初から何度となく市長の見解を伺っておりまし

たが、ここに来てＴＰＰ大筋合意・調印といっ

た事態を迎え、新たな展開を迎えております。 

 この問題は、2011年11月、当時の野田首相が

ＡＰＥＣ首脳会議で交渉参加に向けた関係各国

との協議に入ると表明したことから政局の大き

な焦点となってまいりました。 

 当然のことながら、最終的に完全撤廃を究極

の目的とするＴＰＰ協定に対しては、関税でか

ろうじて生産を維持してきた米生産農家をはじ

めとする多くの農民の反発を招き、農協を中核

としたＴＰＰ反対運動が日本津々浦々に展開さ

れてきたのは周知のとおりです。 

 私自身その反対運動の中にいて、何度となく

国会請願や日比谷野外音楽堂で開催された反対

集会の舞台の上で、大きな声を張り上げたこと

を思い出します。 

 そして、昨年９月29日でしたが、合意に向け

た交渉が進められているといった情報を受けて、

いてもたってもいられなく、衆議院議員会館で

開かれた農水省交渉にも参加して、遠野の農業

の現状を訴えて、ＴＰＰ大筋合意は地方の農業

農村に壊滅的なダメージを与える、ＴＰＰ交渉

から撤退せよと訴えてまいりました。一地方の

共産党議員の訴えなど、どこ吹く風といった農

水省幹部職員の態度に怒りがこみ上げてきまし

たけれども、感情を抑えつつ、めげずに発言を

してまいりました。 

 さて、ＴＰＰ大筋合意で我が国は米や牛肉、

豚肉など、重要５品目のうち３割、輸入農産水

産物全体では81％の関税撤廃を約束してしまい

ました。 

 一方では、米国の自動車の輸入関税の撤廃は

25年先、この事実を見ても、日本の国益を守っ
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た交渉結果などと言える代物でないことは明ら

かです。 

 さらに驚くのは、政府が昨年末発表したＴＰ

Ｐ大筋合意に、日本の実質国内総生産ＧＤＰは

2.6％増の13.6兆円増となる。対して、農林水

産業の生産減少額は1,300億円から2,100億円程

度と発表したことにあります。 

 安倍政権は2013年の２年前にもＴＰＰの影響

による試算を出していますが、そのときのＴＰ

ＰによるＧＤＰの増加額は3.2兆円です。そし

て、農林水産業の生産減少額は３兆円でした。

わずか２年前のものと比べて今回の試算はＧＤ

Ｐ増加額は４倍に膨らむ一方、農林水産業の生

産額は20分の１に減少しています。この数字に

作為的なものを感じるのは何も不思議なことで

はありません。 

 つまり今回の試算は、これまでの政府自身の

説明からして到底納得できるものではないから

です。２年前の試算は、ＴＰＰ加盟国全ての関

税を即時関税撤廃することを想定した試算とさ

れました。しかし御存じのとおり、今回は大筋

合意に基づく具体的な条件で試算したとします。

つまり政府は関税が撤廃されるほど経済効果は

高まると言っていました。その理屈から言えば、

即時関税撤廃を想定した２年前より、即時撤廃

とは言えない今回のほうがＧＤＰ増加額は少な

くなる、これが常識です。 

 このことに関して、我が党の小池晃副委員長

は今回の試算でＧＤＰが４倍も大きくなったの

はＴＰＰをばら色に描くための露骨な粉飾で、

ほとんど手品師の世界の話と切り捨てています。 

 農林水産業への影響を小さく見せるための粉

飾もたくみに施されています。その理由は、Ｔ

ＰＰによる空前の関税撤廃、削減の影響は牛、

豚肉の赤字補填率引き上げなど、政府の対策と

生産費削減により打ち消されて、国内生産は維

持されるというものです。これがいかに非現実

的な理屈かは地方自治体やＪＡ、県連が独自に

出した農林水産業の生産減少額の試算からも明

らかです。 

 １月時点で明らかになった我が党が調査した

８件の試算ですけれども、滋賀県では40億円、

和歌山県50億円、ＪＡ福島中央会は421億円、

ＪＡ茨城中央会720億円、ＪＡ長野グループ392

億円、ＪＡ静岡中央会257億円、ＪＡしまね108

億円、ＪＡ宮崎中央会686億円、以上１月末現

在で確認された８件の試算を合計するだけで2,

700億円の減少額です。これだけでも政府試算

の1,300億円から2,100億円をはるかに上回って

います。 

 岩手県においても試算が出されましたけれど

も、40億から70億と、減少というような試算も

されておりますから、これら合計したらはかり

知れないほどの大きな減少額であることは明ら

かであります。 

 この政府のＴＰＰ試算を詳しく分析した東京

大学大学院の鈴木宣弘教授の研究グループによ

る独自試算によると、全く逆の効果が、結果が

示されました。 

 それによると、ＴＰＰによるＧＤＰ増加額は

甘めに見ても0.5兆円と推定、政府試算の13.6

兆円のわずか27分の１となり、農林水産業への

影響は約１兆6,000億円の減少で、政府試算の

７から12倍となっています。数字に違いはあり

ますけれども、アメリカのタフツ大学の研究機

関でも同様の試算を発表しています。 

 このように政府はＴＰＰによる農林水産業の

影響を過少に見積もる一方で、攻めの農業を唱

えて輸出によって農家所得がふえるように宣伝

しています。農水省の日本の食料品輸出目標を

１兆円とし、昨年は7,000億円に達したと成果

を誇っています。しかし、輸出品の上位を占め

るものはみそ、しょうゆなどの調味料や飲料水、

菓子、健康食品などの加工食品であり、これら

の原材料の多くが輸入で賄われて7,000億円の

うち、純然たる日本の農産物の輸出は１割以下

の600億円程度に過ぎ、目標を達成しても1,000

億円ほどにしかならない、このように発表しま

した。つまり、過少な政府試算の生産額の減少

分1,300億円から2,100億円すら輸出で賄えない

といったのが実態ですと鈴木宣弘教授は告発し

ております。 



－ 36 － 

 マスコミ報道の影響かどうかわかりませんが、

残念なことに、ＴＰＰは既に決まったことと捉

え、若手農民の中にも、どうせこの影響が出て

くるのは10年後、そのときまで百姓しているの

かわからない、そのときはそのときさといった

開き直りとも、あきらめともいえる声さえ聞こ

えてきます。 

 既に農民は農業に対するばら色の幻想を振り

まこうとも、たび重なる国の農政に幻滅して不

信感を募らせております。同時にＪＡなどが主

催するＴＰＰ交渉反対集会で声高に反対論をぶ

ち上げた政治家が政権交代後に併設してＴＰＰ

ばら色論を振りまいたことに対する農民の不信

感は根深いものがあります。 

 以上のことから、再三にわたる質問となりま

すが、ＴＰＰ大筋合意・調印に対する市長の見

解についてお伺いいたします。 

 最後に、県立高校再編計画に対する遠野市と

しての対応をお伺いいたします。 

 私が伺いたいのは、あくまでも県のこの統廃

合に関する市長の見解であります。詳細につい

ては、私の後に質問する菊池美也議員が事細か

く一問一答で聞くそうでありますから、概念だ

けで結構でございますので、答弁をお願いした

いと思います。 

 昨年12月25日に岩手県教育委員会は高校再編

計画を公表いたしました。関係者にとって寝耳

に水といえるこの新聞報道に、関係者のみなら

ず遠野市民の多くの方々から懸念の声が示され

ています。 

 その中で、遠野市では遠野緑峰高校の閉校が

大きな関心事となっています。この再編計画は、

平成20年から始まった第２次県立高等学校長期

構想検討委員会において検討されて、平成21年

９月に報告書が提出されました。それを受け、

関係市町村で地域説明会がされております。 

 当時私もあえりあで開催された地域説明会に

参加いたしました。そのときも遠野緑峰高校の

存続について厳しい議論が交わされた記憶があ

ります。しかし、御存じのとおり、平成23年３

月11日に発生した東日本大震災を受け、その計

画は一旦棚上げされました。 

 今般示された計画案は、大震災後の状況の変

化に対応する県立高校のあり方について検討し、

さきに策定した今後の高等学校の基本方針を改

定して示したものであります。 

 私は、去る２月３日に緑峰高校で開催された

出前説明会に参加いたしました。 

 そこで示されたのは、新たな県立高等学校再

編計画の方針が説明され、その全体方針として

岩手を担う自立した社会人の育成として生徒に

とってよりよい教育環境を目指した県立高校の

再編を進めますとありました。そのことに異論

があるはずはありません。 

 しかし、説明の主眼が少子化が進んで緑峰高

校入学者の定員割れが続くこと、そして国基準

の教員配置など、教育環境が維持できなくなっ

たことを強調されるに及んで、県としてその基

準に合わせた環境整備を進めようとしているこ

とは明らかになったのです。 

 私はその場で、岩手を担う自立した社会人の

育成との崇高な理念をうたっているが、遠野地

方における自立した社会人の育成とは何か、ま

た、母校愛や将来の職業に対する確信は職業高

校として独立校であるからこそ備わってくるの

で、そのようなことを県教委はどのように捉え

ているのか、その私の質問に明確に答えること

はありませんでした。 

 この説明会では、多くの同窓生が参加し、も

ろもろ遠野緑峰高校にかける思いを語り、何と

しても独立校として存続させてほしいとの熱気

に包まれたものになりました。 

 この説明会には、同窓生であり、元埼玉県八

潮市長の多田重美さんも参加され、発言されて

おりました。その中で、昨年12月24日に新聞報

道され、年末年始を挟んで実質１カ月半で県民

の意見を聞いたことになるのでしょうか、余り

にも乱暴な県政運営だと厳しく批判していまし

た。 

 また、同じく参加していた京都大学名誉教授

の池上先生は遠野緑峰高校は教育環境はもとよ

り、教育水準、そして同窓会、遠野市、農業関
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連機関が一体となった職業高校としては全国で

もまれな充実した環境にある、再編ではなく、

この環境をさらに充実させることこそ県教委の

やるべきことではないかと話されました。 

 説明会の最後に藤井洋治同窓会長が、中学生

の子どもたちにこれからの進路の選択に悩み、

学校は学校で生徒の募集に努力しているさなか

の12月、このような発表をした県教委は無神経

としか言いようがない、このように厳しい内容

で批判をしておりました。 

 この説明会を通じて感じたことは、今般の遠

野高校と遠野緑峰高校の再編方針、理念なき数

合わせと私は言わざるを得ません。遠野市とし

てこの問題にどのように対応するのか、市長の

見解をお伺いし、一般質問といたします。 

○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）  小松大成議員の一般質

問にお答えいたします。 

 大きく３点、この憲法改正問題等いろいろこ

の場でも議論してまいりましたけれども、憲法

改正案、安全保障関連法案の関連しての問題、

あるいはＴＰＰ問題、さらには県立高校の再編

に係る市長の見解という３つの形での質問をい

ただきました。 

 冒頭、先ほどの浅沼幸雄議員の質問の中にも

冒頭触れられておりましたけれども、間もなく

３月11日が来るという中におきまして、被災地

の皆様は懸命に復興に向かって頑張っていると

いう部分を遠野市としても、これをもってさら

に復興を加速させるように、加速できるように

支援をしてまいりたいと思っておりまして、こ

の３月12日には、後方支援の集いを行いながら、

さらにこの水平連携という、この遠野モデルと

言われるこの仕組みをより確実なものに持って

いくような形で、関係者でもって確認をしたい

というふうに考えているところでございますの

で、改めてお悔やみを申し上げ、またお見舞い

を申し上げ、さらには復興を加速させるために

も、遠野の果たす役割といったようなものを改

めて市民の皆様とともに考えてまいりたいとい

うふうに考えているところでございますので、

冒頭そのことを申し上げておきたいと思ってお

ります。 

 さて、まず、この憲法改正問題と大きな課題

であります。安倍首相の憲法改正発言を踏まえ

て市長の見解はという御質問でありました。 

 これもさまざま、昨年いろいろまさに国民的

な議論というよりも、今小松大成議員の質問の

中にも戦後70年という中にあって安保関連法案

という中でさまざまな議論が行われたと、憲法

問題、憲法学者が違憲という一つの見解まで発

表したという中でいろいろ交わされたわけであ

ります。 

 私も戦後70年という一つの歩みを振り返って

みた場合に、これも、この議場の場で、小松大

成議員といろいろ見解をまさに交わしていると

いうことでありますけれども、基本的には、こ

れまでも申し上げてますとおり、この憲法、特

に第９条を含めての戦後憲法、これが戦後民主

主義、私も実はこの戦後民主主義という典型的

な世代であります。その中で育ってまいりまし

た。 

 また、さまざまな動きもまたその中で、国の

動き、あるいは国際的な動き、いろんな背景等

もそれなりの立場で感じ、また受けとめてきた

という経緯があるわけであります。 

 特に、戦後70年という昨年、大きく戦後体制

のあり方についてさまざまな形で問われました。

敗戦という、あるいは終戦という言葉、まあど

ちら、その中で日本は大きく立ち上がってきた。

そこで我々が思ったのは、平和憲法という一つ

の大きな後ろ盾であったわけであります。それ

をもって戦争は二度としないという約束を国際

的にも示しながら、戦後民主主義というものを

歩んできたと、専守防衛、その中で安全保障条

約、安保条約といったようなアメリカとの連携

をどのように、環境をどのように構築していく

かというような問題の中にもあった。 

 近代、敗戦から立ち上がるという中にありま

して、いうところの防衛とか、あるいは国防と

か、さらには平和といったようなものがそこに
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究極にあるわけでありますけれども、経済優先

という中で敗戦から立ち直らなければならない

という中で、いろんな仕組みを確実なものにし

ながら、敗戦から立ち直り、今や先進国の仲間

入りをしてきたというその中で憲法の果たして

きた役割というのは極めて大きなものであった

のではないのかなというように認識していると

ころであります。 

 したがいまして、昨年いろいろ交わされまし

た安保法制関連法案に係る議論なども、私はや

はり個人的なというよりも、市長という職をい

ただいているわけでありますから、公人と私人

というものをどのように使い分けるかというこ

とになれば、非常に難しい問題にはなるわけで

ありますけれども、これはやはり多くの国民の

その総意として、この平和憲法といったものを

きちんと誇るべきものとして捉えながら、しか

し一方においては国際的な世界情勢。戦後民主

主義の中で育ってきたと申し上げました。その

中でやっぱり米ソ冷戦という大きな対立軸があ

ったわけであります。思想というものが、ある

いはイデオロギーといったものがその中に立ち

はだかって、そこで厳しい一つの対立の構図が

生まれてきたと。 

 その中で、やっぱりそういうところの、戦争

が起きるのではないだろうかというような中に

おける、しかし一方においては、あの例の、今

でも思い出すわけでありますけれども、キュー

バ危機といったものの中で、50年という歩みの

中でアメリカとキューバが歩み寄ると。ソビエ

トという、ソビエト連邦というものが崩壊した

と。東西冷戦が言うなれば終止符を打ったとい

う中における、思想とイデオロギーの対立は崩

れたという中にあって、今度は宗教と民族と、

さらには資源といったものを一つの軸にしなが

ら、紛争が多発しているというような状況にあ

るわけであります。 

 そういった中で、特にこの宗教、民族といっ

た問題も含めながら、また一方においては、こ

のエネルギーといったような、資源といったも

のをどのようなという一つの中、そしてさらに

は最近、北朝鮮の大変不穏な動き、そういった

ことも踏まえれば、この憲法問題をどのように、

我々がそれとどう立ち向かうかということが、

ある意味においては問われているということに

もなるんではないのかなと思っております。 

 したがいまして、昨年の安保関連法案の際の

議論にもありました。憲法学者の先生方もいろ

いろ見解を述べられておりました。そのような

解釈という形で捉えるのではなくして、やっぱ

り国民的な合意をきちんと踏まえる。その中に

おいては、戦後70年といったものをきちんと総

括をしながら、その中でこの平和憲法の持つ役

割あるいはその普遍的な価値、さらにはまさに

多発する国際紛争の中にあって、どのような現

実的な、そのような対応ができるだろうかとい

うようなところを、やはり冷静に、かつ国際的

な中における日本の役割といったことも踏まえ

ながら議論すべき課題ではないのかなと思って

おりまして、これは言葉を慎まなきゃなりませ

んけれども、一強多弱というような言葉がマス

コミ言葉として使われております。一強多弱と

いう中において、立憲主義であります、法治国

家であります、立憲国家でありますから、その

一つの国会という場の中において決めるという

のもルールであります。 

 したがって、それはそれとして一つのルール

でありますから、ですけども、やっぱりこれだ

けの戦後70年という中における平和憲法の持つ

役割、その普遍的な価値といったことを、ます

ます、それこそ重要視しながら、国民的な合意

形成といったようなものに時間をかけるべきで

はないのかなというように私は思っているとこ

ろであります。 

 したがって、数の論理というよりも、多数決、

民主主義であります。そして、その象徴的な場

として、国会という場があります。したがって、

その国会の場で決めるというのも一つのルール

ではあるかというように思っておりますけれど

も、やはり、繰り返しになりますけれども、こ

れまでの歩みということを踏まえ、その持つ価

値といったものを国際的に、あるいは世界的な
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立場で捉えた場合においては、それをどのよう

に現実的なものに持っていくかということにつ

いての一定の国民合意といったようなものをそ

の中に見出していくということが、私は必要じ

ゃないのかなというように思っておりますので。 

 それがただいまの小松議員からの御質問に対

する答えということになるか、ならないかはち

ょっとあれでございますけれども、そのように

慎重かつ国民的な合意の中で、一定の時間をか

けて、拙速を避けて、立憲国家だ、立憲主義だ、

法治国家だ、だからそれで決めるという一つの

ものよりも、まさにそれぞれの世代。実は、戦

後世代という言葉が、しかし今は東京オリンピ

ック世代という言葉があるんだそうでございま

す。東京オリンピックを知っている世代と知ら

ない世代。知らない世代が大分ふえてきている

ということが、これなどもやっぱりその辺もよ

く踏まえながら国民合意。18歳、選挙権がある

という状況にもなってきているわけであります

から、本当にそのようなことも踏まえれば、や

っぱり国民的な合意ということにどのようにた

どり着くかということをみんなで考えるという、

そのような冷静な議論の場が必要ではないのか

なというように思っているところでございます

ので、それ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おります。 

 次に、このＴＰＰ問題に対する、大筋合意に

対する御質問であります。 

 これも再三にわたりまして、この場で御質問

をいただいております。基本的にはこのＴＰＰ

交渉については、何度もこの場で申し上げてい

ますとおり、私は反対という立場をとってまい

りました。しかし、御質問にありましたとおり、

先般、いうところの大筋合意という言葉の中で、

調印に至ったということになったわけでありま

す。 

 したがって、反対という立場をとってきた、

そこで大筋合意に至ったということになれば、

今の市長の見解となれば、極めて残念だという

ことに、そのようになるわけでありますけど、

しかし一方においては、現実に調印をしたと、

国がそれの手順を踏まえて調印したということ

になれば、やっぱりこれを踏まえて、だったら

どうすればいいかということを考えなければな

らないのが、今の我々の置かれている立場では

ないのかなというように思っております。 

 政府は、関連法案を国会に提出し、承認、い

うところの成立を求めることになるわけであり

ますけれども、農林水産業をはじめ広範な分野

において影響を及ぼすのではないかということ

が懸念されるということは、言うまでもないこ

とであります。 

 国が大筋合意の内容を分析しますと、当面、

輸入の急増は見込めがたいと、影響は限定的と

いう言葉を使っているわけでありますけれども、

長期的には国産価格への影響が懸念されるとい

う状況にあろうかというように捉えております。 

 岩手県でも、県でも対策本部を設置いたしま

して、国の算出方式に基づきまして、県内への

農産物の影響額を29億1,000万から57億4,000万

と試算をしているという説明を、先般、県のほ

うから私も直接受けたところであります。かな

り幅はあるわけでありますけれども、この影響

額の額を見ると、県内に及ぼす影響は非常に大

きいんじゃないのかなと。算出根拠となる国の

試算は、この関税が撤廃あるいは削減されても

生産量が維持されるという前提にあるというこ

とですので、実際の影響額はもっと大きいので

はないのかなということも言われております。 

 ちなみに、当市の状況でちょっとシミュレー

ションをしてみましたところ、特に肉牛への影

響額が大きいものと想定されております。それ

ぞれ肉牛では6,700万から１億3,000万ほどの影

響額が出るのではないのかなというように試算

もしているところでございますので、その辺も

数字を把握しながら、この影響を少しでもなく

するというよりも、対策を講じるという中にお

ける声を大きくし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。 

 先月、１月30日、森山農林水産大臣が遠野に

参りました。遠野に参りまして、この遠野みら

い創りカレッジを会場に、農家の現場の皆様と
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いろいろ意見交換をしたいと、ＴＰＰ対策につ

