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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。 

 これより本日の議事日程に入ります。 

────────────────── 

   日程第１ 一般質問   

○議長（新田勝見君）  日程第１、一般質問を

行います。 

 順次質問を許します。 

 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。

政和クラブ所属の浅沼幸雄でございます。３月

定例会に続きまして、今定例会もトップバッ



－ 8 － 

ターとして一般質問を行います。私からは、女

性活躍推進法についてと認知症対策について、

一問一答方式により順次質問してまいります。 

 それではまず、女性活躍推進法についてであ

ります。 

 少し古い話になりますが、平成25年３月定例

会におきまして、男女共同参画社会についての

私の質問に対する答弁の最後のほうに市長は、

この本会議場で男女共同参画社会のあり方につ

いて議論したのは私も久しぶりでございまして

とか、男女共同参画社会への取り組みが市の行

政としてはちょっと足踏み状態であったのかな

と思いながらとか、私も改めて市長の立場とし

てこの問題には女性の視点とノウハウは欠かせ

ませんので、そういった取り組みを強化してま

いりたいと思っているところでありますと申さ

れております。 

 それから３年経過しましたが、この間の当市

の男女共同参画社会への取り組みついてまずお

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）  浅沼幸雄議員の一般質

問にお答えいたします。一問一答方式での一般

質問でございまして、大きな項目ではこの男女

共同参画と申しまして女性、男女共同参画社会

にかかるもの、それから２つ目は認知症という

大きな項目の中で、ただいま冒頭質問ございま

したとおり、この25年３月定例会において質問

してるんだけども、その後の今日までの取り組

み状況などについてちょっとお尋ねしたいとの

ことでの御質問でありました。 

 この問題は、これからの一つの少子高齢化と

いう縮小社会の中におきまして、この切り口と

申しますか、極めて大事な大事な取り組みの１

つじゃないのかなというように認識いたしてお

ります。ちなみに、平成11年に男女共同参画社

会基本法というものが制定され、ことしでもう

既に17年目を迎えたということになるわけであ

ります。 

 当市におきましても、その間遠野市男女共同

参画基本計画、と・お・のいきいき参画プラン

といったもの策定いたしまして、これまで３度

にわたってこれの改定作業を行ってきていると

いうことであります。 

 いうなれば、遠野市としても男女共同参画社

会をきちんとした仕組みに持っていこうという

取り組みをこれまでも継続的に行ってきてると

いうことであります。その間、このと・お・の

いきいき参画プランこの中に置きましてフォー

ラムを開催したり、さまざまな市民参画を求め

ながら対応をしてきておりまして、特に昨年度

でありますけども、３回目の改定に当たりまし

て市民アンケートも実施をいたしております。 

 女性団体や青年団体等との検討会行い、女性

や若い世代の意見も取り入れながら、平成28年

３月この当該計画と申しますかこのと・お・の

いきいきプランを策定をしたと。そのなかで、

県が主催いたしますいろんな行事、これにも積

極的に参加をしておると。さらには、県等が主

催しております研修会等には７名の方が研修を

受け、サポーターとして登録しながら女性団体

のリーダーと同様、団体活動や地域活動に積極

的に参加をしていただいております。 

 なお、ちなみに27年度におけるこの各種委員、

あるいは市議会、こういったものに女性の参画

率はていうことでちょっと数字抑えてみました

けども27.4％という数字で、３割にいきたかっ

たなていうように思ってるわけでありますけど

も、地域活動におきましても参画率は27.4％で

すけども、地域活動における女性の参画率も22.

7％という数字になっております。 

 こういったようなものをどう捉えるかていう

ことは、少ないんじゃないかていう捉えるのか、

あるいはまずまずの数字と捉えるのか、もう少

し分析はしなきゃなりませんけども、私は正直

なところ27.4％というひとつ数字の中と、実態

見た場合においてはかなり女性の方々の活躍し

てる場面ていうものはもっともっと多いんじゃ

ないのかなていうような感じも受けてるとこで

ございますので、もう少し数字を分析しながら

なお一層この活動を強化してまいりたいという
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ように考えてるとこであります。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  最後のほうで参画率、

あるいは地域活動への参加のパーセンテージ、

比較するものがないので私も高いのか低いのか

ていうことはわかりませんけれども、でも直感

として思ったよりは高いなというところでござ

います。 

 実際、今市長の答弁にもありましたように、

結構いろんな場面で色んな女性の方々が活躍し

ているのは見受けられるんで、完全とはいかな

いまでも結構女性も活躍しやすい環境にもある

のかなというふうには思っております。 

 企業とか自治体に女性の登用目標など、行動

計画の策定、公表を義務づけた女性活躍推進法

ていう法律があるんですけれども、昨年の８月

の28日に参議院の本会議で成立して、ことし本

年４月１日に全面施行されましたけれども、当

然自治体にもいろんな行動計画の策定が義務づ

けられたわけなんですけれども、当市としては、

この女性活躍進法に対してどのような取り組み

をされていく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）  ただいま御質問のあり

ましたとおり、女性活躍推進法といったものが

本年４月に施行になったと。それに対する遠野

市の取り組みはということで、先ほど１問目の

答弁の中でもこれまでの経過を説明したわけで

ありますが、御答弁申し上げたわけであります

けども、国は、これはただいまの御質問とちょ

っと重複いたしますけども言わずもがなで、女

性がその個性と能力を十分発揮して、職業生活

において活躍することを目的に、女性の職業生

活における活躍の推進に関する法律、いうとこ

ろの女性活躍推進法が制定されたということに

なるわけであります。 

 こういったことは、これまでもこの法律が制

定されたという１つの流れはあるわけでありま

すけども、ただいま１問目の答弁で申し上げま

したとおり、遠野市第３次遠野市男女共同参画

基本計画と・お・のいきいき参画プランにおき

まして、女性活躍推進に向けた具体的な取り組

みを３点にわたって行っているということであ

ります。 

 １つは、この職業に関する相談に応じ、関係

機関のいうところの紹介や情報提供を行い、女

性の修業を支援し、情報提供に取り組み、個人

や企業等へのこの啓発を行うことというのが１

つ目であります。 

 ２つ目は、男性の働きかけ、これもすごく大

事な取り組みではないのかなというように思っ

ております。意識の醸成に取り組み、男性も育

児、介護等を行うことができるよう積極的に啓

発をすることというのが２つ目としてあります。 

 それから３つ目といたしまして、特にこれは

事業主の皆様への働きかけとして、いうところ

横文字になりますけどもワーク・ライフ・バラ

ンス、仕事と生活の調和というそのような中に

おけるそれができるように、ワーク・ライフ・

バランスこれができるように啓発活動、そして

働きやすい職場環境がつくられるよう意識の醸

成に努める。 

 この３つが、法律の制定を受けて極めて大事

な取り組みではないのかなというふうに思って

おりまして、特にこの部分におきましてはさま

ざまな形で試行錯誤しながら取り組んでおりま

すけども、遠野みらい創りカレッジなどはそう

いった分におきましては意識の醸成、あるいは

事業主の皆さんへの働きかけ、さらにはお互い

男女まさに共同の中においてさまざまなこうい

った環境をつくるていう分におきましては、い

いコミュニケーションあるいは啓発、さらには

職場環境づくりにとって有効な役割を果たすの

ではないのかなていうふうに認識もしてるとこ

でございますので、これを着実に進めてまいり

たいというふうに考えております。 

○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）  今市長から答弁いただ

いたわけなんですけれども、１軒目の答弁で３
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月の末に第３次遠野市男女共同参画基本計画を

策定したということで、概要版私も今手元にあ

るんですけれども、本当に非常にいいプランだ

なというふうに感じます。 

 そのプランを実践する場合に、その考え方の

１つの軸になるのではないかなという記事があ

りましたので、ちょっと引用させていただきま

すけれども、これ農業新聞の全国版のことしの

５月６日付で、論説というところのコラムなん

ですが、男女共同参画という見出し、恒常的問

題から解消をという太字の見出しがあるわけな

んですけれども、この中の一部をちょっと読み

上げますけれども、農村の女性の社会参画は通

常ＪＡや農業委員など役職についた割合や起業

の数など、家の外での活躍が指標になると。 

 女性の活躍を成長戦略の中核に位置づける安

倍政権でも、企業の役員や管理職への女性登用

を政策目標としている。一方で女性からは、女

性の安易な労働力化の目標より働きやすい環境

づくりを要望する声が上がっている。 

 働く成果を経済性だけに求める風潮にも疑問

がわく。家庭や地域における役割がもっと評価

されてよい。子どもを育て教育する文化的価値

や地域の環境を守る、両親の介護をするといっ

た社会的価値である。 

 ちょっと中略いたしまして、男女共同参画は

本来、女性も生きがいを持ち暮らせる場が企業

や地域、家庭など多彩にあることが重要になる。

少子高齢化が進んだ農村社会はその先行事例と

言える。その農村部で女性が閉塞感を感じてい

るとすれば、地域振興にとっては大きなマイナ

スであると。 

 最後に、今回の調査で、何か調査やったみた

いなんですけれどもアンケート。共同参画のた

めに重要と思うものとして、３つ上げられてお

ります。 

 １つ目、男性が女性の立場を理解する。２つ

目、女性が実力をつける。３つ目、古いしきた

りや慣習を改善すると。複数回答でどれも40％

を超えた回答ということことなようでございま

す。 

 課題は複合的に絡み合うのが現実でございま

すので、そんな単純にはいかないとは思います

けれども、ただ農村社会が恒常的な問題の解決

に動き出さなければ、なかなか問題は解決しな

いのではないかなと考えるんですけれども、市

長のお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）  ただいま環境づくりて

いう部分で、いろんな事例の紹介も入れながら

の御質問がありましたけども、いろいろ法律が

制定された。さらには一つの女性ていう立場に

おけるさまざまな活躍の場がいろんな面で広が

ってきてるていうことを踏まえながらとなれば、

お話ありましたとおりこの女性活躍に向けての

周囲の理解ていったようなものも、極めて大事

な環境づくりの１つではないかなと。 

 今御質問あった中には、そのことを触れてい

たんではないのかなというように思ったわけで

ありますけども、ちなみに先ほど御答弁申し上

げました、この第３次遠野市男女共同参画基本

計画の中でアンケートを調査を実施したていう

お話を申し上げました。 

 その中で、ちょっと数字を申し上げますと、

男女共同参画という言葉、これについていわゆ

る認知度、この言葉をきちんとわかってるてい

う形で答えた方が80％、かなり高率で理解され

てるんではないのなというふうにとらえたわけ

でありますけども、この男女の地位と平等につ

いて尋ねた、そういう設問の中で尋ねましたと

ころ、家庭生活、職場、あるいは地域活動にお

いて、実は男性が優遇されている。どちらかと

いえば男性がという部分の回答が非常に高かっ

たというのも、１つの事実としてやっぱり把握

しなきゃならない、また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。 

 したがって、この部分におきましては、私は

こういった部分と、正直なところ実際の本当に

浅沼議員もおわかりかというふうに思ってます

けど、さまざまな集まり、いろんなイベントも

ある、いろんな地域における取り組みもある、
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それほとんど女性の方々によって支えられ、そ

して女性の方々の参画によってそれらが成り立

ってるていう部分を考えれば、やっぱりこうい

う意識の問題と認知度の問題と、それをどのよ

うにかみ合わせてくのかていうことがある意味

では極めて大事なことではないのかな。 

 そしてまた、その中でやっぱり女性の方々の

そういった支えているというこの存在感をどの

ように引きたてていくのかていうことも、ある

意味においては行政の、あるいは地域のリー

ダーの役目としてまたその中に見出すことがで

きるんじゃないのかなというようなことを思っ

てるわけであります。 

 この女性リーダー増加のための施策について

という設問もあったわけでありますけども、そ

の中においては家事、育児、介護等をサポート

する体制、これが最も多かったと。これは確か

にそうかなと。特に、家事等の分担を女性が多

く担っていることていうことが、もうこの調査

の結果改めて浮き彫りになったということでも

あります。 

 さらに、若い世代の中では男女が協力して家

庭や育児をすることというのは、これ当たり前

という意識がかなり高い。そして、年齢の高い

世代でも、家庭生活において火事や地域活動を

家族で分担している現状もあることもそのこと

も浮き彫りになりました。 

 やっぱり若い世代は当然のことと、しかし高

齢世代の方々もやっぱりこれはお互いていう部

分の意識がかなり高まってきてるんではないの

かなていうことがこの調査の中で、いろいろと

生活様式、あるいは家庭や地域での役割分担、

こういったようなものの１つのものが見えてき

てるのではないのかなと。 

 ただ、これは急激に変えるていうことはなか

なか、これまた時間のかかることじゃないかな

と思っておりますので、いうなれば一人ひとり

が行動に移しながらそういった環境づくりをや

っぱり地道に、お互いのこととしてやっぱり捉

えながら取り組んでいく、法律が制定されたか

ら明日からそれがそのとおり可能になるんだこ

とにはならない。やっぱり一人ひとりの行動意

識の問題に、そのようなものをどのように意識

として啓発し、またそれをお互い確認し合うの

かということの取り組みがやっぱり一番肝心じ

ゃないのかなというように承知いたしてるとこ

であります。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  遠野市は、子育てする

なら遠野というキャッチフレーズで、子育てに

関しても結構重点的に取り組んでおります。そ

れはそれとして、例えば子育てする場合に当然

直接子育てに関する支援というところのサポー

トも必要だと思うんですけれども、今市長の答

弁の中にあったように女性が仕事してて、出産

で仕事休んで産前産後の休暇終わって仕事に復

帰すると。 

 その制度があれば、まだそれを利用して産前

産後休暇とれるんですけれども、制度今は法律

で決まってますからそれに事業所も沿ったよう

な対応してると思うんですけれども、産休をと

って、育児休暇も含めて、復帰した後に例えば

子どもさんを幼、保育園にお願いすると。日中

熱が上がったってお母さんとかに電話が入る、

よくあるみたいですねそういうケースが。 

 そういうときに、結局お母さんたちは職場に

話して休みをいただいて、保育園に行って子ど

もを連れて病院に連れてくっていうふうな対応

をするのが一般的なんですけれども、ただそれ

も回数が重なったり日にちが、例えば１週間ぐ

らい続いたりすると非常に遠慮がちになるとい

う話もあるんですね。やっぱり職場のほかの方

たちにも迷惑もかかるし。 

 そういうふうなお母さん方、あるいはお父さ

ん方も、そういうこともあるんで企業側にそう

いうふうな理解をしてもらうような働きかけも

市のほうからもやってはいるかもしれませんけ

れども、やっていくべきじゃないのかなという

ふうに思うんですけれども、そういう点につい

てはどのようなお考えでしょうか。 

○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）  先ほど御答弁申し上げ

ましたとおり、繰り返しになりますけども今い

ろいろ御質問の中で、法律ができたあるいはそ

ういった男女共同参画ていう中で１つの仕組み

が、あるいは事業主も含め個々のいうなれば国

民市民にもそれぞれのものをきちっと対応して

きましょうていう仕組みができたとなっても、

それは直ちに、繰り返しになりますけどもそれ

がそうならない、やはりこの問題は社会という

１つの中、あるいはいろんな仕組みの中でそれ

ぞれの当事者が、あるいは家庭、家族という１

つ単位、さらには地域という１つの単位、ある

いは１つの、例えば遠野市という１つの単位、

あるいはそれが県という１つの単位、そしてま

た国という１つの仕組みの中で、どのようにと

なればやっぱり一人ひとりの意識と行動のそれ

の積み重ねと申しますか、繰り返していう中で

お互いの役割分担の中でまさに女性がそのよう

に活躍できるような仕組みをつくり上げていく。 

 遠野という１つの地域で見た場合に、私は正

直なところ本当に女性の方々によって大分いろ

んな面で、これも繰り返しの答弁になりますけ

どもね、支えられてるていうことは市長という

仕事を通じながらそれを本当に実感をいたして

おります。 

 したがって、それをもっともっと引き出すて

いうか、本当に言うなれば表に出てくるてば言

葉では出てございますけども、支えるていう部

分もあるけども今度は引っ張っていくというの

は、そのような力に持っていくていうこともま

た大事な１つの行政の役割にその中から見出す

というよりも、それを行わなければならないの

かなというようなことも感じているということ

も申し上げて、ちょっと答弁にならないかもし

れませんけども、そのようなことの繰り返しの

がこの問題ではないのかなというように思って

るところを申し上げ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）  この間区長配付された

文書の中に、ちょっときょう持ってこようと思

って忘れたんですけれども、小さい子どもさん

がいる親御さんたちも登録する、そして何かさ

っき言ったように急に熱出たりしたときに、も

し親御さんが対応できないときにかわりに行っ

てくれる方々も登録する、その仲立ちを市のほ

うでするていう、何かそういうふうな文書、チ

ラシていうか回ってきたように記憶してるんで

すけども、非常にいいところに目をつけたなと

いうふうに思っておりますので、ぜひ積極的に

進めていただきたいなと。具体的な事業名忘れ

て申しわけないんですけれども、と思っており

ました。 

 話変わりますけれども、５月31日の地元紙に、

企業名は出せないんですけれども、ある岩手県

内に本社がある大手のドラッグストアというか

薬のチェーン店と、それから岩手県で老舗、一

番大きい銀行この２つの民間企業がえるぼし企

業認定ていう、これは何なのかと言いますと、

４月１日に施行された女性活躍推進法に基づい

て、最上位の三つ星に認定されたと。 

 岩手県では４月１日に施行された後に、約２

カ月後に大手の薬会社あるいは銀行が認定され

たということで、これは参考にこのチェーン店

のほうは女性管理職の割合が15.4％、卸売業小

売業の平均が4.8％なので３倍の女性管理職の

割合だという。 

 それから、銀行のほうはやはり女性管理職の

割合が10.7％、これは金融保険業は通常7.2％

ですからそんなに極端に倍とか３倍はないんで

すけれども、いずれ平均よりは高いというとこ

ろでこれ認定されたようなんですけれども、や

はり多分私の想像するところ女性の管理職の割

合が高いということは、恐らく育児とかのとき

もきちっとサポートした会社じゃないのかなと

いう感じする。そのほかにもいろんな取り組み

があるからこそ、女性管理職の割合が高くなっ

てるんじゃないかなという想像します。 

 でありますので、もしと言いますか私はこう

いう企業からどういうことに取り組んでるのか

を具体的に聞いて、市のほうでも何つんでしょ
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う取り組めることがあるんであれば取り組むの

も１つの方法じゃないかなというふうに思って

おるんですけれども、それについてのお考えを

お聞きしたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  これは、ただいまの御

質問はあれでございますね、いうところの女性

の参画の中で管理職、企業の女性の管理職のと

いうな分。この部分におきましては、やっぱり

職場の中でいうところの先ほどリーダーという

話もいろいろ申し上げました。 

 今、遠野市の中におきましてこの能力を十分

に発揮できるていう部分におきまして、ちょっ

と市の行政の数字をちょっと申し上げますと、

女性管理職という部分の中で今全部で７人です

か、今こちらの席のほうに、実は通告いただい

たときに答弁の中で言うかどうかはちょっとあ

れなんだけどもていう話をしたんですけども、

今いうところの庁議メンバーの部長職の中には

３人の部長職が女性、それから課長までいれる

と７人ほどの女性管理職を登用している。 

 それから、委員会のほうでも席に座ってると

おり女性の方々がそれぞれ委員長という職の中

で、それからもう１つは、この４月には議会の

同意を得てでありますけど、現時点では県内女

性初という女性教育長は今遠野市ていう中にあ

るていう中で、それぞれ行政の中におきまして

も、ただいま御質問ありましたとおり管理職と

いったものを登用しながら、いうなればリー

ダーとしてていう部分もかなり意識的にそのよ

うなことを行いながら、法の趣旨に従い、また

社会の仕組みの変動に伴い、文字どおり男女共

同参画といったようなものをきちっと形にしよ

うという中で取り組んでいるということになっ

て、この数字をもってひとつ答弁にもなるんで

はないのかというように思ってるとこでござい

ますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  先ほど私が申し上げた

具体名は出しませんでしたけれども、企業の２

社を機会があれば内容を少し調べてみてもおも

しろいのではないかなと思いますんで、もし気

が向けば調べてみていただいてもいいんではな

いのかなと思います。 

 次の質問に移ります。認知症対策についてお

伺いします。近年、増加傾向にある認知症患者

やその家族への対応策についてまず、市ではど

のような対応策を考えているのか、あるいは実

施しているのか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）  認知症対策についての

取り組みでありまして、当市の対応状況はどう

かと、いうところの増加傾向にあることはその

とおりで、高齢化社会でありますからね、ある

意味で言ってはもうやむを得ない一つの流れで

はないのかなというように思っているわけであ

りますけども、遠野市は遠野ハートフルプラン

2015、これは第６次遠野市高齢者福祉計画・第

６期遠野市介護保険事業計画といったものを定

めまして、その中でさまざまな取り組みを行っ

ているということでありまして、御質問にあり

ましたとおり65歳以上の要介護認定者、細かい

数字になりますけども1,902人、これは４月末

日現在。 

 そのうち、認知症の症状を有するものは1,16

7人という数字になっておりまして、認定者の1,

902人という認定者の中で認知症と、これは介

護認定者ですね1,902人は。その中で認知症の

症状を有するものとした1,167人は、割合で見

ますと61.4％になっておるという、そのような

現状として捉えてるとこでございます。 

○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）  熊本県の菊池市は遠野

市の友好都市なんですけれども、認知症に関し

て菊池市が取り組んでいる記事がありましたの

で、若干引用させていただきます。 

 これ農業新聞の全国版の新聞なんですけれど

も、ことしの３月５日に記事になったものでご
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ざいます。菊池市の部分だけ抜粋しますけれど

