
－ 61 － 

平成平成平成平成２８２８２８２８年年年年６６６６月遠野市議会月遠野市議会月遠野市議会月遠野市議会定例定例定例定例会会議録（第会会議録（第会会議録（第会会議録（第３３３３号号号号）））） 
 

平成28年６月14日（火曜日） 

────────────────── 

議事日程 第３号 

平成28年６月14日（火曜日）午前10時開議 

第１ 一般質問 

第２ 議案第62号 遠野テレビ伝送路設備改修

工事の請負契約の締結について 

────────────────── 

   本日の会議に付した事件 

１ 日程第１ 一般質問（小松大成、細川幸男、

菊池巳喜男、瀧本孝一議員） 

２ 日程第２ 議案第62号 遠野テレビ伝送路

設備改修工事の請負契約の締結について 

  （提案理由の説明、議案の付託） 

３ 散  会 

────────────────── 

出席議員（18名） 

１ 番  小 林 立 栄 君 

２ 番  菊 池 美 也 君 

３ 番  萩 野 幸 弘 君 

４ 番  瀧 本 孝 一 君 

５ 番  多 田  勉 君 

６ 番  菊  池  由 紀 夫 君 

７ 番  佐 々 木  大 三 郎 君 

８ 番  菊  池  巳 喜 男 君 

９ 番  照 井 文 雄 君 

10 番  荒 川 栄 悦 君 

11 番  菊 池  充 君 

12 番  瀧 澤 征 幸 君 

13 番  小 松 大 成 君 

14 番  細 川 幸 男 君 

15 番  浅 沼 幸 雄 君 

16 番  多 田 誠 一 君 

17 番  安 部 重 幸 君 

18 番  新 田 勝 見 君 

────────────────── 

欠席議員 

  な  し 

────────────────── 

事務局職員出席者 

事 務 局 長  村 上  猛 君 

次 長  佐 藤 邦 昭 君 

主 査  及 川 憲 司 君 

────────────────── 

   説明のため出席した者 

市 長  本 田 敏 秋 君 

副 市 長  飛  内  雅  之 君 

経営企画部長兼
地域経営改革担当部長 

 菊 池 文 正 君 

経 営 企 画 部
まちづくり再生担当部長   千 田 孝 喜 君 

総 務 部 長 兼
防災危機管理課長 

 荻 野  優 君 

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 

健康福祉部地域健康づくり 
担 当 部 長  千 葉 典 子 君 

産業振興部長兼
連携交流課長  大 里 正 純 君 

農林畜産部長兼
六次産業推進担当部長  古 川  憲 君 

環境整備部プロジェクト 
担当部長兼地域開発 
戦略推進室長

 佐 藤 浩 一 君 

環境整備部長  仁 田 清 巳 君 

遠野文化研究センター部長
兼調査研究課長兼市史編さ
ん室長図書館長兼博物館長 

 小 向 孝 子 君 

市民センター所長兼地域づく
り担当部長兼国体開催推進室
長兼宮守総合支所長  

 鈴 木 惣 喜 君 

消防本部消防長  小 時 田  光  行 君 

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 

教 育 部 長 兼
中高連携サポート室長  澤 村 一 行 君 

教 育 長  中 浜 艶 子 君 

代表監査委員  佐  藤  サ ヨ 子 君 

選挙管理委員長  藤 村 正 子 君 

農業委員会会長  佐 々 木  敦  緒 君 

────────────────── 

   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。 

────────────────── 

   日程第１ 一般質問   

○議長（新田勝見君）  これより本日の議事日

程に入ります。 

 日程第１、一般質問を行います。（「議事進

行」と呼ぶ者あり） 
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 17番安部重幸君。 

○17番（安部重幸君）  昨日の一般質問の中で、

ＷＣＳ、要するに家畜の餌、これがタフ・ビジ

ョンに含まれていないという文言がありました。 

 タフ・ビジョンを調べてみますと、「家畜農

家の需要に応じた計画的な生産を進めます」と

いう、タフ・ビジョンに載ってるんです。掲げ

られてるんです。タフ・ビジョンに相反する発

言だと思うんです。 

 こういうことをこのまま許してしまうと、議

事録にそのまま残るんですよ。 

 議長、その辺は、やっぱり発言者と精査して、

削除するものはする、訂正するものはする、進

めていただきたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  暫時休憩いたします。 

   午前10時00分 休憩   

────────────────── 

   午前10時05分 開議   

○議長（新田勝見君）  昨日の大三郎議員の一

般質問についてでございますけれども、その辺

は精査して、間違ってるところについては議事

録から削除させていただきます。 

 よろしいですね。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 それでは、順次進めます。13番小松大成君。 

   〔13番小松大成君登壇〕 

○13番（小松大成君）  おはようございます。

日本共産党の小松大成でございます。通告に従

いまして、一括方式にて、市長に対しては医療

の問題２点、教育長に対してはいじめの問題、

就学援助の実態についてということで、この２

点、それぞれお聞きしたいと思っております。 

 今般の一般質問、議会改革も大分進んでまい

りまして、私みたいに一括方式でやる議員はも

はや細川議員と私のみということで、そろそろ

私自身も一問一答方式にかえる時期に来たのか

なと思いつつも、今般も一括方式にてお聞きし

たいと思います。 

 まず、その前に、４月14日、15日に発生した

マグニチュード３、熊本地震でお亡くなりにな

られました、（発言する者あり）お悔やみを申

し上げるとともに、被害に遭われた方々にお見

舞いを申し上げます。 

 私は遠野農業高校３年生のときに、熊本県で

開催された全国学校農業クラブ全国大会意見発

表の部で、岩手県代表として熊本市を訪れたこ

とがあります。 

 宿泊場所は熊本城のすぐ近くの旅館でしたけ

れども、天守を抱く本格的なお城を見たのは、

そのときが初めてでした。その巨大さと風格に

圧倒された記憶が45年たった今でも記憶に残っ

ています。 

 今般の地震により、そのお城の変わり果てた

姿をマスコミ報道に見るにつけ、大変つらいも

のがあります。一刻も早い復興を願うものです。 

 また、今回の地震被害に対し、日本共産党遠

野市委員会が行った救援募金活動に多くの方々

から賛同の募金が寄せられ、日本共産党熊本県

委員会を通じて被災自治体に贈ることができま

した。御協力いただいた皆様方に、この場をお

借りいたしまして、お礼を申し上げたいと思い

ます。 

 それでは、質問に入ります。 

 １つ目は、診療報酬改定による当市の医療機

関への影響はどのようなものか、お聞きいたし

ます。 

 2016年度に予算編成の焦点となっていた診療

報酬改定において、安倍内閣のもと、全体で実

質1.03％の引き下げを行いました。マイナス改

定は2008年度以降８年ぶりで、消費税増税への

対応分を除くと、マイナスだった前回、2014年

度に続いて実質２回連続のマイナス改定となり

ます。 

 内訳は、医師、看護師、薬剤師らの人件費や

技術料に当たる本体部分を0.49％増に抑える一

方で、医薬品や医療材料の薬価部分は、薬価1.