いても説明をしたいというような申し出があり

まして、盛岡のほうから、県庁のほうから直接

遠野に参りまして、午前中、農家のお母さんが

つくった食事も食べながら、１時ごろまで滞在

していったわけでありますけど、その際に遠野

市の農家の皆様から次のような意見が出たとい

うことも、ちょっと答弁ではありますけれども、

報告をさせていただければと思っています。 

 皆さんのほうから、遠野市の農家の方々から

出た発言は、「ＴＰＰには反対。政権が変わる

たびに農政が変わる。農家がついていけない」

というような発言もありました。それから、

「一過性の予算対応ではなく、長期的な展望に

立った政策をとるべきだ」というような厳しい

指摘もありました。これは猫の目農政の中でよ

く言われているものに対し、遠野市の農家の

方々はしっかりとした、そのような認識で発言

をされておりました。それから、「飼料用米の

政策が本当にいつまでも続くのか」というよう

な話。それから、「米農家や畜産農家に対する

メリット、デメリット、もっとわかりやすく説

明すべきではないだろうか」といったような、

大体、大きく分けると４項目ほどであります。

そのほかにもいろいろ出ましたけれども、その

ような意見が農林水産大臣に直接向けられたと

いうことでありました。 

 そして、それに対して、また意見等に対して

は、「飼料用米の政策は、食料・農村・農業基

本計画において、向う10年を見据えている」、

「米農家や畜産農家に対するメリット、デメリ

ットについては、わかりやすい資料を今作成中

である」、さらには「備蓄米のサイクルを５年

から３年にし、輸入米が市場に出回り、影響を

与えることにはしない」といったような回答も

いただいたということも、答弁ではありますけ

れども、申し上げておきたいと思っております。 

 そしてまた、森山農林水産大臣は、この関税

が減額になっても、「既存の農林水産予算は政

府全体で責任を持つ」という発言を明確に発言

されておりました。「それを政策大綱にも明記

してあるので、安心してほしい」というような、

そのような発言もありましたし、終始、私もず

っと聞いておったわけでありますけども、市内

の農家の方々、農業者の方々に対する、この厳

しい御質問に対しても、というか、率直な質問、

意見に対しましても丁寧に、わかりやすく説明

をしていたと、答弁をしていたということにつ

きましては、印象は、私は非常にいい形で受け

たところで、この丁寧さと、またわかりやすさ

というものがあれば、何とかこの大筋合意とい

ったものに対しても立ち向かうという一つの手

だてが見出せるのではないのかなというような、

かすかな希望もその中に持つこともできたとい

うことも、ちょっとつけ加えておきたいという

ように思っております。 

 いずれ、この遠野市においても集落営農の組

織化が進んだことも背景にありますけども、な

かなか農林業のこの数字が──数字がというよ

り、農林業センサスの数字も非常に厳しいもの

になってきておりますので、それをよく踏まえ

ながら、きめ細かい対応をしていかなければな

らないのかなというように思っております。 

 議員各位にも示しておりますけども、これま

でのこのアスト、農林水産活性化本部、通称ア

スト、これらの活動を踏まえながら、タフ・ビ

ジョンといったような、そして５年間これを進

めてまいりました。第２次農林水産振興ビジョ

ン、いうところのタフ・ビジョンⅡ、それをま

とめ上げたところでございますので、これを、

畜産をきちんと柱立てしながら、そこから出て

くるいろんな堆肥ですね、そういったようなも

のをきちんと取り組みながら、ずっと言い続け

てきたことになるわけでありますけれども、遠

野ならではと。 

 遠野という一つのロケーションを考えれば、

耕畜連携といったものがきちんと組み立てられ

れば、このＴＰＰ問題に対する答えも何らかの

形で我々なりに見出すことができるのではない

のかなというように考えておりまして、このタ

フ・ビジョンⅡ、そしてＪＡがその中でもリー

ディングプロジェクトに位置づけております、
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ＪＡが中心となって進める大規模園芸団地構想

といったものとうまく連携を図りながら、耕畜

連携ネットワーク推進事業、やっと今議会に2,

050万円ほど予算措置をしておりますので、し

っかりとした畜産の柱、連携する耕種農家との

がっちりしたタッグを組むような、そのような

ネットワークを構築して、このＴＰＰ問題に対

する一つの遠野ならではの答えを見出してまい

りたいというように考えているところでござい

ますので、議員各位のさらなる御支援と御理解

もいただければということを申し上げて、答弁

といたします。 

 ３つ目の答弁でありますけれども、県立高校

再編に対する当市としての対応はということで

あります。 

 ただいまの問題、いろいろ12月26日に県が示

したではないか、そしてその一連の経過、質問

の中でいろいろありました。私もこれはずっと

かかわってきておりまして、その中で今までの

経過については質問の中でそれぞれ述べられて

おりましたので、それの繰り返しは答弁の中で

は申し上げませんけど、もう時間がということ

になれば、県のほうでは年度内に方針を決定す

るというような一つのことも示しております。 

 それぞれ、昨年12月末に出された方針を踏ま

えながら、意見交換会あるいは遠野高校、遠野

緑峰高校における県教委の説明、それを踏まえ

て、保護者の方々、同窓生の方々、市民団体の

方々がいろいろ動いて、また発言もしておりま

す。 

 京都大学の名誉教授の池上先生も、地元紙、

岩手日報に投書されておりました。また、遠野

緑峰高校の同窓生の一人であります、八潮市の

市長を務められました多田重美さんが、やはり

母校のという中で、やっぱり数ではないという

中における論を主張しておりました。 

 そういったのは多くの市民の皆様の総意であ

り、そしてまた、いろんな声の欄などにも出て

くる市民の皆さんの声も、大体、２校存続体制、

それを頑張るという、そのような中におけるも

のとして、しかし県教委のほうからの方針は、

私も何度も県教委と向き合いましたけども、や

はり数の論理なんです。 

 そして、これは誰しもがそういう立場になる

と、どうしてもそれを言わざるを得ないという

のは、その立場からすれば理解をするわけであ

りますけども、財政問題を持ってくるわけであ

ります。果たして高校教育という場に、人材育

成という場に、財政問題を理由にしていいだろ

うかという、率直な私なりの疑問があるわけで

あります。 

 「中学校再編をあなたは進めたろう」と言わ

れました。進めました。しかし、中学校再編と

いう、一つの中学校という世代、年代の子ども

たちをどう切磋琢磨しながら、その社会性を見

出しながら、中学教育をどのように持っていく

かという部分と、志を持ってみずからの人生を

考え、こういう人間になりたいんだという中に

おける一つの高校教育といったものと、数の論

理とは、ちょっと違うんじゃないのかな。高校

教育は、文字どおり自立した、そしてさらには

志といったものを後押ししてやる、そういう教

育の場であるということを考えれば、数ではな

いんじゃないか。だったらば、40人学級で２学

級が無理だというんであれば、30人学級の２学

級でもいいじゃないか、60人の３学年であれば

180人ですよと、立派な学校経営ができますよ

という話もいたしました。 

 そうしましたら、配置する教員定数の部分の

財源が今の国の制度ではできる。だったらば、

市町村と、我々と県がきちんとタッグを組んで

国に制度改正を主張したらいいんじゃないです

かと。であれば、制度改正が難しいんであれば、

文科省で難しいんであれば、市町村も一定の地

域づくり、まちづくり、活性化のために貴重な

教育の場なんだということを思うんであれば、

その部分においての財政負担も市町村も、ま

ち・ひと・しごと総合戦略で市町村頑張れと言

っているんじゃないかと、だったらば、総務省

のほうの交付税の中で、教員の定数配置の分は

そちらの交付税のほうでも応援するから、きち

んとした学校を守って、きらっと光る学校をそ
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この中につくって、そして、まちづくり、地域

づくり、市町村頑張れというものをその中で応

援するというのが国の仕事じゃないでしょうか、

だったら一緒になって国に向き合いましょうと

いう話もいたしました。 

 そうしましたら、それは我々のあれではない

と。今の制度の中で教員配置、それから学級定

数、この中でなれば、その数字をもってすれば、

少子化という中にあって40人学級の中で教員定

数ということを考えれば、これは志願者の数字

を見せられれば、我々もそれに対する答えはな

かなか出せないんですよね。 

 したがいまして、やはり高校教育のあり方を

どのように考えるかということをみんなで、み

んなで考え、そして新たな制度をつくる、新た

な仕組みをつくる、その中で高校といったよう

な、まさにきらっと光るものをその中にきちん

と位置づける、それをいろんな制度が、仕組み

が、あるいは新たな仕組みをつくって、それを

応援すると。 

 したがって、意見書といたしまして、魅力あ

る学校をサポートすると、遠野市としては産学

官金労言という仕組みの中からサポートします

よという一つの意見書も出しました。実は、山

形県あたりでは、そういった形でこの高校再編

に歯どめをかけるという動きももう既に出てる

んですよね。出てるんです。 

 したがって、私どもも、議員各位からも御理

解いただきながら、また市民の皆様のお力もい

ただきながら、遠野高校、緑峰高校だけの問題

ではないと、遠野市の問題なんだと、というよ

りも、岩手県の高校教育の問題なんだと。であ

れば、その中でもっと知恵を出しながら、ある

べき姿をその中に見出すためにはやっぱり一定

の時間がという部分を主張していきたいという

ように考えております。 

 なお、この３月６日には「高校再編を考える

市民会議」が立ち上がるという報告を受けてお

ります。ああ、それはいいことだと、ぜひ進め

てほしいと。行政が前に出るというよりも、市

民の皆さんを大きく巻き込んで、そういう市民

会議が立ち上がって、冷静に考えようと、そし

てさまざまな新たな仕組みを考えようと、国に

向かっていこうという、そのような一つのこと

を県教委に訴えようじゃないかということで、

３月６日、市民会議を設立させ、そしてシンポ

ジウムを開き、その結果をもって、７日か８日

には県教委と県議会議長に、その結果をもって

拙速な方針決定をしないで、丁寧な、そしてな

おかつ慎重な議論を行うべきだという方向で、

私も、その市民会議のメンバーの一人として加

わりたいというように考えております。 

 議会も、できればその市民会議の活動に歩調

を合わせていただければということをお願い申

し上げまして、この県立高校再編問題に対する

私の見解とさせていただきます。よろしくお願

いいたします。 

   〔13番小松大成君登壇〕 

○13番（小松大成君）  私も質問、再質問とい

うことにはなりません。 

 一つの問題として、憲法の問題は国民みんな

で考えるというスタンスから出発しないと、ど

うも前のめりでそういう議論がなされるという

ことに対しては、甚だ遺憾であるということを

述べざるを得ません。 

 ２つ目にＴＰＰの問題ですけれども、ＴＰＰ

の問題で森山農林大臣ですか、が参加して、そ

れ相当のやわらかい、それこそわかりやすい説

明がなされたということなんですけれども、実

はＴＰＰに関して言えば、いわゆる今までのＥ

ＰＡ、ＦＴＡのような例外条項がほとんどない

んですよね。この例外条項がないということは、

例えば急激に農産物の値段が下がったときに

セーフガードをする、そういうことも認められ

ないということが明記される。 

 ですから、幾ら森山大臣がソフトな言い回し

で農民の声を聞くようなふりをしても、この間、

紙智子さんという私たちの共産党の参議院議員

なんですけど、秋田で講演しました。彼女のや

りとりを議事録として私は持っているんですけ

れども、いわゆる除外規定はほとんどない。Ｅ

ＰＡ、ＦＴＡのような例外規定はほとんどない。
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一旦発動されてしまえば、もうまっしぐらに関

税は撤廃されるということになります。これは

本当に大変なことです。 

 岩手県──岩手県じゃなくて、国が主張して

います論法で…… 

○議長（新田勝見君）  小松議員、質問じゃな

いんでしょう。 

○13番（小松大成君）  はい。そういうことで

すので、その辺のことも考えて、今の御答弁に

なったのかどうか、お伺いしたいと思っており

ます。（発言する者あり） 

○議長（新田勝見君）  再質問ですか。 

○13番（小松大成君）  はい。 

○議長（新田勝見君）  質問。 

○13番（小松大成君）  はい。 

○議長（新田勝見君）  それでは、13番小松大

成君。 

   〔13番小松大成君登壇〕 

○13番（小松大成君）  ごめんなさい。ちょっ

と誤解されたような質問になって、済みません

でした。 

 そういうことで、その辺の内容を捉えて、い

わゆるＴＰＰでも遠野市の農業はきちんとでき

るのかといったような御答弁がされたのかなと

思っているんですけれども、その辺はいかがな

んでしょうか。 

 あと、県立高校に関しては、市長と私はほと

んど意見が一致したなと、その一致点で頑張り

たいなと思いますので、その辺の答弁よろしく

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）  ただいまの再質問に対

しましてですけれども、このＴＰＰ問題につい

ては、3,122億円の補正予算が既に組まれてい

るわけですよね。したがいまして、この情報を

よく捉えながら、やはり、何と申しますか、現

実的な対応も一方ではしていなきゃならないん

じゃないのかなというような認識でいるわけで、

やっぱり国同士が大筋合意と言いながら決めた

わけでありますから、繰り返しになりますけれ

どもね、ＴＰＰ反対、ＴＰＰ反対じゃなくして、

やっぱり現実的な対応の中で農業を守る、ただ

農業だけじゃないわけですけどもね、そのよう

な中において、きちんとした合意形成をしなが

らという部分で行っていくというようになる。 

 ただ、いうところの遠野市とすれば、総合計

画、そこにおけるタフ・ビジョン、そしていろ

んなリーディングプロジェクトもその中に位置

づけたわけでありますから、それをしっかりと

した仕組みに持っていくということに、この補

正予算の、3,100億円ほどの補正予算のいろん

な財源をどのように利活用するかということも

やっぱりあわせて、現実的な対応とすれば考え

ていかなきゃならないんじゃないのかなという

ように思っております。 

 １本目の憲法改正という問題につきましては、

繰り返しになりますけど、私の見解を申し上げ

るということで、ひとつまた答弁とさせていた

だきます。よろしくどうぞお願いいたします。 

○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）  丁寧な御答弁をいただ

きました。意見の相違も多少あるかと思います

けれども、先ほど述べましたとおり、県立高校

の再編計画に関しては、市と住民、一緒になっ

て、一丸となって、よい結論を導き出したいな

ということを最後に述べまして、私の一般質問

を終わります。ありがとうございました。 

○議長（新田勝見君）  今のは質問ではないと

いうことね。 

○13番（小松大成君）  はい。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。 

   午後０時07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。 

 一般質問を行います。 

 ２番菊池美也君。 

   〔２番菊池美也君登壇〕 
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○２番（菊池美也君）  政和クラブの菊池美也