も、熊本県菊池市はＪＡ、商店、銀行、新聞販

売店、個人宅にサポーターであることを示す大

きなオレンジリングを掲げ、まちぐるみで認知

症の人を支える。 

 徘徊や困っている様子を察知したら、地域包

括センターなどに連絡するというような活動を

しておるそうなんでございますけれども、当市

では何かこう具体的な活動、あるいは菊池市の

この活動を今お聞きになってどのように考える

のかについてお伺いしたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  先ほど60％を超える

方々が認知症としての認定として、数字として

おさえてるていう話をいたしました。これも本

当に大きな市政課題の１つとして認識してると

こでございますけども、御質問にありましたと

おり友好都市の１つでありまして、今度の熊本

地震でも被災を受け多くの遠野市民の皆様が、

そしてまた遠野市の友好都市の仲間が菊池市を

応援するという中における取り組みも展開をさ

れ、質問にはないわけでありますけども菊池市

の名前が出たのでちょっと触れさせていただき

ますけども、先般遠野市民の心といったものを

お届けいたしまして、江頭市長から人と人との

つながりであり、地域と地域のつながりがこう

して気持ちとして届けていただいたと、本当に

ありがたかった、感謝申し上げてますという話

をいただいてきたわけでありますけども、この

認知症問題などもまさにお互い人ごとではない

という中における取り組みとして、極めて大事

な大事な取り組みの１つではないかなと思って

おりまして、御質問にありましたとおり菊池市

でもこうして数字的にはただいまの御質問とあ

るいはダブるかもしれませんけども、市民の10

人に２人が認知症サポーターであるというその

ような取り組みを行っている。 

 これは、御質問にありました木製の大きなオ

レンジリングを店舗や家の玄関に掲げ、住民が

積極的に見守りに協力しておるというそんな仕

組みを、これは御質問とダブるわけであります

けども、そういうような仕組みに。 

 じゃあ当市はどうなのかていうことにつきま

しては、当市におきましても、先ほど数字があ

りましたとおり、いうなれば認知症について正

しく認識し、偏見を持っちゃだめだということ

がやっぱり一つ大事な基本だというように思っ

てるわけですね。それを踏まえながら、認知症

の方や家庭に対し、地域で温かく見守るという

認知症サポーターの養成に取り組んでいるとい

うことであります。 

 じゃあ取り組んでいるということなんだけど

もというような、平成17年度からこれまでこう

いった関係機関との連携のもとにこのサポー

ター養成をしてるわけでございますけども、27

年度末まで、延べでありますけども2,497人と

いう方をいうなればサポーターとして養成をし

てきているということであります。 

 これは延べの人数でありますから、実際はこ

の認知症サポーターの現在の数はということな

れば、27年度で見ますと約226名の方がそうい

った活躍をしているということでございます。 

 だから、菊池市も一生懸命そのようなネット

ワークをつくってるてなれば、うちもそのよう

なネットワークをつくりながら、地域ぐるみで

そういう温かく見守りながらこういった方々に

対する一つのフォローをしていこうという仕組

みとしてつくってる。 

 特に、この在宅高齢者の生活とかかわりのあ

る老人クラブ、あるいはシルバー人材センター

の会員、ボランティアグループに対するその講

座も積極的に開催しながら、みんなで見守りま

しょうというそのような仕組み。さらには、市

内小中学校を対象に開催しております孫世代の

ための認知症講座、受講した児童生徒からも認

知症の人たちの生活が大変だということがわか

った、サポーターになったのでこれからも助け

てあげたいなどといったような感想も寄せられ

てるということでありますから、このような働

きかけも極めて大事じゃないのかなというよう

に思っております。 
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 繰り返しなりますけども、サポーターこれを

きちんと仕組みとしながら、特に地域包括支援

センターの中におきます、あるいは連絡相談と

いったようなものも機能させる。機能もしてる

わけでございますけども、さらに機能させると

いうようなことも極めて大事じゃないのかなと

いうように思うわけであります。 

 それから、この講座の対応につきましても、

キャラバンメイトといったような仕組みの中で

県が中心となっていろいろ働きかけを行ってお

りますので、認知症サポーターの養成講座のこ

の講師役、こういったのもやっぱり大事ですね。

こういったものにつきましては、市内から約こ

れまでに71人がこういったものに参画しながら、

いうなればリーダーになろうという、何と申し

ますか数字も抑えてるとこでございますので、

これらをそれぞれきちんと機能させるようにす

れば、菊池市もそういうのをやってんであれば

遠野市もという部分の中で、お互いのいいとこ

ろをあれしながらていう部分における体制づく

りは行ってるし、またさらに充実させていかな

ければならないというふうに承知しております。 

○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）  数日前の地元紙に、認

知症のサポート医を中心とした認知症の初期に

対応する記事が載ってたんですね。その中に、

今年度28年度中に取り組むというところに遠野

ものってだったんですが、既に取り組んでると

ころは多分県内で６自治体だったかなと記憶し

ておりますけれども、28年度に取り組むという

のはその中に遠野市があったと記憶してるんで

すけれども、それは具体的にどのようにして28

年度中に取り組み始められる予定なのかについ

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）  先ほどいろんな数字を

申し上げまして、見守りという部分の中で偏見

も持たずにきちんとした対応してかなきゃなら

ない、これがいうなれば大事な大事な一つの取

り組みではないのかなというようにお話を申し

上げました。 

 言葉としてはあれでございますけども、やっ

ぱり気づくという一つの部分と、それからもう

１つはこれを理解するという１つの言葉がやっ

ぱり大事じゃないのかなというように思うわけ

であります。 

 その中で、気づく、理解するということにな

れば、今度はその次の出てくる言葉は支えるて

いう言葉になってくるのではないのかな、これ

はそのとおり、そういうような中でいうところ

のこういったようなことをすると、いうなれば

この認知症高齢者等徘徊ＳＯＳネットワーク事

業といったようなものも行っている。 

 これも何か事故があったら大変なことになり

ますからね、やっぱりそれをきちっと見守る、

理解すれば支えるていう１つの仕組みとしてこ

れが成り立ってんではないのかというように思

っておりますし、それからこれもあれでござい

ますけども、特に徘徊等の危険性がある場合は

個人情報にはなるわけでありますけども、事前

にこれをきちんと把握しながらそれぞれ警察も、

あるいは行政も含めて、あるいは地域も含めて、

さらには社会福祉協議会といったようなところ

ともうまく連携をはかりながら、早期に発見で

きる体制づくりにも意を用いているということ

でもあります。これはすごく大事なことじゃな

いか。やっぱり事故につながったんでは大変な

ことになりますから、それ未然に防止をすると

いうことも大事じゃないのかな。 

 それから、もう１つは配食サービスのほのぼ

の会という組織があるんですね。つくる人、配

る人という中で、非常にボランティア活動とし

て懸命に行っていただいておりまして、こうい

った方々の活動を通じながら気づく、そして理

解する、支えるというな仕組みがそういったボ

ランティアの方々によってもいろんな面で見守

りていう部分の中における事前の事故防止とい

うことにもつながってんじゃないのかな。 

 それから、もう１つは、この見守りシステム

の中においては、日常生活の中でいろいろ把握
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することも大事なわけでありますので、そのた

めには今いろんなライフライン、ガス、電気、

水道といったようなものを通じながらというこ

とで、21団体と協定を締結しながら何か気づい

たらばすぐ教えてほしいという連絡システムを

構築しているということでありますし、それか

らこの地域見守りに関する協定というものの中

で、22団体と協定を結びながら、そういったネ

ットワークを構築してるということでございま

すので、多くのボランティアの方々、さらには

そういった機関の横の連携といったものの中で、

繰り返しなりますけども気づく、理解する、支

えるというな仕組みをきちんと動くようにもっ

ていくということが、行政としての極めて大事

な大事な役目ではないかなというように思って

るとこでございますので、よろしく御支援と御

理解もいただければということをお願い申し上

げて答弁といたします。 

○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）  済みません。中に答弁

漏れがあったようでございますので、失礼いた

しました。 

 認知症の対策の中で、28年度の遠野市の取り

組みについてという中で、ここですね、この認

知症の早期診断、早期治療へつなげることを目

的にということで、実は先ほど申し上げてます

ようにやっぱり早期診断し、早期治療というこ

ともこれも極めて大事である。やっぱりサイン

が出て来るということを聞きますよね。これは

正直なところ人ごとではないわけでありますね。 

 したがって、人間誰しも老いるわけでありま

すので、この辺にすれば早期診断、そしてまた

早期治療といったこともつながってくるという

ことでありますので、ことし29年４月から認知

症サポーター医、これ中央診療所の山口先生に

お願いをしてるわけでございますけども、山口

先生を中心といたしまして認知症初期集中支援

チームていう１つの組織を、さらにはこの認知

症地域支援推進医を地域包括支援センターの中

に配置をし、そして認知症の方々やその介護者

の支援体制の構築に向けた準備に取りかかった

というよりも取り組んだということでございま

すので、特に認知症サポーター医、山口先生非

常に一生懸命、精神的に献身的に対応していた

だいておりますので、そこを中心にしながらそ

ういった１つのチームをつくって早期発見、早

期治療といったようなものにもきちんと手を打

っていきたいというふうに思ってるとこでござ

いますので、先ほどの質問の中でちょっとその

ことを触れないでしまいまして申しわけありま

せんでした。 

○15番（浅沼幸雄君）  これで私の一般質問を

終わります。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午前10時48分 休憩   

────────────────── 

   午前10時58分 再開   

○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。７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  市民クラブ所属の

佐々木大三郎でございます。事前通告に従い、

一問一答方式により一般質問を行います。今回

は、３点について伺います。 

 １点目は、木質バイオマスエネルギーの推進

事業について、２点目は、耕畜連携と堆肥セン

ターの運営について、そして３点目は特別養護

老人ホームの現状について、市長の御見解を伺

います。 

 質問に入る前に、４月14日に発生した熊本地

震は、観測史上初めて同じ場所で震度７を２回

記録し、死者49人、建物損壊10万棟に迫る大き

な被害であったことがマスコミ報道されており

ます。被害により亡くなられた方に謹んでお悔

やみ申し上げますとともに、被災された方々に

心よりお見舞い申し上げます。一日も早い復興

をお祈りいたします。 

 また、友好都市である菊池市を助けようとい

う遠野市民の思いから募金活動が行われ、心の

こもった多くの義援金が寄せられました。友好
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都市のつながりが、さらに強く確実なものにな

ってほしいものであります。それでは質問に入

らせていただきます。 

 １点目の質問である木質バイオマスエネル

ギーの推進事業について伺います。 

 この事業は林野庁の補助金活用事業で、木質

バイオマスエネルギーを活用したモデル地域づ

くり推進事業ということで、遠野市の豊富な森

林資源をボイラーの燃料にして地元で使うこと

により、地域の林業や製材業を活性化するモデ

ルを目指すための実証実験ということですが、

この事業の趣旨と目的について御説明願います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  佐々木大三郎議員の一

般質問にお答えいたします。大きく分けて、木

質バイオマス、それから耕畜連携プロジェクト、

そして特別養護老人ホームの現状と課題という

中における一問一答であります。 

 質問の冒頭に、先般４月の14、15に発生いた

しました熊本地震に対するお見舞いと、一日も

早い復興というお話があったわけでございます

けども、これは友好都市菊池市も大きな被災を

受けてるていう中で、冒頭ありましたとおり多

くの市民の皆様が友好都市菊池市を放っとくわ

けにいかないていう中で、周辺市町村も含めて

の支援をという中で大きな支援活動、あるいは

募金活動を行っていただいたということで、先

般多くの市民の皆様の心をお届けしに九州の訪

問してきた。 

 先ほども浅沼議員の一般質問できょうちょっ

とそのことを触れましたけども、繰り返し繰り

返し菊池市民の方々、あるいは江頭市長をはじ

めとする市の幹部の方々からも、あるいは何度

も遠野を訪れております市民訪問団の代表の

方々からも、くれぐれも遠野市民の皆様に市議

会議員の皆様からも大変な志をいただいてると

いうことで、くれぐれもよろしく伝えてほしい

と。 

 そして、一日も早く日常生活に戻り、また交

流のきずなをさらに深めていきたいていうよう

なお話をいただいてきたということもございま

すので、御質問にございませんし、冒頭ありま

したのでそのこともちょっと触れさせていただ

いて答弁のほうを進めていきたいというように

思っております。 

 まず、この木質バイオマスの冒頭の質問であ

りまして、事業の趣旨と目的は何かということ

でありました。これにつきましては、この実証

事業としてもう既に３年目に入っておりますの

で、さまざまな議論もこの場でもきょうは交わ

され、さらには現場でもいろんな形で、何と申

しますか今の実証試験の状況など御視察もいた

だいてることでございますので、改めてこの趣

旨と目的につきましては担当部長のほうから改

めてきちんと答弁の中で申し上げたいと思って

おりますので、担当部長のほうから答弁させる

てことで御了解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）  農林畜産部長。 

   〔農林畜産部長兼六次産業推進担当部長

    古川憲君登壇〕 

○農林畜産部長兼六次産業推進担当部長（古川

憲君）  お答え申し上げます。 

 事業の趣旨と目的ということでございます。

本市の約８割を山林が占めており、さらに伐採

と造林を繰り返すことでまたその資源の利用を

循環させることができております。 

 この豊富な森林資源を地域内でエネルギー源

として利用することは、本市の経済活性化につ

ながるとともに、災害時に中央系統からのエネ

ルギー供給が停止した場合にも、活用が可能な

自立分散型エネルギーとして、遠野市の強みと

なっております。この森林資源を活用したエネ

ルギー施策については、遠野市新エネルギービ

ジョンにおいてもリーディングプロジェクトと

位置付けて推進していく方針であります。 

 現在取り組んでいる林野庁の実証事業では、

１つ目に、山林に残っている小径木や枝葉など

も燃料として活用すること、２つ目が、製材や

木材加工の過程で生じる端材、バーク等の副産

物を燃料資源として活用すること、３つ目が、
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乾燥した良質なチップの保管と安定したチップ

供給の実現、４目が、維持管理にすぐれたチッ

プボイラーの導入とバークを燃焼とする大型ボ

イラーの導入による熱の供給の取り組みを実現

するものでございます。 

 本市では、木工団地を整備し、川上から川下

までの木材流通を促していますが、この過程で

生じる残滓、端材を有効活用する手段として木

質バイオマス利用の実証に取り組むものでござ

います。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  今の御答弁の内容

から、この事業の成功によって林業振興、ある

いは製材業の活性化、雇用の創出にもつながる

んだろうなということが理解できます。 

 また、何と言ってもこの大きな魅力は、ボイ

ラーの燃料のお金の支払先は地元になるわけで

すので、木質バイオマス燃料の地産地消によっ

て地域でお金が循環することなりますので、市

内の活性化につながるんだろうなというふうな

ことは理解できます。 

 ただその一方で、同様の事業を行っている先

進地におきましては、失敗事例、あるいは課題

も発生しているのも事実でありますので、その

辺の疑問点について質問をさせていただきたい

と思います。 

 まず、この実証実験にかかわる事業体はどこ

になるでしょうか。また。実験期間及びこの事

業に要する総事業費はどれぐらいになるでしょ

うか。そしてまた、この事業費のうち遠野市か

らの持ち出し予算額はどれくらいになるかにつ

いて伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいまこの事業の趣

旨、目的につきましては、改めて担当部長のほ

うからそのことを御答弁申し上げました。 

 ２つ目の質問といたしまして、この事業体あ

るいは期間及び市の持ち出しも含めて予算等は

どうなっているのかていうことのお尋ねであり

ますけども、繰り返しなりますけども、先ほど

の部長の答弁にありましたとおり、これは遠野

市が直接林野庁の実証事業として委託を受けて

実証を行うていう事業であるということは、先

ほどの部長の答弁のとおりであります。 

 これを実施するに当たりまして、複数の事業

体で組織する協議会を設立することが定められ

ているという中で、これを事業報酬の根幹に関

することがあれでございますので、この協議会

で決定し事業を推進してるという仕組みになっ

ております。 

 平成26年８月に、遠野市木質バイオマス利活

用検討協議会といったような組織を立ち上げて

おりまして、本事業に取り組んでいると。この

協議会の構成員は、遠野市ほか８社８団体がこ

れに参加をしているということでありまして、

27年度から、もうこれも繰り返しなりますけど

も３カ年の事業で、今年度が最終年度になると。 

 これは林野庁からのまいとし約２億円、した

がって３年でありますから６億円の事業費がそ

の中に実証事業として、委託事業として位置づ

けられているということになります。 

 この実証事業の取り組みに際しましては、い

うなれば事業費の全ては林野庁からの委託金で

賄っておりますけども、予算執行上のさまざま

な端数ということになるわけでございますけど

も、そのために数十万円の市単独の予算も計上

しながらこの協議会を運営し、そしてその中で

８団体が集まって、実証事業を着実に進めてる

という仕組みになっているということで、今年

度が最終年度でありますから一つの大きな、そ

れを取りまとめしながら文字どおりこの事業が

モデル事業として成り立つというのは、中にお

けるものとして大きな正念場を迎えてるという

時期ではないのかなというように捉えてるとこ

であります。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  これから質問しよ

うとする内容についての御答弁も含まれていた

ような感じがしますけども、いずれこの事業体
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は遠野市であるということでありました。 

 事業費のほぼ全額は約６億円、これは国から

の全額補助金であるというようなことでした。

この高額な費用を投じてのモデル実証実験です

ので、林業と木材産業及びバイオマスサプライ

チェーンの全体を考慮したモデル事例をぜひ確

立していただきたいものであります。 

 そこで伺いますが、この事業を成功させるポ

イントについて、私なりに考えてみますと木質

バイオマスのエネルギー利用を普及、定着させ

る要件を明らかにするためには、実証実験の事

業体、先ほど遠野市と言われましたけども、遠

野市と間伐材や林地残材、工場残材を供給する

林家や製材所、そして需要側である木工団地や

たかむろ水光園、この三者間の需要と供給、さ

らには利害などにかかわる内容を把握確認した

上で、この三者それぞれの課題を調整し、かつ

マッチングする役割を担うような機関の参加が

必要であるというふうに私は考えますが、この

ことに対する市長の御所見伺います。 

○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）  ただいまマッチングと

いう言葉がありました。これは非常に大事な仕

組みを、実証事業を着実に進めるためには極め

て大事な１つのキーワードではないかなという

ように思うわけであります。 

 したがって、先ほど答弁とあれいたしますけ

ども、この木質バイオマス利活用検討協議会、

これがいうところのマッチングをきちんと行う

場所として、機関として位置づけているという

ことで。 

 ただ、この林野庁からの実証委託を受けてい

るのは遠野市ということになっておりますので、

私は立場上この協議会の会長も務めているとい

う状況にありますので、状況にあるというかそ

ういう１つの組織でありますので、この事業の

方針決定、さらには各種団体間の調整を行うと

いった場合も協議会の会長が市長という立場の

ものが務めてるてことになれば、やっぱりこれ

はきちんとコーディネートしながら、御質問に

ありましたとおりマッチングといったようなこ

とをきちんとこの中で、いろいろ御質問の中で

それぞれの団体が、あるいは機関がという形で

のお話がありました。 

 いうところの御質問の中にありましたとおり、

木工団地やたかむろ水光園、あるいは需要側と

の三者間の需要と供給、利害といったものの中

のものをきちんとマッチングしなければならな

いかということでありましたので、これを協議

会の会長という立場をいただいてるてことも踏

まえながら、きちんと調整をしながらこの事業

の取りまとめに進めてまいりたいと。 

 ただ、先ほどの質問の中でちょっと27年度か

ら３カ年という答弁しましたけども、26、27、

28でございますので、26年度からということで

訂正させていただきますので、よろしくお願い

いたします。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  御答弁では、遠野

市木質バイオマス利活用検討協議会でこの調整

あるいは課題の解決を図っていくんだというよ

うな御説明でありました。このメンバーには、

山林所有者、あるいは地域の森林組合員のよう

な方は入っているでしょうか。木質チップの安

定供給あるいはその荒廃した森林を復活させる

には、やっぱりこのような方々もメンバーに入

っていただく必要があると考えますが、いかが

でしょうか。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  これは、先ほど８団体

で構成しながらといっときましたけども、やは

り川上から川下という循環型の産業をという中

で行ってく。この事業も、そういった意味にお

いては循環型にしていかなければならない。 

 御質問にありましたとおり、そういった方々

も取り込みながら、ともにこの山の手入れをし、

それを再生可能エネルギーにしながら、それを

熱源にしながら、そしていうところの循環型に

して、いろんな関係者がそれぞれこういう事業
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を展開してよかったなていう結果を得なきゃな

りませんので、御質問のありましたとおり多く

の方々、関係者を巻き込みながらこれを取り組

んでいくていうことにさらに意を用いていきた

いというふうに思っております。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  御答弁では、山林

所有者もこのメンバーに加えていただくという

ことですので安心しました。 

 一昔前のように、自伐林業といいますか、山

林所有者が山に入って仕事をするということに

なれば、当然て言えば当然なりますけども林業

振興につながりますし、やっぱり何といっても

山に入る機会が多くなってきますので、里山は

きれいに整備されます。 

 きれいに整備されるということは、当然最近

いろいろクマとか何かの被害で人身事故が多く

なってますけども、その辺の鳥獣被害も減少す

ることになると思いますので、ぜひこれは強力

に進めていただきたいということを申し上げて

質問に入りますが、この実証実験は今年度が最

終年度の３年目で、先ほど市長からもお話あり

ました。おおよその事業内容、あるいは課題は

見えてきているものというふうに伺いますので

伺います。 

 この実験は、事業としての採算性、あるいは

初期投資の回収見込み期間はどれくらいを想定

しているかについて伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  実証事業として、モデ

ル事業としてスタートしたという中で、やはり

３年目に入ったということになれば御質問にあ

りましたとおり、いうところの課題も見えてき

たんではないかと。なれば、この採算性なりあ

るいは初期投資の回収見込みなりといったもの

を、どの程度として捉えてるのかということも

文字どおりきちんと検証していかなきゃならな

いていことになるわけであります。 

 この実証事業という位置づけということにな

りますと、これ繰り返しなりますけども、いう

ところの初期投資は全て林野庁からの委託金で

賄っているということでありますので、それは

御案内のとおりであるということで御承知いた

だけるかというように思ってます。 

 この点は非常に大きなメリットがある、もち

ろんさまざまなものにチャレンジしてかきなゃ

ならない、だから実証事業としてやってみよう

ということで、国の委託事業として行ってる。

初期投資は、これは国の事業として行ったとい

うことだから、これは非常に大きなメリットと

して位置づけられると。 

 課題となるのは、やはりこれから今３年目だ

という話をしておりますけども、この実証期間

終了後の運営費といったようなものが一つの課

題となってくるということになるわけでござい

ますので、繰り返しなりますけども、最終年度

であるという28年度といったものを踏まえなが

ら、今年度は検証する一つの大きな課題と、今

後どうするのかというところをきちんと組み立

てていかなきゃならない。 

 その中で、事業の採算性というのもさらに見

出していかなきゃならないてことになりますか

ら、やはり３年やってみたからよかったいうこ

とじゃなくして、これをどのように継続した事

業としてもっていくのかていう中における大き

な正念場であり、課題もその中に抱えているて

いうことも正直申し上げておきたいというよう

に思ってるとこであります。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  初期投資、イニシ

ャルコストの６億円につきましては、林野庁か

らほぼ全額補助金で賄える、それは問題ないで

すよ、わかりました。 

 ただランニングコスト、すなわち年経費につ

いてこれから検証しなくちゃいけないというお

話でしたが、まさに私の質問はそこなんです。

そこを考えた場合に、採算性として見合うんで

しょうか。その辺について御答弁願います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 
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   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  したがいまして、今６