2％減、材料0.11％減、合計1.33％削減いたし

ました。 

 さらに、従来薬価計算に入れていた特例市場

拡大再算定というものがあるそうですけれども、

薬価の見直し等が改定に反映させられていない

ということです。 

 医療機関の連合体である全日本民医連の推計
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では、これらを含めた改定率は1.43％と、大幅

なマイナス改定となる試算をしております。 

 消費税増税や医療制度改悪の影響を受けて医

療機関の経営は急速に悪化し、深刻な事態に陥

っているとの報道もあります。 

 厚労省の調査では、2014年度における一般病

院の損益率は3.1％減、2013年度から２倍近く

悪化したため、全国的に診療所でも収益が悪化

している現状となっているとマスコミに報道さ

れておりました。 

 岩手県においても、2015年度の医療局決算概

要が公表され、県立20病院の経常損益が７億円

の赤字になったことが明らかになりました。 

 診療報酬削減前の決算概要ですらこのような

状態ですから、医療機関関係者がこの問題で神

経をとがらせていることは想像にかたくありま

せん。 

 また、1972年の中央社会保険医療協議会の建

議で提案され、2012年度改定まで踏襲されてき

た、薬価引き下げ分を本体改定に充ててきた

ルールがほごにされて、財政難を理由に、前回

改定から外されていることも問題になっていま

す。 

 厚労省調査でも、薬の公定価格が実際の取引

価格を8.8％上回って、本体価格の拡充を図れ

ることは明らかですと言われています。 

 今回の診療報酬改定の主なポイントを見ると、

重傷者向け病床の要件を厳しく削減、紹介状な

しで大病院などを受診する患者に定額負担を負

わせる方針などが盛り込まれ、医療現場や患者

家族に重い負担を押しつけようとしています。 

 診療報酬は、外来、入院、手術など、さまざ

まな医療行為の財源であり、国民が受ける医療

水準に直結するものです。 

 私たちが、安全、安心できる医療を受けるた

めには、医療の質を損なう診療報酬の削減では

なくて、抜本的な増額が必要と思われています

し、このような要望も関係者からいただいてお

ります。 

 当市においても、国保直営診療施設を抱えて

おります。 

 また、市内にある医療機関への影響も少なく

ないのではないでしょうか。 

 今回の医療報酬改定による当市に医療に与え

る影響について市長の見解をお伺いいたします。 

 次に、難病患者の実態についてお伺いします。 

 難病法が昨年１月から施行されて１年半とな

ります。この法律により医療費助成が法定化さ

れ、医療費助成は義務的経費に位置づけられま

した。医療費助成の対象となる難病は56から30

6疾病に広がり、障害者手帳がなくても障害福

祉施設を利用できる疾病は332に拡大されまし

た。 

 これにより厚労省が公表した資料によります

と、医療費助成の対象患者は2011年度の約78万

人から約165万人と２倍以上になっています。 

 このような疾病の拡大は、これまで難病であ

るにもかかわらず医療費助成の対象外であった

患者さんからしまして大変歓迎すべきことでは

あります。 

 しかし、このような助成範囲の拡大にかかわ

らず、国の対応予算は微増にとどまっています。

その穴埋めとして、従来までは無償、または定

額で診療が受けられていた患者さんの負担が重

くのしかかっている現実があります。 

 実は難病法は、その中で重症基準を満たさな

ければ対象外になる低中所得者に重い負担にな

るなどの問題点が指摘されています。 

 例えばパーキンソン病をわずらう患者さんの

例で見ますと、難病法施行前までは、月当たり

の医療費が、１回の診療で300円程度、薬代が

全額免除となっていたものです。今回の改定で、

２カ月に１度の通院のたびに5,000円の支払い

となって、年間で３万円の負担増となっている

ようです。 

 さらに、負担軽減措置の適用で、現在は月5,

000円の難病医療費の自己負担上限額が１万円

に引き上がる予定ともなっています。 

 このような制度のままでいくと、患者負担増

はとどまるところを知らずのような状態となり、

難病患者救済のはずだった難病法が、むしろ医

療機関から難病患者を遠ざけかねないような状
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況をつくり出すのではないかといった危惧さえ