です。 

 ５年前のあの日を境に、人々の心、価値観は

さま変わりしました。昨年12月の５日、命の道、

復興支援道路として位置づけられた東北横断自

動車道、釜石秋田線の遠野・宮守間が開通いた

しました。新しい区間にはトンネルが一つあり

ます。二郷山トンネル。御存じの方、お気づき

の方もいらっしゃると思いますが、トンネルの

長さは311メートル、三一一、決して偶然では

ないと思います。重機で、がばっとやっちゃえ

ば、１メートルぐらい前後します。絶対に忘れ

ない、忘れさせない、一刻も早くつなげるとい

う工事関係者の思い、気概が強く感じられます。 

 私は人でなしかもしれない。すぐ近くでの出

来事なのに、そして今なお御苦労されている方

がたくさんいらっしゃるのに、平和な安心・安

全なこの遠野にいると、ややもすれば忘れてし

まう。自動車道を利用するたび、当時を思い出

します。被災された方々がストレスから解放さ

れ、笑顔を取り戻すことを願います。 

 きょうは、観光振興と高校再編の２つの項目

についてお考えを伺います。 

 遠野市のホームページ、メニューの各種計画

をクリックしてみると、こんなにもたくさんの

計画、指針があるんだなと、改めて驚かされま

す。分野ごとに分類されていますが、主要な計

画、指針、大綱、プラン、ビジョンが実に47も

策定されています。それぞれの計画はＰＤＦ等

で冊子ページごとに閲覧可能な状態ですが、観

光交流の遠野市観光推進計画は抜粋だけです。 

 コンセプト、“物語”が息づき、心と自然が

ふれあう故郷遠野。サブタイトル、不等記号で

示されているんですが、「宿泊≧日帰り」を目

指して！。実現化に向けて15の対策構想をまと

めました。１つ、「物語」というソフトの充実、

２、市街地観光の再構築、以下、項目が並んで、

最後に、以上の15の項目を中長期的に関係機関

が協力し推進していくこととしていますと、考

え方のみが示されています。何で閲覧できねえ

んだべなという疑問が今回の質問のスタートと

なりました。 

 岩手県観光統計概要によると、平成26年度の

遠野市の入り込み客数、延べ人数は、あくまで

も国の基準、ルールに基づく統計数字ですが、

年間で164万3,486人でした。月別に見ると、８

月が22万9,011人、これはお盆の帰省かな、じ

んぎすかんマラソン。次に多いのが９月、20万

2,371人、ああ、お祭りかな。次が５月、ゴー

ルデンウイーク、さくらまつり。冬は寒さが厳

しいのか、12月、１月、２月の入り込み客数は、

８月の３分の１をも満たすことができません。

必然的に売り上げ収入の確保にも苦慮すること

となり、この時期の集客が長年の課題です。 

 町家で古くから保存されてきたおひなさまを

各家の歴史とともに紹介する町家のひなまつり

は、春先の大きなイベントです。遠野の町家文

化と各商店の魅力を多くの人に知っていただく

機会にもなっています。地域のすばらしさを体

感することは旅行の楽しみの一つです。現代は

近隣同士の会話も少なく、触れ合いが欠如して

いるのが現実です。だからこそ、町家のひなま

つりのような、土地で生活する人との触れ合い

や、心から声をかけ、心から会話するもてなし

が、観光客にとって何よりも心に残る土産にな

り、再会、リピートにもつながるのではないで

しょうか。 

 沿岸と内陸を結ぶ宿場町、城下町として栄え

た遠野の町場は、人々を吸引しました。町場の

空洞化は、遠野全体の活力低下につながります。

施設見学ばかりではなく、市街地回遊に重きを

置いた観光振興が生活の場、歴史・文化の継承

の場、商業活動の場など、いろいろな機能を兼

ね備えた中心市街地の活性化の一助にもなりま

す。 

 平成28年度予算の特徴の一つ、「まちなか再

生に向けたスタートダッシュ」にも合致するも

のと思われますが、遠野市観光推進計画の15の

対策構想の中の一つにも上げられている市街地

観光の再構築について、どのようなお考えか、

改めてお伺いいたします。 

○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）  菊池美也議員の一般質

問にお答えいたします。 

 観光振興という中で、今、御質問の中にあり

ましたとおり、47もの計画があるんだけども、

観光振興計画の部分は抜粋だけだったというよ

うな、そういうようなホームページにアクセス

していただいて、いろいろ遠野の市政の動きを

きちんと研修及びチェックしていただいている

という、そのような手応えを私も質問の中から

感じまして、非常にうれしく思いました。 

 やっぱりホームページに載せた、インターネ

ットで発信しているという、それっきりで終わ

ってしまっている。そうじゃないんだと。やっ

ぱりきちんとそれを見ながら、一体どうなって

いるんだろうなということでフォローしている

方々がいっぱいいるんだよと、だから我々もき

ちんとそこを、いい意味での緊張感を持って、

ただ発信すればいいんじゃないと、あれがどう

なったのか、更新しているのか、あるいは数字

を改めているのか、最新の数字を載せているの

か、新たな情報を載せているのかといったよう

なことを常に発信し続けなければならないとい

うような中における一つの日ごろ考えているこ

とが、今の御質問の中で、見てみたけどもとい

う中であったことにつきましては、やっぱり大

事にしなきゃならないんだなということを改め

て思った次第であります。 

 その中で、市街地観光という中における取り

組み、夏場と冬場という部分の中における、そ

して冒頭、復興支援道路、それが開通したとい

う話もありました。文字どおり高速インフラが

それこそ加速度的に、今、遠野に延びてきてお

る。もうここ３年で釜石自動車道が全通し、宮

古、下閉伊地区とのインフラも、トンネルの２

つ化によって、立丸峠の２つ化によって、その

ような背景もありまして、高速インフラ整備に

伴うハブ機能の充実・強化といったような未来

デザイン構想の中にも位置づけたというような、

そういう背景もある。 

 しかし、やっぱり一方においては、これだけ

の地域資源を持っている。いろんな今お話があ

りまして、いろんな地域資源があると、それを

どのようにうまく観光振興に結びつけて、それ

こそ夏場だけじゃない、冬場もという中におけ

る取り組みが一つの大きな、遠野にとっては単

なる仕方がないんじゃ済まされないという中に

おける課題があるわけでございますから、御質

問にありましたとおり、特にこの市街地観光の

振興ということにつきまして、これにつきまし

て今の状況の中で、実は市内、市街というか、

市内の５つのゾーンに分けてエリア別観光振興

計画を立てていると、これは御案内のとおりだ

というように思っております。 

 この５つのゾーンの中に、市立博物館、とお

の物語の館といったものを中心にしながら、

『遠野物語』にまつわる世界や語り部による昔

話あるいは神社等をめぐりながら、神社仏閣を

めぐりながら、歩いて観光できるゾーンを城下

町体感ゾーンとして位置づけたということであ

ります。 

 それからまた、５年間の観光客の入り込み、

これは先ほどの質問ともちょっと数字的にはダ

ブるかもしれませんけども、『遠野物語』発刊

100周年の事業を行った平成22年度は205万人と

いう観光客を、入り込みの数字を持ったわけで

ありますけども、その直後というか、その翌年

にあの例の大震災が起きたわけであります。 

 この東日本大震災、これがひとつ、以降どん

どん減少してきている。これは震災ばっかりじ

ゃなくて、例の福島第一原発の放射能汚染問題

も大きく影響を及ぼしたということもありまし

て、風評被害等もありまして、この入り込みが

どんどんどんどん減っていったということにな

ります。 

 ちなみに、平成22年が205万であったのが、

平成23年が219万、平成24年が193万、平成25年

が180万、そして平成26年が184万と、市全体で

どんどんどんどん減ってきているという状況に

あるというのを、厳しい数字でありますけれど

も、これをきちんと受けとめなければならない

かというように思っております。 
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 ただ、震災前の水準になかなか戻っていない

という一つのいら立ちはあるわけでありますけ

ども、その中でもいろいろ工夫しなければなら

ない課題がある。例えば、施設見学時間のほか

に移動時間も含め考慮しなければならない。広

いところに点在するわけでありますから、その

辺をうまく観光客の方々がめぐりやすいように、

少し夕方でも遅くあけてるよというような部分

の中における、もう少し弾力的な運用といった

ものも考えていかないといけない。要するに、

時間を有効に使いながら、気軽に観光できるエ

リアといったような中にも、ひとつ位置づけて

いかなきゃならないんじゃないのかなというよ

うにも思っております。 

 それから、市街地を会場とした主要イベント

がいろいろ先ほども述べられました。今も町家

のひなまつりが行われております。ただ、この

町家のひなまつりも、遠野としての一つの大き

な存在感があったんですけれども、今は同じよ

うなお祭りが同じ時期に行われているというこ

とですから、よほど特徴づけをしなければ、観

光というものについての交流人口の拡大あるい

は観光地というものについて人を寄せつけるこ

とはできないという、そのような状況になって

いるんで、ますます我々の知恵と工夫、力量が

問われているんじゃないのかなというようにも

思っているところでもあります。 

 いずれ、この課題は、いかにして回遊させる

か、あるいは関係する団体・機関が、これもい

つも申し上げていることですけれども、いかに

連携をとるかといったようなことをきちんと踏

まえていかなければならないかというように思

っておりますので、その中で、これは「古くて

新しいものは光輝く」という、遠野のまちづく

りという中における取り組みとなれば、ここの

「古くて」という部分の中にあっては、いろん

なふるさと村であるとか、伝承園であるとか、

そのような、とおの物語の館であるとか、それ

をうまくあれするためには、ＩＣＴという情報

通信技術を活用しながら、スマートフォンとい

ったものを活用しながら、観光音声、音声ガイ

ドといったようなサービスを行う。これも試験

運用しております。 

 実は、これ、観光協会と富士ゼロックスさん

との一つの連携の中から、このようなことも試

験運用しているということでもありますし、あ

るいは、いうところの遠野テレビのネットワー

クといったものを活用しながら、情報収集でき

るＷｉ─Ｆｉといったような環境整備も検討し

てみてはどうかなという中で、この辺も具体的

な検討をしているということでありますので、

こういったようなもの。 

 さらには、先ほど、ゾーンの中でくくってい

くという話をいたしましたけれども、この３月

には、３月には、今申請中でありますけれども、

これから向こう28年度から５カ年の第２期遠野

市中心市街地活性化基本計画、これ３月中には

認定される予定でありますから、これをきちん

と国の認定を受け、そこに、間もなくというよ

りも、もう正式に着工しますけれども、本庁舎

整備が中心市街地の仲町通りに整備される、と

ぴあと連動しながら、そこに今、ＪＲと真剣に

向き合っておりますけれども、駅舎の問題を含

めて周辺の整備といったような、そしてさらに

はこの中心市街地活性化基本計画といったもの

を受けながら、ポケットパークといったような、

そのような小公園化、さらには電線の無電柱化

といったようなハード整備なども視野に入れな

がら、やっぱり中心市街地をコアにしながら周

辺を回遊するような、きちんとした、それこそ

構想を形にという方向に持っていきたいという

ように考えているところでございますので、こ

れからも積極的な御意見、御提言等もまたいた

だければということをお願いいたしまして、答

弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  ２番菊池美也君。 

   〔２番菊池美也君登壇〕 

○２番（菊池美也君）  次に、観光推進計画の

対策構想の一つ、企画開発組織の設立について

伺います。 

 計画書には、企画開発実践組織の設立が短期

計画に位置づけられています。いかに連携をと
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るかという組織になってくると思いますが、遠

野市観光推進協議会という名称です。 

 計画によると、遠野市観光推進協議会は、遠

野市、遠野商工会、遠野市観光推進計画検討委

員会が中心となり、観光資源の発掘調査、研究

及び企画の──失礼しました。計画の企画立案

と開発計画を担当する企画開発班、人材の調達、

交渉、組織の育成整備及び計画の実行、検証を

担当する調整実行班の２つの機構に組織される。

この辺、少し難し過ぎて、僕にはぴんとこない

んですが、そして遠野市観光推進協議会は、遠

野市観光協会及び遠野商工会と連携をとりなが

ら、観光産業に関連する業者・個人に対し積極

的に働きかけ、観光推進計画の早期達成に向け

て課題に取り組む組織であるとのことです。 

 平成26年５月の中心市街地活性化基本計画の

最終フォローアップによると、１次になるんで

すか、中心市街地活性化基本計画のフォローア

ップによると、にぎわい創出として取り組んだ

イベントが、残念ながら周辺商店街や団体と連

携した取り組みにならず、特定箇所での一時的

なにぎわいにとどまってしまい、回遊性を高め

ることができなかったと、活性化が図られなか

った要因の報告がありました。 

 多くの観光客が訪れる中心市街地、市民と観

光客の回遊と交流により、にぎわう中心市街地

を実現するには、周辺商店街や団体と連携を図

ったり、にぎわいイベントを企画開発したり、

組織機構図や連携図を見ても、観光推進協議会

が肝となりそうです。この遠野市観光推進協議

会の活動状況について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）  遠野市観光推進協議会

の活動状況という御質問でありました。 

 この御質問の中にありましたとおり、この協

議会は、関係機関・団体で構成されているとい

う一つの組織でありまして、いうところの、さ

まざまな、ただいま１問目の質問で答えている

ような課題をきちんと整理整頓しながら、どの

ような形でこの遠野の観光振興を図っていくの

かということを言うなれば協議する場だという

ことに位置づけられているわけでありますけれ

ども、22年度に観光庁のほうから認定をいただ

いて取り組んだ観光地域づくりプラットフォー

ムモデル事業という一つの中に取り組みました。 

 このモデル事業、観光地域づくりプラットフ

ォームモデル事業、非常にプラットフォームと

いう一つの中で、いろんな観光資源をどのよう

に生かしていくのかという一つのコンセプトの

中における一つのモデル事業であったわけであ

りまして、これをさまざまな角度からこのプラ

ットフォーム事業という一つのところにスター

トさせたのが平成22年になったわけであります

けれども、実は一番、このときにも体制整備に

当たっては、このプラットフォームモデル事業

を確実に進めるためには、この体制整備あるい

は推進母体として観光推進協議会が非常に望ま

しい組織ではないかというような位置づけもさ

れたわけでありますけれども、これももう５年

もたっているわけでございますから、それをも

って理由にするのはちょっとあれなんですけれ

ども、東日本大震災が起きて、こういったよう

なモデル事業がちょっと分断されてしまったと

いう一つの事実があるわけであります。事実が

あるわけであります。 

 しかし、そういったことが、だから仕方がな

いんじゃなくて、このプラットフォームモデル

事業といったコンセプトをうまく生かしながら、

やっぱり遠野のあるべき観光の姿、これは観光

だけじゃなくて、交流人口の拡大、この交流人

口の拡大が、それがいうところの移住・定住と

いったものにもつなげていくというような方程

式の中で成り立っているわけでありますから。 

 だから、観光客が来て、ただよかった、よか

ったじゃない。それをどうキャッチングしなが

ら、それをできれば人口減少に歯どめをかける、

移住・定住という一つの結果に持ち込むのかと

いうことも、また一方においては求められてい

るわけでありますので、これをきちんとしたも

のにしなけりゃならない。 

 そこで、26年度に観光関係機関・団体等で、
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遠野市観光マーケティング委員会といったもの

を設立いたしまして、遠野に観光で来る方々の

実態調査及び市場環境調査に取り組んでいると

いうことであります。 

 この結果は、昨年の１月に、平成27年１月に

調査報告書がまとまりまして、これも公表して

いるわけでありますけども、宿泊施設、観光施

設、それから市民の連携をサポートする機能の

検討や、コーディネーターとなる人材の育成と

いったものがすごく大事じゃないかということ

も言われておりますので、これをこの地方創生、

まち・ひと・しごと総合戦略、そういったもの

の中にも位置づけながら、多様な関係者、それ

から各種データの継続的な収集・分析、明確な

コンセプトに基づく戦略の策定といったような、

それぞれのいろんな切り口からに基づくプログ

ラムを、きちんとしたものとしてつくり上げな

ければならないんじゃないかなというように考

えておりまして、この調査報告書、マーケティ

ング委員会で示された調査報告書の中で示され

たものと、国が示している、あるいは、まち・

ひと・しごと総合戦略といったものが合致しま

すので、それはばらばらじゃないわけでありま

すから、これをきちんと、ありきたりの言葉で

すけれども、整理整頓しながら、持続的な観光

振興といったものにきちんと取り組める、まさ

に足腰の強い観光振興策といったようなものを、

その中で体制構築をしていかなきゃならないん

じゃないのかなというように承知しているとこ

ろでございますので、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）  ２番菊池美也君。 

   〔２番菊池美也君登壇〕 

○２番（菊池美也君）  残念ながら計画に載っ

ている遠野市観光推進協議会自体は停滞してい

るというか、余り活発な活動はなされていない

ようですけれども、ほかの組織が代替をして観

光振興に当たっているということで、はい。 

 次の３つ目の質問に移ります。遠野は、各メ

ディアで紹介されるなど、県内でも有数の観光

地です。しかし、日中の早い時間帯に遠野に到

着して観光施設を見学した後、次の目的地に移

動する通過型の観光客が多く、宿泊に直結して

いないのではないでしょうか。多くの観光客、

来訪者を、購買力として吸収し切れていない物

足りなさ、もったいなさが感じられます。国体

にもつながってくるようなところがあるかと思

います。ナイトパック、ナイトツアーなど夜間

イベントを充実させて、宿泊地として魅力向上

を目指すお考えはありますでしょうか。 

○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）  これも遠野市にとって

は長年の懸案であります。いわゆる通過型とい

う部分の中における観光、何とかこれを滞在型

に持っていけないだろうかということは、ずっ

と大きな課題で、いろいろ試行錯誤しながら何

とかということをやっているわけでありますけ

れども。これがやっぱり高速インフラというも

のが整備されるとなると、ますますこの通過型

ということにも拍車をかけることにもなりかね

ない。 

 道路整備というのは常にもろ刃なわけであり

ますね。メリットもあれば、デメリットもある。

吸い込む力になるという道路にもなるけれども、

吸い取られるという道路にもなると。いわゆる

ストロー効果といった部分の中で、そういった

部分の中で、この観光という切り口の中からで

あれば、やっぱり遠野も吸い取る一つの魅力と

いったものをさらにあれしながら、滞在型に持

ち込まなければならないということは、これは

当然それに向かって努力しなきゃならない。 

 となれば、先ほど御質問があって、いろいろ

お話ししました。広いところにさまざまな観光

資源がある、それも魅力いっぱいの。それこそ、

まだまだ魅力アップできるようなさまざまな、

広大な高原もある。それからまた、ふるさと村。

今度も「真田丸」というＮＨＫの大河ドラマの

ロケ地になっているわけですけれども、「蜩ノ

記」のでも、あそこ、ふるさと村がロケ地にな

った。大変な一つの観光資源という捉え方もで

きる。 
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 そこには、例えば教育旅行のような、修学旅

行のようなものを呼び寄せなければならないと

いうような、とおの物語の館、歴史、文化、風

土、そしてまた、例えば、これも先ほど平和憲

法という話の中で小松議員とちょっと一般質問

の中でやりましたように、例えば博物館の中に

も、例の平和といったようなものを強く訴えて、

妖怪という漫画の世界を文化まで立ち上げた水

木しげる先生が博物館の中にもいろいろかかわ

っているということを考えれば、いろんな形で、

まさに素材がたくさんある。 

 その素材をどのように磨きをかけ、魅力とい

う、魅力というのは何だというと、人を引きつ

ける力というのが魅力なわけであります。それ

が魅力という言葉に定義されるわけであります

けど。そういった人を引きつけるというに値す

る十分な地域資源を持っているのが遠野だとな

れば、引き寄せるという一つの構図がその中に

見出すことができる。引き寄せるとなれば、非

常に広大な、１カ所を見ただけではだめだと。

やっぱりあそこを見たらば、これを見な、これ

を見たらば、こっちにも行きたいとなれば、お

のずと、次の観光地に移動できるよりも、遠野

に泊まったほうがいいという一つの結果がそこ

に見出してくる。 

 となれば、いろんな宿泊施設もその中できち

んと受け答えできるような、民泊協会だとか、

民宿だとかといったようなものもそれなりに力

を持ってますから、そこあたりをうまくあれす

れば、いろんな観光客の皆さんのニーズに、多

様なニーズにお応えをすることができるような

環境が、受け皿が、我々の中でもつくり上げる

ことができるんじゃないだろうか、というよう

なことを考えなければならないんじゃないのか

なと思っています。 

 報告の中でちょっと思ったことがあったんで

すけど、あるホテル関係者というか、宿泊関係

者の方に、素泊まりでという観光客がすごく多

いと。そうすると、部屋の後片づけに入ると、

部屋のごみ箱に、コンビニから買った食料なり、

いろんなものがもうそれこそごみ箱に入ってい

るとなれば、素泊まりだ、そして安くという部

分であれば、その部分についてはニーズがふえ

てきているんであれば、それにマッチングした

やっぱり受け皿もつくりながら滞在してもらう

というような一つの仕組みをつくっていかなき

ゃならない。その仕組みをつくるとなれば、た

だ仕組みをつくってもだめだ。やっぱりそれぞ

れの観光地と言われる、遠野の観光地と言われ

るところが魅力を高めるような一つの知恵と工

夫をその中に出していかなければならない。 

 実は先般、カッパ淵のほうの、大量の土砂が

たまっているんで、これも何とかしなきゃなら

ないという話も。上流と下流との中において、

どのような中における、あそこのカッパ淵らし

い景観をそこにどう保つのかとなれば、これも

本当に大事なあれだと。 

 そのような中で、皆さん、関係者の皆さんが

いろいろ課題を掘り出ししながら、それに対す

る一つの解決策を見出そうと懸命に努力もして

いるところでございますので、それには皆さん

の知恵もおかりしながら、魅力アップといった

ような、魅力度アップといったものにさらに努

力をしていかなければならない。そのためには、

関係者の皆様の本当にお力をいただかなきゃな

らないというように、そのように考えていると

ころであります。 

○議長（新田勝見君）  ２番菊池美也君。 

   〔２番菊池美也君登壇〕 

○２番（菊池美也君）  各地域に点在している

施設を、それぞれを魅力アップさせて、滞在時

間を長くとらせて、宿泊につながるような施策

をとるということですか。それとも、僕が質問

したのは、あえて夜に限定した、遠野の夜の魅

力を、例えば高清水から夜景をながめるとか、

妖怪、夜の部分で妖怪を楽しむアトラクション

を企画するとか、そういった部分の魅力アップ

というのはいかがお考えになっているんでしょ

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）  やはりどうしても、何
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と申しますかね、これはうまく表現できないん