月であります。２年半取り組んできたていう中

でいろんな課題も見えてきてることであります

ので、それを整理しながらどうすれば次の展開

に持っていけるのかという部分における大きな

一つの課題として、さまざまな関係者が協議を

しながら検討しておりますので、具体的な形で

数字を上げながら今の時点では申し上げる一つ

の内容として確定したものは持っておりません

ので、さまざまいろいろな調査をしながら、あ

るいは今度の来年の今ごろ完成する予定してま

す本庁舎の中にもチップボイラーを導入すると

いう方向で決定しておりますので、そういった

もの。 

 あとは、いろんな公共施設も含めて、再生可

能エネルギーとしてのいうところの実証試験の

結果の中で得たものをどのように次の展開に持

っていくのかていう中における一つの検証と、

具体的な一つの取り組みも検討しながら、その

中で一つのランニングコストとしての採算性の

問題がその中で見えてくる。また見出していか

なきゃならないという、そのような今状況にあ

るということでひとつ御了承いただければとい

うように思っております。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  初期投資の回収見

込み期間について御答弁ありませんでしたけど

も、出てこないかもしれませんけども、ただ少

なくてもこの事業は、事業を行うに当たりまし

て林野庁のほうにこの事業内容を提案、ＰＲさ

れたと思います。 

 その時点では、そのような回収期間とか何か

も当然提案の上でこの事業を採択されたと私は

認識いたしておりますので、その辺の提案内容

でも、提案時点での回収期間でもよろしいです

のでおわかりになりましたら御答弁願います。 

○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）  もちろん提案をしなが

ら採択をいただいててことになるわけでありま

すから、ただところに１年２年３年、今３年目

に入ってるという事の中で、さまざまな課題も

またそのように見えてきたということでもあり

ますので、それを踏まえながら今それをこの協

議会の中でいろいろ検証しながら、この次の展

開をどのように持っていくのか、その中におい

てはいうところの採算性も含めながら新た事業

展開も含めながら今さまざまな形で検証作業を

行ってるということでございますので、繰り返

しなりますけども、先ほどの答弁の中で申し上

げましたとおり、いうところの３年前に採択受

けたときの１つの状況、そして２年半でありま

すけどもやってきた状況。 

 次の展開をどうするかという中で、これを客

観的に整理をしながら今作業を進めてるという

ことでございますので、それでもって御了承い

ただければというように思ってるとこでありま

す。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  今の検証しました。

じゃあ次の質問ですが、今年度末をもってこの

実証実験は終了するわけですが、この実験で使

用した大型のボイラーや小型ボイラー、大型の

トラクター、チッパー、コンテナ、チップヤー

ドといった多くの高額機械、さらに施設はこの

実験後今後どのような形で、どこの事業体に引

き継がれるかについて伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  これも先ほど来の質問

に答弁との繰り返しなろうかというふうに思っ

ておりますけども、いずれ３年目という中で最

終年度と。御質問の中にありましたとおり、い

ろんなチッパー、あるいはボイラーといったよ

うな整備したもの、機械設備やチップヤードて

いったようなもの、これが実は遠野バイオエナ

ジーがリース契約により運営してるというよう

な一つの状況にありますので、これを踏まえな

がらこの実証終了後、継続してこのチップの販
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売とそれからボイラーからの熱供給を収入源と

するというな仕組みで成り立ってるということ

は議員御案内のとおりなわけでございますので、

これを各種設備の運用を行っていくていう分に

おきましては、極めて大事なことでございます

ので、そのような１つの仕組みの中で整備いた

しました、あるいは整備されたこのチッパーや

ボイラー等の機械設備やチップヤードといった

ようなものをきちんと次のステージのほうに移

行するように、それぞれいうなれば採算性も含

めながら検討してかなきゃならない課題として

あるんだということでございますので、ひとつ

よろしく御了承いただければと思います。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  遠野バイオマスエ

ナジーに引き継がれるんだというふうに承知し

ました。今後、この事業を継続するに当たって

林野庁あるいは遠野市とこの企業とのかかわり

はどのようになるでしょうか。委託会社や第三

セクターとして、行政からの補助金などの支援

は今後も発生することになるでしょうか。ある

いは、もう行政とは全くかかわりのない一般民

間企業として事業運営することになるかどうか

について伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  これは、再生可能エネ

ルギーとしていうところの循環型、いわゆる除

間伐材を利活用しながら熱源に持ってくという

部分の中における取り組みでありますから、遠

野が冒頭担当部長から答弁いたしましたとおり

80％以上が山林だということを踏まえれば、こ

れうまく循環型にもってくという極めて重要な

一つのプロジェクトでありますので、今のよう

なことを踏まえながら文字どおり川上から川下

ていう中における循環型の１つの仕組みがきち

んと機能するようにとなれば、今御質問ありま

したとおりこれをどのように、このチッパーな

りあるいはボイラーなりヤードなりをどのよう

に生かしながら、次のいうところの山の手入れ

をしたその材を次の一つの熱源にどのように持

っていくかていう部分の中で成り立っていくわ

けでございますから、ただいまの御質問にあり

ましたとおりこれをこれからのひとつの大きな

検討課題として協議会を中心に議論をし、それ

から質問にありましたとおりいろんな関係者の

方々のいろんな御協力もいただき、これはみん

なで参加しながらいうなれば関係者一丸となっ

てこれを循環型の一つの産業として、遠野市と

して位置づけをていうところに持っていかなき

ゃならない。 

 また持っていくことがこの実証試験の大きな

目的であったんだていうことを忘れずに、きち

んと関係者一丸となって１つの仕組みに持って

いくということで、私も協議会の会長として先

頭に立ってそれを引っ張っていきたいとように

考えてるとこでございますので、それをもって

答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  今の御答弁の内容

について私の理解は、この遠野バイオエナジー

という会社は今後も補助金の発生があるかもし

れないし、あるいはそれこそ一般的な純民間会

社として一本立ちしていくのか、その辺はこれ

からの検証結果を待たないとわからないという

ふうに承知しましたが、もし違ってましたら後

で御指摘いただきたいと思います。 

 この事業を継続し、拡大発展させるには、ボ

イラーの設置事業所である木工団地とたかむろ

水光園これだけで終わらせることなく、需要の

開拓、すなわち新規のお客様の開拓、これが必

要不可欠になるわけですが、ほかにターゲット

なるようなお客様は市内に存在するでしょうか。

また、そのお客さんに対する営業活動はどなた

がどのような形で行うのかについて伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  まさにこの営業活動と

いう言葉がありましたけども、それが極めて大

事。この実証試験をきちんと次の事業として継
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続できるようにていう中で、今般の平成28年度

当初予算の中におきましても、木材振興という

かいうところの木工団地のプロジェクトの中で、

この実証試験をうまく軌道に乗せるためのさま

ざまな調査も、調査もということは営業活動に

なりますね、そういうようなことを伺ってみよ

うていう中で、幾ばくかの予算も計上しながら

きちんとしたリサーチをしながら、どのように

事業をうまく進めるための需要開拓をどう進め

ていくかということにつきましても、いろいろ

調査活動を既に始めておりますので、それを踏

まえながらそういった結果、それの調査活動の

結果を踏まえながらやっぱり１つの仕組みとし

て確立していきたいというように考えてるとこ

でございますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  この実証実験段階

から、事業の継続性と拡大を念頭に置いた対応

策を講じなければ、近い将来課題が山積して事

業の縮小とかあるいは撤退、最悪破産というこ

とが懸念されるわけです。 

 したがって、今の段階からしっかりとその辺

について検証する必要があると思いますけども、

いずれ私の心配は、今年度末で事業終わるわけ

ですから来年度以降この事業会社が営業活動を

行っていけるのかどうか、また利益を出せるの

かどうか、その辺はどのようにお考えなのかに

ついて再度伺います。 

○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）  御心配の中から、来年

度以降は本当に大丈夫かという形での御質問で

あったわけでございますけども、文字どおり、

何事もそうでございますけども新たな事業に挑

戦するていう中におきましては大きな課題も抱

え、そしてまたそれを超えなければならないて

いう部分も持ち合わせながら事業を進めるてい

うのが、これが１つのプロジェクトなわけであ

りますので、そのことを十分踏まえながら来年

度以降、あるいはこの実証試験が終わった以降

どうするんだという中で、仮定の議論の中で議

論するんじゃなくして、やはりそういったこと

も十分認識しながら、また承知しながら、じゃ

あそのためには何を今どうすればいいのか。じ

ゃあリサーチをし、調査をし、事業開拓をし、

あるいは今の中で御質問ありましたとおりいろ

んな関係者の方々の協力をいただきながら、こ

れは繰り返しなりますけども、循環型の川上か

ら川下というこの一つの産業振興のプロジェク

トは、遠野の木工団地のまさに原点なわけであ

ります。 

 それが、なかなか循環型に持っていけなかっ

た、川上をどうしようかといってもなかなか、

川下ていってもこれもなかなか。その中で、非

常に大変なエネルギーと努力を重ねて木工団地

の入居企業の方々がそれを乗り越えてきたとい

う一つの事実を私きちんと重く受けとめながら、

このプロジェクトをさらに関係者一丸となる一

つの大きなインパクトのある事業として位置づ

けながら、その間違いなく乗り越えた。 

 遠野として、循環型産業として木工団地を核

としながら、さまざまな動きが見えてきたとい

う方向に持っていくというのが、このモデル事

業の一つの導入した大きな目的ではなかったの

かなということを常に原点に置きながら、あら

ゆる可能性、そしてまた課題に向かいながら、

仮定の議論ではなくしてそれを乗り越えるため

にはどうしたらいいのかていう中におけるひと

つの関係者一丸となった取り組みを展開してま

いるということで、ひとつ御理解をいただけれ

ばというように思ってるとこであります。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  質問項目から多少

外れた質問になってしまいますけども、当市が

定めた新エネルギービジョンの中にはエネル

ギー施策の普及啓発を目的にしまして、遠野市

省エネルギー大賞の創設ということが掲げられ

ておりますが、このねらいと内容について伺い

ます。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 
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   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  御案内のとおり、エネ

ルギービジョンを策定いたしました。遠野市省

エネルギー大賞といったものもその中で、新エ

ネルギービジョンの中において示したというこ

とであります。 

 これは、具体的には今のこの実証試験のプロ

ジェクトて大きなプロジェクトあるわけでござ

いますけども、やっぱり市民一丸となってこの

新エネルギーといったような一つのものに取り

組んでいこうという１つのビジョンとして策定

したわけであります。 

 そのためには、いうところの市民の皆様がさ

まざま取り組んでいるいろんな取り組み、これ

をひとついわゆる啓発も含め、普及も含め、さ

まざま取り組まなきゃならないていうことで、

今年度１つの新エネルギービジョンの中で、特

に省エネルギー対策といたしまして快適薪ス

トーブ設置応援事業とか、あるいはスマートエ

コライフ推進事業といったようなものを新たに

事業としておこしまして、この推進に取り組ん

でいるところでございますので、こういったも

のの中からエネルギー大賞としてふさわしいも

のがあればその中からいうなれば検証しながら

普及してくという、そういう取り組みであるん

じゃないのかなと思ってました。 

 今、具体的にはこのエネルギー大賞そのもの

の該当というものについての、あるいは具体的

にはまだ検討していないということで御了承い

ただければと思っております。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  いろいろと厳しい

質問させていただきましたけども、今回のこの

実証試験によりまして市内の森林資源を最適利

用しまして、雇用創出につながるようなサプラ

イチェーンの構築をぜひ実施をしていただきた

いと思います。大いに期待をしまして、また

エールを送らせていただきます。 

 次に、２点目の質問の耕畜連携と堆肥セン

ターの運営について伺います。 

 当市では、農林水産業を取り巻く世界や国内、

地域的な情勢変化に対応し、農林業を中心とし

た一次産業を総合的かつ計画的に振興するため

に、平成22年度に遠野市農林水産振興ビジョン、

いわゆるタフビジョンを策定し、27年度まで取

り組んでこられました。 

 しかし、この間に農業従事者の減少や高齢化

の進展、耕作放棄地の発生や鳥獣被害の増加、

さらには米価の下落や穀物価格の高騰などによ

る農業所得の減少など、時代の大きな流れの中

で農業情勢は大きく変化してきております。 

 このため、今年度平成28年度から農地や森林

が持つ多面的な機能の維持発展に努め、豊かな

農村環境を後世に継承していくことを使命とし

まして、新たな第２次農林水産振興ビジョン、

いわゆるタフビジョン２が策定されました。こ

のタフビジョン２の中には、前回のビジョンと

同様に耕畜連携推進事業ということがうたわれ

ております。 

 そこで伺います。この事業の目的の内容、そ

して前回のタフビジョンとの相違点の有無につ

いてお答え願います。 

○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）  ただいま耕畜連携推進

事業という中においてのそのタフビジョン２と

いう中で、どのように具体的に取りくむのか、

そしてまた今までの計画とどう異なるのかとい

う中における御質問であったというように受け

とめたわけでありますけども、遠野市としての

農業振興、やはり耕種農家、畜産農家、この耕

畜連携という部分が遠野、一つの大型の農業と

して産業振興として極めて大事なキーワードで

はないかなということを常日ごろから私も思っ

ているところであります。 

 そういった中でございまして、ちょっと質問

とダブるわけでありますけども、このタフビジ

ョン２の中におきましては、それぞれ４つの項

目を掲げてこの耕畜連携事業といったものを位

置づけたということであります。１つは、やは

り関係機関、団体、企業による堆肥生産、そし
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てこの流通システムの検討と、それからいうと

ころの仕組みの構築ですね、これは大事であり

ます。 

 それから２つ目は、この堆肥センターの拡充

による完熟堆肥生産の増量及び供給体制の強化

ということを明確に位置づけたということであ

ります。 

 それから３つ目は、大規模農場から発生する

家畜排せつ物の堆肥化施設整備の促進と、この

流通の支援といったことも３つ目として位置づ

けたと。 

 それから４つ目といたしまして、これも繰り

返しの取り組みになるわけでありますけども耕

畜連携、その中に土づくりセンター、土づくり

ネットワークの再構築ということを打ち出した

と。 

 土づくりセンターという中で、かつていろい

ろ議論いたしました。本当にそういったものは

必要なのか、必要ないんじゃないかというよう

な議論もありまして、この議場で大変大きな議

論を交わしたていうことを私も思い出すわけで

ありますけども、そういったことをよく踏まえ

ながらいうところの耕畜連携となればやはり土

づくりだ、そこで安心・安全なものをその中で

栽培をし、そしてそれを消費者の方々に提供し

てくんだという部分におけるこれを、あえて再

構築という言葉を使ったということであります

ので、新たな仕組みじゃない。 

 それを、今までのことを検証しながらていう

中でタフ・ビジョン２の中でそれをきちんと位

置づけたということでありまして、この中にお

きましていうところのタフビジョン２の中にお

きましては、耕畜連携推進事業をリーディング

プロジェクトとしてその中で明確に位置づけた

ということも、これはひとつ御理解をいただけ

るんじゃないかと。また、これはやってかなき

ゃなりません。 

 そして、その中におきましてもやっぱりただ

言葉だけではこれは進まないと言う中で、今般

の平成28年度の当初予算の中におきまして、耕

畜連携推進ネットワーク事業として正式には1,

005万円でありますけども、約1,000万円ほどの

連携の新たな仕組みづくりに予算を計上しなが

らさまざま、今このネットワークの構築にいう

なれば、言葉はもう一度繰り返しなりますけど

も、再構築をしよう。 

 再構築しようということは、今までの取り組

みをちゃんと検証しながらそれをしっかりした

ものに持っていこうという一つの位置づけをタ

フ・ビジョンの中でリーディングプロジェクト

として位置づけたということで御理解をいただ

けたと。 

 これはやっぱり、遠野とすればこの耕種農家

と畜産農家の連携の中でより安心・安全なもの

を栽培、生産をするというような仕組みの中、

畜産農家もよければ耕種農家もいいといような

そのような仕組みをやはりつくっていかなきゃ

ならないんじゃないのかなというように思って

おります。 

 ちょっと答弁が長くなって恐縮でありますけ

ども、先ほども木工団地のプロジェクトも循環

型としてもここ20年以上常に言われ続けてきて

ることなわけでありますね。したがいまして、

これをリーディングプロジェクトと市の実証試

験は一つの大きなきっかけにしながら文字どお

り機能するように。 

 したがって、この耕種畜産、耕畜連携も昔か

らていうか前から言われてきたことを、この中

においてしっかりしたものにするんだという中

における１つの仕組みとしてということで、1,

000万ほどの予算も計上しながら耕畜連携のネ

ットワークをきちんとしたものに持っていきた

いというように、改めて決意を新たにして取り

組んでるとこでございますので、ひとつ御支援

と御理解をまたいただければというように思う

わけであります。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  この事業は、リー

ディングプロジェクトとして市内の企業とか団

体、あるいは関係者と連携を図りながら取り組

んでいくんだよと。その内容としましては、家
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畜のふん尿を堆肥化して、その堆肥を田んぼ畑

で利用することによって良質な土をつくって、

生産性の向上を図るということにつながるんだ

というふうに私理解しましたし、また確かにこ

のことは大変重要なことであるというふうに承

知もいたします。 

 ただ私思うには、このことに加えまして耕種

農家と畜産農家のさらなる収益向上と連携とい

う観点から、稲発酵粗飼料の作付面積を増やす

ような施策を講じる必要があるというふうに考

えます。 

 これは、通称ＷＣＳと呼ばれておりますけど

も、稲の実と茎と葉っぱの部分を同時に収穫し

まして、それを発酵させたものを牛の粗飼料と

して与えるということで、これは全国レベルで

は作付面積が年々増加傾向にあります。 

 その理由として上げられる主な内容御紹介さ

せていただきますと、１つ目としましては、政

府の米政策の見直しによりまして、戦略作物助

成金が反当たり８万円、さらには畜産連携助成

金としまして反当り１万3,000円が受けられる

ということになっております。 

 ２点目は、収穫時期が食用米よりも早まりま

すので、労力が分散できるというメリットがあ

りますし、３点目は稲作農家の栽培技術と機械

をそのまま活用できますし、また機械化によっ

て省力化も可能になりますと。 

 ４点目は、主食用品種に比べまして多収性、

耐寒性もすぐれていると。 

 そして５点目は、牛の食い込みも大変よろし

いというふうなそうであります。６点目は、畜

産農家とＷＣＳ農家間で相互連携することによ

りまして、効率的で生産性の高まる作業が期待

できます。 

 ７点目は、畜産堆肥の田畑への還元によりま

して、有機質資源のリサイクルを通じた資源循

環や、持続性の高い農業生産方式が構築できる

など、いろんなことが上げられるわけでありま

す。 

 そこで伺います。当市のタフビジョン２の取

り組み策では、このＷＣＳの作付を増加すると

いう計画が掲げられておりませんが、当市とし

て今までこのことについて検討された経緯、あ

るいは農家に対する作付の推奨、指導を行った

という経緯はあるでしょうか。また、今現在市

内のＷＣＳの作付面積はどれくらいになってい

るのかについて伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  これもまさに遠野の農

業振興にとっても大事な取り組みの一つではな

いかなと思っておりまして、この稲発酵粗飼料

ホールクロップサイレージ、これがいうところ

のＷＣＳ用稲という中で言われてるわけであり

ますけども、経営所得安定対策、いわゆる転作

の取り組みの１つとしても位置づけられている

ということは御案内のとおりでありまして、た

だいま７点ほどポイントを上げてこのＷＣＳ用

稲の一つのメリットていったものについての御

指摘がありました。 

 この中で、作付面積につきましては26年度の、

これは御案内のとおりでありますけども、米価

の下落によりまして作付拡大が進みまして、平

成27年度は88ヘクタールであったのが、88ヘク

タールでありますから26年度よりも36ヘクター

ル増加をしてきているていう数字になっており

ます。そして、この計画段階ではありますが、

28年度も作付拡大が進む傾向にあるという中で、

約90ヘクタールを超える見込みとして捉えてい

るということであります。 

 ただ、今御質問の中で７点ほど上げてこのＷ

ＣＳ用稲についての１つのポイントが、という

よりもメリットが、あるいはさまざまな効果が

申し上げられました。これは私も十分承知して

おります。担当からいろいろレクチャーを受け

て承知してるていうことでございますけども、

そういうことであります。 

 そういった中で、水田を水田として、いわゆ

る活用を図る水田フル活用の推進といたしまし

ては、市内の農業機関あるいは団体で組織する

遠野市農業再生協議会を中心に、市内農家への

この周知、あるいは取り組み実施に向けた支援



－ 27 － 

を行ってきたところでありますけども、これも

さらに進める。 

 ただ、この中におきましてひとつ何でもそう

でございますけども、冷静にものを見てかなき

ゃならない。いいからどんどんという中にあっ

ても、遠野という一つの現状の中から見てかな

きゃならないとなれば、このＷＣＳ用稲の推進

に当たりましては、需要と供給といったような

バランスをとってかなければならない。 

 ただただふやせばいいというわけではない。

水田が水田であるために、水田フル活用だから

やれやれつうわけにはいかん、それを需要と供

給をどのように見きわめながらていうなれば、

バランスという１つのキーワードを大切にしな

がら市内の状況でもって自家利用、または市内

の畜産農家への供給をどう見るのかていうこと

をきちんと踏まえながら、繰り返しなりますけ

ども、需要と供給のバランスを見きわめながら

この問題に、この課題に対しても取り組む必要

があるんではないのかなというように考えてる

とこでございます。 

 佐々木議員のほうから話ありました７点ほど

今さっき私も聞いておりまして、なるほどなる

ほどと思ったわけでありますけども、それらも

きちんと踏まえながら、さらにはこの供給のほ

うとの兼ね合いもうまく考えながら、特にこの

需要の拡大が期待できる飼料用米、ありますね

これは拡大が期待できる飼料用米。これはもう、

政府が全部買い上げるてことになってるわけで

すよね。 

 そのような部分の中で、主食用米と同じ栽培

方法で生産が可能である。飼料用米はですね。

したがって、さまざまな中で水稲以外の作物の

作付が困難な水田が多い本市にとってという一

つの現状もあるわけでありますから、もう水田

フル活用のこの有効な取り組みとしては、作付

拡大といったものを推進するという一つのプロ

ジェクトになるんじゃないのかな。 

 その辺のところをどう見きわめるかというこ

とが大事だて、繰り返しなりますけどもそこを

踏まえながらこの問題にもきちんと冷静に取り

組んでまいりたい。そのためには、多くの方々

のまさに知恵と、それからまたいろんな取り組

みに対するそんな御理解もまたいただかなけれ

ばならないということになってくるんではない

のかなというように思ってるとこであります。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  このＷＣＳの作付、