いたします。 

 患者の負担増に関して申し上げますと、多く

の難病の診療は大病院がその任を担っており、

岩手県においては、盛岡市をはじめとする県中

央部の医療機関に集中しています。 

 つまり、今でも難病患者の少なくない方々が、

多額の交通費をかけ、ほぼ１日の時間を費やし

て医療機関に通っている。その経済的負担は相

当のものです。 

 当市としても、このような難病患者に対する

何らかの支援策を講じるべきだと思いますが、

いかがでしょうか。 

 また、厚労省によると、難病患者の障害福祉

サービスの利用実績は、2015年９月時点で1,51

6人と少なく、市町村窓口での周知が徹底され

ていないのではないかと言われています。 

 当市における難病患者の実態をどのように捉

えているのか、市長の見解をお聞きいたします。 

 次に、教育長にお伺いいたします。 

 いじめ・不登校の問題が指摘されています。

この質問は、昨年９月定例会において、当時の

教育長に同様の質問をしております。 

 今般、教育長に就任された中浜教育長も、こ

の問題に対してどのように向き合っていくのか、

見解をお聞きしたいと思います。 

 当時の教育長の答弁から、「いじめはいじめ

を受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵

害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に

重大な危険を生じさせるものであり、決して許

されるべきものではない」として、「未然防止

に力を入れ、積極的な生徒指導を推し進めなが

らも、今後とも早期発見・早期対応に万全を尽

くしてまいりたいと考えております」とお答え

になっております。 

 実は、その議会中に、私のもとに、いじめに

かかわる相談が持ち込まれ、遠野市内の学校現

場でも、決して他人事ではない事案であること

を思い知らされました。 

 当事者の親御さんにとっては、いても立って

もいられない、わらをもつかむ思いで私のもと

へ相談したと思いますけれども、教育の専門家

でない私にできることは、せいぜい教育委員会、

状況把握と速やかな解決の努力を尽くすことを

要望する、そのことぐらいでありました。 

 もちろんここは一般質問の場であり、私が関

与した事案を事細かく取り上げるということで

はなくて、学校現場におけるいじめ・不登校の

問題に新教育長としてどのような取り組みをな

されるのか、見解を伺うものです。 

 本来、子どもたちが生き生きと楽しく安心し

て勉学に励める場でなければならない学校で、

いじめが原因とされる痛ましい事件が相次ぎ、

関係者のみならず、多くの方々が心を痛めまし

た。 

 昨年９月定例議会で、私は、矢巾町立中学校

や大津いじめ自殺事件の例を上げ、教育現場の

事なかれ主義による深刻な手おくれが原因とす

る関係者の指摘から、多くの専門家が指摘する

ように、いじめが少しでも疑いがあれば、直ち

に全ての教職員で情報を共有し、命を再優先に

する速やかな対応が必要なことは、大津いじめ

殺人事件から導き出されたいじめ対策の原則と

言われています。 

 同時に、学校現場と教育委員会が緊密な連携

のもと総合的に速やかな対策を講じることが必

要なのではないでしょうか。 

 自殺に至らなくても、いじめが原因となって

長期不登校となった場合、子ども本人同様、親

御さんの不安たるや相当のものがあります。 

 教育長には、市内小中学校の学力向上も求め

られるでしょうが、何よりもいじめをなくし、

子どもたちが学校に行くのが楽しい、友だちに

会うのが楽しい、学ぶことが楽しいといった教

育環境をつくってほしいと、私は思っています。 

 市内小中学校のいじめ・長期不登校の現状と、

その対策についてお伺いいたします。 

 次に、就学援助の実態についてお聞きします。 

 就学援助制度とは、御存じのとおり、親の経

済力にかかわらず教育が受けられるための仕組

みであり、小中学校で必要な学校教材費や校外

活動費、修学旅行費、入学準備補助金、学校給
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食費など、学用品や給食などにかかる費用を市

町村がサポートする仕組みであります。 

 制度の裏づけとなっているのは学校教育法で、

経済的理由により就学困難と認められる学齢児

童生徒の保護者に対しては、市町村は必要な援

助を与えなければならないとされています。 

 この就学援助制度が果たす役割は、非常に大

きいのは今さら申すまでもありません。 

 国の就学援助の単価表では、新入学用品費と

して、小学校入学は２万470円、中学校入学は

２万3,550円となっております。 

 さらに、その支給日が新入学から４カ月以降、

７月以降であることに対して、現状と乖離した

状況に、その見直しを求める声が関係者から湧

き上がっています。 

 国の就学援助金の単価表に関しては、この場

での議論になじまないので、紹介にのみとどめ

ますけれども、その支給日において、我が党国

会議員の質問で、生活困窮世帯が入学準備金の

立てかえをしなくても済むように、就学援助を

入学前の２月、３月に支給するよう求め、それ

に対して、文科省の初等中等教育局長は、「児

童生徒が援助を必要とする時期に速やかに支給

できるよう十分配慮するよう通知しているが、

市町村には引き続き働きかけをしていく」と答

弁しています。 

 つまり、就学援助の支給日に関しては、市町

村の采配に大きく委ねられているとも受け取れ

る答弁をしています。 

 就学援助の新入学にかかわる支給を入学前に

との声は当然であり、検討を求めるものです。 

 また、当市では、準要保護認定基準が生活保

護基準の1.2倍とのことですが、全国平均的に

は1.3倍、1.5倍の自治体もあるというような状

況になっており、この見直しも必要ではないか

と思われます。 

 昨日の一般質問でもありましたけれども、子

どもの貧困が拡大していると言われます。当市

の就学援助の実態はどのようなものか、さらに

拡大を考えていってほしいという要望を申し上

げまして、教育長の見解をお伺いいたします。 

 以上でございます。 

○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）  小松大成議員の一般質

問にお答えいたします。一括方式という中で、

私のほうには２点にわたっての質問でありまし

た。診療報酬改定に伴う当市の影響はどうなん

だろうかと、それから難病の実態についてどう

把握してるのかという、この２点でありました。 

 質問の冒頭に当たりまして、先般の熊本地震

における当市の友好都市、菊池市も含めて、大

きな被災を受けてるという中におけるお見舞い

の言葉があったわけでありますけども、当市も、

友好都市、ほっとけないという中で、さまざま

な市民の気持ち、あるいは議員各位の御理解も

いただきながら、救援物資等もお届けをしたと

いう中で、友好都市のきずながさらに深まった

のではないのかなというように思っておりまし

て。 

 今般のこの熊本地震で、私も、武蔵野市の邑

上市長、あるいは大府の岡村市長から本当にい

い言葉をいただいたわけでありますけども、友

だちの友だちは友だちだと、だから遠野市から

の要請を受けて菊池市に救援物資を送るという

判断をしたんだという、そのような言葉をいた

だきました。 

 市町村水平連携、これが極めて大事なという

中で、東日本大震災の教訓も、それなりに私ど

も生かすことができたんではないのかなという

ように改めて思っているところでございますの

で、一日も早く余震活動がやんで通常の生活に

戻る、あるいは、被災された方々が再建できる

ような中のことを、遠野市としてもそれなりの

立場で支援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、そのことを一言

申し上げて答弁のほうに移らせていただきます。 

 28年度の診療報酬改定による当市の医療への

影響についてという一つの質問でございました。 

 質問の中におきましては、いろいろ細かい数

字も出ておりましたし、県立病院の決算によっ

て赤字も計上されたということも報じられてお
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ります。そのようなことも踏まえながら、この