ですけど、いいものを持っているんですよね、

さまざまな。だから、それをマンネリにならな

いように、例えばとおの物語の館なども立ち上

げて、もう５年になるわけですね。そこに、冒

頭質問ありましたとおり、遠野インターが入っ

てきたわけでありますから、そうすると、町場

の中に入ってくるというような一つのインフォ

メーションというか、案内もきちんとしながら、

きめ細かく対応していかなきゃならん。 

 それからまた、千葉家も間もなく閉館し、工

事に入るわけでありますから、道路の案内板の

中には千葉家という表示もあるわけですけど、

行ってみたらば何も、閉めておったということ

になりかねないという、そのような、その場、

そのときに応じた、きめ細かい対応が一方にお

いてはきちんとしておかなければならない。た

だ、あるからもうそのまま、行ってみたらば見

れなかったとなれば、そのときは期待を裏切る

ことになるわけでございますから、そのような

ものを適宜適切というと、あれですけれども、

スピードとタイミングをそれこそ間違わないよ

うに、観光客の方々のニーズにどのように、そ

してその観光客の方々も年齢によって皆それぞ

れ求めるものが違うわけでありますから、これ

またミスマッチがないように、きめ細かくとい

う部分。 

 それから、やっぱり遠野にとっては、教育旅

行のようなものをもう一度きちんと位置づける

ということもやっぱり必要じゃないのかな。実

はこの教育旅行は、かなりいい線で伸びておっ

たんですよね。それが例の福島第一原発のあの

風評被害で、もうかなり決定的なダメージを受

けたということもありますから、それを打ち返

さなければならないということにもまたつなが

ってくるんじゃないのかなと、そのように考え

ているところであります。 

○議長（新田勝見君）  本田市長、市長。ナイ

トパックというか、夜のツアーとか、そういっ

た点について質問されておりますので、その辺

について答弁をお願いします。 

 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  今のお話の中で話した

とおり、いろんな、それぞれの地域地域という

中で、例えばさっき冒頭で話しましたとおり、

開館時間なんかも一緒。例えばＳＬ銀河のとき

もナイトトレインという中で、冬景色の中で夜

のという、まさに夜の銀河というか、「銀河鉄

道の夜」を見事に演出したと言って、夜、雪降

る中で、すごい東京から来た観光客の方がぼろ

ぼろと涙を流して感動しているわけですよね。 

 そのようなことを思えば、やっぱりふるさと

村といったようなものの受ける夜の魅力なども

しながら、例えば、私、思っているんですけど、

例えば博物館などもあえりあと隣り合わせであ

るわけでありますから、そうすると、みんな観

光客の方々が夜の街に繰り出してお酒を飲むと

いうのも大きな観光としてのあれなんですけど、

例えば博物館も夜開館しておいてて、じっくり

と遠野の世界を博物館の中で、10時に就寝する

までにはゆっくりと、夕飯食べたならば、ゆっ

くりと行ってあれするというような、それも一

つのナイトツアーのような仕組みなんじゃない

のかと。夜神楽なども、とおの物語の館の中で、

遠野座の中でやっておりますから。 

 そのような、いろんな縦糸、横糸の組み合わ

せしながら、夜と昼あるいは朝と晩といったよ

うな、そのような移動といったものをうまく組

めれば、それぞれの時間差といったものをそこ

で利用していくということも大事な、観光地の

魅力アップにとっては大事な、それがナイトツ

アーということもなってくるというように思っ

ているところであります。 

○議長（新田勝見君）  ２番菊池美也君。 

   〔２番菊池美也君登壇〕 

○２番（菊池美也君）  ぜひ風評被害を払拭し

て、修学旅行のツアーが、ツアーというか、旅

行がたくさんふえていただいて、その子どもた

ちがまた大人になったときに、遠野って楽しい

ところだよと、修学旅行だけでは全然物足りな

いと、まだまだもう１回行きたいと、もう１回
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行きたいと思ってもらえるようになればいいの

かなと思います。 

 推進計画は平成19年３月に策定されたもので

す。観光推進計画を具体的に実施するため、す

ぐに実施できるものと、おおむね５年までを目

途に着手と目標達成時期として計画したものを

短期計画、おおむね10年までを目途としたもの

を中期計画、15年後までを長期計画と、それぞ

れの実施計画の位置づけをしています。 

 平成28年度は中期計画の最終年度となるわけ

ですが、随分とずれが生じているように思われ

ます。何度も御答弁の中でございますが、東日

本大震災発生前と発生後では状況も価値観も随

分と変わっております。また、ハブ構想という

か、釜石道も遠野まで延伸しました。30年には

ミッシングリンクも解消され、いい面と悪い面

が出てくるのかもしれません。 

 そこで、先ほどの第２次の中心市街地活性化

基本計画がありますが、観光推進計画は見直さ

ないんでしょうか。見直す時期だと思いますけ

れども、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）  御質問にありましたと

おり、この遠野観光推進計画は平成19年３月に

策定をしておりまして、この28年度の見直しと

いう一つの時期を迎えているということであり

ますので、これまでいろいろやりとりしたよう

な中を踏まえて、やはりこの基本計画、特に東

日本大震災前に策定されておるという一つの計

画でありますから、これを第２次総合計画がで

きたと、前期５カ年計画も定めたと、そして、

まち・ひと・しごと総合戦略という中における

一つのプロジェクトもその中に位置づけたとい

うこともあるわけでございますが、その延長線

上にこの遠野観光振興基本計画というのは明確

に位置づけて、28年度、それも早い時期に、早

い時期に、28年度中だからというんじゃなくて、

やっぱりこういったものはスピード、タイミン

グを間違っちゃだめなもんでございます。年度

があればいいんだじゃなくして。 

 やっぱり、御質問の中にもいろいろ指摘され

ていましたとおり、滞在型に持っていかなきゃ

ならんとなれば、じゃあ、もう冬場にも、冬場

に対応するためにはどうしたらいいかというこ

とは、今やらなかったらば冬場には間に合わな

いわけですよね。何でもそうですけれども、冬

のセールスは、お店、デパートとか百貨店の中

では、夏場に冬のことを一生懸命考えているん

ですよね。冬場に夏物を一生懸命、夏物の売り

込みを一生懸命考えているということになれば、

我々もそういう感覚を持たなけりゃならない。 

 今の時期だからこそ冬場。何で、冬の時期に

冬のことを考えるんじゃなくて、冬場だからこ

そ次の冬場のことを考えると、夏場だからこそ

次の夏のことを考えていくというような、その

ようなサイクルとスピード感を持った計画づく

りをきちんと行う。そのためには、中心市街地

のあれも、この３月中には国のほうから認定に

なる予定でありますので、それをきちんと踏ま

えた計画に持ち込みたいというように考えてい

るところでございますので、御了承いただけれ

ばと思っております。 

○議長（新田勝見君）  ２番菊池美也君。 

   〔２番菊池美也君登壇〕 

○２番（菊池美也君）  私も前の職場は百貨店

でございますので、その半年前のサイクルで動

くというのは当時も当たり前でしたし、今とな

れば、もっともっとスピードアップしていかな

ければいけない、１年サイクルの話になるのか

もしれません。 

 次の項目、遠野高校、緑峰高校の再編問題に

ついてお尋ねをいたします。小松議員のさきの

質問と重複する部分、出てくるかと思いますが、

御了承ください。 

 昨年の12月24日、遠野高校と遠野緑峰高校の

統合、校舎制という県教委計画案の概要が新聞

報道されました。翌25日に正式発表された「新

たな県立高等学校再編計画（案）」の方針に目

を通すと、専門高校（職業に関する専門学科）

の学校・学科の配置について、農業、工業、商

業、家庭に関する学科別にそれぞれの方針が示
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されています。 

 計画（案）を読み上げます。「農業に関する

学科。農業に関する専門高校は、盛岡農業高校、

花巻農業高校、水沢農業高校の３校（11学科）

となっています。また、農業に関する学科を併

設している高校は、大船渡東高校、千厩高校、

遠野緑峰高校の３校（３学科）となっています。

さらに、総合学科の各高校においても農業に関

する学習が可能な系列があります。今後は、農

業に関する専門教育の充実と卒業後の進路を見

据えた学科改編等を行いながら、当面はその機

能を維持します。なお、その機能が維持できな

い場合には、校舎制を視野に入れながら、他の

学校との統合及びその在り方について検討しま

す」このように書かれています。 

 続いて、工業、商業、水産、家庭について、

それぞれの方針が示されてますが、どれも文面

が一緒です。 

 「工業に関する専門高校は、○○高校、○○

高校の○校（○学科）。併設している高校は、

○○高校、○○高校の○校（○学科）。今後は、

工業に関する専門教育の充実と卒業後の進路を

見据えた学科改編等を行いながら、当面はその

機能を維持します。なお、その機能が維持でき

ない場合には、校舎制を」云々と、以下同文で

す。全部一緒です。 

 商業も水産も家庭も、「農業に関する」とい

う文面が「工業」に変わったり、「商業」にす

りかわったりするだけで、「機能が維持できな

い場合には」という文言は、定員を満たさなけ

れば、40人学級を維持できなければという意味

合いだと判断しますが、余りにも乱暴過ぎる配

置方針です。 

 少子化だから、入学する生徒が少ないから、

教員配置に問題が出るからとか、大人の都合ば

かり。生徒らには責任のない理由が先行して、

地域の事情や歴史なども一切無視。配置方針に

は、長期ビジョンや明確な方向性が示されてお

りません。遠野の戦後高等教育を否定するもの

だという厳しい意見も聞かれました。 

 校舎制には、実際に学ぶ生徒にとってこんな

具体的なメリットがありますよとか、校舎制導

入後は、地域はこのようによくなるはずですと

か、夢や希望は一切示されておりません。「希

望郷いわて」が聞いてあきれます。 

 東日本大震災発災前の平成22年12月に行われ

た第２回釜石・遠野ブロック地域別検討会での

主な意見等の概要や、平成23年２月に開かれた

第３回今後の県立高校に関する地域検討会議釜

石・遠野ブロックの会議録を読み返してみても、

遠野高校、遠野緑峰高校、両校の同窓会、ＰＴ

Ａ役員や、市内小中学校のＰＴＡ役員との意見

交換会においても、また２月の１日の夜に遠野

高校で開催された釜石・遠野ブロック（遠野市、

釜石市、大槌町）地域説明会の参加者からの多

くの発言や、緑峰高校同窓会の決議からも、遠

野の地域全体の意見は一致していると思われま

す。 

 総合会議の様子や、２月１日に釜石・大槌地

域産業育成センターで開催された第４回高校再

編地区ブロック会議での発言と配付資料から、

また、さきの質問の中の答弁でも、今高校再編

計画に対する市長の考えも重々承知しているつ

もりです。 

 そこで、質問をいたします。平成32年に、県

教委計画案のとおり校舎制が導入され、これま

での遠野高校、緑峰高校の２校体制が崩れた場

合には、遠野地域にとって将来的にどのような

影響が出てくるのか、市長のお考えを伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいまのこの県立高

校再編案に対する菊池美也議員の御質問を聞い

ておりまして、まさに私、市長という立場の中

においても、大変心強いものを感じましたし、

また認識も同じような認識であったと、あると

いうことも、またこの確認をいたしました。 

 先ほどの小松大成議員のときも、ちょっと声

を高くしながら私の思いも申し上げたわけであ

りますけれども、この12月の末に方針を示して、

意見交換会は２回ほど、そしてあと学校ごとに

意見交換を行い、意見を聞いて、あとパブリッ
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クコメントも行いますよと、一つの手順とすれ

ば丁寧さは見えます。しかし、今、菊池議員の

中には、余りにも乱暴だと、言葉が、いろんな

校舎制であるとか、いろんな高校を並べている

けれども、以下同文のような表現ばっかり多い

じゃないかと、夢もなければ希望も見出せない、

何のために再編するかということすら、そこか

ら読み取れないという、そのような認識を述べ

られました。全くそのとおりであります。 

 あの方針を私も何度も読み返しました。しか

し、その中からは、うん、なるほどと、仕方が

ないなと、ああ、こういう方法も──で行くし

かないのかということを受けとめるようなもの

は、何にもありませんでした。まさに新聞でも

報道されておりますし、また、いろんな関係者

の方々もいろんな場所で意見を述べられており

ますけれども、言うなれば志願者が少ないんじ

ゃないかと、だから、このようにするのは、校

舎制にするのは言うなればやむを得ないんだと

いう中における一つの数の論理だけが出てる。

数の論理のうちには、学級定員の問題も、ある

いは教員配置の問題も、財政負担といったよう

なものもその中にあるんだと。日本全体が、と

いうよりも人口減少社会なわけであります。し

たがって、少子化という中で志願者の方も応募

者の方も少なくなっていることは、そのとおり

なわけであります。 

 したがって、このいろんな仕組みも、新たな

仕組みに持っていかなきゃならないためには、

こういう選択肢もある、こういう選択肢もある

と、このような方法もあると。こういう方法の

中であれば、子どもにとってはずっとこのほう

が望ましい、よりふさわしいといったようなも

のがその方針案の中から導き出されているので

あればなんですけれども、認識が示されている

とおり、余りにも乱暴じゃないかというような

認識。それは、誰しもそのように思っているん

じゃないのかなというように私は捉えた。 

 昨年の12月以降、いろんな経緯がありました。

いずれもそのような認識で、遠野市とすれば、

やはり遠野高校と、実業高校である遠野緑峰高

校、まさに歴史もある、いろんな生徒諸君もさ

まざまな実績を出している、懸命に頑張ってい

ると。であれば、我々大人がそれをきちんとフ

ォローして、そして彼らの、彼女らの志を、あ

るいは夢を、さらには希望をちゃんとかなえる

ような、そのような環境の中につくっていく。

そこには、40人学級ということにこだわらなく

てもいいんじゃないかというようなところをみ

んなで考えるのが、今のこの高校再編問題では

ないだろうかと。人口が減っていっているわけ

でありますから、戦後70年という言葉の中であ

れば、そのような教員配置の問題も、学級定数

の問題も、いろいろ考え直していっていいんじ

ゃないだろうかというように思うわけでありま

す。 

 そのためには、財政負担もかかる、いろんな

経費もかかるというんであれば、また新たな仕

組みをつくればいいんじゃないですかというよ

うなところを、県立高校だから県がやらなきゃ

ならないんではないんだと。県立高校であるが

ゆえに、今、市町村も人口減少の中で再編後の

まちづくり、合併後のまちづくりの中で、いろ

いろ生き残りのためにさまざまやっているんだ

から、市町村もその中に参画して、一緒になっ

て国の制度を変えるんだと。というような、そ

のようなことをこの高校再編という問題は我々

に突きつけているんじゃないだろうかというよ

うに、私は思うわけであります。 

 したがって、そういった意味においても、全

く認識は同じだというように捉えているところ

でございますから、その中で、この校舎制とい

う中で、改めてちょっと触れさせていただきま

すけれども、この校舎制といった中にあって、

いうところの複数の校舎を使用し、一つの学校

として機能させる。教員が校舎間を移動して授

業を行うが、行事やクラブ活動は生徒が移動す

ると。校舎制は岩手県では初めて。ふだん別々

の校舎で授業を受け、クラブ活動のときに一緒

になるだけで、それで本当に、いうところの一

体感のある教育という環境が整えられるだろう

かというような、そのような一つの疑問がある
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わけであります。 

 校舎間の移動はどうするという運営面の問題

については、余りにも課題が大き過ぎるんじゃ

ないだろうかと。要するに、生徒、教員に負担

がかかる一つの仕組みではないだろうかという

ことも、その中で読み取れるわけであります。 

 それから、こういったようなものが保護者や

生徒に受け入れられるかどうか、甚だ疑問だと。

こういったことになると、今度は生徒が遠野緑

峰高校といったものに対する一つのいうところ

の魅力がなくなり、その志願する人も少なくな

ってくるんではないのかなというような心配も

懸念されるわけであります。 

 そしてさらには、やっぱり雇用といったもの

が大事であります。人口減少に歯どめをかける

という、その雇用環境、定住環境も整えていか

なきゃなりません。そうなれば、この地元産業

を支える雇用といった面においては、地域との

かかわりの中で実業高校としての遠野緑峰高校

の位置づけが極めて大事な存在になってくるわ

けでありますから、そういった部分においての

与える影響、いうところの地域とのかかわりが

薄れた、地域の、何と申しますか、衰退にもつ

ながりかねない。 

 だから、私もいろんな場で発言しているんで

すけれども、県立高校だから県がやらなきゃな

らない。高校によっては、町立高校とか村立高

校だとか市立高校といったような中で取り組ま

ざるを得ないような、そのような高校に今なっ

ているんですよ。であれば、我々も、地域も、

あるいは市町村も、この再編問題に本当にかか

わるというような仕組みの中で、お互い知恵を

出すというようなことが今問われているんじゃ

ないでしょうかということを盛んに主張してい

るんですけれどもね、なかなか、それが受け入

れてもらえない。「これは県の方針であります。

御理解を」という中に今あるんだということで

ありますから、何とかこれをはねのかしていか

なければならない。 

 そしてまた、我々もそこで知恵を出していか

なきゃならないという、そのような状態に今あ

るのではないのかなというようにも思っている

ところでございますから、ただいまの菊池美也

議員の質問の中で、この再編問題の一つの認識

をきちんと受けとめ、そして、きちんと客観的

に受けとめながら、あんまりにも乱暴過ぎるん

ではないのかなというような認識を示されたこ

とに対しては、私も全く同感であるということ

もまたつけ加えて、答弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  ２番菊池美也君。 

   〔２番菊池美也君登壇〕 

○２番（菊池美也君）  そうですね、子どもた

ち、生徒の選択肢が狭まるというだけじゃなく

て、遠野の産業にとっても大変重要な位置づけ

が専門高校、遠野緑峰高校にあるという市長の

お考えでございました。 

 次の質問に入ります。遠野市の出生数は減少

しています。平成28年度の小中学校の学校給食

提供予定者数は2,232名、前年度よりも70名程

度減っての学校給食事業費当初予算案の提示で

す。年々、遠野市内の児童生徒は減っています。

さらに、３分の１も市外の高校に進学している

現状です。２校とも今年度も志願倍率は１を下

回ってしまいました。２校あわせると240名の

枠に対して、180名弱の入学希望者しかありま

せん。確かに１クラス40名分の定員を削って、

普通科４クラス、農業科１クラスの定員200名

にしなさいという県教委の数の理論は、そのと

おりなのかもしれません。 

 市では、チーフリーダーを教育長とし、教育

振興基本計画の高校支援に特化した検討チーム

を設置しました。その所掌事務は、遠野市の高

校のあり方について独自の理念、ビジョンを策

定すること、高校支援策について具体的な事業

を検討すること、県教委主催の地域検討会議等

で提案、説明し、再編計画案の見直しにつなげ

ることの３つです。そのとおり、第４回高校再

編地区ブロック会議では、遠野のしっかりとし

た思いを県教委に示しました。提出資料には、

産官学金労言にかかわる新たな教育環境支援策

の例が記載されています。 

 そこで、質問いたします。この高校支援策検
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討チームは資料を作成するためだけのものでし