一気にではないですが徐々に徐々にふえてきて

いるというふうに理解しました。 

 また、需要と供給を見ながらというお話もご

ざいましたけども、御案内のとおり当市では遠

野牛のブランド化に力を入れて取り組んでおり

ます。うたい文句としまして、遠野生まれの遠

野育ち、遠野育ちということはえさを与えるわ

けであります。そのえさとして、このＷＣＳを

与えれば耕種農家も畜産農家も非常に収入が多

くなるといいますか、そのように私は理解しま

す。 

 したがいまして、もっと積極的にその辺、先

ほどお話しましたメリットもＰＲしながら、作

付をふやすように取り組むような必要があろう

かと思いますが、その辺の考え方について伺い

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）  やはり、ただいまの御

質問の中でもいろいろこのＷＣＳ用稲の部分に

ついてのいろんなメリットも含め、あるいは取

り組まなきゃならない１つのポイントも示され

たわけでございますから、これを私もきちんと

謙虚に受けとめながら、こういった部分に対し

てどう立ち向かっていったらいいのか、あるい

はどう取り組んでいったらいいのかということ

につきまして、また同じような答弁の繰り返し

なりますけども、需要と供給を見きわめながら、

今の質問の中にありましたとおりそこ十分見き

わめながら、やはり基本的にはいろんな説明も

受けたりレクチャーを受けたり、あるいは現状

を見たりする場合においては、やっぱり前向き

に取り組む１つのプロジェクトじゃないのかな
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というようにも認識しておりますので、その認

識をもって答弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  次に、堆肥セン

ターの年間生産量と需要量について、そして堆

肥センターの稼働状況はどのようになっている

かについて伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  堆肥センターの現状に

ついてということでございますので、具体的な

数字も含めまして担当部長のほうからこの現状

について答弁をいたしますので、御了解いただ

ければと思っております。 

○議長（新田勝見君）  農林畜産部長。 

   〔農林畜産部長兼六次産業推進担当部長

    古川憲君登壇〕 

○農林畜産部長兼六次産業推進担当部長（古川

憲君）  命によりお答え申し上げます。 

 平成27年度における堆肥センターでの家畜排

せつ物の受入数量は3,260トンで、堆肥の生産

量が2,760トンとなっております。生産可能量

は、現在の施設規模から4,000トンと見込んで

おりますが、ストックヤードや需要期に合わせ

た生産をするため、2,200トンから2,700トンで

推移をしております。 

 稼動状況については、年間を通じて家畜排せ

つ物を受け入れ堆肥生産をしておりますが、た

だし生産可能量からの稼働率は約７割程度とい

うことになっております。 

 以上です。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  生産可能量は４万

トンあるんだけれども（「4,000トン」と呼ぶ

者あり）失礼しました。4,000トンあるという

ことですが、フル稼働になってないという状況

ですが、それは需要がないというふうに理解す

ればよろしいんですか、それとも需要あるんだ

けど、ストックヤードが不足してるために需要

を賄いきれていないというふうに理解すればよ

ろしいんですか。 

○議長（新田勝見君）  農林畜産部長。 

   〔農林畜産部長兼六次産業推進担当部長

古川憲君登壇〕 

○農林畜産部長兼六次産業推進担当部長（古川

憲君）  お答えいたします。堆肥の需要期は、

春に大体７割、それから秋に２割ということで、

利用が通年にあるわけではございませんので、

やはり利用期にあわせてストックしておかなけ

ればならないていう実情がございます。 

 そのために、ストックヤードが十分でないと

その時期に合わせた一気に出せないので、どう

しても見込みの施設規模の容量に比べてストッ

クヤードていいますか、つくっておいてためと

く期間が長すぎるために、生産可能量と若干の

違いが出てくるということでございます。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  御答弁で、堆肥の

需要時期が春と秋に集中する。したがって、ス

トックヤードが不足しているためになかなか生

産フル稼働にできないんだという御答弁であっ

たと思いますが、しからばこの改善策について

は御検討はなされているでしょうか。伺います。 

○議長（新田勝見君）  農林畜産部長。 

   〔農林畜産部長兼六次産業推進担当部長

古川憲君登壇〕 

○農林畜産部長兼六次産業推進担当部長（古川

憲君）  今後土づくりセンターの稼働状況も、

少ない施設もありますのでこちらの部分を、今

後稼働状況を上げてストックヤード等と利用し

ながら堆肥の生産の拡大に向けて進めていきた

いと考えております。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  はい、わかりまし

た。この堆肥処理の検討をするに当たりまして

は、この堆肥センターだけではなくて市内全域

から発生する家畜排せつ物、例えば遠野牧場と

か馬の里、畜産農家から発生するわけですが、
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その全量の把握とその堆肥化をどこで処理をす

るのか。 

 これも、例えば遠野牧場とか馬の里、堆肥セ

ンター、土づくりセンター、さらには畜産農家

みずからが処理するということになるかと思い

ますが、いずれその施設全体の処理能力はどれ

ぐらいになっているのかについて。そしてまた、

処理能力をオーバーしている場合には、その対

応策などについて確認、あるいは検討なさって

いるかどうかについて伺います。 

○議長（新田勝見君）  午後１時まで休憩いた

します。 

   午後０時00分 休憩   

────────────────── 

   午後１時00分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  午前中の質問に引き続

きということで、先ほど御質問いただいたのは

発生する家畜排せつ物の全量なり、堆肥化の処

理といったものについても全体像をどう捉えて

るのかということでの御質問というふうに承っ

たわけでありますけども、数字を申し上げます

と、市内から発生する家畜排せつ物の量は飼養

頭数からの概算で、あくまでも概算であります

けどもわらなどの副資材を含めて、数量といた

しますと13万トンと推計されております。 

 この堆肥化の処理は、堆肥センターでそのう

ち約3,300トン、市内土づくりセンターで約8,2

00トン、遠野牧場で２万5,000トン、これは一

部堆肥化という中で処理をしておりまして、そ

の他として出てくる数字が約９万3,000トンて

いう数字、これは畜産農家や養豚事業者でそれ

ぞれ全量処理されているという数字として捉え

てるとこでございますので、その数字をもって

答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  はい、わかりまし

た。そうすると、ちょっと計算なかなかできな

いんですが、今の御答弁ですと市内で発生する

排せつ物の全量は約13万トンと推計されますと。

そのうち各施設、いろんなとこでやってるわけ

ですが、堆肥化してるわけですが、それは11万

トンぐらいになるんでしょうかね。９万トン。 

 ちょっと計算できなくて、いずれ私言いたか

ったのは、排せつ物の量に対して堆肥化する量

が少ないというか、ということはまさか不法投

棄てことはないでしょうけども、家畜排せつ物

法に抵触する恐れもあるんじゃないかなと思い

ますが、いずれその出てくる量とそれを生産す

る量、ある程度しっかりとらまえて適切な対応

策講じる必要があるとは思いますが、その辺に

対しての対応はどのように行われるか伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  これは、この耕畜連携

ネットワークの中で申し上げてるわけでござい

ますけども、ただいまも今の市内の現況につい

て申し上げます。 

 かつて土づくりセンターとして堆肥センター

を市内に５カ所設置をした中で、それぞれ稼動

してるわけであります。これが先ほど申し上げ

ました数字の中で示しております市内土づくり

センターで、約8,200トン処理をしてるという、

堆肥化してると申し上げたわけでございますけ

ども、この部分で実は一つの現状といたしまし

て市内５カ所申し上げました。駒木、栃内、鷹

鳥屋、それから大野平、六角牛と、この５カ所

の土づくりセンターがありますけども、このう

ち３カ所、駒木、それから栃内、鷹鳥屋、こう

いうところの稼働率と申しますか、稼働状況は

約８割以上という非常に極めて良好な、まさに

土づくりセンターとして堆肥化を進める形で稼

働状況してる。 

 しかし、もう１つのこの大野平と六角牛の２

カ所については、稼働率が約15％低下している

というようなそのような現状として捉えている

ところであります。特にこの低下している２カ

所これにつきまして、いうなれば再構築という
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言葉を答弁の中で使わせていただいてるわけで

ございますけども、この分につきましては、そ

れぞれこの議論になっておりますとおり耕畜連

携ネットワーク、この推進事業として大野平、

あるいは六角牛につきまして、さらなる連携を

図りながら家畜排せつ物のいうところの処理と、

いうところのこれの堆肥化といったものにさら

に精力的に取り組んでいくことが肝要ではない

のかというように考えてるとこでございますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  先ほど市長の答弁の中

で、固有名詞の部分がありましたのでそこは会

議録から削除させていただきます。 

 ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  ただいま市長から

御丁寧に、私は事前に通告している内容、まさ

にこれから質問しようとしてる内容について御

答弁いただきましたので、私もどのようにした

らいいか戸惑ってますので、私がその件をちょ

っと説明するて変な話になりますけども、俺は

こう理解したんだということをお話させてもら

います。 

 市内には、５カ所の土づくりセンターあるわ

けですけども、御答弁ではこのうち３カ所は８

割以上の稼働率なってますというふうに理解で

きました。ただ、大野平と六角牛についてはま

だまだ低調だということでありますので、ぜひ

この分については対応するというな御説明であ

ったかと思いますけども、とにかく早目に対応

していただいて、無駄なその排せつ物を出さな

いようにしていただきたいということを申し上

げまして次の質問に入らせていただきます。 

 タフ・ビジョン２では、牛の増頭計画と大規

模園芸団地構想を掲げております。当然このこ

とによりまして、家畜排せつ物はますますふえ

てくることになりますので、計画に見合った堆

肥生産能力を確保するための施設の整備計画は

行われているでしょうか。また、もし行われて

いるんであれば、その計画内容はどのようなも

のなのかについて伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  先ほど５つの土づくり

センター、常に私もその現状をどのようにフル

回転させるように、あるいは再稼働しながら、

再構築をするようにていうような頭にあったも

んでございますから、ちょっと答弁の中でその

現状についても触れてしまったということでご

ざいますので、ひとつ御了承いただければと思

って。 

 今、牛の増頭計画と大規模園芸団地構想に見

合った整備計画つうのは持ってるのかというそ

のような御質問と承ったわけでありますけども、

これもまさに耕畜連携ネットワーク推進事業と

いったようなものをしっかりとしたものにもっ

ていくていうことが、繰り返しの答弁になりま

すけども、これは極めて大事であると。 

 これが遠野型の一つの耕畜連携農業としての、

確固たる体制を構築できる一つの大きなプロジ

ェクトとして位置づけることができるんではな

いのかなというように思っておりまして、この

部分におきましてはこれまでの答弁とも重複す

る答弁でありますけども、堆肥センターの１つ

は利用状況と、それから土づくりセンターもこ

れも言葉として適切な言葉だかどうか、余剰能

力のいうところの活用方策、８割と言いました。

それから15％も低下してると言いました。 

 だから、これをいうとこのまだまだ使えるん

じゃないかということを踏まえれば、これのい

うところの活用方策を考えなきゃならない、さ

らには地域の結いという仕組みの中で、畜産農

家と耕種農家の方の相対取り引きの状況がある

わけですよね。代々うちの田んぼは、うちの畑

は、あそこの畜産農家の方々から提供してもら

ってる中で成り立ってるというこの相対取引の

一つの仕組みも、これもある意味においては大

事な一つの仕組みではないのかなとそういった

部分。 

 さらには、自家施用の利用状況などこういっ

たものを踏まえながら、市内の堆肥の具体的な

流通の状況をやっぱり早急に検証しなきゃ、こ
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れが耕畜連携ネットワーク推進事業の中にも位

置づけられるんじゃないかなと思っております

ので、それを至急検証したいというように考え

ております。 

 そして、この御質問にありましたとおり、牛

の増頭計画と大規模園芸団地構想に見合った堆

肥の生産能力、これを確保するための施設整備

計画について、これは質問の核心なわけでござ

いますけども、これにつきましては今申し上げ

たことを十分検証しながら、これも需要と供給

のバランスということになるわけでございます

けども、それを踏まえて適正な規模の施設整備

などもやはり具体化していかなきゃならないの

かなというような状況でいるとこでございます

ので、あくまでも検証を踏まえながら、繰り返

し申し上げますけども、先ほど申し上げたよう

なポイントを整理しながら、であればどのよう

な施設が身の丈に合った施設整備として位置づ

けられるのか。 

 であれば、それについて県のほうも牛の増頭

計画の10カ年計画といったものを大きく打ち出

しておりますから、そういったことも踏まえな

がら県事業なり国の補助事業なりを導入するて

いうこともその中で見えてくんではないのかな

というように思ってるとこでございますから、

御理解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）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  次に、堆肥セン

ターの運営にかかわる収支状況について伺いま

す。年間の収益と費用、さらには収支状況の経

年的な状況はどのように推移してきているのか

について伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  状況と推移ということ

でありますので、ちょっと数字を申し上げます

けども、堆肥センターの26年度の決算状況の数

字が手元にあるわけでありますけども、それに

よりますと歳入はいうところの処理量と販売量

なるわけでございますけども1,430万円。歳出、

これは機械修理、さらには委託料等の歳出であ

りますけども、2,410万円という数字なってお

ります。 

 したがって、この23年度、24年度、25年度と

いうような推移を見ても、同額程度で推移をし

てきていると。したがって、歳入と歳出の中に

おきましては約1,000万円ほどの、いうなれば

歳出が多いという状況になっているわけであり

ますけども、私はこの数字を報告を受けまして

思ったわけでありますけども、この部分でこの

堆肥センターの歳入歳出だけで物を考えなくて

いいんじゃないか。やっぱり牛の増頭し、その

中から家畜排せつ物を堆肥にすることによって

耕種農家の方が。そして、畜産農家の方々もい

い。 

 それに伴って、耕種農家の方々もしっかりと

生産基盤をつくれる。その生産基盤をつくれる

ことによって、収入が所得がふえる。収入や所

得がふえればそれは間違いなく一つの税収とし

て市の歳入にも入ってくる、そういう大きなス

ケールの中でこの歳入歳出問題は議論しなきゃ

ならないんじゃないのかなという話を、担当部

課長には話をしております。 

 ただ、堆肥センターの中で1,000万も持ち出

してどうなんだという議論ではなくして、もっ

と幅広くまさに循環型として成り立つような、

そして税収として市のほうにも跳ね返ってくる

んだというようなそういう仕組みにもってかな

いか。そのためにやっぱり増頭だと。 

 そのためには、それに出てくる家畜排せつ物

は堆肥化だという、そのような仕組みとして考

えていこうじゃないかと。そうすればこの堆肥

センターにかかる収入と支出の問題も、議員各

位からもきちんと御理解いただけるんじゃない

のかなという話をしてるていうことも御披露申

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）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  まいとし赤字決済

が続いてるということでありますが、耕畜連携
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と農家支援、あるいは農業振興という観点から、

私もこれはやむを得ない面があるんだろうなあ

というふうに理解はします。できます。 

 ただ、だからといってまいとし、先ほどの御

答弁では1,000万円の赤字決算ということは、

当市にとって大きな財政負担を強いられてると

いうことになるわけでありますので、この際や

っぱり何か抜本的な対応策、改善策を考える必

要があるかじゃないかな考えますが、市長のお

考え伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  何か抜本的な対策を考

える必要があるんじゃないかと、そのとおりで

あります。やっぱり当市にとっても1,000万、

あるいは2,000万て貴重な財源であるわけでご

ざいますから、そのやりくりをしながらていう

プロジェクトとしてこの堆肥センターの運営も

成り立ってるということでありますから、だか

ら抜本的なという部分はやっぱりそういった耕

畜連携という仕組みをきちんと持つ、その仕組

みをそしてきちんと持っただけじゃなくてそれ

をちゃんと機能させるというところにこの堆肥

センターの抜本的な１つの改善であり、位置づ

けがその中で見出すことができんじゃないのか

なと思っておりますので、先ほどの答弁の繰り

返しなりますけども、そのような視点の中でい

ろいろ関係者の皆様の協力をいただきながら、

文字どおり機能するようなそのような堆肥セン

ターにもっていきたいというように改めて決意

をしてるでございますので、その決意も申し上

げて答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  確かに市長おっし

ゃるように、耕畜連携の確立ということは大切

なことだとわかります。私はそのことも大切で

すけども、それ以外には例えばアウトソーシン

グ、外部委託ですね、とか施設管理制度の活用

とかいろんなことを考えられると思うんですが、

この辺に対する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）  文字どおりいろんな、

多面的なと申しますか、さまざまな情報を収集

しながら組み立てていくてことが大事なわけで

ありますから、堆肥センターという１つのポイ

ントの点での議論じゃなくして面的な議論を、

そしてそれをいうところの循環型にもってくと

いうようなそういうな仕組みの議論として対応、

そのためにはどういうところからどのような支

援なりあるいは応援をいただけるのか、あるい

は助成をいただけるのかというなところも文字

どおりアンテナを高くして対応していかなきゃ

ならないかというように思っております。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  次に、３点目の質

問の特別養護老人ホームの現状について伺いま

す。 

 まず質問に入る前に、ことし５月に首都圏内

で発生した高齢夫婦の無理心中という痛ましい

事件について、御紹介させていただきます。 

 この御夫婦はふたり暮らしで、全盲で認知症

を患う夫を妻が１人で介護していたそうであり

ます。普段から仲のよい夫婦であったそうです

が、妻は長年の介護生活に疲れ果て、施設に夫

を入居させる手続を進めていた矢先の事件発生

で、老老介護の果てに起きてしまった悲劇とい

うことなそうであります。 

 部屋からは、長年連れ添った夫に向け、「じ

いじごめんなさい、ばあばは大変だった、かん

にん、早く楽になろうね、助けてあげられなく

てごめんなさい、ばあばと一緒にあの世に行き

ましょう」などと書かれた遺書が見つかったそ

うであります。なぜ未然に防げなかったでしょ

うか。やるせない気持ちになってしまいます。 

 さて、この特養利用の現状はどのようになっ

ているでしょうか。私の認識では、この特養は

社会福祉法人や地方公共団体が運営主体となっ

ている介護施設でありまして、寝たきりや認知

症などによって自宅での生活が困難な方や在宅
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介護を受けることが難しい方のための施設とし

て高い人気を誇っております。その一方で、な

かなか入所できないというのが現実であると思

います。 

 そこで伺いますが、遠野市内の特養の施設と

その入所可能定員数は何人になっているでしょ

うか。また入所申込み数は何人になっているか

について伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  特別養護老人ホームの

現状がどうなってるのかということのお尋ねで

ありました。その前に、御質問の中に本当に痛

ましい、やるせない気持ちなるような事案も報

じられてると。老老介護という一つの大きな課

題であります。 

 これは、本当にどうにかできないのかという

ようなやるせないという気持ちがあったわけで

ありますけども、そういった部分におきます行

政の果たす役割、あるいは一つの社会保障とい

う制度の中におけるさまざまな仕組みの新たな

展開といったことが、国レベルでも大きなもの

と。 

 しかし、それを単なる基礎自治体としての市

町村の問題に押しつける、押しつけるという言

葉は余りいい言葉ではないんですけども、そう

いったなんかしてまた全体として考えなきゃな

らない大きな課題がその中に横たわってるとい

うことを踏まえながら、この問題には取り組ん

でいかなきゃならないかというように思ってお

ります。 

 したがいまして、ただいま御質問のありまし

たこの市内の特別養護老人ホームの施設、ある

いは入所実態、申し込みを含めての入所実態は

どうなってるかということでございますので、

かなり細かい数字になりますから担当部長のほ

うからしっかりした数字でもって御答弁させま

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）  健康福祉部長。 

   〔健康福祉部長兼健康福祉の里所長兼地

域包括支援センター所長菊池永菜君登

壇〕 

○健康福祉部長兼健康福祉の里所長兼地域包括

支援センター所長（菊池永菜君）  命によりま

してお答えいたします。 

 市内の特別養護老人ホームの入所数と入所可

能数、入所申込み数についてでございますが、

平成27年４月１日現在で市内の特別養護老人

ホームの施設数は２施設、これは遠野長寿の郷、

みやもり荘の２施設でありまして、定員数は合

計で180人であります。 

 定員の内訳といたしましては、遠野長寿の郷

ユニット型が64人、遠野長寿の郷従来型が36人、

合わせて100人、みやもり荘ユニット型が30人、

みやもり荘従来型が50人、合わせて80人、この

２施設合わせて180人ということになります。 

 入所申込み数は、平成27年４月１日現在で12

7人であります。なお、平成27年４月１日から

特別養護老人ホームの入所に係る申し込みは、

原則要介護３以上の方というふうになっており

ます。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  それでは、今入所

申込み数は127名ということでしたが、このう

ち現在在宅待機者、多分何人かいらっしゃると

思いますが、何人いらっしゃるか伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま市内の特別養

護老人ホームの実態、数字につきましては担当

部長のほうから申し上げました。 

 今お尋ねの在宅待機というか、そういった

方々がどのような数字で抑えてるかということ

でございますけども、この入所申込み者数127

人という数字は部長のほうから申し上げました。

うち在宅待機者数は33人と抑えております。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  在宅待機者数は33

人ということですが、これは多い数字なのか少

ないのかは個人差いろいろあろうかと思います
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が、いずれ当事者にとってはすごく大きな重た

い数字になろうかと思います。 

 特に、今後私のような団塊の世代の高齢者の

進展に伴いまして、施設への入所希望者はます

ますふえてくることが予想されるわけでありま

す。その解決策として、当然と言えば当然です

が施設整備を進めることによって待機者の受け

皿確保に努める必要があろうかと考えますが、

市長の御所見伺います。 

○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）  33人が多いか少ないか

という数字の議論ではなくして、やはりこの中

身ていうか、特にもうこの33人の数字の中には、

御指摘のありましたとおり老老介護という大変

な負担を余儀なくされてるという数字があるわ

けでありますから、１人でも２人でもそういっ

た方々の負担を軽くし、また一方においては安

心して介護を受けられるような、そのような環

境もつくるていうことも大きな課題ではないか

なというように思っております。 

 そのためには、こういうところのどのような

計画をということになれば、今第６期介護保険

事業計画におきまして、特別養護老人ホームの

増床、または新規整備の計画はといった場合に

おいては、この６期介護保険事業計画において

は、具体的には持っておりません。 

 そして、ただこの基づき、いうところのいつ

までも健康で役割や生きがいを持ちながら、活

躍できる地域づくりを推進するということにも

意を用いてまいりたいというように考えており

まして、そのためには地域全体で支え続けてい

く地域包括ケアシステムの構築にもさらに積極

的に取り組んでまいりたいというように考えて

おります。 

 介護を必要とする高齢者や認知症の方、ひと

り暮らしの高齢者の方々、住みなれた地域で自

分らしく暮らし続けていくことができるようと

いう中で、相談支援体制を強化する、さらには

支援を必要とする方の実情に即したさまざまな

介護、福祉サービスを提供し、地域全体で支え

るというような仕組みも一方においては大事に

してかなきゃならないじゃない。 

 33人がいるから施設をすぐということ、それ

前にまたいろいろやらなきゃならない。だから、

これは午前中の浅沼議員の認知症の問題での質

問のやり取りがあったわけでありますけども、

地域サポーター、認知症サポーター医、それを

伴っているのはサポーター養成といったものを

含めながら、そのような施策もいうところの大

事にしていかなければならないんじゃないのか

なと。 

 ただ33人ていう数字をもって、これまである

じゃないかと。なぜ第６期の計画の中に明確に

増床なり、あるいは新規整備なり位置づけなか

ったのかという部分はあろうかというように思

っておりますけども、その部分はきちんとこの

数字も重く受けとめながら、もう一方において

はただいま申し上げたような施策もきちんと大

事にしていく。 

 そして、どうしてもていうよりも計画ですか

ら、さまざまな当然見直しもしてかなきゃなら

ないつことはごく当たり前なわけでございます

ので、特に佐々木議員も私も同様なわけであり

ますけども、団塊の世代としての将来にわたっ

ての大きな課題もみずから抱えてるわけでござ

いますので、そのことを踏まえればやはりきち

んと数字を見きわめながら、そしてその内容を

ちゃんと分析しながら、きちんとした施設整備

計画をその中に持ち合わせていくというような

そのようなことに対応してまいりたいというふ

うに思ってるとこでございますので、御理解を

いただければというように思っております。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  先ほど老老介護の