問題は、やはり医療費というようなことも含め

ると極めて大きな課題であるわけでございます

ので、そのような影響も含めてどのように捉え

ているのかということについて申し上げたいと

いうように思っております。 

 この改定の概要そのものについては、質問の

中にも触れられておりましたけども、地域包括

ケアシステムの効果的あるいは効率的で、質の

高い医療体制を構築するといったようなことを

一つの前提にしながら、医療機関の機能分化あ

るいは強化、さらには連携に関する充実などを

図るということが一つの前提に、目的にされて

いるということが、これは御質問にあったとお

りでございますが、そのような前提になってい

るわけで、目的とされているわけであります。 

 この診療報酬の改定、診療報酬本体0.49％引

き上げ、そして薬価を1.22％、材料価格を0.1

1％、それぞれ引き下げるという内容になって

るわけであります。これが改定の内容でありま

す。 

 今回のこの改定によりまして、影響額は、診

療報酬本体が引き上げになっていることから、

いうとこの診療本体の改定に左右されやすい診

療所においては、多少の減額が見込まれるもの

の大きな影響はないと、そのように判断をして

いるところであります。 

 なお、市内の開業医についても、今回の診療

報酬の改定によりまして大きな影響はないとい

うような中で捉えているところでございますの

で、これは、市医師会を通じて確認をしている

ということを申し添えておきたいというように

思っております。 

 また、一方におきまして、診療報酬の引き下

げにより、患者が負担する医療費の減額がされ

ることになるわけであります。これはもう当然

であります。外来受診においての一人ひとりの

医療費は減額を実感できるほどの金額ではない

んではないのかというように捉えておりまして、

ちなみに患者一部負担の例をちょっと試算して

みると、20.6円負担軽減になるんではないだろ

うかというように、そのように数字としても捉

えているところでもあります。 

 いずれ医療や介護が必要な状態になっても、

できる限り住みなれた地域で安心して生活を継

続し、尊厳を持って、これも大事なことであり

ます、人生の最後を迎えることができるように

していくことが極めて大事な取り組みの一つで

はないのかなというように思っておりますので。 

 なお、診療所のほうにつきましても、地域医

療の核を担う重要な医療機関でありますので、

必要な財源は一般会計から繰り入れしながら特

別会計を維持しながら、今後も継続して診療を

行わなければならない。 

 これも非常に大事なことじゃないかなと思っ

てますので、一定のルールの中からきちんとし

た診療所の経営のほうも、行政の立場としても、

一般繰り入れをしながらも支えていくというス

タンスは崩さないような対応をしていきたいと

いうように考えているところであります。 

 次に、難病患者の実態についてということで

あります。 

 これも、いろいろ御質問の中で、さまざまな

難病患者の新たな指定、これは質問とダブりま

すけども、平成26年５月の30日に難病の患者に

対する医療等に関する法律といったものが公布

され、平成27年１月１日から新たに難病の医療

費助成制度が施行となったという、そのような

背景があります。 

 当市における受給者数、平成28年５月30日、

一番新しい数字でありますけども、217名とい

うことになっております。 

 これは質問とも繰り返しになりますけども、

この制度は、原因が不明で治療法が確立されて

いない、いわゆる難病のうち、厚生労働大臣が

指定した指定難病にかかり、認定基準を満たし

た方に医療費助成を行う制度であるということ

であります。 

 遠野市では、申請書の受け付け事務を行い、

その後、支給認定、さらには受給者証等の交付

事務等を、これは岩手県が行っているという、

そのような仕組みとして成り立っているところ
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であります。 