ょうか。たとえ今再編計画案が覆り、平成32年

度に２校堅持できたとしても、近い将来また再

編、統合、校舎制の議論が出てくるでしょう。

支援策を検討するだけではなく、次にその策を

実行し、結果を出し続ける継続性のある組織が

必要と思われますが、お考えを伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいまのこの検討

チームの位置づけということであります。実は、

繰り返しこの場でも申しておりますけれども、

第２次総合計画、それに伴う前期５カ年計画、

まち・ひと・しごと総合戦略、それから健全財

政５カ年計画という中で、それぞれセットしな

がら、実はそのセットの中における部門別計画

の中に、さっき47の計画があったと言われまし

たけど、教育振興基本計画もその中にあるわけ

であります。 

 教育振興基本計画、今、策定中の教育振興基

本計画は向こう10年の遠野の教育のあるべき姿

をきちんと位置づける部門別計画であります。

その中に高校教育の分野の書き込みが、ちょっ

とこれでは物足りないぞと、物足りないぞと、

総合教育会議でその議論をしたわけであります。 

 やっぱり教育振興基本計画という10カ年計画

であれば、この高校再編にも、今、御質問の中

にありましたとおり、ことしの３月の志望状況

もそのとおり、定員240が170ほどで、下回って

おりますね。いわゆる40人学級の中における取

り組みですから、志願者数が170ちょっとと、1

80前後ということになっていますから、定員割

れということになっているわけですね。 

 この定員割れの数字を示されれば、「これで

も２校体制なんですか」と言われると、我々も

なかなか、数字だけを見れば、やっぱり違うん

だと、だから新たな仕組みをつくるんだと、こ

ういうビジョンを持つんだと、そして、ただ、

それは県のことじゃないと、我々もその中で、

このような中で、魅力のある高校にするという

中における努力もするんだということを教育振

興基本計画の中にも明確に位置づけろという中

で、検討チームを立ち上げたということであり

まして、その中で、いうところの産学官金労言

という一つの皆さんのいろんな参画も得ながら、

この高校問題、高校教育問題にいろいろ取り組

むんだという中における検討チームを立ち上げ、

そして意見書として県教委のほうにもサポート

事業という中でいろいろサポートしますよとい

う中における、そして今度の予算の中にもそれ

を一部盛り込んだということになっているわけ

です。 

 だから、検討チームは、それをやったから終

わりじゃない。これからもちゃんとそれをコー

ディネートしながら、コーディネートしながら、

それぞれの立場、分野でこの２つの高校をどの

ように地域ぐるみでサポートしていくのか、県

とどういうタッグを組んでいくのか、どういう

連携をとっていくのか、そして魅力のある、進

学するんであれば遠野高校あるいは遠野緑峰高

校に進もうかという中における、そのような環

境づくりをフォローしていくというのが検討

チームの役割にもなっていく。 

 ただ、検討チームが事業を持つわけではあり

ませんから、それぞれのサポート事業の事業を

持つわけではありませんので、それぞれ、例え

ば市の組織の中にもそれぞれあるわけでござい

ますから、それぞれの組織で予算を持ちながら

サポートして、それを検討チームの中できちん

とコーディネートしていくというような役割分

担になるのではないのかなというように承知し

ておりまして、この問題は、この３月で県が方

針を出すから、それで方針を出されたら終わり

じゃなくして、ちょっと息の長い取り組みなん

ですね。 

 だから、それをきちんと踏まえるためにも、

ただ反対反対という拳を上げてても、これは何

ともなりませんから、やっぱり我々もきちんと

冷静に議論をしていくんだという中における一

つのたたき台をつくるのが、この検討チームの

役割として担ってもらったということでありま

すので、そういう形で御了承いただければと思
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っております。 

○議長（新田勝見君）  ２番菊池美也君。 

   〔２番菊池美也君登壇〕 

○２番（菊池美也君）  専門高校、職業に関す

る専門学科の魅力は、専門的に学び、学びを生

かした仕事につき、生活をしていくことです。

学びを生かした仕事につき、生活をしていくこ

と。遠野の基幹産業は農業です。でも、子ども

たちは農業を学びたいのでしょうか。 

 今の状況で農家は農家を継がせたいのでしょ

うか。 

 大人になったら何になりたい。サッカー選手、

宇宙飛行士、お花屋さん、ケーキ屋さん、よく

あるアンケートの結果には残念ながら農業は入

りません。 

 農業自体が魅力あるプロ野球選手や、弁護士

のように子どもたちがあこがれる職業になれば

いいんだべがなと思います。農業科で学ぶこと

を希望する生徒が当然ふえます。 

 高校支援策検討チームと、遠野高校、緑峰高

校の両校長との意見交換会で、緑峰校校長から、

生徒は地元に残りたい意向がある。情報処理科

では、商業簿記、ビジネス検定等の資格が取得

でき、卒業まで最低２級を取得させたい。市内

にそれを生かせる職場がないとの発言があった

そうです。 

 中学校の進路指導では、地区外に出ていくこ

とを進めるようなことはしていないはずです。 

 生徒、保護者が進路選択をすることに対して、

あくまでも正しい進路情報を提供し、生徒、保

護者がみずから選択する。これが基本です。 

 高校は、義務教育と違って選ばれる高校でな

ければなりません。保護者や生徒に支持されな

ければ、その学校はすたれます。 

 その高校に進学し、学んだその先がどうなる

のか、どうするのか、どうできるのかというも

のが具体的であればあるほど、そしてそれが生

徒、保護者の希望に合致すればするほど、魅力

ある高校として捉えられるのではないでしょう

か。 

 質問いたします。 

 定員を満たすための方策としてよく出される

のが、強い部活動や、特色ある部の立ち上げで

す。市内から入部希望者がふえ、高校が存続す

る。 

 でも、卒業後は遠野に残らない。残ることが

できない。これが、遠野にとって本当に必要な

高校の姿ですか。 

 魅力、何度も魅力あると、観光のほうでも魅

力を上げると、魅力っていうのがこの質問の

キーワードになってるような気がしますが、魅

力ある人を引きつける専門高校とはどのような

高校でしょうか。 

 魅力ある普通高校とは、どのような高校でし

ょうか。市長のお考えを伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいまのこの魅力あ

るというその高校をつくっていかなければなら

ない、それはじゃあ一体どういうものなんだろ

うかということになるわけです。 

 よくいうスポーツ、例えば遠野のサッカーと

いう中にある。やっぱり、いろんな価値観が、

それぞれ若い方々の価値観が、その親の世代の

価値観も大分変わってきております。 

 繰り返しになりますけど、戦後70年っていう

この日本のこの歴史の中で、高度成長、そして

いうなれば、先進国の仲間入り、そしてバブル

っていったものがありながら、いろんな交通イ

ンフラが高速道路が整備され、そしてまた一方

においては、新幹線網が整備されてる中で、都

市間の移動、地域間の移動も容易になってきて

る。 

 経済的にもある程度、それなりの水準になっ

てきてるっていう中であって、従前であれば、

その地域の中に高校があって、その中に入るっ

ていうか、進学するとなれば、ある程度施設の

選択肢が非常に狭まれた状況の中で高校進学っ

ていったようなものを、進学先を選んだという

ことになるわけです。今や、極端にいえば世界

にまで羽ばたける、あるいは、全国どこでも行

きたい高校があればそこに行くっていうのは、
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もう時代にもう入ってきてるわけですね。 

 したがって、しかし、特にもう都市と農村と

いう、あるいは都市と地方という中にあって、

この地方の魅力という、地方の持つ潜在的な魅

力っていったものに、非常に憧れを強く抱きな

がら、ゆっくりとその中で高校生活を過ごした

いっていうニーズも一方においては都会にもあ

るっていう中における、いろんな面での水平的

なネットワークが、そしてまた選択肢がふえて

きているということに今、そういう時代に入っ

てきてるとなれば、遠野とすれば、やっぱり保

護者、あるいは生徒、その夢、確かに今、御質

問がありましたとおり、その農業っていっても、

農業する希望する人は少ないよと、いうなれば

もっとそれこそ宇宙飛行士になりたいとか、さ

まざまないろんな選択肢を持った子どもたちが

多い、そのとおりだ、だから、それに合致する

のかっていっても、それはまたそれに合致する

高校教育というよりも、そういったものに目指

すべき体力と、いろんなおける知識と、いうな

れば本当の基礎体力をつけるような高校教育の

中で将来いろんな選択肢の中で世界に羽ばたく、

日本に羽ばたく、遠野にちゃんと定着しながら

遠野で頑張るんだっていう中におけるものって

いうものの中における基礎体力をきちんとつく

るっていう部分が高校教育としてあっていいん

じゃないのかなと思うわけであります。 

 したがって、それを考えれば部を強くする、

クラブ活動を強くするっていうような中におけ

る魅力づくり、それから、遠野には日本にも完

たる木工団地でものづくりとすれば、木工団地

のようなプロジェクトも展開されている。そこ

にはまさに日本の有数なマンパワー集団がそこ

に集まってきてる。 

 例えば、馬事振興ということになれば、馬の

里というような大きなキャンパスもある。ふる

さと村のようなものもある。そして、市民ぐる

みの中に起きるいろんな耕畜連携のような一つ

のキャトルセンターのようなものもあるという

ことを考えれば、その辺をうまく縦糸、横糸に

組み合わせれば、何も農業じゃない。農業科だ

から農業っていうことじゃない、その中で、ど

ういう学科をつくればそういう幅広く自分の選

択肢の中から、あるいは保護者の意向の中から、

高校を選べる、自分のこういう高校に行きたい

ということを選べるっていうような環境がその

中に、我々なりのをつくることができるんじゃ

ないだろうかと、それは魅力ある高校というこ

とにつながるのではないだろうかっていうよう

な中で、ある県教委の幹部の方からこういう言

われたんです。いや、市長と、いいんじゃない

のと、何より２校じゃなくて１校でいいんじゃ

ないのと、お宅はサッカーが強いんだから、サ

ッカーで全部生徒を集めて、それで定員を確保

すればいいんだっていう言い方をされたんです。 

 いいやそれはないだろうと。そういう言い方

ないでしょうと、思わず反論したんですね。そ

ういう認識なんですかって言ったら、それでだ

めなんですかっていう話の中で、ちょっと激し

いやり取りがあったんですけども、でもそれが

魅力になるっていうことには決してならない。 

 だから、やっぱりいうところのきちんとした

その素材を地域支援をどう生かしながら、遠野

っていう一つのこの地域ブランドを生かしなが

ら、魅力のある高校にすることになれば、都会

でもそういう応募してくるっていうニーズがあ

りますよという部分も、我々の視野においても

いいんじゃないのかな。東京にもそういう生徒

さん方いますよ。そういう保護者もいますよっ

ていうのも一つのターゲットとして見てもいい

んじゃないだろうか。何も遠野だけで考える必

要はない。広くそれを視野を広くしながら、そ

ういう教育現場を学校現場を遠野につくり上げ

ていくんだと、そうすればそれの中で学んだこ

とによって、もっともっと幅広く世界に羽ばた

くそのような人材も遠野から排出していくんだ

ということにつながっていくんではないのかな

っていうようにも思うわけでありますけども、

その辺のところがある意味いって、我々も問わ

れてるということにはなるんではないのかなと

いうふうに思っておりまして、魅力という分に

ついては、そのような視野で、あるいは発想の
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転換と、視点の一つのなんと申しますか見方に

よって、そのようなものを組み立てていくとい

うことになるんではないのかな。 

 繰り返しになりますけども、少子化だから志

願者が少ないから、これで２校体制は無理なん

だから１校なんだという方程式ではないんだと

いう、高校についてはそういうもんではないん

じゃないのかなっていうことを強く主張しなが

ら、それを構築していきたいものだなというふ

うに思っているわけでありますので、よろしく

お願いを申し上げたいと思ってます。 

○議長（新田勝見君）  ２番菊池美也君。 

   〔２番菊池美也君登壇〕 

○２番（菊池美也君）  32年に高校再編が計画

案を32年の案ですけれども、地域ブロック会議

等の説明、県教委からの説明だと、計画を実行

に移すためには３年くらいのスパンが必要だよ

と、逆算していくと29年度くらいには、きちっ

と今年３月の末で、計画、大体概要を決めたい

ところなんでしょうけれども、遠野市としては

猶予期間がほしいということで求めてますよね。 

 逆算していくと29年度には県教委のほうがは

っきりしなきゃいけないっていう説明がござい

ました。 

 29年度っていうと、来年度の入学、選抜試験

の話なんですよね。29年度に入学する生徒は、

来年の３月のちょうど今ごろですか、選抜試験

があると、そこに志願者がある程度の人数がな

いと県教委は何だこれはと、遠野の頑張りはど

うだったんだとなってしまうんじゃないかなと

思うんですね。 

 教育振興基本計画は確かに10年間のスパンの

計画ですけれども、この高校再編については、

もう１年くらい、１年ももしかしたら期間がな

いのかもしれません。中学生が進路選択をする

のは、夏休み後とか、もう半年もないのかもし

れませんけど、その辺市長、もちろんわかって

ると思いますが、改めてその取り組みについて

お願いいたします。お答えください。 

○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）  今の現実的な対応すれ

ば、今、お話がありましたとおり、29年、28年

度のもう入試も始まるわけであります。志願者

状況も確定いたしましたから、それはそれとし

て現実として受けとめながら、我々に１つの考

えなきゃならないのは、今、お話がありました

ように29年度の中でそれこそ魅力あるっていう

部分で、少しでも志願者数をその中でふやして

いく、遠野の中でおいても、いろいろ学区外に

遠野以外に行ってる、進学してる生徒さんもか

なりの数にあるわけでありますから、その辺を

どうあれしながらっていっても、生徒の希望と

保護者の希望も当然あるわけでありますから、

これもきちっとバランスをとっていかなきゃな

らない。 

 ということになれば、中学校における進路指

導の部分でどうきめ細かく対応していくのかっ

ていうことも、もうすぐ目の前に迫っていると

いうことも踏まえながら、幾らでもその志願者

数を自助努力をしながらそれこそ理解をしてい

ただきながら、そしてその後における少なくて

もじゃあ進学するかっていう中における一つの

なんていうか判断しやすい環境を少しでも我々

もその中でつくり上げていって、数字的にはこ

のとおり志願者がふえましたよっていう結果も、

また一方では持たなければならない。 

 それからこの部分にあっては、例えばいろん

な教育制度そのものをやっぱり人口減少社会な

わけでありますから、日本全体が、そして、そ

の中においては、都市と地方の格差、余りにも

当局一極集中なわけですね。インバウンドとい

って騒いでいるけども、数字的には九州福岡と、

京都、奈良、大阪、それから名古屋と、その次

はどこだっていったら、千葉県なんですよ。千

葉県なんだっていったらディズニーランドなん

ですよね。あと、札幌と、それだけなんですイ

ンバウンドと言っても。だから、その部分の余

りにも極端ないびつな状況の中だっていうこと

を考えれば、高校再編問題などもやはり首都圏

というか、東京というような大都市の中にも遠

野のようなロケーションの中でゆっくり教育を
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というようなニーズがやっぱりあるっていうこ

とも考えれば、まさにまち・ひと・しごと総合

戦略の中における高校教育のあり方もその中で

見出す、っていうことも一つの差し迫った我々

の対応しなければならない課題ではないのかな

と思ったりもしているところでございますので、

ちょっと答えにならなかったかもしれませんけ

ども、いずれ待ったなしでやるっていうことは

事実だっていう認識は持って、答弁といたしま

す。 

○議長（新田勝見君）  ２番菊池美也君。 

   〔２番菊池美也君登壇〕 

○２番（菊池美也君）  先ほど、前の小松議員

の質問の際に市民シンポジウムが立ち上がって

おるというお話がございました。ここの場面で

もこうやって議論する際には、どうしても大人

の意見しか、意見というか、大人の話、大人間

での話の中でしかありませんので、実際の生徒

たち、そして32年度に高校生に上がる、今小学

校の４年生か５年生になる子どもたち、そして

その保護者、いろんな方々の意見を集約してサ

ポートのほうに、事業につなげていただければ

と思いますが、このシンポジウムは、３月の６

日ということなんですけれども、これはこの今

私の手元に１枚のチラシがありますけれども、

ほかの市民の皆様にはどのような媒体を使って

の周知がされるのでしょうか。 

 共催が遠野市ということですのでお伺いいた

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）  ３月６日に、このいう

ところの３月中に年度内に方針をという方向の

中で、県教委のほうでも集約をし始めておりま

すので、そういった中において、意見交換会に

も出た、それから高校にも出向いて保護者、関

係者の意見も聞いた、パブリックコメントも行

ったと、だから答えを聞いたから、後は方針ど

おりっていうことになってしまうっていう中に

あっては、それをどう押し返すかっていうこと

になれば、っていう中で関係者の皆さんが集ま

って高校再編を考える市民会議っていったよう

なのも立ち上げたい。 

 それの設立総会を６日に行い、その中で関係

者がこの高校再編をどう考えるんですかと、私

も市長の立場で今こうして菊池議員と向き合っ

ているわけでありますけれども、いろんな意見

があるわけですよね。ですから、パネリストの

方々がそれぞれ意見を申し上げながら、その中

で遠野としての総意を集めて、市民会議ってい

う一つの構成体の中から、県教委のほうと任務

を終了するっていうふうに聞いておりますので、

これをこの６日の日、そのシンポジウムが設立

総会を終えてシンポジウムが行われたならば、

直ちに県教委と県議会のほうにその声を届ける

というようなプログラムの、っていうか工程表

の中で進めているというふうに聞いております

ので、６日のこのシンポジウム、設立総会とシ

ンポジウムには、市の立場としても全面的に協

力をし、共同歩調を取っていきたいというふう

に私自身は考えておるところでございますので、

よろしくお願い申し上げたいと思っております。 

○議長（新田勝見君）  市民への周知の方法に

ついて答弁願います。本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  そのシンポジウムのい

ろんな周知方法と申します、教えてと。 

 これは、実行委員会として設立委員会のとき、

実行委員会のほうでいろいろ検討していると思

いますので、具体的な内容としてまだ承知して

おりませんので、やはりいろんな通じてやっぱ

り市民周知を図りながら、市民の総意といった

ものをその中に向けていくっていうことは当然

準備委員会の皆さんも考えているかというふう

に思っておりますから、そのようなアドバイス

も申し上げておきたいと、申し上げることにな

ろうかというふうに思っておりますので、よろ

しくどうぞお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  ２番菊池美也君。 

   〔２番菊池美也君登壇〕 

○２番（菊池美也君）  問う立場じゃなかった

ということで、僕の質問がまずかったのかもし
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れませんが、ぜひ、サポート事業を組み立てる