悲劇、悲惨さについてお話しましたが、育児と

介護のダブルケアに直面している方もたくさん

おられると思います。介護することの大変さ、

つらさというのは、実際に当事者になってみな

ければなかなか理解できない面があると思いま

すが、介護の御家族では昼夜の区別なく介護を
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求められますので、肉体的にも精神的にも追い

詰められまして、共倒れする危険性が潜んでい

るものと思われます。 

 特に、働き盛りの世代にとっては、子育てと

親の介護は最も重い負担がかかってきますので、

やむを得ず離職という最悪事態も生じてくるも

のと思われます。市内に、このダブルケアの対

象家庭は何世帯ぐらい存在するでしょうか。把

握しておられましたら御答弁願います。 

○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）  このダブルケアという

言葉は、本当に重い言葉だというように思って

おります。いうところの子育てするなら遠野と

いう部分の中における１つの取り組み、さらに

は高齢社会の中において安心で安全で住める、

そのような社会の構築ということになった場合

に、この育児と介護のダブルケアという一つの

重い課題を背負っている対象家庭といったもの

をどのように把握してるのかということも、こ

れも極めて大事な一つの対策ではないかなと思

っておりまして、ちょっと数字的に把握をして

みました。 

 28年、ことしの５月31日現在であくまでも前

提として要介護認定を受けている被保険者の方

ですね、６歳以下の子どもが同居しているとい

ったようなの中でちょっと把握をしてみました。

約50世帯という形で数字を抑えることができま

した。 

 したがって、約50世帯の方々がいうところの

児童生徒とこういった介護を必要とする方の同

居している世帯だという捉え方ができるんじゃ

ないかと。この方々は、いずれもいうところの

ダブルケアというような１つの定義に当てはま

るということを考えれば、大きな数字としてあ

るんではないのかなと思っておりまして、子育

て総合支援センターあるいは病人の介護等が保

育が必要な理由として、これも保育園を利用し

てるケースがこれ１件あるということでなって

ますけども、実はこの午前中の男女共同参画社

会のときに女性が就労という場の中において、

わらっぺホームという一つの取り組みがありま

す。 

 これは、子どもが熱を出した、インフルエン

ザになった、ちょっと体調がといったときに、

きちんとケアをしフォローしてくれる遠野病院

の隣接してるわらっぺホームていう施設がある

わけでございますけども、これなども貴重な役

割を果たしている。 

 これは、女性の方々の就労のみならず、例え

ば今言ってる質問のありましたダブルケアのよ

うな、そのような世帯の方々に対してもわらっ

ぺホームのような施設が存分にというよりも、

有効に機能するような充実もまたその中の施策

として位置づけることもできるんではないのか

なということも、ちょっと今の御質問聞きなが

ら思ったとこでございますので、そのこともつ

け加えて答弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  随分、思いのほか

多い数字だなというふうに感じ取ったところで

ありますけども、このような方々から特養への

入所希望があった場合の御対応はどのようにな

されているでしょうか。施設に空きがないと理

由で、空きが出てくるまでいつまでも待ってい

ただくということでしょうか。それとも、トー

タルケアの中で何らかの改善策を講じておられ

るということでしょうか。その辺について伺い

ます。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  もちろん、ただいま御

質問の中で答弁した数字でもって全てが把握し

てるてもんではございません。常に動いてるわ

けでございますから、計画は計画としての位置

づけた。 

 その計画はないからだから何もしない、こう

いう形で、そういうこと割り切るんじゃなくて、

常に実情を見ながらやっぱり本当に、それこそ

私日ごろから職員にも話してるわけであります

けれども、スピードとタイミングを間違わない
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ように、さまざまな施策をやっぱり市民の皆様

の一つの信頼に応えるためにも打ち出していか

なきゃならないてことを話しておりますので、

まさに老老介護の問題も含めダブルケアのこの

ような一つの課題も含め、まさにスピードとタ

イミングを失しないような形での施策を打ち出

していくということについては、これからも十

分に意を踏まえながら対応してまいりたいとい

うように思ってるとこでございますので、御了

承いただければと思います。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  今までの質問の内

容と相反することになってしまうかもしれませ

んが、施設をふやせば市民の介護保険料にはね

返ってくることが懸念されます。 

 したがって、計画的な施設整備とあわせて介

護予防あるいは介護支援の充実ということが、

より一層重要になってくるものと私は考えます

が、この相反する二面性というものを考慮して

市長はどのようにお考えなのか御所見伺います。 

○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）  まさに二面性という１

つの言葉の中で、今の施策とそれからそれに伴

う、特に介護保険料のこの問題これをどのよう

にとらえるか、施設を整備する、介護保険料に

はね返ってくるていうそのような仕組みの中で、

これが二面性ということになるわけでございま

すけども、そのようなことを考えればちょっと

シミュレーションと申しますか数字を押えてみ

たわけでありますけども、この数字を押えて見

ると先ほど在宅待機者が33人というお話を申し

上げました。 

 この在宅待機者33人の方々を、特別養護老人

ホームに入所した場合の保険料を平成28年３月

利用分ということで、これは細かい数になりま

すけども、28年５月審査分という１つの位置づ

けで計算してみた場合に、第１号被保険者１人

当たり年額で1,165円の増額が試算されるとい

う、そのような数字として出てまいりました。 

 したがって、だからということではございま

せん。先ほど矛盾する話だと、そのとおり矛盾

するわけで。こういうものがあるから、じゃあ

施設整備はしないのか、増床はしないのかてい

うことには決してならない、そういうことじゃ

ないと。 

 ただ、計算すればそういう数字になってくる。

だから、やはり一つの二面性を抱えてるて部分

をいうところの市町村の現場の問題、あるいは

この国民、県民、市民というそのような、そう

いったサービスを受ける当然の権利を有してい

るその方々の負担に全部強いるんじゃなく、一

つの制度、仕組み、そのようなことを抜本的に

あれしながらやはり介護の保険のほうも、例え

ば年金の範囲内で対応できるというな中に新た

な仕組みでつくりであるとか、やっぱりきちん

とした制度、あるいは仕組み、そういったよう

なものも考えていかなきゃならない、そのよう

な時期ではないのかな。 

 我々市町村も、そういった意味においては市

長会であるとか町村会であるとかていう組織あ

るわけでございますから、この間ちょっとこの

答弁からは外れるかもしれませんけどこういう

議論がありました。 

 市長会だ町村会だていう組織があるんだけど

も、単なる個別の地域の課題をただ要望するだ

けじゃなくて、ひとつ横断的な共通の課題は政

策として国のほうにしっかりと訴える、あるい

は県のほうにしっかりとして市町村の現状とい

ったものを訴えるという一つの政策集団にもな

るべきじゃないかというような話で、大変議論

が盛り上がったんですけども、やはりそのよう

な認識の中で、今のこの相反する二面性を持っ

たこのような課題にもいろんな課題提供しなが

ら少しでも解決できる方向に、それもいい方向

に解決できるような新たな仕組みづくりに我々

もなお一層努力をしていかなきゃならないんじ

ゃないのかなということも思ったということも

踏まえて答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 
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○７番（佐々木大三郎君）  この介護、福祉事

業というのは、先ほど来市長も御答弁されてる

とおりやっぱり受給するサービス内容と保険料

というものが（「残り時間があと1分でござい

ます」と呼ぶ者あり）はい。承知しました。相

関関係にありまして痛しかゆしの面があります

ので、計画的な施設整備を行うとともに、施設

入所だけに頼らない地域包括ケアですね、この

まちづくりにもより一層努めていただきたいと

いうことを申し上げて一般質問終わります。 

○議長（新田勝見君）  引き続き一般質問行い

ます。 

 ２番菊池美也君。 

   〔２番菊池美也君登壇〕 

○２番（菊池美也君）  政和クラブの菊池美也

です。今度の日曜日、６月19日には第５回遠野

市消防操法競技会が開催されます。消防団がポ

ンプ車の部、小型ポンプの部の２部門に分かれ

て、速さ、正確性、規律の正しさを競い合う大

会です。 

 消防団員は、平素から消防技術力の向上と士

気の高揚に努め、地域の平和を守るため日夜全

力を上げて取り組み市民の生命と財産の安心・

安全の確保に大きく貢献しています。 

 ６月の19日は父の日でもあります。もともと

すてきな消防団員ではありますが、特にも操法

中の消防団員、お父さんたちはますますりりし

く格好いいですよ。ぜひ雄姿をごらんください。

市民の皆様の多くの御声援をお願いしたいとこ

ろでございます。 

 それでは、通告に従いまして順次質問を進め

させていただきます。 

 教育委員会が生涯学習、教育、文化、スポー

ツ等の幅広い施策を展開する合議制の執行機関

として、全ての都道府県及び市町村に設置され

ています。通常、５名の合議体をとっているよ

うです。遠野もそうです。 

 参考までに、少しさかのぼった資料になりま

すが、平成25年度の教育行政調査によると、そ

の構成員は無職が全国では一番多いようです。

その次に、医師、教員等の専門的技術的職業従

事者、次に会社役員等の管理的職業従事者の順

となっています。また、全国的には65歳以上が

約４割、教職経験者が約３割を占めています。

そして、教育委員会が決定、執行する事務を処

理するために、教育委員会事務局が設けられて

います。この教育委員会事務局を指して教育委

員会と呼ぶケースもあります。 

 教育は、中立公正であることが極めて重要で

す。ときの首長の交代によって、今度はああし

ろ今度はこうしろ、今度はこれにお金がつくと

いうように、教育政策がころころ変わるのでは

学校現場は戸惑い、そして何よりも子どもたち

が混乱をしてしまいます。政治的な干渉を受け

るようなことはあってはなりません。そのため、

教育委員会という独立機関を置き、教育行政を

担当することによって首長への権限集中を防止

し、教育行政の中立的専門的な運営が担保され

ます。 

 平成26年６月、今から２年前になりますが、

地域教育行政の組織及び運営に関する法律が一

部改正され、平成27年４月１日に施行されまし

た。主に教育委員会という組織のあり方が変更

されました。これまでは、議会の同意を得てか

ら首長が教育委員を任命し、その中の互選で非

常勤の教育委員長と具体的な事務執行の責任者

である常勤の教育長を決めていました。 

 教育委員長と事務方トップの教育長が並んで

存在しているため、どちらが教育行政の責任者

なのか不明確で、簡単に言えば長とつく人が２

人いて、どちらがトップなのかわかりにくいと

いった声があったのも事実かと思います。 

 ただ、教育の中立性の確保という観点からは、

これまでの制度が特に問題があったとは思えま

せん。新制度では、教育長と教育委員長を一本

化した新たな責任者として、議会が承認し首長

が直接的に任命及び罷免をする新教育長が置か

れます。経過措置として、旧教育長の任期が残

っているうち、またはみずから退任するまでは

旧制度の教育長として在職し、徐々に新制度に

移行していくこととなっていました。 

 今年度４月１日、中浜新教育長が就任をいた



－ 38 － 

しました。遠野市においても、教育委員会新制

度が完全スタートとなります。これまでは首長

は教育長を任命してこなかった。非常勤の委員

長が教育委員会の代表者で、会議の主催者でし

た。 

 一方、常勤の教育長が具体的な事務執行の責

任者であり、事務局の指揮監督者です。教育委

員長と教育長、どちらが責任者なの、わかりに

くかった、教育行政における責任体制の明確化

が新制度の改革ポイントの１つです。 

 首長が直接教育長を任命することによって、

まずは任命責任が明確になりました。さらに第

一義的な責任者が教育長であることが明確にな

りました。ときの首長の任命によって教育長が

選ばれるということは、首長の政治姿勢や政策

的な重点がもしかしたら教育にダイレクトに反

映されてしまうのではないか、また任期は新教

育長は３年、ほかの教育委員は４年のまま、首

長がみずからの任期中に教育行政の責任者を必

ず任命できるという見方もあります。 

 教科書の採択、学校の教育課程の編成、採用、

異動、昇任等個別の教職員人事など、特に政治

的中立性、継続性、安定性を担保する必要があ

る事項については、以前同様教育委員会の専権

事項となっております。 

 が、今回の教育委員会の制度改正により、首

長と教育とのかかわりがこれまでよりも強くな

ることは間違いありません。しかし、逆に言え

ば、より学校現場に身近な教育委員会の方向性

がダイレクトに首長にも反映していく、首長は

それを受けとめて政策を提案していくことがで

きる。迅速な課題への対応、危機管理のスピー

ド感に私は大いに期待をいたします。 

 そこで、教育長に質問をいたします。このス

ピード感に大いに期待するところでありますが、

あくまでも制度的にですが、今回の教育委員会

制度の一部改正によって政治的中立性の確保が

本当に維持できるのか、制度的に不安が残りま

す。新制度が完全スタートしたこの段階で、新

教育長としてどのように捉えているのか、改め

て伺います。 

○議長（新田勝見君）  中浜教育長。 

   〔教育長中浜艶子君登壇〕 

○教育長（中浜艶子君）  菊池美也議員の質問

にお答えいたします。新教育委員会制度におけ

る教育の政治的中立性の確保につきましては、

平成27年３月市議会定例会におきまして、小松

大成議員から質問をいただいているところでご

ざいますが、改めてお答えさせていただきます。 

 初めに、教育委員会制度の意義について説明

させていただきます。 

 意義の１つ目は、政治的中立性の確保であり

ます。教育は、個人の精神的な価値の形成を目

指して行われるものであり、その内容は中立公

正であることが極めて重要です。このため、教

育行政の執行に当たっても個人的な価値判断や

特定の党派的影響力から中立性を確保すること

が必要です。 

 意義の２つ目は、継続性、安定性の確保であ

ります。教育は、子どもの健全な成長、発達の

ため、学習機関を通じて一貫した方針のもと安

定的に行われることが必要です。また、教育は

結果が出るまで時間がかかり、その結果も把握

しにくい特性から、学校運営の方針変更などの

改革、改善は徐々に進めていくことが必要です。 

 意義の３つ目は、地域住民の意向の反映であ

ります。教育は、地域住民にとって身近で関心

の高い行政分野であり、専門家のみが担うので

はなく、広く地域住民の意向を踏まえて行われ

ることが必要です。 

 次に、教育委員会制度の特性について説明い

たします。 

 特性の１つ目は、首長からの独立性でありま

す。地方公共団体の長である首長から独立した

機関を置き、教育行政を担当させることにより、

中立的専門的な行政運営を担保することができ

るということがその趣旨であります。 

 特性の２つ目は、合議制であります。多様な

属性を持った複数の委員による合議により、さ

まざまな意見や立場を集約した中立的な意思決

定を行うことができるというのがその趣旨であ

ります。 
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 特性の３つ目は、住民による意思決定、いわ

ゆるレイマンコントロールであります。住民が

行政職員で構成される事務局を指揮監督するレ

イマンコントロールの仕組みにより、専門家の

判断のみによらない、広く地域住民の意向を反

映した教育行政を実現することができるという

のがその趣旨であります。 

 教育委員会制度は、昭和23年の創設時におい

ては公選制としてスタートし、その後昭和31年

度地方教育行政の組織及び運営に関する法律の

施行による全面的な制度改正を経て、以後も時

代の変遷とともにさまざまな改革が行われてま

いりました。 

 しかし、長年にわたる改革の流れにおきまし

ても、先ほど説明いたしました教育委員会制度

の３つの意味、３つの特性については、変わる

ことなく堅持されてまいりました。そして、平

成27年４月１日から施行された新教育委員会制

度におきましては、これまでの教育行政が一般

行政から独立し、政治的な影響力が直接的には

及ばない形態を堅持しつつ、現在の教育が抱え

る課題の解決のため、さらにもう一歩進んだ改

革が行われたところであります。 

 新教育委員会制度の趣旨は、教育の政治的中

立性、継続性、安定性を確保しつつ、地方教育

行政における責任体制の明確化、迅速な危機管

理体制の構築、地方公共団体の長と教育委員会

との連携、地方に対する国の関与の見直しを図

ることであります。 

 菊池議員の発言のとおり、新制度における教

育長につきましては、教育委員会委員と同様に

議会の同意を得て市長が直接任命することとさ

れました。これは議員のおっしゃるとおり、地

方教育行政における責任体制の明確化の趣旨の

１つとされております。 

 首長につきましては、新制度の導入以前から

教育行政の所管事項にかかる予算の編成執行や

条例の提案権など、教育行政にとって大変重要

かつ大きな権限を有しているところであります。 

 また、教育長の権限につきましては、新制度

の趣旨のもと、教育委員会の代表者として従来

の委員長の権限と教育長の権限の両方を有する

こととされたところであります。 

 教育委員会につきましては、教育長及び委員

が合議制により教育の政治的中立性、独立性や

安定性を確保しながら、教育行政に係る意思決

定を行う機関であるという位置づけは従来どお

りとされております。 

 また、教育委員におきましても、その一人ひ

とりが教育の政治的中立性や独立性が確保され

ているか、本市の教育行政に関する事務が適切

に執行されているかどうかなどをチェックする

ことができるという非常に大きな権限を有して

おります。 

 近年、教育行政における課題においては、地

域とのかかわりや福祉との関係など、その解決

のためには一般的な行政事務との密接な連携が

不可欠となっております。教育委員会といたし

ましては、地方公共団体の長と教育委員会との

連携が新制度において大きな柱の１つとして掲

げられていることを踏まえ、従来の一般行政と

教育行政とのいわゆる壁を取り払い、子どもた

ちの健やかな育ちを第一に考え、首長との意思

疎通を十分に図りながら、地域の課題やあるべ

き姿を共有し、教育のさらなる充実を図る取り

組みを引き続き推進してまいりたいと存じます。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後１時57分 休憩   

────────────────── 

   午後２時07分 再開   

○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。 

 ２番菊池美也君。 

   〔２番菊池美也君登壇〕 

○２番（菊池美也君）  新教育長からは、これ

まで同様、そしてこれからも教育委員会という

のは首長から独立をして、３つの意義、３つの

特性を維持しつつ政治的な中立性、継続性、安

定性は確保できるという、安心できる答弁をい

ただきました。 

 次の質問は、市長にお答えいただくよう通告

しておりますので、質問を続けます。教育委員
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会制度改正の２つ目の柱が、総合教育会議とい

う新たな場の設置です。首長と教育委員会とが

教育行政の方向性を共有し、一致して執行に当

たるための協議や調整を行う場が総合教育会議

です。この会議は首長が招集します。 

 教育委員と首長がともに一緒のテーブルにつ

いて教育方針などを決め、密接な関係を持って

教育行政を推進していくこととなりました。教

育の条件整備など、重点的に講ずべき施策とか

児童生徒の生命、身体の保護など、緊急の場合

に講ずべき措置について、教育委員との協議や

調整が必要だと市長みずからが決断し、招集す

るのが総合教育会議です。 

 市長が公の場で教育政策について議論するこ

とが可能となりました。遠野市においても、こ

れまで５回の総合教育会議が開催されています。

遠野市の総合教育会議の事務局は教育委員会部

局です。 

 確かに、教育委員会定例会議は審議、議決の

場、対して総合教育会議は協議、調整の場とい

う位置づけです。しかしながら、教育委員定例

会の内容の多くが総合教育会議の中で繰り返し

議論されているように思われました。 

 高校再編、いじめ問題、少子化など、教育委

員会部局単独では解決が困難なさまざまな課題

に対して、速やかに対応するには総合教育会議

と地域経営会議との情報共有が大事です。２つ

の会議の連携強化が必須です。 

 市長みずからが招集する総合教育会議の事務

局は、市長部局に置いたほうがいいのではない

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）  ただいま菊池美也議員

のこの教育委員会制度に伴う総合教育会議の位

置づけという、係る御質問でありました。 

 この教育委員会制度の中で委員長廃止になり、

教育長をという中で１つの新たな制度がスター

トしてるわけであります。県内でも、岩手県も

はじめ12市でもって既に新たな総合教育会議を

立ち上げて対応しているという状況にあります。

遠野市もそのような状況として、総合教育会議

は既に立ち上げてるわけであります。 

 この４月１日には、教育委員長制度を廃止し、

改正教育委員会法に基づきまして教育長を中心

としながら、教育行政をというようなそのよう

な体制をとったということは御案内のとおりで

あります。これまでの経過等につきましても、

先ほどの中浜教育長のほうから詳しく答弁の中

で申し上げたと、そのような状況であります。 

 よく戦後70年ていう言葉があるわけでありま

すけども、さまざまな仕組みが私もいろんな場

で繰り返し申し上げてるわけでありますけども、

平成の合併、それから合併前合併後というその

仕組み、さらにはその新合併、新しい市町村て

いう制度の中でさまざまな制度が改正された中

で、東日本大震災が発生したていう中で、基礎

自治体といわれる市町村の役割なり、あるいは

それぞれの果たす１つの機能といったようなも

のがまたそこで改めて見直されていく。そこに

教育委員会制度が改正になったという位置づけ

の中で、新たな制度がスタートしてるわけであ

ります。 

 その中で、ただいまお尋ねの総合教育会議の

運営に当たりという中で、開催日時や場所の決

定、協議内容の調整、あるいは議事録の作成及

び公表等の事務は、首長が招集することとして

いることに鑑み、首長部局で行うことが原則と

なっているというのがこの定めであります。 

 しかし一方、そうは言いながらも自治体の実

情に応じてと、この自治体の実情に応じてつう

ことが私はすごくキーワードだと思っておりま

す。うちの場合は、もう人口が２万8,000人、

職員も消防職員入れて350人といったようなそ

のような状況になってる。 

 そこで、総合力を示さなければならない。そ

れが教育委員会制度などもあれしながら、それ

は教育委員会部局だ、それは市長部局だという

言葉はないように、みんなで考えようという中

で、総合教育会議といったものも位置づけられ

たということになるわけでありますから、この

ようなことも考えながらどのよう総合教育会議
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をきちんと市役所の組織の中に位置づけたらい