 この難病法では、対象となる疾病が、旧制度

の56から306ということに対象疾病が拡大され

たと、そのような状況であります、56から306

と。そしてまた一方においては、難病医療費の

自己負担割合が３割から２割に引き下げられた

という、そのような内容になっているわけであ

ります。 

 また、自己負担の上限額、外来分と入院分の

支払いに分けられていたものが、新たな制度で

は、症状が変動し入退院を繰り返す等の難病の

特例に配慮し、これも本当にこのような状態だ

ということも私も聞いておりますけども、外来

と入院の区別をなくした、そのような設定とも

なっているということであります。 

 ただ一方では、所得の階層区分や自己負担の

上限額については、自立支援医療との公平性の

観点から、これまでの制度では自己負担がなし

であった市民税非課税者に対しても自己負担上

限額が設定されたことによりまして、市民税非

課税者の負担増にもなっているという一つの状

況にあるということも、また一方ではきちんと

捉えなければならないかというように思ってお

ります。 

 こういった部分で総じて評価できる点は、56

から306というようになったことによりまして、

いうなればカバーされる対象者がふえた、自己

負担割合が３割から２割になった、そして一方

において、外来と入院の区別をなくしたという

中で、一部の受給者の負担が軽減されたという

一つの制度になっているんではないかなという

ように思っております。 

 ただ、もう一方においては、これも大事なあ

れではないかなと思っておりますけど、自己負

担上限額を設定したということによりまして、

これまでの自己負担のなかった市民税非課税者

の負担がふえたということも、一つの事実とし

て、これは受けとめなければならないんではな

いのかなというように捉えているところであり

ます。 

 したがって、難病法では、指定難病の診療を

行う難病指定医や治療を行う指定医療機関を都

道府県知事が指定することになっているわけで

ありますけれども、市内では、７医療機関と７

薬局がこの指定医療機関となっております。 

 174名が市外の医療機関へ通院しているとい

う数字としても捉えているところであります。

市外通院者への通院費助成についても、自立支

援医療等との均衡を考慮しながら、これは考え

ていかなければ、174名という数字があります

から、これはまた考えていかなければならない

んじゃないのかなと、そのように捉えていると

いうことも申し添えておきたいと思ってます。 

 難病のみの疾病で障害者福祉サービスを利用

している受給者は今ない。 

 また、この周知についても、１年ごとの更新

手続の際にチラシ等で周知しているところであ

りますが、さらに周知にも努めなければならな

い。 

 きのうのいろんな御質問の中にもありました

とおり、やはりきめ細かくフォローしていくと

いうことも、この分野においても大事じゃない

かなというように思っております。 

 難病については、治療が長引くという、それ

から完治しにくいといったようなこともありま

すので、経済的あるいは身体的負担に加えて、

精神的負担も患者さんのみならず家族も抱える

ことになるわけでありますから、市民の皆様か

らの問い合わせ、あるいは相談には、専門知識

のある保健師等が丁寧に相談に応じ、そしてま

た、引き続き制度の趣旨や内容を御理解いただ

けるように、さらに関係者一丸となってこの問

題にも立ち向かっていきたいというように考え

ているとこでございますので、以上をもって答

弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  中浜教育長。 

   〔教育長中浜艶子君登壇〕 

○教育長（中浜艶子君）  小松大成議員の一般

質問にお答えいたします。 

 県内では、平成26年５月に滝沢市で、平成27

年７月には矢巾町において、いじめが原因と思

われる中学生の自殺という痛ましい事件があり
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ました。 

 本市においても、いつ起こるかもしれないと

いう強い危機意識を持ち、日々の対応をしてい

かなければならないと思っております。 

 最初に、遠野市内のいじめの状況についてお

答えいたします。 

 昨年の９月議会では、８月末の状況として、

市内の小学校及び中学校で認知したいじめの件

数は73件とお答えしておりました。 

 その後、学校から報告があったものも含めて、

平成27年度のいじめの認知件数は、小学校74件、

中学校44件、合計で118件となっており、平成2

6年度との比較では、42件増加しております。 

 この件数が増加したことをどのように捉える

かということですが、平成27年度の文部科学省

の通知では、いじめの認知件数が多い学校につ

いて、いじめの初期段階のものも含めて積極的

に認知し、その解消に向けた取り組みのスター

トラインに立っていると肯定的に評価されてお

ります。 

 当市においても、学校がささいないじめのサ

インを見逃さず、積極的にいじめを認知し、適

切に実態を把握できている結果と捉えておりま

す。 

 これら認知されたいじめ事案については、か

らかいやひやかし、無視するといった内容の事

案が多く、学校が速やかに事実関係やその背景

を確認して対応することで、ほぼ全ての事案が

現在までに解消されております。 

 解消に至っていない事案についても、学校の

組織的な対応により解消に努めていただいてい

るほか、教育委員会としても、スクールカウン

セラー、スクールソーシャルワーカーなどを活

用しながら、教育相談などの支援を継続的に行

っております。 

 次に、いじめを要因とする不登校についてお

答えいたします。 

 昨年度、市内で１件発生しております。この

お子さんの通う学校では、いじめについての調

査を実施するとともに、全校を挙げていじめの

ない学校づくりに取り組んでおります。 

 さらに、担任の先生が毎日のように家庭訪問

を行い、本人や保護者との話し合いの機会を設

けております。 

 教育委員会としても、学校の対応について助

言したり、保護者の相談に乗ったり、保護者と

学校の話し合いに同席したりするなど、積極的

に教育相談等を行っております。 

 現在、このお子さんは、学習がおくれないよ

う、教育委員会で開設している適応指導教室に、

ほとんど欠席することなく継続的に通っている

状況にあります。 

 次に、いじめの対応についてお答えいたしま

す。 

 現在、市内各学校ではいじめ問題への対策と

して未然防止に力を入れており、よりよい人間

関係を築く学級経営や、児童生徒が自己肯定感

を高める授業、自主活動を通じて、居心地がよ

いと感じられる集団づくりを進めています。 

 また、アンケート等により早期発見、早期対

応に努め、いじめが認められた場合は、教職員

間で情報を共有し、組織的な対応をすることと

しています。 

 また、関係機関団体により組織している遠野

市生徒指導推進協議会の専門委員会として、こ

とし２月にいじめ問題等対策委員会を設置いた

しました。 

 今後、学校と保護者、地域の方々や関係者が

連携して、子どもたちを見守っていく取り組み

を進めてまいります。 

 その取り組みの一つとして、いじめについて

正しく知っていただくため、いじめについての

リーフレットを作成いたしました。児童生徒を

通じて各家庭に配付することとしております。

学校には、リーフレットを十分に活用するよう

お願いしているところです。 

 また、来月発行される遠野市広報７月号では、

いじめ防止についての記事を掲載し、広く市民

へも周知を図ってまいります。 

 いじめについての相談窓口としては、教育委

員会にまごころ教育相談を設置しており、電話

でも相談できる体制をとっております。 
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 こうした取り組みを通して、家庭、学校、地

域、教育委員会、関係機関が一体となって、い

じめの未然防止と早期発見、早期対応に積極的

に取り組み、遠野の子どもたちが安心して学び、

育っていくことのできる教育環境を整えてまい

りたいと考えております。 

 次に、就学援助の実態についてお答えいたし

ます。 

 本市における、平成28年度の現時点での就学

援助対象人数は、小学生及び中学生合わせて22

1名で、全児童生徒数に対する対象人数の割合、

いわゆる援助率は11.5％となっております。 

 援助率は、平成26年度から３年間、ほぼ横ば

いで推移している状況であります。 

 対象者の内訳は、小学生121名、中学生100名

で、援助率は、小学生が9.7％、中学生が14.

7％となっております。 

 全児童生徒の総数は毎年減少傾向にあります

が、中学生では２年連続で増加、援助率も対前

年度で0.9ポイント上昇している状況です。 

 議員の発言にございましたとおり、支給額に

つきましては、国の要保護児童生徒就学援助費

補助金の予算単価を準用しております。 

 また、準要保護者の認定につきましては、各

市町村において基準を定めており、本市におい

ては、所得基準の限度額を、生活保護法による

基準額の1.2倍未満と設定しております。 

 平成27年10月に文部科学省が発表した平成26

年度の準要保護認定基準の運用等に関する調査

の結果によりますと、本市と同様に生活保護の

基準額に一定の係数を掛けたものを準要保護の

認定基準としている市町村が、回答のあった1,

760団体のうち1,130団体ありました。 

 そのうち、生活保護基準額に掛ける係数を1.

3倍以下としている市町村が562団体、31.9％、

1.2倍以下としている市町村が215団体、12.2％。

1.1倍以下としている市町村が181団体、10.3％

という状況でございました。 

 準要保護者への援助につきましては、全額市

費による負担となること、また、認定に当たっ

ては、所得基準の算定に係る係数のほか、課税

状況、世帯員の構成などについても考慮する必

要があることを十分に踏まえ、協議、検討を進

めてまいります。 

 また、就学援助費の支給時期につきましては、

入学後の７月、12月及び３月の年３回としてお

り、新入学児童生徒学用品費の支給につきまし

ては、７月に支給を行っておりますが、保護者

の皆様からの御意見についても十分に考慮しな

がら、毎年度の支給対象者が確定した後、速や

かに支給を行うことができるような仕組みにつ

いて、今後検討してまいります。 

 また、議員の発言にございました、入学前、

年度前の支給という形につきましても、別途検

討してまいりたいと存じます。 

 経済的な理由により就学が困難な状況にある

子どもたちが明るく健やかに育つことができる

環境づくりのため、引き続き就学援助の充実を

図ってまいりたいと考えております。 

○議長（新田勝見君）  13番小松大成君。 

   〔13番小松大成君登壇〕 

○13番（小松大成君）  順を追って、再質問に

なるか、それとも御意見を伺うかということに

なると思いますけれども、再質問の形をとらさ

せていただきます。 

 最初の、いわゆる診療報酬の削減に関しては、

遠野市内における影響はそれほどないという確

認をさせていただきましたけれども、それ、間

違いないと、多分そうなんでしょうねと、ある

意味では、１％そこそこにおいては、いわゆる

病院の中での経費吸収ができ、あるいは吸収し

て、それで影響のない状況が保たれるんだろう

なと思う。 

 そういう時点において、この１％の削減とい

うのはそれほど影響がないというのが遠野市の

状況なんだろうなということを、今の市長の答

弁からお伺いすることができました。 

 もちろん国保診療所に関しては、多少影響が

あったとしても、一般会計からのきちんとした

繰り入れによって、今後も、何ら影響がなく運

営していけるという確認を、まずこれを確認し

たいと思います。 



－ 70 － 

 次に、難病に関しては、大分前向きの答弁を

いただいたと思っております。 

 私は、何もこれを全て否定するということで

はなくて、いずれこれを拡大されたことではか

なりの人が救われると、これは確かにそのとお

りです。 

 ただその反対に、先ほど私が言いましたとお

り、現状では無償だった方々が有償にされたと

いう、また逆の面もあったということも御存じ

おきしていただければなと思っています。 

 私が評価したいのは、これら難病を抱えてい

る方々が、いわゆる盛岡、中央部の病院にかか

るときに、先ほど言いました、私抜けてました

けれども、精神的にも大変厳しい、いわゆる交

通にかける経費も大分厳しい、県央部さ行って

診察してくれば、もう一日終わり、このような

生活を、難病は、ある意味で言えば、原因もわ

からない、治療方法も確立していない、いつ治

るかもわからない、この不安を抱えたままの治

療であるということを理解していただきたいと、

ほかの病気に関しても大変なことはわかります

けれども、難病というのは、それら、自分が心

の中で抱えている大変な思いを持ちながら、多

大な経費をかけて、今までは無料であったけれ

ども、しかし交通費は大変だったよ、そういう

面があります。 

 その点で、先ほど市長が、174名ですかね、

これらの方々に対する交通費の配慮も必要なん

ではないかという答弁をいただいたのは、私は

これは大変な答弁だったと思っておりますし、

この実現に向けて何とか取り組んでいただきた

いということを申し上げたいと思います。 

 その辺の確認の御答弁、よろしくお願いしま

す。 

 教育長には、いじめ問題、大変な状況だと思

いますし、いじめの問題というのは本当に個々

によって状況が違うわけなんですよね、マニュ

アルなんかないわけで、私が相談を受けた方に

とって言わせれば、ちょっとこれ時期がおくれ

ちゃったのかなという感じせざるを得なかった

ですね。 

 初期の対応がいかに大事かということの経験

だと私は思います。具体的には何も言いません

し、今の教育長の答弁はまさにそのとおりで、

実際、そのようにきちんとやっていただければ

間違いないなと思っております。 

 一つこれは、私、先ほど就学援助金の単価表

のお話して、ここにはなじまないと、この場で

の質問にはなじまないということなんでしたけ

れども、最後に、果たしてこの金額が今の状況

の、いわゆる就学援助の金額として妥当なのか

と、これは何も妥当でないとか、妥当であると

かということじゃないんですけれども、感覚的

に、今の教育における経費としては、この単価

表というのは十分なのか、率直な御意見を最後

にお聞きして、質問を終わります。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  小松大成議員の再質問