際には、今、高校に通っている現役の生徒さん

の再編になるかもしれないという寂しい気持ち

とかも聞き出していただきたいし、さっきも申

し上げましたとおり、小学校５、６年生、高学

年が対象になる、先のようだけど実際は現実が

もう目の前に迫っているという高校再編でござ

いますので、その事業策定するに当たっては子

どもたち、大人だけの話じゃなくて、それこそ

乱暴な議論ではなくて、親切丁寧に、遠野市民

の中では時間をかけてそのサポートをする支援、

事業、サポート事業、どういった高校にしたい

のか、どういった高校が本当に魅力あるものな

のか、そういった組立づくりをぜひ子どもたち

も含めた議論にしていただければと思いますけ

れども、市長、改めてどうですか、もう一度、

最後の質問になりますけども、その組み立ての

仕方について質問します。 

○議長（新田勝見君）  今のは通告してる部分

じゃないと思うんですけども。 

○２番（菊池美也君）  してませんね。 

○議長（新田勝見君）  対象が違いますので、

別な質問、市長に対する。これ先ほど配付され

ただけのものですから。別な形で質問してくだ

さい。 

○２番（菊池美也君）  済みません、概要だけ

でもお願いします。概要についてお伺いをいた

します。 

○議長（新田勝見君）  シンポジウムについて。 

○２番（菊池美也君）  シンポジウムじゃなく

て。 

○議長（新田勝見君）  ２番菊池美也君。 

   〔２番菊池美也君登壇〕 

○２番（菊池美也君）  シンポジウムじゃなく

て、また別な話になって高校支援サポート事業

ということで予算組もされて、各部局のほうで

サポートする事業を組み立てていきますよとい

う答弁がありました。その各事業の取りまとめ

が高校支援策検討チームでありますという答弁

がありましたので、そのサポート事業、それぞ

れの部局のサポート事業についての組み立ては、

私は子どもたちの意見を取り上げるべきではな

いのかなと思いました。 

 市長はどのようにお考えになりますでしょう

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）  これは、組織の立ち上

げについては、もう高校再編を考える市民会議

っていう一つの位置づけになっているわけであ

りますが、幅広くあれしながら市民の総意、と

にかく幅広くって言っても、何度も小松議員の

質問にも答えてますとおり、今もやり取りいた

しましたとおり、市民の総意っていったものは、

大体は２校存続体制といった中で慎重にってい

う一つの総意ができているわけでありますから、

幅広くいろんな関係機関団体をその市民会議の

中に集めて、息の長い一つの取り組みでもって、

だから３月に方針を出したからもうそれで県教

委が決定したから終わりじゃなくて、決定され

たとしてもそれを押し返すっていう、そのよう

な組織体として位置づけるという市民会議にし

なければならないかと思ってますし、またそう

することによって、我々なりの一つの地域づく

りのしっかりとした足腰の強いものはその場で

我々なり見出すことができるとなるわけでござ

いますから、この方針決定をとにかく県教委が

３月中に全てを仕切ってしまうと考えていくの

か、我々だけじゃなくて、宮古地区も久慈地区

もありますし、他の地域もいろいろあるわけで

ありますから、より慎重にっていう中でいくっ

ていうようになれば市民会議のような組織をき

ちっと持ってれば、遠野といえば非常に県のほ

うと向き合う場合においては、非常にいい組織

体が皆さん知恵を出して立ち上げてくれたなと

いうふうに思ってるところでございますから、

それをもって答弁をいたします。 

○２番（菊池美也君）  終わります。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後２時23分 休憩   

────────────────── 

   午後２時33分 開議   
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○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。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。 

 ある晴天の日、道端で市民と世間話の中で河

童像は見かけるが、二宮金次郎の像は見かけな

い、どこに消えたのか、寂しいな、などなどの

話題になり、私も小学生のころには神様、仏様、

二宮様と尊敬してまいりました。 

 時代が変われば金次郎も河童像に変わる、こ

のようなことでよいのかなどなど尋ねられても、

私には知る由もなく、聞く機会があったら関係

機関にお尋ねしようと思っておりました。 

 その二宮金次郎像に対して、なぜか不思議な

ことのように気がかりになり、数日が過ぎ、イ

ンターネット上で偶然に小学校１、２年、生徒

の授業に取り入れていることを知り、遠野の実

態を知りたく、今回お尋ねしている次第です。 

 二宮金次郎といえば、日本人なら知らない人

はいないでしょう。百姓の子でも勤勉に努めれ

ば偉い人になる、私も50年以上も前に小学時代

に先生から教わりました。 

 昨今の社会評価は、二宮金次郎の手段は、子

どもの虐待被害とか、忍従、児童労働を肯定的

に扱うなどの意見とか、現在で言えば公共自治

体とでもいいましょうか、当時の市町村という

べきところを大小600以上の自治体、経営破綻

を立て直したなど、評価する意見もございます。 

 このような偉大な功績を遺した二宮金次郎の

生涯を道徳教育に取り入れ、教員が一方的に教

えるのではなく、勤勉の象徴として、子ども同

士の多様な角度から考える教材として使用する

との意見あり、賛否両論はあるようですと。何

といっても、日本の骨幹は教育にあると私は信

じております。 

 二宮金次郎像は上郷小学校に地球儀を持って、

全世界を見つめる視野の広さを感じる二宮金次

郎が頑張って立っていました。まずは、最初の

質問ですが、上郷小学校以外にどこに行けば二

宮金次郎像に会えるのか、さらに遠野での道徳

教育の現状及び今後に課題は出てこないのか、

教育長にお尋ねします。 

○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）  細川議員の一般質問

にお答えをいたします。 

 まずもって二宮金次郎像についての市内の状

況でございます。 

 御指摘のありました上郷小学校のほかに、青

笹小学校、達曽部小学校、11校のうちの３校で

ございます。 

 もう１つは、道徳教育ですね。 

 当市における道徳教育の現状についてです。 

 教育基本法の中に教育の目標の一つとして、

知・徳・体のバランスのことが明記されており

ます。その中に徳の部分の中核が、まさしく道

徳教育であります。 

 現在の学習指導要領でも重視され、平成30年

度から特別教科道徳として位置づけられるなど、

その重要性はますます高くなってきております。 

 議員がおっしゃるとおり、文部科学省では、

私たちの道徳という副読本を作成し、全児童生

徒、小中学生に配布し、学校ではそれを活用し

て道徳の授業を行っております。 

 例えば質問にございました、二宮金次郎のお

話は、小学校１、２年生を対象とした副読本の

中にあります。 

 夢に向かって努力を重ねた金次郎の姿を通し

て、途中であきらめたり、投げ出したりはせず、

今、やらなければならないことをひたむきに取

り組んでいることが夢をかなえたり、目標を達

成してることにつながるという考えを考えさせ、

自分で決めたことはくじけずに、しっかりと成

し遂げようとする態度を育てるという教材でご

ざいます。 

 このように、道徳性の発達に資するように、

各学年、段階において、道徳性の育成を目指し

て学習内容は示されております。 

 市内の学校でも、この副読本はもちろん、そ

の他の副読本を活用したり、ボランティア活動
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や体験活動を生かしたりしながら、児童生徒が

感動を覚えるような魅力ある教材を開発したり、

活用したりするように、さまざまな工夫を凝ら

しております。 

 また、授業中は、自分の考えをもとに、書い

たり、話し合ったりする表現する機会が充実す

るよう努めております。 

 さらに、道徳の時間を子どもたちだけの時間

にならないように、保護者の参加も実施してお

ります。 

 この保護者参観は現在も全小中学校で年１遍

実施をしております。 

 教育委員会としましては、道徳教育の充実に

資するため、平成25年度より毎年夏季休業中で

はございますが、道徳の研修を教職員、職員に

行っております。 

 講師には、道徳教育の第一人者であります、

大学の先生をお呼びして、毎年実施しておりま

す。 

 道徳教育は、申すまでもなく、道徳の時間だ

けで行われるものではなく、全ての教育活動の

中で行われなくてはならないと思います。市内

の学校の職員はそのことを十分に認識をし、学

習の場面でも部活動の中でも道徳性の育成を目

指して日夜取り組んでおります。 

○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）  ただいまの教育長の答

弁を聞きまして、大変うれしく思っております。 

 このように日本の道徳教育は世界的にも評価

され、これからの子どもたちは世界に羽ばたけ

る時代が来るんだろうと思います。 

 この世界の平和の一番頼りにされているのは、

日本の子どもたちではなかろうかというふうに

私は思っております。 

 それで、どこに行っても日本を代表する子ど

もたち、何といっても地球の食糧危機を救う、

平和を守るのは日本だ、日本人なんだというよ

うな自信と言いましょうか、誇りと言いましょ

うか、そういうのを持って頑張っていただきた

いと私は思っております。 

 以上で、それについて今後将来的に小中学校

の修学旅行もどうか視野を広くするために、海

外などにいう考えはあるかないかをお尋ねしま

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）  遠野の子どもたちが

視野を広げるということで、それは賛同いたし

ます。 

 今、御案内のとおり、小学生においてもＪＦ

Ａサッカー教室を毎年開いております。市から

負担をいただいて、ここにいても視野を広げた

取り組みというのはたくさんあると思いますが、

その視点は大切にしていきたいと考えます。 

 また、中学生においては、今、高校生のほう

も検討はしておりますけれども、実際、海外に

向かっての研修を年１度でありますけれども、

継続しております。 

○議長（新田勝見君）  次に進みます。 

 １番小林立栄君。 

   〔１番小林立栄君登壇〕 

○１番（小林立栄君）  公明党の小林立栄でご

ざいます。 

 食品ロス削減への取り組み、障害者支援の総

合的な推進の、大項目２点について一問一答方

式で質問いたします。 

 それでは、早速、食品ロス削減への取り組み

について質問に入ります。 

 賞味期限切れ等の理由で処分されるはずだっ

た食品が、不正に転売、横流しされた事件があ

りました。 

 食の安全と信頼を揺るがす重大な問題であり、

国、関連する企業、業界の皆さんにはしっかり

と再発防止に取り組んでいただきたいと考えま

す。 

 しかし、この問題、見方をかえますと大量の

食品が余ってしまい、廃棄処分されているとい

う現状、つまり食品ロスという社会問題が見え

てまいります。 

 食べられる状態であるにも関わらず、廃棄さ

れる食品、例えば小売店での売れ残りや、期限



－ 63 － 

切れ、また製造過程で発生する規格外品、ホテ

ルや飲食店、家庭での食べ残しや食材の余り等

が食品ロスとなります。 

 農林水産省の資料によりますと、年間1,700

万トンの食品廃棄物が排出され、このうち食べ

られるのに廃棄されている食品ロスは約500万

から800万トンであります。 

 世界に目を向けると、栄養不足の人々は約８

億4,000万人とも言われ、８人に１人は健康で

活動的な暮らしを営むための十分な食糧を得ら

れていない状況であるそうです。 

 栄養不足により、発展途上国で５歳になる前

に命を落としてしまう子どもの数は、年間500

万人、日本の食糧自給率は平成22年度の数値と

なってしまいますが39％、食糧の約６割は海外

からの輸入であります。 

 我が国は、食糧を大量に輸入していながら大

量に捨てている状況であります。 

 現在国としても、食品ロス削減に向けた国民

運動の展開を進めており、遠野市においても、

大いに取り組む必要があるのではないでしょう

か。 

 大量の食品ロスの現状について、市長の御認

識と遠野市における食品ロス削減に対する取り

組みの現状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）  小林立栄議員の一般質

問にお答えいたします。 

 大量の食品ロスのこの現状と課題といった中

における質問でありました。 

 質問の中にもありましたとおり、大変な食品

ロスの現状にあるということもいろいろ報じら

れております。 

 今、質問の中にありますとおり、食品ロスの

数字は約500から800万トンというような、その

ような現状にあるということ、大変な数字であ

ることは、この数字をもってしても伺い知るこ

とができるのではないだろうかと。 

 それに伴って、一方には、この目を向けると

栄養不足の人々が約８億4,000万という数字が

質問の中に出てまいりました。一方では、大量

に捨てられる、一方においては、食糧といった

ものの中で、命といったものは、そこをつなげ

なくているっていうのはそのような現状もある

という、一つの姿が、この数字の中から浮かび

出てくるわけであります。 

 この御質問の中にありましたとおり、状況を

っていうことになれば、今、私もこの問題につ

いては本当に大きな、特にこれからも質問が通

告の中ではあったようでございますけども、例

えば学校給食で今質問聞きながら市長になった

当時のことを思い出すわけでありますけれども、

学校給食が配食になったと同時に、残渣を、い

わゆる残飯ですね、残渣を捨てるバケツが教室

の中を回るっていうのを見て、一体これはどう

いうことなのかなというようなことを、今、質

問を聞きながら当時そういうことがあったなと

いうことを思い出したわけでありますけども、

その思い出すばっかりじゃない、今はどうなっ

てるんだろうというようになれば、平成13年に

食品リサイクル法が施行したという１つの流れ

があります。この法律は、この食品廃棄物等を

多量に発生させる食品関連業者、製造流通外食

等に対し、再生利用の取り組みを促していると

いう、そのような法律なわけであります。 

 再生利用、それから飼料化、あるいは肥料化

と、えさにする、あるいは堆肥にする、あるい

は再生利用するというような、そのようなリサ

イクル法が施行されたと、この定義には、これ

はちょっと質問と繰り返しになるかというふう

に思っておりますけども、この食品廃棄物の中

の調理くず等を除いた、本来食べることができ

る食べ残しや、手つかずの食料品のことを食品

ロスという一つの定義をしてるということであ

ります。 

 いうなれば、本来食べられる、あるいは、こ

の食べ残しや手つかずの食料品のことをいうと

なれば、この食品ロスといったものは、具体的

にはこの純然たるこの定義に基づく食品ロスの

定義に基づく調査は、具体的にはしておりませ

んけども、燃えるごみの質について、把握がで
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きるんじゃないのかなというふうに捉えるわけ

であります。 

 この燃えるごみ、過去５年平均で紙、布類が

45％、ビニール、あるいはゴム類が26、生ごみ

等のこのあれが厨芥類っていうことになるんで

すかね、これが20％、これらのごみが全体の9

0％。 

 この26年度における本市の総ごみ排出量は、

約9,400トン、そのうち、燃えるごみが約6,800

トン、72％、燃えるごみの中の生ごみ等の厨芥

類の割合が26％で1,800トンという排出量にな

っているという、数字として押さえておいてる

ところでございます。 

 さてこの食料品製造業や外食産業の割合が高

い大都市と比較すると、地方都市では、生ごみ

の割合も低いが、当然ごみのこの質を問わず、

ごみの減量化に取り組む必要があるという中で、

一つ取り組まなければならない、この食品ロス

問題については、このような切り口からも取り

組んでいかなきゃならないのじゃないかなと認

識しているところでございますので、その数字

をもって答弁とさせていただきます。 

○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）  食品ロスの現状につい

て、市長の御認識をお伺いいたしました。 

 やはり、この食品ロスっていうのは減らして

いくべきだとお考えなんだなっていうのは、ち

ょっと実感いたしました。 

 遠野市としては、まず生ごみが1,800トン出

ていると、そして今ごみの減量化に取り組んで

いるという現状を御答弁いただきました。 

 答弁の中で、平成13年に施行されました食品

リサイクル法について御答弁をいただきました。 

 そのとおり、平成13年食品リサイクル法施行

以降、食品ロス削減について関係者の責務が定

められ、対策が取られております。 

 製造、卸売、小売り、外食、家庭、それぞれ

の立場でやはりできることを着実に進めていく

ことが重要であると思います。 

 そこで、さらなる食品ロス削減に向けたちょ

っと具体的な取り組みについて、提案をさせて

いただきながら、質問させていただきます。 

 御答弁にもございましたが、食品ロスは大き

く分けると２つに分類できます。 

 製造、流通、外食といった事業者からの食品

ロス。もう１つは、家庭や消費する側の家庭か

らの食品ロスであります。 

 私も、懇親会、結婚披露宴等さまざま参加い

たしますが、こういった会食や宴会に参加する

機会があるんですけれども、正直大量の食べ残

しがある中で、閉会となって会場を後にすると

きは、本当に残念で仕方ありません。 

 こういったことに対して、長野県の松本市で

は宴会等で乾杯をしてから30分間は席を立たず

に自分のテーブルで料理や会話を楽しみ、その

後お酌や挨拶に回る。そして、閉会の10分前に

は再び席に戻って、再度料理を楽しむ、これを

3010運動というそうなんですが、そういった取

り組みで食べ残しを少しでも減らそうという取

り組みをしております。 

 また、自己責任にはなってしまうんですが、

ドギーバッグ、食べ切れなかった料理を持ち帰

るための容器、折ですね。それを活用しまして、

持ち帰りの推進もしておりますし、旅館やホテ

ル、飲食店に御協力いただき、量より質を重視

したメニューであったり、食べ切れる分量のそ

ういった食事のメニューを提供する、そういっ

たことにも力を入れているそうであります。 

 こういった3010運動や持ち帰り運動、食べ残

しを減らす、特別な食事を提供する飲食店を募

集するといった食べ残しによる食品ロスを削減

する取り組みを遠野市でも実施できないもので

しょうか。 

 また、家庭から出る食品ロスを減らすことも

大切であります。賞味期限と消費期限の違いな

ど、買い物をする際の注意点、食材を使い切る

アイデア料理、いろいろな保存方法、そういっ

た料理をする上での注意点。 

 そのほか、社会福祉協議会で取り組まれてい

ますフードバンク事業、これは余っている食料

を企業や個人から譲り受けて、生活困窮者や福
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祉施設などに配る事業のことを言うんですが、