いのかということで、いろいろ私も検討をいた

しました。 

 この地方自治法180条７の規定に基づきまし

て、総合教育会議にかかる事務を教育委員会に

委任し、または補助執行させることも可能とな

っているという、そのような定めにもなってい

るわけであります。 

 このようなことを含め、県内では先ほど申し

上げましたとおり岩手県及び12市におきまして、

総合教育会議を既に設定をいたしまして、事務

補助執行を市長から教育委員会が受けていると

いう状況にもあります。 

 その中で、12市と申し上げましたけども、一

関市と滝沢市は総合教育会議の事務局を、この

企画部門が総合教育会議の事務を担っていると

いう体制にしておりますけども、その他の自治

体は教育委員会のほうに委任、もしくは補助執

行させてるというような仕組みなっておりまし

て、私もこれどちらがとるべきベターな選択肢

なのかていうことでいろいろ検討してみました。 

 検討してみた結果、いうところのこれまでの

４回にわたる総合教育会議の開催状況も、今ま

まで４回じゃなし５回以上やってるわけであり

ますけど、これらを踏まえた場合においては教

育委員会のほうに事務局を置いて、そしてその

上で市長と密接な連携をとり、地域経営会議と

いうのも立ち上げましたので、そこと密接な連

携を取りながら総合教育会議のテーマは何にす

るのか、じゃあどのような形で話し合いするの

か、そこはみずから文字どおり公開ですから、

オープンな形でさまざまな課で議論するていう

中で、先ほど教育の中立性の問題も議論になっ

たわけでありますけども、首長がみずからの意

思とかみずからの考えでもってそこに入ってく

ところじゃなくして、まさに常に公平な議論、

幅広く市民の皆さんの意見を聞きながら教育行

政ていったものをどのように公平、公開、そし

てまたいうところの価値観をきちんと共有しな

がら子どもたちのために、あるいは保護者のた

めに、遠野のためにどうすればいいかていうこ

とをみんなで考えていくという、その事務は教

育委員会に従来どおり持ってもらおう。 

 そして、そのかわり地域経営会議のほうの事

務局である経営企画部のほうと密接な連携をと

って、そして話し合うテーマ、それから課題、

そういったのものを常に連携を図りながら総合

教育会議を機能させていくという、そのような

方向に持っていきたいというように考えている

ところでありますので、ひとつ御理解をいただ

ければというように。 

 一般行政と教育行政が密接に関連した課題に

対し、それはそっちこれはこっちじゃない、一

緒になってやるんだというそのような仕組みを

遠野としてきちんとしたものに確立していきた

いというように思ってるとこでございますので、

結論から言えば従来どおり教育委員会に事務局

を持ってもらう、その中で地域経営会議ときち

っとタッグを組む、そのような仕組みに持って

いきたいというように思っておるとこでござい

ます。よろしくお願いいたします。 

○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）  僕は単純に、市長が主

催する会議だから、市長部局が事務局を担うほ

うがスムーズではないかという考え、その中で

の質問でありましたけれども、市長からそうい

った遠野の実情に応じた体制をとっているとい

う答弁をいただきましたので、きょうのところ

はなっとくというか、運用の中でふぐあいがあ

れば改善していけばいいことですので、これか

らも見守り続けていきたいと思います。 

 次に、第２期遠野市教育振興基本計画の中身

について。特に、もう喫緊の課題であります高

等学校支援についてお伺いいたします。 

 この計画の中に、魅力ある高校づくり応援事

業の推進が掲げられており、その点かいとして

今年度から中高連携サポート室が新たに設置さ

れました。 

 遠野緑峰高校は、農業系と商業系の実業高校

として、また遠野高校は文武両道の進学校とし

てそれぞれが異なる特色を持ちつつ、地域とと
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もに歴史をつむいでまいりました。 

 両校が統合したら、中学卒業後の進路の選択

肢が奪われるのみならず、遠野の10年後20年後

に暗い影を落としかねません。市内２高校の統

廃合は、遠野の未来に深くかかわる課題です。

 正式に策定された新たな県立高等学校再編計

画には、地域の取り組みや平成30年度までの入

学者の状況などを検証し、統合時期などについ

て検討する旨が示されました。遠野の高校を守

るために猶予をもらった形です。大幅な定員割

れがないこと、そして、さらに魅力ある高校づ

くりに遠野が取り組み生徒をふやすこと、この

２つが両校存続の条件です。２年以内に成果を

示さなければなりません。現中学２年生の進路

決定時がリミットになります。 

 そこで、広報遠野５月号の特集記事に即しな

がら、質問を進めてまいります。 

 取り組みの第一弾、地元の中学生に両校の魅

力をしっかりとＰＲについて伺います。地元高

校へ進学を検討してもらうには、まず、地元高

校を知ってもらわなければならないということ

で、オープンキャンパスの開催やパンフレット

を作成するようですが、中高連携サポート室が

この２カ月の中で実際に外部に発信したこと、

実践した内容をお示しください。 

○議長（新田勝見君）  中浜教育長。 

   〔教育長中浜艶子君登壇〕 

○教育長（中浜艶子君）  質問にお答えする前

に、この４月に新設した中高連携サポート室に

ついて、県の高校再編計画とあわせてお話させ

ていただきます。 

 今回の県の高校再編計画は、遠野高校と遠野

緑峰高校の２校を廃止し、新しい高校１校を新

設しようとするものです。 

 これを受け、市民有志が「高校再編を考える

市民会議」を平成28年３月６日に立ち上げ、市

内２校の維持存続について、遠野市、遠野市議

会、高校再編を考える市民会議の連名で平成28

年３月９日に岩手県、岩手県議会、岩手県教育

委員会に２校の存続について要望いたしました。 

 平成28年３月29日、県から新しい再編計画が

示され、遠野市の要望に対して地方創生に向け

た地域の取り組みの推移や、平成30年度までの

入学者の状況等の検証を行い、統合時期につい

ては検討をするという回答を得ました。具体的

には、平成29年度と30年度の２年間で入学者数

の改善を図ることを求められている厳しい内容

であります。 

 この事案に対応するため、４月に「中高連携

サポート室」を立ち上げました。この地方創生

の流れの中で、遠野高校及び遠野緑峰高校は、

将来の遠野の地域経営を担う人材を育成する教

育の場として、ぜひとも守っていかなければな

りません。限られた時間の中で、効果的な施策

の実行が求められることから、アクションプラ

ンの策定と即効性のある施策を同時並行で推進

しなければならない状況にあります。 

 ことし中学校を卒業した生徒の進学状況をみ

ると、卒業した220名のうち市外の高校に進学

した生徒は70名、実に３分の１が流出している

状況ですから、優先すべき取り組みは、地元高

校への進学率の向上による入学者の確保です。 

 ４月から５月にかけて、状況把握のため中高

連携サポート室メンバーが、市内の中学校、高

校を訪問し、校長、副校長との意見交換を重ね

てまいりました。その中で、中学校３校には、

高校説明会の開催を前倒しして、受験を控えた

生徒及び保護者へのプレゼンテーションを実施

することを、高校の２校には、それぞれの高校

の魅力を十分に伝えるプレゼンテーションの強

化をお願いたしました。あわせて、高校の魅力

を伝えるためのプロモーションビデオの制作や、

市のホームページ内に両校の応援ページを作成

するなど、市内外への情報発信の取り組みも進

めているところであります。また、高校の魅力

の一つである部活動での新しい部の新設を、地

元の指導者等と協議を進めております。 

 この２カ月間にこうした、すぐに着手ができ、

来年度から効果が表れることが期待できる事業

の調整を進めてまいりました。 

 以上です。 

○議長（新田勝見君）  ２番菊池美也君。 
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   〔２番菊池美也君登壇〕 

○２番（菊池美也君）  ３分の１の中学生が市

外に進学先を求めているということで、その中

において29年度、30年度で入学者数を改善しな

ければ残念な結果になってしまうと、厳しい時

期だっていうことを認識いたしました。その中

で、中学校のほうに出向いて行っていただいて、

高校説明会を前倒しにした、そしてプレゼンの

強化も依頼をしたということであります。 

 高校説明会は従来ですと、受験生に対してだ

と思うんですね。もう一学年早めても、受験生

用、２年生用、もしかしたら１年生用と、あっ

てもいいのかなと感じました。ぜひプロモーシ

ョンビデオにつきましても、遠野の高校は楽し

いんだよということをきちんとＰＲできるよう

なものに仕上げていただければと思います。 

 先ほど答弁の中に、部活等のアクションもし

ていくということがありましたが、続いて２つ

目の質問に入らせていただきます。 

 第２弾の遠野らしい高校魅力化にすぐに着手

に関した質問をいたします。アクションプラン、

その部活の強化等を含めたアクションプランを

10月に策定することとなっております。即効性

が求められると言いつつも、その10月で来春の

中学卒業生に対しての十分なアクション、働き

かけが可能でしょうか。緑峰高校の情報処理科

につきましては、生徒数が20人以下、今年度、

入学者が20人以下となっております。 

 ２年連続で１学級の生徒数が20人以下の場合、

募集が停止され、統合が進められてしまいます。

アクションプランによって成果が上がる時期、

魅力が高まり入学者がふえる時期、その結果が

出る時期をいつごろに設定しているのか伺いま

す。 

○議長（新田勝見君）  中浜教育長。 

   〔教育長中浜艶子君登壇〕 

○教育長（中浜艶子君）  アクションプランは、

魅力ある地域の高校づくりと人材育成のサポー

トを大きな柱に、就学・生活支援、高校２校へ

の個別支援、学びの支援、キャリア教育支援、

中・高・大連携、地域連携支援などの構成で策

定しようと考えております。 

 来春から効果が表れるもののほか、中長期的

な取り組みを要するものなども必要と考えてお

ります。10月のアクションプラン策定を待たず、

即効性のある取り組みを推進しながら１年後、

２年後、３年後と段階的に効果が積み上げるよ

うなプランに仕上げていきたいというふうに考

えております。 

○議長（新田勝見君）  ２番菊池美也君。 

   〔２番菊池美也君登壇〕 

○２番（菊池美也君）  アクションプランです

が、地域連携、学びの支援、２校個別支援、就

学・生活支援、中・高・大連携、キャリア教育

ということのようですが、今、私が読み上げた

のは、「広報とおの」の５月号の掲載の部分で

す。 

 この中で、今、教育長は来春に成果が上げら

れるもの、そして中長期的なプランを積み上げ

ていきたいと、段階的な効果を求めていきたい

というお話でございました。具体的に、じゃ、

来春、すぐ成果が上がるようなプランというの

は、どの部分を指しているんでしょうか。 

○議長（新田勝見君）  中浜教育長。 

   〔教育長中浜艶子君登壇〕 

○教育長（中浜艶子君）    まず、その成果が

上がるものとして、高校説明会を前倒しをして、

今までであれば11月ごろに開催をしたりしてい

ました。もうその時期となれば、もう進路が決

定している時期でもありますので、もうそれを

前倒しをして７月早々には３校とも説明会を開

催するということで、今、準備を進めておりま

すので、そしてそのあとオープンキャンパスを

行ったり、それぞれが魅力ある高校づくりにつ

いての取り組みをアピールしていくという期間、

まずその取り組みを通して、地元の高校に、あ

あ、自分も行ってみたいなあ、自分もトライし

てみたいなあ、そういう子どもが一人でも二人

でもふえ、そして入学する子どもが出てくれば

いいなという思いです。 

 それが、まず来年の３月に向けた、まず短期

的な目標として進めていきたいというふうに思
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っています。 

○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）  職業に関する専門学科

の魅力は、専門的に学び、その学びを生かした

仕事につき生活をしていくことです。人材を育

成する高校と、育成された優秀な人材、優秀な

能力を生かせる職場環境がセットでなければ、

特に、専門高校の魅力は失われます。情報処理

科で学び、取得した商業簿記、ビジネス検定等

の資格を十分に生かせる職場が果たして遠野に

幾つあるのか。その高校に進学し、学んだその

先が具体的であればあるほど、生徒、保護者に

とって魅力のある学科として捉えられるのでは

ないでしょうか。 

 アクションプランには、ぜひ高校卒業後の地

元就職、就業の場の確保というような目線の項

目も検討するべきだと考えますが、いかがでし

ょうか。 

○議長（新田勝見君）  中浜教育長。 

   〔教育長中浜艶子君登壇〕 

○教育長（中浜艶子君）  先月５月24日であり

ましたが、市の産業振興部が主催した「高校生

就職支援関係機関情報交換会」に中高連携サ

ポート室長が出席いたしました。これは、ハ

ローワークや県南広域振興局、校長、就職支援

担当教諭、就業支援員などが出席し、市内高卒

者の地元就職にかかる情報共有、地元の高校新

卒者の受け入れのマッチング、就職就業の場の

確保・拡大の取り組みを通じ、地元高校への進

学が将来の就職につながるよう連携していくこ

とを確認したところです。 

 今、議員から御指摘をいただきましたが、こ

ういう視点も地元への就職、就学の場の確保と

いう、こういう視点も大変重要であるというふ

うに思いますので、アクションプランを作成す

る際には、検討してまいりたいというふうに考

えております。 

○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）  それでは、「広報とお

の」の特集記事の第３弾、県内外から生徒を集

める環境づくりを展開についてを伺います。 

 寮生活支援や就学支援の拡充を検討し、県内

外から生徒を受け入れる環境をつくるとのこと

です。これって本当にいいことなのかなあと。

市外から入学希望者がふえ、高校が存続する、

一方、周りはどうなるでしょうか。生徒減少に

よる地元高校の統廃合問題を抱えた今の遠野と

同じ状況の市町村がふえませんか。遠野の高校

を守るために、今の遠野と同じような状況を周

辺自治体に招いてしまうのではありませんか。 

 遠野市教育振興基本計画の中学生卒業者数と

２校入学予定者の推計によると、結果を出さな

ければいけない平成29年度の市内中学卒業生が

231人です。遠野高校160人、緑峰高校80人の合

計定員242人でさえ、市内の中学卒業予定者だ

けで満たすことはできません。だから市外から

入学者を募る必要性があるということだと思い

ますが、そこで提案をさせていただきます。 

 孫ターン、都市から両親いずれかの地方出身

地に、親世代を一世代飛ばして移住する孫たち

の動きを孫ターンと称します。寮ではなく、お

じいちゃん、おばあちゃんのところに都会の孫

が同居し、そこから高校へ通学する。卒業後も

遠野に残る可能性を秘めたＵターンでもＩター

ンでもない、孫ターンの推進をアクションプラ

ンに組み込むのはいかがでしょうか。考えを伺

います。 

○議長（新田勝見君）  中浜教育長。 

   〔教育長中浜艶子君登壇〕 

○教育長（中浜艶子君）  貴重な御提案をいた

だいたというふうに思っております。ぜひこの

孫ターンというこの仕組みを、今後、検討して

まいりたいというふうに思います。 

 ありがとうございます。 

○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）  高校の魅力化のアイデ

ィアを市民の皆様から募集しております。中高

連携サポート室に寄せられたアイディア、何件

になっているのでしょうか。内容とあわせてお
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伺いいたします。 

○議長（新田勝見君）  中浜教育長。 

   〔教育長中浜艶子君登壇〕 

○教育長（中浜艶子君）  アイディア募集につ

いては、広報とおの５月号に掲載したほか、各

種団体の総会や会議の場を通じて働きかけをし

てまいりました。これまで６つ、２個人、１団

体からのアイディアや提言をいただいたところ

です。 

 紹介しますと、１つ、市外の高校に進学した

志望理由の調査分析を行うこと。２つ、高校説

明会の開催時期の検討とプレゼンテーション強

化。３つ、遠野の個性を生かした学科や部活動

の新設。４つ、地域限定の教育特区の創設。５

つ、高校の同窓生による課外授業の実施。６つ、

みらいづくりカレッジを活用した課外コースの

創造。例えばコミュニケーションやプレゼン

テーション能力の開発などです。 

 以上です。 

○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）  今、６つのアイディア

が寄せられたと、その内容を伺いました。当然、

その一つ一つを検証しながらアクションプラン

に組み込めるのか、組み込まないのか判断され

ると思いますが、この逆に６つしか上がってこ

なかったというところ、もう少し吸い上げる場

面が必要だったのではないかなと感じました。

各種団体の総会会議で働きかけをしましたよと、

「広報とおの」に募集をかけました。できまし

たら、御婦人会ですとか、で・くらす遠野市民

会員、皆様とか、遠野ファンの方々にも、遠野

が大好きな市外の方の意見も聞いていただきた

いなと感じました。 

 進学先を選択する際、何を重要視するのか、

なぜ市外の高校を選択したのか、何に魅力を感

じたのか、中学生、高校生、その保護者に聞い

てみたい。先ほどのアイディアの中でも聞いて

もらいたいというアイディアが寄せられたよう

ですが、市内２高校にないものが、市外の高校

にはあるのか。市内の高校に不足しているその

魅力を補うことによって、市内高校進学率が幾

らかでも上向きに変わるのではないでしょうか。 

 教育振興基本計画の中で、案として挙げられ

ている魅力ある地域の高校づくりと、人材育成

のサポートのそれぞれの支援、そして「広報と

おの」に掲載されたアクションプラン案の内容

について、それが進学先の選定にどれだけ重要

視されるものなのか。その支援自体が本当に魅

力としてなり得るものなのか。遠野中学生、保

護者一人ひとりに伺ってみたいと思います。わ

らすっこたちの声を集めることは考えておりま

すでしょうか。 

○議長（新田勝見君）  中浜教育長。 

   〔教育長中浜艶子君登壇〕 

○教育長（中浜艶子君）  今後、市のホーム

ページ等を利用して、地元高校を応援するコー

ナー、これを設けますので、そこでまず呼びか

けをしていきたいなというふうに思っています。

そして、中・高校生はもとより保護者の方々か

らも直接意見を聞く機会等もつくっていきたい

と思っています。 

 現在進めているのは、中学二、三年生及びそ

の保護者を対象としたアンケートにおいて、進

学を考える際に何を重要視するのか、何に魅力

を感じるのか、進路決定に向けてどのような情

報を必要としているのかなどについても設問を

予定しております。回答を集約した上で、真に

必要とされる対応策をアクションプランに反映

していきたいというふうに考えております。 

   〔２番菊池美也君登壇〕 

○２番（菊池美也君）  おらほに孫がいねえか

らとか、まだ小学生だから、ちょっと先のこと

だから関係ないよということは。（発言する者

あり）終わります。ということは決してないこ

とだと思います。市民一人ひとりに必ずや将来、

何らかしらの影響がありますので、大人たちが

子どもたちのために一人ひとりが考えて、一人

ひとりがアイディアを出して、話し合って両校

存続の危惧を調整していかなければいけないと

思います。 

 終わります。 
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○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）  無会派公明党の小林立

栄です。通告に従いまして、一問一答方式で、

ひとり親家庭に対する支援について、結婚お祝

い事業について、シルバー人材センターとの連

携について、骨髄バンク事業の普及啓発につい

ての、大項目４点について質問をいたします。 

 早速、１点目、ひとり親家庭に対する支援に

ついてに入ります。 

 現在、子どもの貧困が社会的な問題となって

います。この貧困からの解消に向けた対策の一

つとして、ひとり親家庭に対する支援策につい

て質問をいたします。 

 厚生労働省の調べでは、子ども６人に１人が

貧困家庭で生活をしており、その数は年々増加

し深刻化をしている現状であります。中でも大

人が一人だけの、いわゆるひとり親家庭などの

貧困率は54.6％、平成24年の数値であります。

先進国の中では非常に高い比率となっています。

現在、ひとり親家庭は全国で約146万世帯に上

っております。 

 これまで、私の所属する公明党では、ひとり

親家庭の皆様の声や子育て支援に取り組まれて

いるＮＰＯ法人などの意見をもとに、児童扶養

手当の拡充や保育料の軽減など、地方議員と国

会議員が連携して国会質問で取り上げ、安倍総

理や政府に対して、ひとり親家庭支援の拡充を

訴えてまいりました。 

 そして、ことし低所得のひとり親家庭に支給

する児童扶養手当については、所得に応じ第２

子は月5,000円を最大１万円に、第３子以降は3,

000円を最大6,000円に引き上げる改正児童扶養

手当法が成立をいたしました。 

 保育料については、幼児教育無償化の一環と

して、低所得のひとり親世帯の場合、市町村民

税非課税世帯は無償、年収360万円未満の世帯

は、１人目の子どもは半額以下、２人目以降は

無償となる保育料の軽減が、国の2016年度予算

で拡充をされました。 

 親の経済状況や生活環境が子どもの成長に大

きな影響を与え、貧困状況の家庭で育った子ど

もが大人になっても貧困状態を抜け出せず、貧

困の世代間連鎖につながっているとの指摘もご

ざいます。貧困の連鎖を断ち切り、一人ひとり

が輝く社会の実現が必要であります。 

 そこで１点目、質問いたします。 

 ひとり親家庭に対して、遠野市としてどのよ

うな支援をされているのか、現状をお伺いいた

します。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  小林立栄議員の一般質

問にお答えいたします。 

 一問一答方式という中で、ただいま第一問目

として貧困という言葉、この貧困の連鎖という

言葉もありました。また、全国的なものとして

大変な数がそのような定義の中で、いうなれば

懸命に頑張っているという姿が、今の質問の中

でも数字として示されました。 

 遠野市の状況はどうなのか、２万8,000人余

のこの人口の中で、こういったような貧困ある

いは連鎖といったようなものがどのように把握

をし、どのような支援策を講じているのかとい

うことでの質問でございました。 

 「子育てするならば遠野」という一つの最重

点施策として、この問題に取り組んでおります。

このひとり親あるいは子どもの貧困っていった

ようなものも、どうきめ細かく把握し、そして

それをフォローしていくのかということも、市

政の大きな課題でありますので、子育てするな

ら遠野支援本部、そしてその支援部長でありま

す、子育て総合支援センター所長のほうから具

体的な数字を上げて、遠野市のこの取り組み状

況についてちょっと御答弁申し上げますので、

御了承いただければと思っております。 

○議長（新田勝見君）  子育て総合支援セン

ター所長。 

   〔子育て支援センター所長兼総合食育セ

ンター所長多田博子君登壇〕 

○子育て支援センター所長兼総合食育センター
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所長（多田博子君）  命によりまして、小林議