にお答えいたします。 

 要望として捉えるのか、質問として受けとめ

る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、１点目の診療報酬の問題、

ただいまの答弁の中で、影響はないんではない

かというような、それにしても影響も少ないん

じゃないかというようなお話を、市の医師会か

らも確認をしてるという話をしましたけども、

やはりそうは言いながらも、例えば第１問目の

質問にありましたとおり、県立病院も７億円以

上の赤字を計上したというような状況にもなっ

てきておりますから、診療所の運営も含めて、

より緊張感を持ちながら、こういった問題の動

向もよく見きわめながら、安定的な経営、そし

てさらには医療費のあれにつながらないように、

慎重に見きわめながら対応していきたいという

ふうに考えているところでございますので、御

了承いただければというように思ってます。 

 いずれ診療報酬本体の引き下げ、そしてまた

一方においては引き上げ、さらには、先ほど薬

価あるいは材料費といったようなものについて

の引き下げといったことも答弁の中で申し上げ

ましたけども、その辺の状況をよく見きわめ。 
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 そしてもう一つは、この背景にあるのは、診

療費の改定という部分につきましては、社会保

障の問題も含めて、やはり抜本的にといえばち

ょっと大げさな言い方になるわけでございます

けども、少子化、高齢化という一つの時代の流

れの中にあって、これをどのように捉えるかと

いう部分を、さまざまな、それこそ国レベルで

もいろいろ考えていかなきゃならない。 

 もちろん当然考えてるわけでございますけど

も、考えていかなきゃならない一つの問題でも

あるということも十分承知した上で、市町村と

いう基礎自治体の現場の声もきちんと県や国の

ほうにも持ち上げるという努力を、これからも

してまいりたいというふうに考えているところ

であります。 

 それから、２つ目の難病、これについて、本

当に経済的負担、さらには身体的な負担のほか

に精神的な負担もと、なかなか完治しない、そ

してまた入退院を繰り返す、そこで170名以上

の方が市外に通院してるという話も答弁の中で

申し上げました。 

 こういった方々にまさに経済的な負担、身体

的な負担もあるし、家族も負担だ、そのような

部分の中でどのようにそこをフォローするかと

いう部分を考えれば、交通費の問題なども、や

はり一つのきめ細かく、それこそ思いやりのと

いう部分のキーワードの中でさまざまな対応を

するということであれば、こういった部分につ

いても、何らかの検討に値する一つの課題では

ないだろうかと、何せ306まで数がふえたわけ

でありますから、そういうようなことを考えれ

ば。 

 それから、170名以上の方々がそのような負

担を強いられていると考えれば、何かやっぱり

考えなきゃならないのかなというような形で、

ちょっとお時間をいただきながら検討させてい

ただきたいということで、再質問に対する答弁

とさせていただきます。 

○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）  就学援助費が妥当か

ということでございましたが、これについては、

先ほどデータをお示ししたとおりでございます

が、もっと、私たちとしても、データを収集し、

そして、その中で関係機関ともいろいろ調整を

図りながら検討してまいりたいというふうに思

います。 

○13番（小松大成君）  以上で、私の一般質問

を終わります。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午前10時55分 休憩   

────────────────── 

   午前11時06分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 次に、進みます。14番細川幸男君。 

   〔14番細川幸男君登壇〕 

○14番（細川幸男君）  通告に従い一般質問を

行います。 

 遊休農地の解消の一策となる中山間地農業振

興についてお尋ねします。 

 昨今、若干ではあるが若者が就農する情報が

あり、大変喜ばしいことと思っております。 

 その一つとして、ホップ生産や新たな野菜な

どに着目し、チャレンジしている行動そのもの

に応援したいと思います。 

 反面、従来からある農産物にも目を向けてい

ただきたいと思います。例えばクレソン、クレ

ソンという作物は何だという地物を知らない市

民の方もいるようでございますが、クレソンは

明治初期にキリスト教の伝道師がヨーロッパか

ら持ち込んだ野菜なんでございますけれども、

日本では山菜というような形で食べられており

ます。 

 これもまた大変、野菜のうちでは栄養価が一

番高いそうでございます。私は、野菜の栄養価

の高いのは寒締めホウレンソウかなと思ってお

りましたけれども、何と寒締めホウレンソウは

５位でございました。 

 その点、今度はクレソン、遠野ではクレソン

ということで、クレソンの栄養価がこれまた女

性にとっては大変いい野菜でございまして、肌
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は白く、体重を細くするという効果があるそう