こういったフードバンク事業をやっている、そ

ういったことを広報やホームページで積極的に

情報提供をするといった市民一人ひとりの意識

啓発への取り組みも必要であると考えます。 

 さまざま事例を述べましたが、改めて食品ロ

ス削減に向けての具体的な取り組みを推進する

べきと考えますが、市長のお考えをお聞かせく

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）  先ほど、１問目の質問

で食品ロスの定義と、それから当市ではそこの

定義に基づく具体的な数字は持っていないと申

し上げた中で、生ごみという中からかなりの食

べ残しのものは、ごみとしてという部分を、数

字の中から読み取れるという答弁を申し上げま

した。 

 それを踏まえて、ただいま、この具体的な取

り組みっていうことで、御質問の中に3010運動

と長野県の松本市で30分はじっくりとそれこそ

会話と料理を楽しみながら、残り10分をという

中における食べ残しを少しでも少なくするって

いう中における取り組みなども行ってるぞとい

うような、そういうような事例もいろいろ質問

の中にあったわけであります。 

 これもいずれもいうところの食べ残しをとい

う、あるいは食品ロス、賞味期限の問題とこの

消費期限の問題、ある情報誌を読んでおりまし

たならば、大量にコンビニなんかでもあれがご

みとして出てるって部分は、もうあらかじめ事

業者はこれだけのものが多分売れないだろう、

いわゆるごみだという前提で全て生産ラインと

いうか、製造量が決まっているというような話

をもうあたかも当然のごとく述べられているの

を見て、そういうことなんだと、だからもう賞

味期限が切れればもう直ちにその分でもって全

部、それはもういうなればもう食べられないっ

ていう一つの定義の中で、ごみにしてしまうん

だなっていう、さまざまな産業廃棄物の中で最

近も新聞やテレビで大きく報じられました。 

 もったいないっていう中におけるものがいう

なればこういろいろ産廃業者から回ってるって

いうのはありました。 

 そのようなことを考えれば、この食品ロスっ

ていうような問題を考えると、非常にこのいろ

いろ現代社会と申しますか、この物が豊富なこ

の現代社会にあって、我々が考えなきゃならな

いものが、この今申し上げました3010運動のよ

うなものでも、何かやっぱり考えなきゃならな

いものがそこにあるんだなと、小林議員の一つ

の体験からしても、懇親会とか祝賀会あるとか

なり食べ残しがあるっていう部分も、これは私

も同じような、それからここにいる議員各位も

そのことは多分なるほどなとっていうことをみ

んな感じている一つの課題ではないのかなとい

うふうに思っているわけでありまして、あるや

っぱ、遠野市としてはどうするんだというよう

な問題が、今、問われている質問ではないかな

というふうに思っております。 

 このごみ減量ということにいたしますと、一

応、今の遠野市一般廃棄物、処理基本計画とい

ったものの中で取り組んでおりまして、市民１

人当たりのごみ排出量を毎年約１％削減すると、

燃えるごみ、燃えないごみ、資源ごみの総量の

中で１％削減すると、そのためには市民、事業

者、行政の３者が、３Ｒという中で、この取り

組みをすることの大切さということで、ごみの

発生を抑制する、リデュースという１つの取り

組みを、リデュース、発生抑制、それから再使

用、さらにはリサイクル、再生利用と、リデ

ュース、リユース、リサイクルというこの片仮

名の３文字を取って、いわゆる３Ｒという言葉

を使ってるわけでありますけれども、これの取

り組みをやっぱり徹底しなければならないのじ

ゃないのかなというふうに改めて思っていると

ころであります。 

 それから、本市においても、先ほど事例とお

っしゃいましたような、この先進事例としての

3010運動のようなものも、やっぱりそうやった

らそうだっていうことでいい事例だとなれば、

そういったものを取り組むっていうことも私は



－ 66 － 

考えてもいいんじゃないのかなというふうに思

うわけであります。 

 ということで、残さず食べよう3010ってなれ

ば、この30分、そして10分っていう時間の中で、

そういうようなものを少しでも減らそうという

取り組みは考えてもいいんではないのかなとい

うふうに質問をお聞きしながら受けとめたとこ

ろであります。 

 なおこれも、ただこれは、この場で申し上げ

ていいかどうかちょっとあれですけど、慣例的

にっていえば、この慣例的な言い方で言う中で、

この議会の場でどうなんだろうというのはあれ

ですけど、結構持ち帰りっていうことが遠野の

中には、結構習慣化されてるっていう部分は、

他の地域はどうだかっちゅうことはわかりませ

んけども、私も立場上、たまたまいろんな、仙

台に行ったり、東京に行ったり、盛岡に行った

りするんですけれども、持ち帰りっつうのはほ

とんどないですね。ほとんどないですね。 

 したがってこの慣例的なっていう一つの表現

の中で位置づけることについては、ちょっと躊

躇もしながら無駄にしない、もったいないとい

う意識が非常に遠野は高いんじゃないのかなと

いうような捉え方も一方ではしておるというこ

とも申し上げておきたいと思っております。 

 いずれ、このさまざまなこのごみ減量も遠野

にとっては大きな課題であります。 

 そして、また一方においては、この食費ロス

というような今日的な課題でも、遠野はそのよ

うに意識が高いっていうんであれば、それは一

つの市民運動的なものに持ち帰る。 

 ただ、この部分は、食品衛生ということを考

えると、保健所のほうの機能も役目も大きいわ

けですし、事業主体って申しますか、宴会場な

り、ホテル関係なり、そういった料理を提供す

るっていうところでも結果的には迷惑をかける

ことにもなりかねないという、一方にとっては

リスクもあるわけですから、その辺をどのよう

に捉えて行くかっていうことも一方においては

冷静に考えていかなけりゃならない。 

 私、一つの経験でありますけども、小林議員

もそういう場にあったかと思うんですけど、こ

ういうことを意識が高いっていう中であれなん

ですけど、持ち帰ろうというのになったら、こ

ういう場でふさわしくない答弁の中で申し上げ

るのはちょっとためらいながら答弁するんです

けども、市長そんな格好悪いことはやめろって

言われたことがあるんです。 

 市長がそんなことしたらだめだって言われた

ことがあるんですよ。 

 なんで、そうやって持ち帰るんだって言われ

たことがあるんですよ。 

 だから、その辺はちょっとこういう場でこう

いうことを申し上げるというのは躊躇しながら

ですけれども、今の質問を聞きながらそのよう

な意識といった問題もその中で考えていかない

とならないんじゃないのかなっということもち

ょっとつけ加えて答弁とさせていただきます。 

○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）  今、御答弁の中で、割

と市民の方には持ち帰りっていうものが定着し

ている、もったいないという文化が根づいてい

るのではないかという御答弁いただきました。 

 実はそこ、私も同感しているところでもあり

ます。ただ、その反面、やはりこのどうして持

ち帰るんだと、格好悪いんじゃないかと、そう

いった話をされたっていう、これもやっぱり現

実だと思います。 

 いずれは、そういった意味でやっぱり一人ひ

とりの意識をかえていくっていうことが、とて

も重要であると思います。 

 意識をかえるっていっても、何もしないでい

ればやはりかわっていきませんので、もうぜひ

少しずつでもいいので、何かいろいろ取り込め

ること、ほかの自治体でやっていることでもよ

いと思われることは取り入れていただきたいな

と、また、御検討いただきたいと思います。 

 お持ち帰り、これドギーバッグっていうんで

すけども、このドギーバッグの活用をしている

地域の東京の立川市のあるホテルの事例なんで

すけども、大学生の発案で、この発展途上国の
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支援につながるような持ち帰り、ドギーバッグ

を活用した取り組みを導入しているそうでござ

います。 

 そのホテルでは、アフリカのケニアで暮らす

子どもたちが描いた絵をプリントされたドギー

バッグが置いてありまして、それを１個利用す

ると、途上国で活動する非政府組織、ＮＧＯな

どの協力団体を通じて現地の子どもたちに12円、

資金が送られるそういった仕組みをつくってい

るそうです。 

 この12円というのは途上国の、その国のお子

さんの１人の１日分の給食費にあたるそうであ

ります。 

 そういった、ただ単に持ち帰りだけじゃなく

て、いろんなアイデアを出して取り組まれてい

るところも多々あるようでございます。 

 こういったすばらしい取り組みなんですが、

これ大学生が発案されたっていうところがさら

にこのすばらしいことだと思います。 

 この食品ロスの削減への取り組みというのは、

やはり意識をかえることでもありますので、環

境教育や食育といった、やはり教育が重要とな

ってまいります。 

 そこで、ここからは、教育長にお伺いいたし

ます。 

 ノーベル平和賞を受賞したケニアの女性にワ

ンガリマータイ博士という方がいらっしゃいま

す。博士は地球環境問題の悪化が懸念される中、

30年来10万人とも言われる数多くの女性たちと

力を合わせてアフリカ各地に3,000万本の植樹

を進めた運動の先頭に立ってこられた方であり

ます。 

 この運動を成功に導いた原動力は何かという

問いかけに、博士は、教育の力だと明確に答え

たそうであります。 

 環境破壊が地域社会にどのような問題をもた

らすのかを皆で学び、理解をして活動したそう

です。 

 ちなみに、このマータイ博士が2005年に来日

いたしました。その際に、感銘を受けたものが

あるそうです。 

 それは、先ほど市長の御答弁にもありました

が「もったいない」という日本語だったそうで

す。 

 このもったいないという文化、「もったいな

い」というこの日本語、これにとても感銘をし

たと、そして、「もったいない」という言葉を

環境を守る世界共通語として広めるべきだと提

唱していただきました。 

 昨年、ユネスコが主導して取り組まれている

ＥＳＤ、持続可能な開発のための教育について

市内の環境教育の取り組みを質問させていただ

き、教育長から御答弁もいただいております。 

 今回は、もったいないという観点から、この

食品ロス削減についてまずは総合食育センター

における食品残渣、学校給食の食べ残しの現状

についてお伺いいたします。 

○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）  小林議員の一般質問

にお答えします。 

 残渣でございます。 

 総合食育センターにおける、平成27年の学校

給食での食品残渣は２種類ありまして、１つは

調理段階に出る残渣、これが年間8,000キログ

ラム、８トンでございます。 

 それから、子どもたちと職員との給食の食べ

残しが、およそ7,800キログラムになっており

ます。 

 多いと思いますが、この数値は前年と比べる

と減少しての数値でございます。 

 なお、給食の残渣量については、全てが食べ

残しではございません。果物の皮だとか、魚の

骨だとか、それからタレだとか、それから汁物

が含まれての7,800キログラムということであ

ります。 

 総合食育センターでは、子どもたちが苦手な

食べ物に挑戦し、好きな食べ物もあります、そ

れから逆にあまり進まない食べ物もありますが、

好き嫌いを克服するためにメニューの工夫を加

えながら、できるだけ少なく、残すことがない

ように努めております。 
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 以上です。 

○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）  ただいまの調理段階で

約８トン、給食の食べ残しで7,800キロ、7.8ト

ンということで、ただ食べ残しについては純粋

に食べ残しだけではなくして、果物の皮である

とか、そういったものも含まれると、そしてこ

れはうれしいことなんですが、前年度と比べる

と、まだ数は多いけども減少していると、これ

も御答弁にもありましたとおりメニューを工夫

するとか、そういった努力が実を結ばれている

のではないかと思います。 

 この食品残渣や食べ残しをどう削減するかで、

それよりももう１つ大切なポイント、どう利活

用していくかっていうことが大切であると思い

ます。 

 例えば、学校給食用に生産された農作物から

発生する規格外農産物、こういったものも発生

してくると思います。そういったものを利活用

してみそやしょうゆ、ソースといった調味料や

加工品を製造して、それを給食で使用していく、

食品残渣や食べ残しを飼料や肥料として再生利

用をして収穫された農畜産物をまたこれを給食

に使用するとか、あるいは、バイオガス、そう

いったことにもチャレンジしてもよいのではな

いかとも思います。 

 そういった食品廃棄物のリデュース、リサイ

クルといった食品ロス削減の取り組みを推進す

ること、これが環境、教育、食育の上から、机

の上では学べない生きた学習教材としてやはり

とても重要であると考えます。 

 食品ロス削減に向けた取り組みを通じて、環

境教育、食育の推進に取り組んでいく必要があ

ると考えますが、再度教育長のお考えをお伺い

いたします。 

○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）  総合食育センターで

は学校給食の調理で生じる生ごみの残渣及び給

食の食べ残し、先ほどは年間の数量を発表しま

した。１日当たり100キロから150キロでありま

す。 

 ごみの減量化を図るためにバイオ式生ごみ処

理機２台、50キロタイプでございますが、その

機械２台を導入し、年間3,400キロを処理し減

量化を図っております。 

 また、バイオ式生ごみ処理機、全てリースで

ございますけども、市内３校に設置をしており

ます。 

 また総合食育センターでは、処分後の残渣は

使用できないものですから、毎日産廃業者に処

理を行ってもらっております。１日およそ110

キログラムでございます。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後３時12分 休憩   

────────────────── 

   午後３時22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。 

 １番小林立栄君。 

   〔１番小林立栄君登壇〕 

○１番（小林立栄君）  先ほど教育長から食育

センターに生ごみ処理機を２台導入していると、

あと市内３校にも生ごみ処理機を導入してバイ

オ肥料として利活用しているという御答弁いた

だきました。 

 子どもたちの教育上の面からも、食品ロス削

減の取り組み、これは重要であります。ぜひ、

そういったごみ処理の導入機をふやしていくと、

こう積極的に取り組んでいただきたいと思いま

す。 

 この食品ロスを減らすことは、世界の食糧事

情への貢献、地球温暖化の原因でもある二酸化

炭素排出量の削減だけでなく、身近なところで

はごみの減量化によるごみ処理の費用、負担の

軽減、市内の農産物の消費拡大といった地産地

消、６次産業化の推進にも効果があると考えま

す。 

 もったいないという考え方を大事にすること

が、永遠の日本のふるさと遠野らしいやはり取

り組みになるものと考えます。 
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 食品ロス削減について、私たち一人ひとりの

意識を高める、また日常生活の中で取り組める

ことをさらに推進していただきたいと考えを述

べまして、次の項目の質問に移ります。 

 障害者支援の総合的な推進について質問いた

します。 

 あした、菊池巳喜男議員が差別解消法につい

て質問されますので、重複する部分もございま

すが、障害者福祉向上のため、御了承いただけ

ればと思います。 

 障害者差別解消法が４月から施行されます。 

 また、障害者雇用促進法も改正され、雇用で

の差別禁止と合理的配慮の提供義務も規定され

ました。 

 これまでの障害者施策はおおむね障害者を対

象をしたものが多かったと感じておりますが、

これからは、障害に焦点を当てながらも社会全

体で障壁を除去して、全ての人に人権を守って

いく、社会全体に対しての取り組みが推進され

ると期待をしております。 

 遠野市では、遠野市障害者プラン2015に基づ

き、関係機関や団体等と連携して取り組まれて

おります。 

 関係機関、団体の連携が大事でありますが、

連携を図る難しさもあると思います。当然、県

と市の連携も重要となります。福祉、介護、保

健、医療、教育等の連携も大事であります。 

 その上で、各連携のはざま、隙間に落ちてし

まう。制度と制度、組織と組織の間に取り残さ

れてしまう方を出さないように、一人ひとりを

大事にした取り組みを進めていただきたいと思

います。 

 障害を持たれた方の人生の中のさまざまなラ

イフステージに応じて、切れ目のない支援と、

各段階に応じた福祉、介護、保健、医療、教育

等の連携の充実で一人ひとりが自分らしく輝い

て生活できる遠野市に向け、さらなる障害者施

策の確実な推進を求めるものであります。 

 障害者支援施策について、市長のお考えと、

遠野市の取り組みの現状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）  この障害者支援施策の

充実ということで、市長の考え方も含めて、現

状をという御質問でありました。 

 この中で乳幼児期から、障害の早期発見、治

療、あるいは療育支援によるこの個性・能力の

発揮、さらにはこの就学、就労支援や日中活動

の支援、日常活動の支援、さらには介護・訓練

等の給付といった、それぞれのライフステージ

に応じて切れ目のないっていう部分は、御質問

の中にきちんと位置づけられてあったわけであ

りまして、これは極めて大事な取り組みの市政

課題の一つであろうかというふうに認識も致し

ているところでもあります。 

 こういった切れ目のない支援するというため

に、特にこのライフステージの変化に伴っての

対応ということで、遠野市障害者プラン2015、

こういった中で、今の切れ目のないという部分

を重要なポイントとして位置づけたということ

であります。 

 この国の施策であります、障害者の地域生活

の支援や、いうところの自立のための介護給付

などのほかに、いうところの市単独でも障害者

の移動支援のための福祉タクシーといったよう

な制度や、あるいは軽度難聴者への補聴器の購

入助成などの事業も実施しているということで

あります。 

 さらには、当事者、サービス提供事業者、保

育、教育、医療、これいろいろ御質問の中でも

述べられておりました。この方々との協力を得

まして、遠野市地域自立支援協議会っていった

ものを立ち上げまして、関係機関が相互に連携

を取りながら、まさにこの切れ目のない協議っ

ていう中におけるそういうふうな場も設けてい

るということでありまして、これただ協議の場

を設けるだけではない、もっときめ細かく対応

しなきゃならないっていう中におきまして、こ

の専門的な課題等について、この旨、専門的な

課題っていうことの位置づけも必要なんですよ

ね。十把一からげという言葉はちょっと適切じ
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ゃないんですけど、そういう対策はこれはでき

ない。 

 やっぱりきちんとそのポイントに応じてきめ

細かくってことも大事だということであればと

いうことで、この地域支援部会、さらには就労

支援部会、子ども支援部会と、３部会を設置い

たしまして、幅広く関係機関と協議しながら支

援方針等の検討を進めているということであり

ます。 

 ４月から施行される、障害者差別解消法、改

正障害者雇用促進法といったような、このそれ

ぞれの法律が施行されるわけでございますので、

こういったものが近年、本当に次々と改正され

ております。これは決して悪い事じゃなく、い

いことなわけでありますから、こういったよう

なこともきちんと踏まえながら、この協議会、

あるいはただいま申し上げました部会、そうい

ったところできちんとポイントポイントに基づ

いたきめ細かい、そして切れ目のない対応とい

うものをきちんと組み立てていきたいというふ

うに考えているところでございますので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  １番小林立栄君。 

   〔１番小林立栄君登壇〕 

○１番（小林立栄君）  障害者施策、さまざま

ございます。ということで、これからは少し

テーマを絞って、何点か御質問いたさせていた

だきます。 

 毎年、４月２日は国連が定める世界自閉症啓

発デーという日になっております。 

 そして、４月２日から４月８日にかけては、

発達障害啓発週間として障害の理解と支援が広

がるように、全国各地でイベントが開催される

ようです。 

 そこで、発達障害への支援について質問いた

します。 

 発達障害とは、主に、先天性の脳機能障害が

原因となる発達のおくれです。症状の特徴によ

り、幾つかに分類されますが、幾つかの発達障

害を合併することもあり、知的障害や精神障害

が合併していることもあるそうです。 

 発達障害の原因は、脳機能の障害とされてい

ますが、なぜ、脳機能障害が起こるのかという

ことははっきりとしておりません。 

 我が子の発達障害が発覚して、自分を責めて

しまう母親もいらっしゃるようです。 

 しつけや育て方、環境などが原因では決して

ありませんし、本人の怠慢などでもありません。

この点は大事なことですので、皆さんにもお伝

えしたいと思います。 

 発達障害者支援法では、第５条に市町村の責

務として、母子保健法に規定する健康診査を行

うに当たり、発達障害の早期発見に十分に留意

しなければならないとあります。 

 発達障害を早期発見し、早期治療、適切な支

援を行っていくと、その方の改善の伸びしろが

大きくなるそうです。 

 将来にわたって個性、能力を最大限に発揮し

て、自分らしい人生を歩んでいただけるように、

早期発見、早期の適切な対応が重要であると言

われています。 

 まずは、発達障害についての遠野市の現状と

取り組みについて伺います。 

○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）  発達障害の子の現状と、

早期発見の取り組みということでの御質問と承

ったわけでございます。 

 当市では、この全ての幼児を対象に、１歳６

カ月児健康診査及び３歳６カ月の健康診査も実

施してる。ほぼ全員が受診をしているという状

況にあります。 

 これらの健康診査で、国の指針に基づきまし

て、言語や、あるいは認知、あるいは社会性の

発達、愛着形成などの精神発達について確認を

しながら、発達障害の早期発見に取り組んでい

るということであります。そう努めているとい

うことであります。 

 その健康診査では約20％の児童が要経過観察

と判断されているという数字も報告として受け

ているところであります。 

 発達障害の早期発見、こういったような経過
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観察を必要とするケースに対して、フォローア

ップ、これも極めて大事な事業でありますので、

特にも継続的な支援が必要な場合は、療育支援

教室への参加なり、専門機関の受診等を勧め、

適切な支援につなげ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、こういったも

のをきちんと丁寧に対応していくという中にお

ける、対応しているということの状況を申し上

げまして答弁とさせていただきます。 

○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）  ただいま遠野市の取り

組みについて御答弁をいただきました。その上

で、もう一歩踏み込んだ支援ができないかとい

うことで質問させていただきます。 

 発達障害を発見するための手がかりとなる多

動性や、旺盛な好奇心、こういったものは３歳

児以降によく見られるものであるそうです。小

学校へ入学後に発達障害が発見される場合、も

う既にその時点で重い状態になっている場合が

多いとも言われております。 

 当然、勉強もどんどん進んでいきますし、支

援が難しくなっていくと考えられます。 

 知的発達にはおくれはないが、落ち着きがな

い、対人関係に問題が見られる、そういった発

達障害については、他の子どもや大人との関わ

りが広がっていく幼児期、特に５歳児の段階で

の早期発見が重要であると考えます。 

 保育園等で早期発見に取り組まれていると思

います。 

 しかし、通園されていないお子様もいらっし

ゃいます。小学校への入学前健診と３歳児健診

の間に５歳児健康診断を導入して、早期発見、

早期対応に力を入れていく必要もあるのではな

いでしょうか。 

 また、受け皿の問題も大変重要になってまい

ります。 

 支援の受け皿が、質、量的に足りないと、当

然早期発見の取り組みにも力が入りません。気

になる子を見つけて指摘するだけでは、保護者

の不安を増大させるだけということになってし

まいます。 

 今後の受け皿のあり方について、さらなる質、

量ともに充実させていくことも大切ではないで

しょうか。 

 早期発見、早期の適切な対応の充実に向けた

取り組みについて、改めて御見解を伺います。 

○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）  この発達障害、早期対

応については、先ほどの御質問でお答えいたし

ました。 

 こういったものについて、一つの受け皿と申

しますか、待遇につきまして、どういう状況に

あるのかっていうことと、保護者、親も含めて

のそのような対応もまた支援も必要であるとい

うような形での御質問と受けとめたわけであり

ますけども、この就学前の５歳児の段階で発達

障害を早期に発見し早期に対応するっていうこ

とが、非常に重要だというふうにいろいろ言わ

れているということで認識をいたしております。 

 県内で、３歳６カ月の健康診査、あるいは３

歳６か月以降の取り組みを実施しているのは市

町村では７つ。そのうち、健診として取り組ん

でいるのは４つ、健診という形ではなくて相談、

教室として実施しているのが３つというような、

そのような現状であります。 

 この当市の取り組みとしては、先ほど来申し

上げております６月から７月にかけまして、市

内の全部の幼稚園、保育園、あるいはこの保育

園を保健師や、それから指導主事等と一緒に巡

回いたしまして、それで各園の先生方と連携の

もとに、５歳児及び４歳児の気になる子どもの

把握に努めているということで、５歳児・４歳

児の就園率が、100％となっている状況からそ

のようなきちんとした対応を行っていると。 

 気になる子どもとしての把握した児童は、そ

の状況に応じまして、県の療育センター、ある

いは各市町村を巡回する相談会などでも、適正

な支援方法を検討して対応しているという対応

になっています。 

 また、のびっこ教室とか、あるいはジャンプ
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教室といったような一つの就学前児童を対象に