員の質問にお答えいたします。 

 ひとり親家庭に対して、遠野市としてどのよ

うな支援を実施しているかという御質問でござ

いました。 

 まず、児童を監護しているひとり親等を対象

に児童扶養手当を支給しております。平成27年

度の児童扶養手当の資格認定数は、母子で220

世帯、父子で42世帯、合計262世帯が認定され

ました。認定された262世帯にうち、全部及び

一部支給の世帯は228世帯であり、所得制限に

よる支給停止の世帯は34世帯でございました。

なお、平成27年度の支給総額は約１億647万円

でございました。 

 就業相談として、県と連携し就業支援事業を

実施しております。ひとり親家庭等就業自立支

援センターの無料職業紹介所を活用し、希望や

条件にあう求人情報を提供し、面接相談により

就業を支援しております。 

 また、県の母子、父子、寡婦福祉資金の貸付

窓口として、資金を必要としている人の相談に

対応しておりまして、平成27年度は４件の貸し

付け実績がございました。また、市民課といた

しまして、ひとり親家庭の医療費助成事業を実

施しております。 

 ひとり親家庭医療費給付事業費の実績は、平

成27年度の給付実績者数は父母が232人、児童

が315人、支給総額は865万1,313円でございま

す。１人当たりの給付費は、父母の場合２万1,

981円、児童の場合１万1,275円でございました。 

 ひとり親家庭における児童は、優先的に保育

園に入所できるようにしており、さらに一定の

所得以下の場合は保育料の軽減措置を実施して

おります。また、今回の議会において、さらに

先ほど議員おっしゃられたように、保育料を半

額になるように保育料条例の改正を提案するも

のであります。 

 また、教育委員会ではひとり親で一定の所得

以下の小学生や中学生がいる世帯には、就学援

助費を支給しております。また、母子生活支援

施設への入所措置につきましては、ＤＶや生活

の困窮等から母子の安全を確保する必要がある

場合、入所により自立を支援しております。現

在、１世帯、４人の母子が入所してございます。 

 このほかにも、日常生活支援事業や無料法律

相談事業などを実施し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）  ただいま、ひとり親家

庭に対するその現状と支援内容について御答弁

をいただきました。必要としている方に着実に

支援をしていただきたいと思います。そのため

には、必要としている当事者に対してしっかり

と情報をお伝えをしていくこと、それが重要で

あると思います。 

 青森市ではホームページが充実していて、ひ

とり親家庭への支援というページが用意されて

おります。また、東京の八王子市では、「ひと

り親家庭のしおり」という１冊の冊子にまとめ

られたものを作成しており、当然、ホームペー

ジからダウンロードもできます。 

 遠野市では、児童扶養手当制度の案内、ホー

ムページで医療費のことなど情報発信をしてお

ります。また、県内の就業自立支援センターや

母子・寡婦福祉協会など各団体のしおりも手に

入る状況でございます。ですが、この遠野市と

して支援全体を網羅したしおり、一つにまとめ

たもの、そういったものを作成をしてきめ細や

かな説明をしていく。 

 そして、情報提供をして終わりではなくて、

いつでも相談をしやすい環境をつくっていく必

要があるのではないかと考えます。情報の周知

説明、相談体制についてどのようなお考えで取

り組まれているのか、お考えをお伺いいたしま

す。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま、このひとり

親世帯に対する現状とその支援策につきまして、

具体的な数字を上げまして、担当所長のほうか

ら答弁を通じ、現状を申し上げました。改めて
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この数字を把握しながら、まさに、ただいま質

問にありましたとおりきめ細やかにフォローを

すると、そのためには相談あるいは周知という

ことが極めて大事なわけであります。 

 制度があるからいいんじゃないかと、ホーム

ページに載せたからいいんじゃないかというわ

けにはいかない。やはりきめ細かくフォローを

するというそのような体制と、そのフォローを

するということは、やっはり相談あるいは制度

をきちんと説明をするということが極めて大事

ではないのかなと思っておりますので、より一

層、これは総合力という一つのキーワードの中

で、それは教育委員会だ、小中学生だから教育

委員会だ、それは幼児保育園・幼稚園だからそ

りゃということではなくして、やはり市全体。 

 例えば市民課のほうでもいろんな届け出があ

れば把握ができるわけでありますが、その情報

を共有しながら、そしてそれぞれの部署が役割

を果たし、関係機関とうまく連携を図りながら、

相談あるいは周知といったようなことをきめ細

かくフォローをしていくということが、私は大

事じゃないのかなと思っていまして、毎年８月

に実施しております児童扶養手当の現況届の通

知に当たりましては、各種支援事業につきまし

てリーフレット等を同封しながら周知を図って

いると。 

 それから、平成27年８月には、ひとり親家庭

を対象に実施したアンケート調査、この中で、

ただいま担当所長が申し上げた支援策、これが

どの程度認知度を確認したところ、それぞれ身

近なものとしては、児童扶養手当や医療費助成

の認知度は高い、これは非常に高いと。 

 ただ、事業支援や日常生活支援事業が認知度

が、今一つというか低いといったような傾向も

把握できておりますので、こういったことを、

ただ調査をしたからじゃなくして、じゃ、認知

度の低いところのっていうなれば、この事業支

援っていったようなものがあるわけでございま

すから、そのようなものを繰り返しになります

けれども、きめ細かくフォローをしてまいりた

いというように考えているところでございます

ので、御了承いただければと思っております。 

○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）  ただいまのきめ細やか

に、そして総合力で対応していくと。各種支援

事業については、リーフレット等でしっかり周

知をしてアンケートでひとり親家庭の皆さんの

そういった状況、現状というのも把握をして来

ているという御答弁でございました。ぜひそう

いったはざまに落ちてしまうことのないように、

引き続ききめ細やかに、そして利用する方がわ

かりやすい形で、しかもいつでも、リーフレッ

トをもらっても、それをなくしてしまうことも

あるかもしれませんし、まあ、いつでもここに

相談できるんだとか、こういったページを見れ

ば一通りわかるんだ。やっぱりそういったわか

りやすいもの、そういった形での情報周知、説

明というのも大切だと思います。引き続き取り

組んでいただきたいと思います。 

 先ほどいろいろな支援策を答弁いただきまし

たが、その中にちょっと入っておりませんでし

た、ちょっと住宅の問題について質問させてい

ただきます。 

 この住宅の支援でございます、安心して暮ら

せる生活環境の整備、これはとても重要でござ

います。平成25年度の岩手県の実態調査により

ますと、母子家庭の約44％が公営住宅や民間の

借家、アパートに居住をしております。このよ

うな現状から、住宅への優先入居あるいは家賃

補助といった住宅についての生活支援が必要だ

と考えます。 

 そこで、遠野市市営住宅条例を調べてみまし

た。第８条に20歳未満の子を扶養している配偶

者のない女子、ちょっと省略をいたしますが、

優先的に先行して入居させることができる。第

40条福祉住宅の入居資格についても、20歳未満

の子を扶養している配偶者のない女子について

は定められております。 

 ところが、このひとり親家庭というのは、女

子だけではないんですね。実は男性の方もやは

り多くいらっしゃいます。ですので、ぜひ女子
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だけではなく、父子家庭を含めたひとり親家庭

への優先入居、それも規定するべきではないで

しょうか。 

 また、通学や通勤などさまざまな事情で市営

住宅を利用されていない方、民間の賃貸住宅を

借りている世帯もあると思います。そういった

方に対しましても、やはり家賃補助、そういっ

た形での住宅支援も必要と考えますが、その点

についてはいかがお考えでしょうか。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  支援策の一つとして、

住宅といったようなものに対する支援も極めて

大事な取り組みの一つではないかなと思ってお

ります。ちなみに市営住宅394戸、今、遠野市

内には市営住宅があります。 

 この過去３年の数字で見ますと、優先入居の

要件を適用したものは、この火災による住宅困

難が１軒、その他は公募し公開抽選の方法によ

り決定をしているという、そのような状況にあ

ります。 

 ただ、御質問の中にございましたとおり、こ

のひとり親家庭の支援として極めてこれは大事

な取り組みの一つではないかなというように思

っておりまして、質問をお受けしたわけであり

ますけれども、母子家庭あるいは父子家庭がと

もに優先して入居できるよう、これは平成27年

10月16日付で交付された公営住宅法施行令の一

部を改正する政令の施行期間時期であります。

平成28年、ことしの10月１日ということになる

わけでございますけれども、それにあわせ、こ

としの９月までには改めるよう、この所要の手

続きを進め、御質問のありましたとおり優先入

居ができるようなそのような制度に持っていき

たい。母子家庭、父子家庭がともに優先して入

居できるような、そのような環境をこの10月ま

でには整えたいというように思っているところ

でございますので、御了承いただければと思っ

ております。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後２時58分 休憩   

────────────────── 

   午後３時08分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 １番小林立栄君。 

   〔１番小林立栄君登壇〕 

○１番（小林立栄君）  今、住宅への支援につ

いてのお考えをお伺いしました。 

 先ほど質問でも述べましたが、やはり、公営

住宅、市営住宅だけでもなくて、民間の住宅を

借りている方もやはりいらっしゃると思います

ので、そういった意味では幅広いそういった住

宅支援、そういったところも御検討をしていく

べきだとやはり思います。そういった答弁の中

で、父子も男性の方も入居できるように、法律

の施行に基づいてということですが、今年度中、

９月中には条例を改める手続きをしていくとい

う御答弁をいただきました。 

 このひとり親家庭の問題、さまざまな問題点

も抱えております。父子家庭は母子家庭に比べ

て生活が楽なんじゃないかと、そういうふうに

考える方もいらっしゃるのではないかとも思い

ますが、実際のところは父子家庭なら父子家庭

なりのやはり御苦労がございます。やはり子ど

もが病気になればもう同じです。お迎えに行っ

て、仕事も休んで残業がなかなかできないとか、

出張が難しくなる。そういった収入も男性、女

性そういった実はいろいろさまざまでございま

す。そういった意味で、父子も母子も関係なく

同じひとり親家庭として支援をしていく必要が

あると思います。 

 今、母子と父子の質問をしたところなんです

が、実はもう一つ大きな問題点がございます。

これは未婚の親、未婚のひとり親家庭の支援に

ついて、これが結構、全国的にも今、いろいろ

問題となっております。これを「みなし寡婦控

除」という控除がございますが、ちょっとその

あたりについて質問をさせていただきます。 

 配偶者との死別、または離婚後、再婚してい

ない方が所得税など税法上の所得控除を受けら

れる寡婦控除という制度がございます。寡婦控
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除が適用され、保育料や公営住宅の、遠野で言

えば市営住宅の家賃などの算定基準となります。 

 ところが、このひとり親家庭であっても未婚

のひとり親、婚姻歴のない、結婚歴のないひと

り親については、この寡婦とみなされず控除が

受けられない税法上の仕組みとなっております。

つまり、同じひとり親家庭であっても、婚姻歴

のないひとり親家庭については、保育料や公営

住宅への家賃が高くなる、あるいは所得にひっ

かかって公営住宅に入居できない。そういった

不利益を受けることになります。大変不平等で

ございます。 

 厚生労働省の資料によると、未婚のひとり親

世帯、まあ、これ実数ではないんですが、児童

扶養手当を受給している世帯の約11％が未婚世

帯であること。そういったデータもあるようで

ございます。当然、遠野市においても結婚され

ていない未婚のひとり親家庭の方がいらっしゃ

るのではないかと推測されます。婚姻歴があろ

うがなかろうが、同じく子を産み育てておりま

す。婚姻歴に関係なく平等に子育て支援を行う

べきと考えます。特に、ひとり親家庭について

は、今まで質問してきたとおり経済的にも厳し

い状況に置かれております。 

 そこで提案いたします。未婚のひとり親であ

っても、寡婦控除が適用されるように「みなし

寡婦控除」を導入してはいかがでしょうか。子

どもたちを平等に支援するという観点が大切だ

と思います。子育てするなら遠野らしい取り組

みだと思いますが、お考えをお伺いいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいまこの「みなし

寡婦」という一つの取り組みの中で、みなし寡

婦控除っていったようなものを考えてみてはど

うかということでありました。 

 御質問の中にありましたとおり婚姻歴のない

ひとり親でも、状況は同じではないだろうかと。

その辺を弾力的に、いうなれば寡婦とみなされ

ず控除が受けられない税法上の仕組みとなって

いるんだけれども、その辺をもう少しきめ細か

く対応できないだろうかという中における御質

問だったというように受けとめたわけでありま

すけれども。 

 現在、保育園を利用している世帯の中で、み

なし寡婦控除の該当となる世帯は１世帯、その

他の世帯の保育料は無料となっているという一

つの現状であります。一定の所得以下のひとり

親等の保育料の負担軽減につきましては、今回

の議会に、まあ、これは保育料条例の一部改正

を提案しておりまして、現行の軽減措置した保

育料を、さらに半額にするというそのような条

例も提案申し上げているところでございますの

で、そういったような中で、またいろいろ議論

をしていただければというように思うわけであ

ります。 

 ひとり親のみなし寡婦としての保育料の算定

の扱いについては、未婚でひとり親となるさま

ざまなケース、これはそれぞれさまざまなケー

スがあるわけであります。そのようなさまざま

なケースを想定する中で、保育料の扱いも含め

て、ひとり親家庭の総合的な子育て支援といっ

たような一つの切り口の中で、さまざま、まさ

にケースバイケースの中で、もう一つキーワー

ドとすればきめ細やかに、そして、もう一つの

キーワードとすれば弾力的にという部分がやっ

ぱり生かされなければ、やはり思いやりのある

一つの温かい行政っていったものが、そこに手

を差し伸べることができないのじゃないのかな

というように思っておりますので、そのような

視点に立ってこういった部分についても、ただ

いま申し上げましたようなキーワードをきちん

と踏まえた対応をしてまいりたいというように

思っておりますので、御了承いただければと思

います。 

○議長（新田勝見君）  １番小林立栄君。 

   〔１番小林立栄君登壇〕 

○１番（小林立栄君）  未婚のひとり親家庭に

対しても、きめ細やかにという御答弁でござい

ました。もうぜひ、きめ細やかに対応していた

だきたいと思います。 

 その上で、ほかの自治体の取り組みのほうを
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ちょっと紹介する形になりますが、このみなし

寡婦控除について寡婦控除のみなし適用に関す

る規則、そういったものを条例で定めて取り組

んでいる自治体もございます。ある自治体では、

この条例をつくるに当たって、いろいろサービ

スを行っている事業、こういったものをいろい

ろチェックをしていくと、29事業ほど対象とな

る可能性のある事業があったそうでございます。 

 そういった未婚のひとり親家庭を、これに対

してみなし寡婦控除として対応するサービス、

29事業をみなし寡婦として控除をやるというそ

ういった自治体も実際のところございます。 

 この遠野でも、もう一度いろいろな行政サー

ビス、こういったところを再度総チェックをし

ていただいて、そしてこの見直しをしていくこ

とも必要じゃないかと思います。その点も含め

て、もう一度このみなし寡婦控除に関するお考

え、市長のお考えをもう一度お伺いいたします。 

○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）  みなし寡婦控除の一つ

の考え方について、もう一つ市長のというお尋

ねでありました。 

 先ほどこのみなし寡婦控除の一つの取り扱い

につきましては、キーワードとしてきめ細かく、

思いやりのある程度の中で申し上げたわけであ

りますけれども、この部分で、もう一つ大事な、

先ほど住宅費の問題が出ました。 

 この住宅費の問題につきまして、公営住宅に

つきまして、この公営住宅法施行令の一部を改

正する政令、これは平成27年10月16日付で交付

されている一つの制度の改正でありますけれど

も、この平成28年10月１日以降に公募し入居を

決定するこの中で、いうところの法律婚によら

ないで、この母、または父となった者で現に法

律婚していない者の家賃算定については、寡婦

控除を行うこととするという、そのような制度

も組み立てられておりますので、みなし寡婦と

いう部分におるものについては、このような制

度も順次拡大・充実させるという中で、ケース

バイケースに応じて繰り返しになりますけども、

きめ細やかにフォローしていくという中におけ

る対応を、まさに「子育てするならば遠野」と

いう一つのキーワードの中から充実を図ってま

いりたいと、あるいは弾力的な運用を図ってま

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、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）  それでは、次の養育費

の問題について移りたいと思います。 

 母子及び父子並びに寡婦福祉法に、「国及び

地方公共団体は広報その他適切な措置を講ずる

ように努めなければならない」とございます。

なかなかデリケートな問題ではございますが、

この養育費の問題について改めて質問をいたし

ます。 

 別れについてはいろいろなケースがございま

す。してよい、悪い、これは一概に軽々しく言

えるものではございません。ただし、離婚をし

た場合でも、どちらの親にも子どもを心身とも

に健やかに養育をしていく責任があります。離

婚をする際は、面会や交流、養育費の分担につ

いて子どもの利益を最も優先して協議して定め

ることとなっています。たとえ自己破産をして

も養育費の負担義務はなくならない、それぐら

い思い責任があります。 

 岩手県の資料では、養育費の取り決めをして

いない母子家庭は約53％、父子家庭は約78％と

なっております。取り決めをしていない理由と

しては、相手に支払う意思や能力がないと思っ

たから。相手とかかわりたくないからの順とな

っています。実際に養育費を受けている家庭は

約30％であるそうです。ほとんどの家庭が養育

費を受けていない、そういった状況であります。

大人の都合もありますが、養育費は子どもの権

利です。離婚後の生活の安定、子どもの健やか

な成長にかかわってきます。 

 一般質問をするに当たり、離婚届を市民窓口

からお借りをしてまいりました。右下のほうに

取り決めをしたかチェックの欄があるんです。

離婚届をお渡しするときには、やはりそういう
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面会や交流、養育費の分担について取り決めを

する必要があることを伝えたり、提出をされて

受理をする段階で、取り決めがされていない、

そういったことは担当課で確認をすると思いま

す。その際に、事前に複雑で難しいことが予想

される場合、あるいは提出をされた後で取り決

めがされていない場合、そういった場合に市民

課や子育て総合支援課、関係部署が必要な情報

を共有して養育費相談員、母子、父子自立支援

員、また弁護士といった専門家がいらっしゃい

ますので、そういった方にしっかりとつないで

いく。そういったきめ細やかな相談支援の取り

組みが大事であると思いますが、その点につい

てのお考えをお伺いいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この養育費の問題につ

きまして、ただいまそれぞれの傾向も含めての

御質問があったわけでありますけども、デリ

ケートな問題だという言葉がありました。まさ

にそのとおりであります。 

 これはそれぞれの事情、いろんなケース、今、

この質問の中にもありましたとおり養育費とい

う部分の中で取り扱ったとしても、相手に支払

う意思や能力がないと思ったから、あとは相手

とかかわりたくないからといったような一つの

言葉も、先ほどの御質問の中にありました。非

常にデリケートな問題なわけであります。 

 しかし、これは基本的には大人の都合もある

けども、子どもの権利といったところも一つの

大事なキーワードとして捉えて対応しなければ

ならないという、一つの課題もその中で冷静に

考えなければならないかというように思うわけ

であります。 

 そういった中で、ちょっと例えば市民課、あ

るいは子育て総合支援課といったところと連携

を取りながらっていう部分の話もありました。

これは極めて大事だというように思っておりま

して、この離婚届を受け付けた場合には、市民

課ではチェックする場もちゃんとあるんです。

そういったものを受け付けた場合においては、

この児童扶養手当やひとり親医療費助成制度の

支援事業などを説明しながら、申請を丁寧に促

しているということも一つ行っている。 

 それから、その情報は市民課から子育て総合

支援課のほうに共有されると。そしてその窓口

対応がスムーズに進むように、日ごろから意を

用いているということも２つ目として。また、

この子育て総合支援課を窓口とした、いうとこ

ろの離婚問題、これも27年度の数字で見ますと

16件ほど受付をしているという数字にもなって

いるところでございますので、特にこのデリ

ケートだという一つのことを考えれば、こうい

った問題に対する女性相談員を中心に対応しな

がら、あるいは弁護士といったような方々のい

ろんな相談が必要なケースに応じて、まさにき

め細かくデリケートな問題に冷静に対応すると

いう部分を含めて、例えば弁護士さんのほうの

お力もいただきながら、そしてアドバイスをい

ただきながら相談員と一緒になって、いうとこ

ろの離婚調停ということになれば家庭裁判所の

ほうにも関係してくるわけでありますから、そ

のような部分等の調整も図りながら、ひとり親

世帯が孤立しないように、まさにきめ細かく対

応を行っていくということが極めて肝要ではな

いのかなというように思っておりますので。 

 実は、これはひとり親世帯における養育費の

受給世帯数の状況といったようなものを、ちょ

っと通告がありましたので、数字として把握を

してみました。27年度の児童扶養手当の実績で

見ると、受給世帯が先ほど担当所長がちょっと

申し上げました228世帯あるわけでございます

が、うち養育費の受給世帯は16％の36世帯にと

どまっているという数字も把握してございます

ので、やはり繰り返しますけども、きめ細かく

デリケートな問題にいろんな市役所の中におい

ても情報を共有しながら、弁護士さんのアドバ

イスであるとか、家庭裁判所の一つのあれを踏

まえながらという部分の中で、やはり大人の都

合もさることながら子どもの権利といった部分

をきちんと踏まえた対応を求められているので

はないのかなというように思っているところで
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ございますので、御理解をいただければと思っ