でございます。そして、がんとか白血病の予防

効果があると、アメリカの学者の人が発表して

おります。 

 それで、今、アメリカでは、肉食が多いため

にクレソンを海外から大量に輸入して使用して

いると、そういういう状況下にあります。 

 ですから、日本でも、もしこれを生産して輸

出する、この前農林大臣が、農家も輸出農産物

を考えろというふうな発言をしておりましたけ

れども、そういう趣旨からいけば、このクレソ

ンというのは輸出できる農産物ではないかと思

います。 

 そしてまた、いろいろ私ども研究していろい

ろやってみますと、設備や技術、これはさほど

かかりません。たまたま宮守町では自然栽培が

盛んでございます。 

 それはそれとして、ただ、大量に生産になる

となれば、やっぱり人工的に生産するという方

法が必要になってまいります。 

 これは、どうして栄養価をとるために、年中

食べなければいけません。自然物ですと、春だ

けの市場になりますから、なかなか美容効果と

か、栄養効果があらわれてこないと、その点、

年中出荷すると、そういう体制にするには、例

えば学校の古校舎を利用して、高齢者の方々で

も十分できますんで、そういう方向で生産して

いったらいいのではないかなと、私は思ってお

ります。 

 話はそれましたが、もとに戻しますけども、

たまたま地域おこし協力隊の方が、10アール当

たり作付した人が計算した人があります。それ

で、１アールで10万になりますが、10アールで

100万になるではないかという、これは地元の、

来内の方でございますが、そういう方のクレソ

ンも、行って見てまいりました。また、宮守の

方々は自然用法でいるというふうにも聞いてお

ります。 

 そういう意味で、経費的も、条件的にも、設

備も、人もいれば、資金もさほどかからないと

いうような、好条件であり、そしてまた、クレ

ソンの好むのは、直射日光を好みません。それ

で、日陰とか、水はけの悪い土地、こういうと

ころは意外と遊休地になっております。 

 まさにその遊休地の解消にするには、クレソ

ンが一番いいのではないかと、私はそのように

思っております。 

 そういうわけで、少しでも農業所得の向上に

するには、金を出さずに知恵を出して、本田市

長には頑張っていただきたいと、私はそのよう

に思っています。 

 それで、理解できたかどうかわかりませんけ

れども、ちょっと私も体調不良なために、１回

目の質問を終わらせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  細川幸男議員の一般質

問にお答えいたします。 

 特にクレソンという一つの品目に絞って、農

業振興についての取り組みの市長の考え方はと

いう御質問というように承ったわけであります

けども。 

 クレソン、これは、平成21年ごろとなります

から、今から５年ぐらい前になるわけでありま

すけども、個人が出荷していた程度としてのも

のがあったという、そのような中でクレソンと

いったものがスタートしているわけであります

けども、22年から宮守町湯屋地区で転作作目と

して試験栽培を開始したということから、遠野

にもこれいいんじゃないかと、試作品をバイ

ヤーに送り届けたところ、極めて良好な評価を

いただいたということから、転作田等で活用し

ながらという部分で本格的にスタートしたとい

う、一つの経過があるわけであります。 

 今質問の中にもいろいろ述べられておりまし

たけども、クレソンそのものが、冷たい水、か

つ水流がある場所といったようなことを好むと

いうことから、山から流れ出る沢水を使ってい

るという、そのような一つの特徴を持っている。 

 機械化に適さない、そのような部分の中で、

一つの転作を必要とした水田がクレソンの栽培

の適地であるということも、これまで確認され
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てきてるというような経過があるわけでありま

す。 

 したがいまして、ただいまお話がありました

とおり、この部分の他の作物と比較して植生が

強いという、そのような特徴、作付等の栽培管

理は水量の確認と年２回程度の害虫防除等を行

えば、手間がかからないという、そのような特

徴も持っているということで、簡単にというの

はちょっとあれかもしれません、取り組める一

つの作物であるということが言われているわけ

であります。 

 それから、やはり高い栄養価が評価されてる

ということで、クレソンという野菜が注目、見

直されてきているということも聞いております

ので、水田転作といったような問題の中から、

これこそ農業改良復旧サブセンターの指導、あ

るいはいろんな方々の指導も受けながら、クレ

ソンといったものの品目についても、特に出荷

先のレストラン等から高い評価を得ているとい

うことも聞いているところでございますので、

繰り返しになりますけども、通年出荷を確保す

るための遊休農地等の解消も視野に入れながら、

栽培面積を拡大ということに努めていくという

ことも、まさに遠野の農業振興にとっては大事

じゃないのかなと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）  14番細川幸男君。 

   〔14番細川幸男君登壇〕 

○14番（細川幸男君）  再質問をさせていただ

きます。 

 今後の市長の大変強い決意を答弁いただきま

して、感謝しておりますが、さらに、私は、１

回目の質問のときに漏れたといいましょうか、

大変食品関係の方々も期待が大きゅうございま

す。 

 そして、クレソンを栽培して軌道に乗せると

いうことは、農家ばっかしの波及効果ばかりで

はなくて、食品業界そのものも、例えば遠野の

だんごにクレソンが入る、そうすれば、遠野の

だんご食えばいいよとか、そのような波及効果

もあれば、今後、機械化、オール機械化でもク

レソンは収穫できます。これの機械化をする設

備も、地元の鉄工屋さんか、ちょっとした技術

があれば、オール機械化でとれるというような

方法もございます。 

 そういう方法なども用いて、遠野の学校の旧

校舎を利用して、産業化をもってけば、非常に

全国的にも有名になるのではないかなと、その

ように思っておりますんで、ぜひ裾野の広い産

業だということ、市長はすぐ理解できると思う

んで、ひとつよろしく、その辺も深く考えてい

ただきたいと思いますが、いかがですか。 

○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）  細川幸男議員の再質問

にお答えいたしますけども、農業振興、これは

本当にさまざまな課題を抱えながら、現場では

必死に頑張って、その中で試行錯誤しながら、

いろんな、例えば御質問のありましたようなク

レソンのような品目にも挑戦してみるというよ

うな中から、少しでも可能性を見出そうという

中で、それぞれの関係者の方々が必死になって

頑張っている。 

 もがくように頑張っているという言葉を申し

上げてもよろしいんじゃないかなというように

思っておりますので、こういったようなさまざ

まな品目、これは何もクレソンだけじゃなくし

て、いろんな課題に挑戦している、特に最近、

若い方々が、就農という中で、農業に挑戦して

みるという方々もふえてきております。 

 この部分、どのようにキャッチングするのか、

それをどのように、いうなれば、専門の指導を

しながら育成していくのか、そして定着しても

らうのかという部分の中におけば、こういう分

野もある、こういう分野もある、こういう品目

にもある、このような部分もあるという部分の

中で、さまざま可能性に取り組んでいくという

ことがやはり農業の一つの将来を担うと申しま

すか、目指すと申しますか、可能性を開くとい

う部分においても、それが極めて大事だという

ように思っておりますから。 

 こういったクレソンのようなものも含めなが
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ら、抽象的な言い方になりますけども、果敢に