したものを開催しておりまして、のびっこ教室

には14人、ジャンプ教室には11人の児童が登録

しておるっていうような状況にあるわけであり

ます。 

 そのようなことを踏まえながら、保護者と児

童のふれあい、あるいは保護者同士の交流、こ

れも非常に大事なことでございますから、この

ようなことをきめ細かくという一つの取り組み

だろうというふうに思っております。 

 また、この療育支援教室、さらには義務教育

段階から、どのような中における取り決めって

いうことであれば、小中学校における一つの個

別、特別支援学級のこの場などをそういったよ

うなものの支援を行ってるということでござい

ますので、こういったようなことを繰り返しに

なりますけどもきめ細かく、そして丁寧に、そ

して専門的な知識なり、そういったノウハウも

必要としますので、各関係機関との連携、これ

より密接なものとして対応していくというよう

な、そのような仕組みの中でこういった分野に

対する対応をきちんと行うのも、これもまた子

育てするならば遠野っていう一つの中における

取り組みの一つではないのかなというように承

知するところでございますので、それをもって

答弁といたします。 

○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）  ぜひきめ細やかに対応

していただきたいと思います。 

 次は、発達障害の子どもを持つ保護者、御家

族に対する支援について質問いたします。 

 御家族に対する支援、育成も極めて重要であ

ると思います。発達障害のある子は、生活のさ

まざまな面でやはり困難を抱えがちです。 

 失敗が多く、それを大人はついつい怒ってし

まいます。落ち着きがない、集団行動について

いきにくい、かんしゃく、怒りんぼなど、子育

てと障害の特性に難しさを感じ、どう接してよ

いのか悩んでしまう御家族もいらっしゃると思

います。 

 そういった御家族が楽しく、心地よく子育て

をするためのトレーニングや、アドバイスを受

けることができる場が必要ではないでしょうか。 

 御家族が発達障害の特性を理解して、適切に

対応できる知識や方法を学べる講習会を開催し、

悩みや不安を相談できる機会を設けるべきと考

えます。 

 御家族への支援について、お考えを伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  先ほどののびっこ教室

やジャンプ教室のようなものをそのとおり登録

をしながら、きめ細かく対応したいということ

を申し上げたわけでありますけれども、この療

育支援教室には、この３人の指導員を配置して

いるということであります。 

 家庭相談員や幼児のこの育ち相談員も関わり

を持っているという中で３人の指導員。 

 この教室には親子で参加していただいている

っていう中で、指導員や相談員がどのように子

どもに接しているか、あるいはこの保護者がそ

れぞれ体験できる仕組みという中において、こ

の教室の中でそのような関係を整えていると、

療育支援教室でありますね、これを。 

 そして、さらには、活動が終了した後におき

まして、保護者のほうからの、今御質問があり

ましたとおり、悩みや不安ということがあるわ

けでございますから、この悩みや不安について、

相談を受ける、そのようなフォローアップの体

制も一方においてはとっているということであ

ります。 

 それでまた、この教室活動の様子を定期的に、

これも専門的な分野っていうことで、極めて大

事なわけでありますけども、臨床心理士に見て

もらいながら、教室運営についてまさに専門的

な見地からの助言をいただいているとこで、そ

の専門的な見地から助言いただくということは

極めてこの分野においては、大事なわけであり

ますから、それもいただいておると。 

 さらには、保護者を対象に臨床心理士による

講演会活動なども行いながら、やっぱり親への



－ 73 － 

支援といったような切り口をこの辺で丁寧に行

っているというような状況でございますので、

それでもって答弁といたします。 

○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）  保護者に対してのきめ

細やかな支援も行っているという御答弁でござ

いました。ちょっと安心もいたしましたし、そ

ういった意味で保護者の方ともしっかり連携を

とっていただきながら、保護者がひとりぼっち

にならないようにしっかり取り組んでいただけ

ればと思います。 

 それでは次のテーマに移ります。 

 障害者への就労支援について、まずは障害者

就労継続支援の充実について質問いたします。 

 この就労、仕事です。この就労は、その対価

として収入を得るだけではなく、仕事が評価さ

れ、やりがい、達成感、自己研さんといった人

生を豊かにしていく要素の一つであると考えま

す。 

 また、障害を抱えている方が豊かな人生を歩

んでいる姿は、家族や支援者の喜びにつながる

ものであり、障害者の就労支援の充実を図るこ

とはとても重要なことであると思います。 

 そこで、伺います。 

 遠野市では、障害者就労施設等からの物品等

の調達の推進を図るための方針、これを定めて、

物品及び役務の調達を行っておりますが、現時

点での取り組みの状況と、これまでの実績を伺

います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この部分の、いわばこ

のきめ細かいというフォローの中での御質問の

中にお答えをしてまいりましたけれども、この

就労という切り口の中におけるこの環境整備と

申しますか、これも極めて大事な取り組みであ

ります。 

 この平成25年４月に施行された障害者優先調

達推進法は、これは地方公共団体が障害者就労

施設等で供給する物品や役務を優先的に購入・

調達するという、一つの国の中における支援策

というものは中にあるわけでございますけれど

も、現状はこの当初の現状は、この毎年遠野市

障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を

図るための方針といったようなものを制定いた

しまして、調達を行っておりまして、実績は平

成25年度、約901万5,000円、それから26年度は

929万6,000円といったような状態となっており

まして、その内訳は印刷、あるいは物品のほか

に印刷、クリーニングといったようなものの中

で調達を行っているということで、そういう数

字になっているところでございます。 

○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）  遠野市でも、この平成

24年度から取り組んでいるということで、数値

の結果のほうも前年度を上回る状態で推進して

いることが確認できました。 

 この物品、役務の調達を推進していく上で、

やはり何のためかという目的の部分がやはり大

事であると思います。この調達を推進していく

ことで、施設利用者の工賃のアップ、新たな仕

事の開拓、仕事の職種がふえる、そして社会の

障害理解を深めていき、自立への支援をしてい

く、こういったことが大きな目的であると思い

ます。 

 当然、支援施設の安定的な経営、こういった

ものにもやはりつながっていくと思います。 

 就労支援施設を見学させていただいた際、給

食センターから廃油を買い取りまして、バイオ

燃料につくり直している、販売している、そう

いった作業現場も拝見させていただきました。 

 こういったエコカーの普及など、環境の配慮

で時代の変化とともに販売先が減っている、そ

ういった話も伺っております。印刷についても

パソコンの普及で利用者が減っている、そうい

った話も伺っております。 

 支援施設においても、商品開発や生産技術の

向上、販路の拡大はとても必要であると思いま

す。ですが、施設職員の皆さんの業務が多忙を

極めていて、なかなか手が回らない状態である
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んだと実感をしております。 

 そこでなんですが、希望する就労支援施設に

対して、商品開発や生産技術の向上、販路開拓

について専門化による技術指導と、人的支援を

図っていくべきではないでしょうか。 

 また、施設の商品や請け負える仕事内容を、

ホームページや広報、カタログなどを通してＰ

Ｒをしていく、そして、施設でできること、商

品とか仕事内容、あとあるいは市で調達を求め

ているもの、あるいは今後求めてもよい仕事や

商品、それをお互い見える状態にしてしっかり

とマッチングを図っていく、その上で施設から

の調達をふやして、そしてその結果として支援

施設が工賃の向上や、新規の仕事の開拓に取り

組めるように、サポート、後押しをしていく取

り組みが大事ではないでしょうか。 

 支援施設へのサポートについて、具体的な取

り組みもちょっと提案させていただきましたが、

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）  ただいまの御質問は、

これもまた極めて大事なことで、専門的な知識

を持つ方を入れながら、商品開発なり、販路開

拓なりといった中で、そういった部分からこの

支援を行うっていうことも極めて大事じゃない

かなというような御質問でありました。 

 私も全く同じような認識を持つわけでありま

すけれども、なかなかこれを実践する、あるい

は実行するとなれば、かなりのいろんな困難な

部分もあるという部分も一つ。 

 １つの事例といたしまして、実は、花巻遠野

地区の障害者関係施設作業所等で、この活動内

容、あるいは製品販売に関する情報発信を進め

るために県が事務局を担い、花隣遠共販会とい

う、「かりんとう」花の隣の遠野の遠と、花巻

の遠野をとって、そこに隣の隣を入れて、「花

隣遠」と当て字になっていますけれども、そう

いう名称の中で、なかなかいいネーミングだな

と思ったわけです。共販会というものを設置し

て、昨年度までカタログ販売に取り組んだとい

う事例があります。 

 しかし、これが、この販売額の低迷や、商品

の配送費の負担などによりまして、なかなか事

業が進まずに、平成27年度にはこのカタログ販

売を中止したという現実もあります。 

 そのようなことも踏まえて、ただこれを仕方

がないと諦めるのではなく、この花隣遠という、

花巻隣の遠野、花隣遠というこの共販会のよう

な参加団体と、その事業の取り組みを再検証し

ながら製品等のこの情報発信、あり方について、

ただ休止したから終わりじゃなくして、その教

訓をどう生かすかという中における取り組みを

行いまして、ただいまの御質問に対する答えを

その中でみんなで見出していくという取り組み

を行政のほうとしてもサポートしていきたいと

いうふうに考えているところであります。 

○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）  そうなんです、実際な

かなか困難な部分がたくさんございます。 

 そういった困難があるからこそ、やはり、市

の後押し、これがとても重要になると思います。

それを踏まえてもう少し踏み込んだ提案をさせ

ていただきます。 

 この障害者就労支援をこの推進する意味から、

市役所と就労支援施設が連携をして、宛名とか、

資料の作成、またそれを封に入れたり、発送す

るとそういった事務的な業務を施設に依頼をし

て、施設利用者が市役所内で就労経験のできる

オフィス、そういった場所を開設してはいかが

でしょうか。 

 また、農業との連携、これも重要であると考

えます。障害者就労支援施設が農業へ参入する

ことを遠野市として農業技術指導、販路の確保、

遊休農地の利活用、障害者が使用しやすい道具

等の導入支援などで支援してはいかがでしょう

か。 

 また、こういったマルシェ、市場ですね。そ

ういったものを開設したり、産直への御協力を

いただいて、接客等も行えば、社会に対して障

害への理解も深めることができるのではないで
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しょうか。 

 市役所の業務と福祉、農業分野と福祉との連

携で就労支援に取り組むべきと考えますが、お

考えを伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  これも、支援策の一つ

としてよくいう、何でもそうでございますけど

も、入り口と出口の部分をきちんと一つのス

トーリーにつくっておかなければ、一つの事業

は成功しないわけであります。 

 そういった部分においては、この市役所内、

あるいは農業分野、産業分野との、この連携と

いった世の中における就労支援というのも大事

じゃないだろうか。これ極めてそのとおり大事

な、ちなみにこの障害者雇用促進法によりまし

て、市役所支所部局の法定雇用率、これは身体

障害者、知的障害者っていった中における部分

で見ますと、2.3％という数字になっておりま

す。 

 平成27年10月時点で、雇用率を満たしていた

んですけども、非常勤職員等の退職に伴いまし

て、現時点では、雇用率に満たない状況になっ

ているということでもあります。 

 そういったことも踏まえて、ただいまの御指

摘にありました、御質問のあられましたことを

踏まえながら、法定雇用率といったものを確保

するといったようなものも一方においては、意

識しながら対応していかなきゃならない、当然

でありますけども、していかなきゃならない、

さらには、この今御質問の中にありました市役

所内で就労体験できるような場をという中にお

ける提案でありますけども、この中においては、

これも先ほど来申し上げておる専門的な部分、

障害の度合い、それによって皆想定が違うわけ

でありますから、それをどのようにきめ細かく

ということになれば、いうところの対応という

ことであれば、その個々の障害、個々児の障害

に対応した、いうところのフォローする、支援

する一つの専任職員も配置をしながらっていう

部分もそこに組み合わせていかなければならな

いという、一つの対応もあるわけでございます

ので、この実施には、この市役所内にそのよう

なオフィスをという分においては、さまざまな

課題をどう丁寧に整理をしながらこの中で形と

してどう見出していくかということになると、

何と申しますか、何も課題も述べるっていうこ

とはやらないっていうことを申し上げたことに

なるわけですけれども、決してそうではないと。 

 例えば、一日市どおりにある、ちょボラのよ

うな取り組みなども、非常にいい取り組みにな

っておりますね。 

 それから、農家レストランで結和っていうの

が立ち上がりましたね、あれも授産施設等とコ

ラボするという中における取り組みとして上げ

られているわけでございますから、そのような。 

 あるいは、農業現場でも福祉農場的なもので

取り組んでいる事例も遠野に出てきております

から、そのような他の分野との連携を図りなが

らこういった部分における就労というものを見

出していくという取り組みが大事ではないのか

なというふうに思っているところであります。 

 菌床シイタケでも２事業所、それから就労支

援、就労継続支援事業者で１カ所、それから菌

床シイタケの事業に取り組んでいるのは２カ所

といったような、それからこの遠野市地域自立

支援協議会による市内の就労施設の取り組みを、

ただいま申し上げましたとおり一度検証しなが

ら、働く場、あるいは、この職種、働き方、そ

のようなものを繰り返しになりますけどもきめ

細かく丁寧に対応するというような取り組みを

より一層重点的にもっとというよりも、そのよ

うな場の中で起きる対応をきちんとしていきた

いというように考えているところでございます

ので、よろしくどうぞお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  本日の会議時間は議事

の都合によりあらかじめこれを延長します。 

 １番小林立栄君。 

   〔１番小林立栄君登壇〕 

○１番（小林立栄君）  ぜひ、いろいろな課題

を市のほうで率先して、課題を克服していただ

いて、障害者就労支援を後押ししていただきた
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いと思います。 

 それでは、教育と福祉の連携について、教育

長に質問いたします。 

 岩手県立花巻清風支援学校遠野分教室小学部

と中学部が設置され、通常学級に在籍する特別

な支援が必要な児童生徒には、特別支援教育支

援員が配置され、身近な場所で支援教育が受け

られる体制づくりに取り組まれております。 

 障害のあるなしに関わらず、一人ひとりの子

どもたちが健やかに成長していく上で貴重なこ

とだと思います。 

また、昨年、一歩一歩の会という団体、支援を

必要とする障害を持つ子どもたちが地域社会の

中で多くの人と関わりながら有意義な時間を過

ごすことを目的に活動されているんですが、そ

の一歩一歩の会という団体が開催した、あった

かコンサートを見学させていただきました。演

目の中で、市内の若手の学校の先生方８名が、

ティージャニエイトっていう名前だったと思う

んですけど、アイドルグループも顔負けの歌と

踊りとパフォーマンスで会場を盛り上げており

ました。 

 子どもたちのボルテージも最高潮で、素敵な

笑顔あふれるコンサートでございました。 

 特別支援教育、これが確実に進んでいるのだ

とは感じております。 

 とはいえ、支援が必要な子どもが今後どう進

路を選択して、どういった人生を歩んでいくの

か、家族にとっては希望と不安、心配といった

複雑な心境であると思います。やはり、子ども

を持つ親にとって、関心時の一つは、子どもの

やはり将来であります。そこでまず支援が必要

な市内の子どもたちの進路の状況について伺い

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）  特別支援学校中学部

の子どもたちの進路の状況についてお話をしま

す。 

 花巻清風支援学校遠野分教室も含め、現在の

中学部からの一般就労はございません。 

 ほとんどの子どもが、高等部へ進学をしてお

ります。 

 これでよかったですかね。（「はい」と呼ぶ

者あり）済みません。 

○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）  中学校、中学部卒業さ

れたら、その後、子どもたちは高等部のほうに、

ということは、花巻、気仙、盛岡等に進学され

ると、その後で一般就労であったり、就労継続

支援Ａ型、Ｂ型、そういったものに進んでいく、

あるいは自宅に戻って生活をしていくという形

で、それぞれ人生を歩んでいかれるのだと認識

しました。 

 先ほども述べましたが、子どもを持つ親にと

って、子どもが今後どういった場所で、どうい

った生活をしていくのか、不安と心配を抱えて

おります。 

 保護者の不安を取り除き、少しでも安心感を

与えて、具体的な将来像を考える、描くことが

できるような取り組みが必要であると考えます。 

 例えば、福祉事業所等を運営する団体等に御

協力いただき、花巻清風支援学校遠野分教室を

はじめ、特別な支援が必要な児童生徒が通学し

ている学校に訪問していただいて、児童生徒た

ちに実際に作業体験をしてもらったり、またそ

の際に保護者と事業所の方が懇談できるような

機会もあれば、御家族の不安を少しでも取り除

いて安心感を与えることができると思います。 

 教育と福祉の連携をさらに深めて支援を必要

とする子どもたちと御家族の不安を取り除き、

少しでも安心して生活できるように将来像を描

くことができるような取り組みを行うべきと考

えます。 

 教育と福祉の連携について、教育長のお考え

をお伺いいたします。 

○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）  安心ができるような、

一般就労ができる高等部の生徒の実情について

お話を申し上げたいと思います。 
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 高等部で行われているインターンシップ制度、

３週間から１カ月程度と聞いております。 

 それを、ハローワークと連携しながら、就労

に結びつけております。その中で、先ほど御指

摘がありましたとおり、保護者と事業者との相

談の機会も設定されております。 

 このインターンシップの先となる事業者にお

いては、高等部の先生方を中心にさまざまな事

業所において、受け入れてもらえるように働き

かけを継続して行っております。 

 なお、花巻清風支援学校中等部では、高等部

でのインターンシップに向けて、校内での作業

学習、いわば模擬職場体験を年２回、それぞれ

２週間ずつ実施しており、発達段階に応じた取

り組みを実施しております。 

 就職に関して行き届いた取り組みを現在も実

施していると、委員会では捉えております。 

○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）  中等部でも模擬職業、

職場体験されてるということでございました。 

 ぜひ、親の方々の不安も取り除いていただき

たいと思います。 

 障害を持たれた方の高齢化の問題であったり、

施設職員の皆さんが最大限にマンパワーを発揮

できるような環境づくりなど、これからも障害

者就労施策の充実に向けていろいろ質問をして

いきたいと決意の一旦を述べまして、一般質問

を終わります。 

○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。 

────────────────── 

   散  会   

○議長（新田勝見君）  よって、本日はこれに

て散会いたします。 

 御苦労さまでした。 

   午後４時03分 散会   
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