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）  遠野市内でも実際に養

育費を受けている世帯が16％、やはり少ない状

況であるというのはわかりました。今、御答弁

にありましたとおり当事者同士が、本当に孤立

をさせないように、そして子どものことを一番

に考えてしっかりと間に立っていただいて調整

等々、支援体制を引き続き取り組んでいただき

たいと思います。 

 では、続きまして、ひとり親家庭の子どもへ

の生活や学習支援について、教育長にお伺いを

いたします。 

 ひとり親家庭の子どもの中には、親との離婚

や死別等で経済面だけではなく精神面で不安定

な状況に置かれている子どもがいらっしゃると

思います。また、日ごろから家族と過ごす時間

が限られ、家庭内のしつけや教育が行き届きに

くい状況もあると思われます。これは、誰が悪

いというわけではなくて一所懸命仕事もして、

家庭のこともしているとなかなか子どもとの時

間がつくれない、そういった現状もあると思い

ます。 

 そこで、ひとり親家庭の子どもに対して基本

的な生活習慣の習得支援、学習支援、必要であ

れば食事の提供を行う。悩みがあれば相談を受

けるといった生活や学習についての支援の取り

組みが必要となるのではないでしょうか。教育

の面から、ひとり親家庭の子どもに対する支援

について、教育長のお考えをお伺いします。 

○議長（新田勝見君）  中浜教育長。 

   〔教育長中浜艶子君登壇〕 

○教育長（中浜艶子君）  先日、全国教育長協

議会の総会並びに研究大会に出席してまいりま

した。席上、貧困による教育格差の解消への取

り組みについて情報交換が行われました。全国

的にも、今、大きな課題となっていることを実

感いたしました。 

 また、先ほどの市長、部長から遠野市として

ひとり親家庭に対し、手厚い支援を行っている

旨の答弁がありました。教育の側面からも、ひ

とり親家庭の子どもへの支援について考えてい

かなければならないという思いを強くしたとこ

ろです。 

 実際に、子どもたちが日々利用している児童

館や児童クラブの終了後の居場所、そして家庭

における生活習慣のしつけや、学習習慣の見と

りなど親が手をかけたくても十分に手をかけら

れない状況もあるのではないかと心配されると

ころです。 

 ひとり親家庭が抱える特有の課題に配慮しな

がら、子どもたちの将来の自立に向けた支援を

教育の側面から取り組む必要性を感じていると

ころです。まずは、ひとり親家庭に対する意識

調査により、抱えている課題や悩みをきちんと

把握したいというふうに考えております。その

上で、関係機関と連携を図りながら、子どもた

ちへの学びを応援するような学習支援、生活支

援、相談支援に取り組んでいきたいと考えてお

ります。 

○議長（新田勝見君）  １番小林立栄君。 

   〔１番小林立栄君登壇〕 

○１番（小林立栄君）  ぜひ現状のほう、意識

のほうを課題等を把握をしていただいて、その

上で適切な支援をお願いしたいと思います。生

まれた状況にかかわりなく、子どもたちがなる

べく同じスタートラインに立って社会人生活を

送っていけるような取り組みを、この遠野市と

しても進めていただきたいと思います。 

 それでは、大項目の２点目、２つ目にまいり

ます。結婚お祝い事業について質問いたします。 

 結婚というお二人の人生の門出をお祝いする

取り組みを行う自治体がふえております。西米

良村では、披露宴会場が村の外にあり、参加者

の送迎等で多額の費用を要するという、そうい

った事情もあるようですが、一組50万円の結婚

報償金の制度があります。そのほか地元特産品

を贈呈する、お祝いメッセージカードをお渡し

する等々各地でさまざまな取り組みがなされて

います。 
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 その中で、ご当地婚姻届というものがござい

ます。婚姻届に観光名所や特産品、御当地キャ

ラ、遠野で言えば「カリンちゃん」や「くるり

んちゃん」になるのかなと思いますが、そうい

ったキャラなどをデザインした図柄を盛り込ん

だもので複写式にして、１枚は提出、もう１枚

は手元に記念として残すことができるもの、そ

ういったものもあるようです。 

 結婚して新たな一歩を踏み出すお二人を祝福

し、結婚に対する意識を醸成するとともに、地

元への愛着を深める効果があるそうでございま

す。また、婚姻届を提出する際に、市民サービ

スの窓口で記念写真が撮れるように、ウエディ

ングボードハッピーウエディングと書いたやつ

とかそういったウエディングボードや背景パネ

ルを用意して、写メなど携帯で写真を撮ってい

ただく。職員がいる時間であれば、とって差し

上げたり、今はあるいは自撮り棒といって自分

で撮るような、そういった道具もございますの

で、そういったものも用意するとか遠野らしい

結婚をお祝いする取り組みができないものでし

ょうか。結婚へのお祝いに対しての、市長のお

考えをお伺いいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ご当地婚姻届といった

ような一つの仕組みを考えてみてはどうかと、

まあ、西米良村の例もありました。西米良村の

例も私も承知いたしております。 

 そういった中で、子育てするならば少子化、

そして結婚、出産、子育てという切れ目のない

部分におきましては、この人生の家族を結婚し

ながらスタートするに当たりまして、これを何

かの形でお祝いをするといったようなことも極

めて大事な取り組みではないかなと思っており

まして。 

 この婚姻届につきまして、ちょっと数字を申

し上げますと、この遠野市の27年度の婚姻届件

数は348件でありました。そのうち窓口で受理

した件数は78件、他市町村で受理され、本籍地

である遠野市に送付された件数は270件という

形で、これは、ほぼこの傾向は25、26年を見ま

しても、大体、25年度が窓口受理が97、26が86、

27は78という数字になっています。この他市町

村で受付をして送付になった件数が、25年度25

2、26年度267、27年度270というようなそのよ

うな傾向を示しているということであります。 

 そういった中で、これは申し上げるまでもご

ざいませんけども、戸籍法という一つの法律が

あります。これの施行規則でひな形が示されて

いると、今、婚姻届の様式はそのように示され

ている。まあ、独自に項目を追加、変更できな

いという一つの戸籍法の定めもあるということ

でありますけども。 

 ただ、そうは言いながらも近年、結婚情報誌

や結婚式場など、企業が記載欄の外枠へキャラ

クターやデザインを使用するなど、非常にオリ

ジナルな婚姻届を作成するような傾向が出てき

ているということでありまして、これは私は、

ある意味で言っては一つの自然の流れではない

のかなというようにも思っておりまして、繰り

返しになりますけども出会いから結婚、そして

出産、子育てという切れ目のない施策を進める

中で、ただいま御案内にありました結婚という

人生の大きな節目を、門出を多くの方から「お

めでとう」と言われるような、そのような形で

祝福の思いが伝わるような、そのような形を考

えてみてもいいんじゃないだろうか。 

 したがって、子育てするならば遠野市推進本

部がある、大きな市政の最重要課題として「子

育てするならば遠野」という一つある。そのよ

うなことを考えれば、この部分についても、例

えば御提案のありましたとおり市独自の婚姻届

出用紙も含めて検討に値するのではないかと、

検討してみてはどうかという形で話を担当のほ

うには伝えてありますので、そういう形で検討

していきたいと。議員各位からも何かいい提案

があれば、これもまたいただければということ

も、また、この答弁を通じてお願いを申し上げ

たというふうに思っております。 

 なお、この記念写真用の窓口へのパネルなど

もという部分がありました。これにつきまして
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も、来年の今頃には新しい庁舎が市民ギャラ

リーも含めて整備されるわけでありますから、

そういった市民ギャラリーなども通じながら、

「おめでとう」といったようなメッセージが多

くの市民の皆様と共有できるような、そのよう

なことも一工夫、二工夫してみてもいいんじゃ

ないのかなというようにも考えているところで

ございますので、そのことを申し上げて答弁と

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）  ぜひみんなでお祝いを

していくということで御検討いただければと思

います。 

 それでは、大項目３点目に移ります。 

 シルバー人材センターとの連携について質問

いたします。シルバー人材センター、今、少子

高齢化人口減少が進展している中で、男性も女

性も、若者も高齢者も障害を持たれた方も、お

一人おひとりが輝いて生活をしていくことがま

すます重要となる社会を迎えています。そうい

った中で、今回は高齢者の就労について、シル

バー人材センターの役割、連携等を中心に質問

を行います。 

 高齢の方が培ってきた知識や経験を生かして、

仕事をしたい、ボランティア活動をしたい、地

域に貢献をしたいそういうふうにさまざま思っ

ている御高齢の方がたくさんいらっしゃいます。

そういったときに、やはり受け皿として役割を

果たしているのがシルバー人材センターである

と思います。今後、ますます重要となる存在だ

と考えています。 

 新年度予算の予算審議の際も、シルバー人材

センター運営事業費について、同僚議員から質

問がなされておりましたが、改めて遠野市とし

てシルバー人材センターが果たしている役割を、

どう捉えているのかお伺いいたします。 

○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）  このシルバー人材セン

ターの役割といったことにつきまして、就労と

いう部分も当然あるわけでありますけども、改

めてこの高齢化率37％という数字であります。

人口で見ますと１万545人がいうところの65歳

以上という中で、率にしますと37％というその

ような一つの現状があるわけであります。 

 ただ、これをもってきて高齢化率が高いとい

って余りヒステリックになる必要はない。元気

な方々がたくさんいらっしゃるという部分も踏

まえながら、生涯現役の中で活動してもらう。

生涯現役の中で活動してもらうということにな

れば、このシルバー人材センターの果たす役割

っていうのが非常に大きいということになろう

かというように思っておりまして、この役割と

いう部分の中におきまして、１つ目のは就労機

会の提供であります。２つ目は、ボランティア

活動をはじめとしながら地域貢献、社会福祉の

向上にあるいは活性化に貢献をするという１つ

の役目と２つ目の役割があります。 

 また、３つ目といたしましては、健康で生き

がいのある生活の実現だということがあるわけ

でありますから、このシルバー人材センターの

役割っていったものは、私は極めて大事じゃな

いのかなというように思っております。 

 ちょっと質問の部分からちょっと外れますけ

ども、実はこのシルバー人材センター、非常に

大きく機能しておったんですけども、事業仕分

けという五、六年前でございますか、当時の政

府が進めた事業仕分けの中で、このシルバー人

材センターにも大きくメスが入ったんですね。

したがって、それをもうどのように再構築する

かっていう一つの課題を抱えてしまったという

部分もあるわけでございますから、それをぼや

いていてもはじまりませんので、高齢化率が3

7％、だから大変じゃなくて、とんでもない、

その37％の方々の就労であり、地域貢献であり、

そして生きがいであるということを考えれば、

まさに生涯現役の地域社会を構築することがで

きるということになってくる。その核がシル

バー人材センターに求めることができるという

ことになるんじゃないかなというように思って

おります。 
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○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）  ただいまシルバー人材

センターの役割、どういう貢献をしているのか

ということで、就労機会の提供、地域貢献にな

る。そして健康で生きがいのある生活を送って

いく上で重要であるという３点の御答弁をいた

だきました。 

 そういった中で、やはり特に３点目の部分、

このシルバー人材センター事業について、介護

予防の視点、医療費との関係、ここに注目をし

ていく必要があるのではないかと思います。高

齢者が働くこと、地域貢献をすることによって

生きがいを得て、健やかな生活を送ることがで

き、結果として医療費や介護給付の軽減に寄与

していると考えております。 

 この点につきまして、恐らく遠野市としても

データとして把握をされているのではないかな

と思いますが、この点について、どのように御

認識されているのかお伺いいたします。 

○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）  まさに就労であり、そ

してまた社会貢献であり生きがいであるという

中で、このシルバー人材センターの役割がある

ということで、ただいま御質問がありましたと

おり、このシルバー人材センターを通じまして、

この就業している会員の方々の総医療費、これ

が一般の高齢者の方が約42万円という数字が一

応、把握できたわけでありますけども、このシ

ルバー人材センターで就業している会員の方々

の総医療費は、年間６万円ほど少ないという一

つの検証結果も数字として把握しております。 

 それから、要介護者の減少もこの中に見られ

るという、一つの傾向もあるわけであります。

いわゆる介護度１から２、３、４となれば、そ

れこそ、きょう佐々木大三郎議員との間で、こ

の老老介護の問題も出ました。これも本当に切

実な問題であります。 

 しかし、就労し生きがいを持ち、そして社会

貢献をしているという一つの仕組みの中で、こ

ういった部分で介護を受けなくても済むような、

そのような要望にも通じて医療費も、一応把握

した段階では６万円以上低いということも把握

できているわけではございますから、一つ非常

に大事な介護予防にもつながる、結果的には医

療費や介護給付費等の抑制にもつながるという

ことになるということは、この数字を見ても明

白なことでございますので、さらにこのように

充実を図るように、行政の立場としても全面的

にバックアップをするような仕組みをつくって

いきたいなと思っております。 

○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）  医療費、介護給付に対

しても寄与しているという御答弁をいただきま

した。今、企業における65歳までの継続雇用の

定着が進んではおりますが、高齢者が働く場所

を見つけるということは、正直、やはり厳しい

現状もあると思います。 

 シルバー人材センターには、働きたいと希望

する高齢者と雇用を結びつける役割があります。

その上で、さらに例えば国のほうで進めており

ます農福連携、農業と福祉の連携、農業分野と

障害者就労を結びつけることなんですが、そう

いったところにおいても、このシルバー人材セ

ンターが果たす役割っていうのは大きいのでは

ないかと考えております。高齢の方と障害を持

たれた方が一緒に仕事、作業をしていく。 

 また、広報に掲載されておりましたが、ファ

ミリーサポート事業、子育てボランティアの担

い手としてもシルバー人材センターが重要な役

割を果たしていくのではないかと考えておりま

す。遠野市として、シルバー人材センターと今

後、積極的にどのような連携をして活用をして

いきたいとお考えなのか、市長のお考えをお伺

いいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  役割とその効果などに

ついても、ただいまの一問一答の中から現状あ

るいは傾向等を申し上げてまいりました。 
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 その中で、改めて申し上げますけども、この

シルバー人材センター、会員数が229人として

登録されております。26年度と比べると13人ほ

ど減っておりますけども、約230名近い方がこ

れに登録をしておると。受注件数が1,262件、

就業延べ人数が１万3,921人日と、就業してい

る人数はそのような数字、作業量の単位として

１万3,921人日ということになっておりまして、

高齢者の生きがいの充実と福祉の増進に非常に

かかわる、大変大きな力を発揮しているという

ことになろうかと思っております。 

 それから、非常にこういう仕組みは、豊富な

経験とノウハウの上で成り立っておりますから、

傷害事故がゼロ件、それから賠償責任事故もゼ

ロ件と、２年連続無事故という中で、事故ゼロ

という中で運営しておるという、仕事に対する

責任感と強い、高い意識を持って対応していた

だいているのが、この数字となって表れている

のではないかなというように思っておりますの

で、さらにこういった就業率100％についても、

何と19年連続それを達成しているというような、

そのような数字もこうして持っているところで

ございますから、これから仕事を望む高い高齢

者の方々に対して就業機会の提供を行うという

部分は、市といたしましても密接な連携を取り

ながら、この部分についても一つのそれこそき

め細かい、そして力強い支援も、また行ってま

いりたいというように思っているところであり

ます。 

○議長（新田勝見君）  １番小林立栄君。 

   〔１番小林立栄君登壇〕 

○１番（小林立栄君）  このシルバー人材セン

ターは今後、ますますこの存在は重要となって

くるのではないかと思います。それに伴って、

やはりシルバー人材センターの事業内容の拡充

とか拡大、そういったことにもやはり取り組ん

でいく必要があるのではないかと考えておりま

す。 

 それに伴ってシルバー人材センターいろいろ

計画を立てていると思いますが、そういったも

のについてもやはり見直しという動きも出てく

るのではないかと思います。ぜひ必要であれば、

遠野市としてもしっかり措置をして、しっかり

シルバー人材センターをしっかりと支えていく、

ともに連携をして取り組んでいく。その中で高

齢者の働き方を応援をしていく仕組みづくりを

推進していくべきではないかと考えております。 

 改めて、お考えをお伺いして、この質問を終

わります。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この仕組みづくりの連

携についてということで、改めてということで

ありました。 

 ただいまそれぞれの御質問の中でお答え申し

上げましたとおり、高齢化社会という、それこ

そ、それを正面から真摯に受けとめながら、そ

れに立ち向かうという分においては極めて大事

な一つの取り組みなわけであります。 

 よく最近のいろんな新聞、あるいはさまざま

な雑誌の論調を見ておっても、高齢化社会って

いったものこそ、それこそ活躍のそのような新

たな社会を構築するんじゃないかというような、

そのような報道もされているということは、そ

れだけ高齢化がどんどん、どんどん進んでいく。 

 特に、私の団塊の世代などは、多くそのよう

な問題を抱えているということでありますから、

まさに他人ごとではないという部分も踏まえな

がら、この仕組みづくりの連携につきましては、

さらにいろんな面で密接な連携をとりながら、

特に、先般でありますけども、健康福祉の里で

所管する福祉関係の事業所に、こうしたシル

バー人材センターの活動趣旨の理解と活用につ

いてお話を申し上げ、情報を伝え、ともに連携

を図りながら対応していきましょうという働き

かけを行ったということであります。 

 それから、今年度シルバー人材センターが策

定した中期経営計画に基づき909万円交付を決

定しているところでございますので、そういっ

たやりくりをしながら財政支援というよりも、

応援をしながら、先ほど言ったとおり医療費な

り介護予防なりといった、そのような効果もあ
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るわけでございますから、ただ900万円を助成

したからどうなんだじゃなくして、そのような

効果も見据えながら、まさに総合力の中で、こ

のシルバー人材センターのような仕組みを、さ

らにより確実なものに持って行くような中にお

ける一つの取り組みを、さらに検討してまいり

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）  １番小林立栄君。 

   〔１番小林立栄君登壇〕 

○１番（小林立栄君）  それでは、最後の４つ

目の項目に移ります。 

 骨髄バンク事業の普及啓発について質問いた

します。白血病などの血液疾患患者さんを救っ

ていく治療法に、骨髄移植があります。骨髄移

植が成功するためには、骨髄提供者、ドナーと

言います。ドナーと患者さんの白血球の型が一

致する必要があります。ところが、型が一致す

る確率、これが兄弟、姉妹で４人に一人、それ

以外の血縁者でない人については、数百から数

万人に一人となっております。骨髄移植を受け

られず、移植を待っている患者さんが多くいら

っしゃいます。 

 そこで、多くの方々が善意で骨髄提供に協力

をしていただけるように、骨髄バンク事業が行

われております。この事業は、法律に基づいて

国の主導のもとに日本骨髄バンクが主体となっ

て、日本赤十字社、自治体の協力によって推進

をされています。 

 遠野市では、遠野市職員の勤務時間、休日及

び休暇に関する規則にありまして、職員がド

ナーとなる場合、提供する場合は特別休暇が付

与される仕組みとなっております。そういう形

で、遠野市としては骨髄バンク事業に協力をし

ている現状だと思います。 

 そこでお伺いいたします。遠野市の骨髄バン

クへの登録者数、提供に至った数など実情を含

めて、まずは、骨髄バンク事業について市長の

御認識、御所見をお伺いいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  骨髄バンク事業につい

ての御質問でありました。 

 この市長の認識や、この見解を伺うという御

質問であったわけでありますけども。これを御

質問の中にありましたとおり本当にこれも大事

な、大事な命をつなぐという部分におきまして

大事な一つの事業なわけであります。 

 骨髄を患者に移植することによって命を救う、

そして、この部分として「公益財団法人いわて

愛の健康づくり財団」といったものが組織され、

活動をしております。この「公益財団法人いわ

て愛の健康づくり財団」これは私も市長に就任

して以降、岩手県市長会を代表いたしまして、

この財団の役員や評議員を承りまして、その活

動に携わってまいりました。資料を見るたび、

評議員や役員会に出るたびに貴重な命がつなが

っているんだなということを、その中で私も実

際、感じているところであります。 

 当この財団では、いわて愛の健康づくり財団

におきましては、この腎不全対策や臓器移植の

推進を目的として活動を行っている関係であり

まして、ドナー登録の重要性やそれの必要性に

ついても強く感じているところでございまして、

この御質問にありましたとおり数万通り存在す

る型に一致により、一人でも多くの命をつなぐ

ということになるわけでありますから、いうな

れば命のボランティアということになろうかと

いうように思っておりますので、市といたしま

しても健康づくり関連のイベントや、あるいは

献血事業の際には、このパンフレット等を配布

しながら、骨髄バンクへの登録あるいは啓発、

さらには赤十字血液センターあるいは保健所

等々とも密接に連携を図りながら、やっぱり啓

発そのようなことも、それこそ愚直に取り組む

ということが大事ではないのかなというように

認識いたし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）  平成28年２月現在の全

国のドナー登録者数は45万人を超え、移植を待

つ患者の９割以上の方に適合ドナーが見つかる

ようになったそうです。とはいえ、その一方で
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実際に移植に至るのは６割未満にとどまってい

る、そういった現状であります。 

 実は、私も骨髄ドナーでございました。型の

あう方がいるということで２次検査、審査とこ

うなったんですけれども、私個人の場合、自分

の体調の問題で移植は断念と、ドナー登録も抹

消といった経緯がございます。そういった思い

もあって、今回、質問に取り上げてものでござ

います。 

 実際に移植に至るのは、このような体調の問

題等々で６割未満にとどまっているというのが

現状です。その健康上の問題のほかに、やはり

仕事を休まなければいけない、そういった負担

が原因となっている、そういった場合も多くあ

るそうです。検査や採取など１週間から10日程

度通院や入院が必要となります。仕事につかれ

ている方は、当然休まなければなりません。そ

ういった意味もあって、遠野市の職員に対して

は制度があるわけでございます。ただし、この

休暇制度を導入している企業、団体、こういっ

たものは少ない現状であります。 

 そこで提案であります。休業保障のない骨髄

提供者、あるいは提供者を雇用している企業、

事業主に対して負担を軽くする助成制度の導入

を検討してはいかがでしょうか。現在、入院や

通院にかかった日数について、１日当たり２万

円を支給する助成制度を導入する自治体が、東

北では山形県を中心にして全国各地に広がりを

見せております。 

 助成制度の導入で、提供を断念せざるを得な

い方、そういった方を減らして確実に移植に結

びつけていく。また、新たなドナーの登録者数

をふやしていく普及・啓発によい影響があると

考えます。助成制度導入について、お考えをお

伺いいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この命をつなぐという

部分の中で、本当にまさに貴重なこの制度なわ

けでありまして、そのためにはやっぱりこの提

供、登録あるいは提供といったようなそのよう

なものをきちんと対応していかなければならな

いということは、言わずもがななわけでありま

す。 

 ただいま御質問の中にありましたとおり、県

の赤十字血液センターに照会して得たこの情報

でありますけども、28年５月末時点での骨髄バ

ンクの登録者数が全国では、先ほどの小林議員

の質問ともちょっと重複いたしますけども46万

人、岩手県では3,081人、遠野市では66人とい

うような、そのような数字になっているところ

であります。 

 遠野市の中におきましても、この遠野市の職

員が骨髄を提供するための休暇として、有給の

特別休暇を取得する制度は設けておりまして、

これまで３人の職員がこの制度を利用している

という数字もあります。 

 このようなことを踏まえながら、先ほどの質

問の中でこの負担軽減というお話、これも質問

の中にありましたとおり東北では山形県、これ

が３市１町のみで実施している。いわゆるド

ナーに関連する助成の実施につきましては、山

形県の３市１町がそれを行っている。この４月

には、10の市と町で新たに導入するということ

で、全国では167の市町村がこのような助成負

担軽減という中における助成措置を導入をして

いるという、このような数字として把握してお

ります。 

 この助成制度の導入によりまして、ドナーの

方が休暇を取得しやすくなる、あるいは事業主

等の負担の軽減を図られるということによりま

して、ドナーが骨髄を提供しやすい、そのよう

な環境が整うということは十分理解もしており

ますし、このように数がふえてきているという

ことも踏まえれば、まさに命をつなぐという尊

い制度なわけでございますから、市としてもこ

の部分についてより前向きにこの環境づくりの

ために、いろいろ検討していくに値する一つの

課題ではないのかなというように思っておりま

す。 

 要するに生きるチャンスを善意によって広げ

ていくという、この言葉になるわけでございま
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すから、そのような中におきましては、まさに

市独自での助成制度の導入も、それも当然考え

なきゃならないわけでありますけども、それは

遠野市で考えなきゃならないわけですけども、

これは全てに共通することなわけでありますか

ら、遠野市としてという独自よりも、やっぱり

お互い市町村という枠を超えて、あるいは県と

いう一つの仕組みの中でやっぱりいろいろ広域

的に市町村境を越えて、そのようなもののネッ

トワークを構築していくっていうような中にお

ける一つの広域や、あるいは県との連携による、

さらなる新たな仕組みとしての有効な方法も考

えていく、そのような一つの今のタイミングで

はないのかなというようなことも、ちょっと頭

の中に入っているところでございますので、そ

のことも申し上げて答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  本日の会議は、議事の

都合によりあらかじめこれを延長します。 

   〔１番小林立栄君登壇〕 

○１番（小林立栄君）  終わります。ありがと

うございました。（笑声） 

────────────────── 

   散  会   

○議長（新田勝見君）  お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、散会いたし

たいと思います。これに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新田勝見君）  御異議なしと認めます。

よって、本日はこれにて散会いたします。御苦

労さまでした。 

   午後４時01分 散会   