挑戦をするという、一つの姿勢の中で、農家を

支援する農業振興課、あるいは６次産業推進本

部といったようなものを立ち上げていろいろ対

応してることがございますから、そういった中

で、総合力を示して、こういった課題にも挑戦

していくということを、改めてその決意を申し

上げて、ちょっと答弁とすればかみ合わないか

もしれませんけども、答弁とさせていただきま

す。 

○議長（新田勝見君）  次に進みます。８番菊

池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  市民クラブ所属の菊

池巳喜男です。通告に従い、はじめに奨学金制

度について、次に、文化財の保護と継承につい

て、この２点について、一問一答形式で、所管

である教育長に順次質問を行ってまいります。 

 質問に入る前に、本日６月14日は、あの熊本

大地震からちょうど２カ月目となります。改め

て地震災害の犠牲になられた皆様に対しまして、

哀悼の意をあらわしますとともに、被災された

方、その御家族、関係者の皆様に心よりお見舞

いを申し上げます。被災地の一日も早い復興を

お祈り申し上げます。 

 当遠野市と友好都市である菊池市でも甚大な

被害が発災いたしました。この被害に、遠野市

では、いち早く支援物資といたしまして、ブ

ルーシート、飲料水等、そして支援金等が多く

の遠野市民、団体より御協力をいただきました。

市民と市民との交流のたまものと改めて深い感

動を受けた次第であり、心より敬意をあらわし

たいと思います。 

 ５年前、あの東日本大震災が発災し、遠野市

は後方支援基地として沿岸部の支援に尽力して

まいりました。今回は、その危機管理の経験の

もと、市の職員を菊池市に派遣もいただきまし

た。この友好のきずなのもと、さらなる大きな

きずなとして未来につなげていくことを御祈念

申し上げます。 

 それでは、質問に入らせていただきます。質

問時間に考慮しながら質問に移りたいと思いま

す。 

 それでは最初に、奨学金制度について質問を

させていただきます。 

 大学の奨学金のあり方について社会的な関心

が高まっている現状であり、大学進学率の上昇

と授業料などの高騰で、なくてはならない存在

であります。 

 一方では、奨学金が実質的な学生ローンとな

っている批判や、大学を卒業しても正規雇用の

就職が危ぶまれる中で、将来の返還をおそれて

進学自体を断念するケースも少なくない現状と

聞いております。 

 こうした状況に対して、政府は、一億総活躍

プランの中に、大学生らを対象とした返済不要

の給付型奨学金の創立、検討方針が盛り込まれ

ました。 

 国の奨学金事業には、有利子、無利子の貸付

型、貸与型しかない現状であり、文部科学省所

管の独立行政法人日本学生支援機構、旧日本育

英会が運用しておりますが、平成28年度予算

ベースでの利用者は、有利子が84万4,000人、

無利子が47万4,000人となっているとのことで

ございます。 

 貸付金額に関しましては、月額３万円から12

万円で、大学生が選択して、卒業後20年以内に

返済が原則となっているとのことでございます。 

 返済に困窮する若者の増加が傾向的にあり、

延滞期間が３カ月以上の人は、26年度末で17万

3,000人に上っているとのデータがあるとのこ

とであります。 

 例えば、私立大学生が毎月５万4,000円を借

りた場合、卒業後、毎月１万4,400円の返済を1

5年間続けることになります。 

 ここに給付型が導入されますと、画期的なも

のが生まれることになるんではないかなと思い

ます。 

 学習意欲のある経済的に恵まれない低所得者

層への支援を拡充することで、学生に大きな力

となることが期待されております。 

 しかし、課題も見えてきております。最も難
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航しそうなのが、対象者の選定で、例えば生活

保護世帯や、同様な経済状況世帯など、線引き

は容易ではないのではないかということであり

ます。 

 また、成績基準も論点であり、現行の無利子

奨学金の貸与条件は、高校の学力評価値が3.5

以上でありますが、ここに、給付型になると、

ある程度の学力が担保されないと国民の理解が

得られないと文部科学省では見解をしておると

のことであります。 

 このような中、遠野市では、遠野市奨学資金

貸与条例に基づき、高校生や同程度の学生には

月額１万5,000円以内、大学生や同程度の学生

には月額４万円以内の貸与額を、無利子型で設

定をしております。 

 まず最初に、現在の利用者数はどのくらいの

人数になっているものなのかをお聞きいたしま

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）  菊池巳喜男議員の一

般質問にお答えいたします。 

 奨学金の募集については、市のホームページ

や広報とおのによる周知のほか、市内中学校や

隣接する市の高等学校にも募集案内を送付し、

広く周知を図っております。 

 本年度の奨学金貸与者数は、大学生等が78名、

高校生が７名の計85名です。また、28年度にお

いては、選考の結果、申込者27名全員を貸与決

定しております。 

 以上です。 

○議長（新田勝見君）  ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  広報とおの、そして

学校にも周知徹底をされているということでご

ざいます。 

 28年度は27名というような人数がただいまあ

りました。 

 そういう中で、先ほど来から言ってるとおり、

高校生同程度の方は条例では１万5,000円、大

学または同程度の学生に対しては月額４万円と

いうことが言われておりますけども、この額に

関しては、いろいろ借りる立場もあるかと思い

ますけども、妥当な額だということで認識して

いるものなのか。 

 また、これから先、この額に対しまして、ど

のような形でか変更ということも考えているも

のなのか、ちょっとお伺いしたいと思います。 

○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）  県内14市における奨

学金の貸与額は、高校生が月額１万円から２万

円、大学生等は月額３万円から５万円となって

おります。 

 当市においては、議員がおっしゃるとおり、

高校生が月額１万5,000円、大学生等において

は月額４万円を限度とし、無利子にて貸与して

おります。 

 県内の各市と比較しますと、中間よりやや上

に位置している状況であることから、現段階で

は貸与額の変更は検討しておりません。 

○議長（新田勝見君）  ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  県内14市のうち中間

より上だということでございます。この金額に

関しましては、変更は今のとこ考えていないと

いうことでございますが。 

 しからば、一方、この奨学金の返済という段

階になりまして、滞りなく返済ができているも

のなのか、次にお伺いをしたいと思います。 

○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）  奨学金の返還は滞り

なく返済されているかということですが、平成

27年度の滞納者は24名で、滞納額は136万9,000

円となっております。 

 平成26年度以前を含めますと、現在の滞納者

数は38名で、765万9,800円の滞納額となってお

ります。 

 滞納理由としましては、他の利息つき奨学金

等の返還が優先されるケースや、奨学生本人と

保護者の意思疎通が図られていなかったことに
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より、どちらが返還するか明確にされていなか

ったケース、非正規雇用による経済的困窮のた

め支払えないケース等が確認されております。 

○議長（新田勝見君）  ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  全体では38名、765

万9,800円という回答がございました。有利子

のほうを優先するとか、非雇用の方々等々のい

ろいろな条件があるようでございます。 

 遠野市の奨学金資金の貸与条例の中には、条

例の第15条では返済期間の猶予、第16条では返

済の免除も、条例の中でうたわれておりますけ

ども、滞納はそのとおりかもしれませんが、こ

のように猶予とか免除というような該当者はい

るものなのか、さらにお伺いをしたいと思いま

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）  収納対策については、

市の収納対策本部の取り組みとして、各課共同

による一斉催告書の送付や、部課長が担当者に

同行して自宅訪問による催告を実施しておりま

す。 

 また、滞納額をふやさないようにするため、

定期的な電話連絡による近況確認や、返還を促

すための訪問徴収も実施しております。 

 なお、返還中は返還計画を見直すことができ

ますので、返還期間の延長や１月当たりの返還

額の変更等の相談にも対応しており、少しずつ

ですが滞納額は改善されつつあります。 

 奨学金の返還の猶予については、諸事情によ

り貸与を辞退した方で引き続き学校に在学する

方、大学等で奨学金を借り受けした後に、大学

院や他の大学等への編入により引き続き勉学に

励む方などが、返還の猶予制度を利用しており

ます。 

 なお、返還免除については、貸与条例により、

奨学生または奨学生であった方が死亡、または

精神や身体機能に重度の障害を来して労働能力

を喪失、もしくは著しく制限を受け、返還不能

となったときと定められており、現在まで、こ

れらに該当する方はおりません。 

○議長（新田勝見君）  ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  延滞された方はいろ

いろ見直すことも、協議の中で可能だというよ

うなことがありましたので、それでも延滞額は

改善しつつあるというようなことも話されまし

たので、その辺、引き続き奨学生の方々と密に

しながら進めていっていただければなと思いま

す。 

 猶予、そして免除は今のところないというこ

とでございますけども、奨学金の最後の質問に

入りますけども、国の給付型の奨学金制度、ま

だ始まってないわけでございまして、来年度か

らスタートするというような話もございますけ

ども、国と遠野市の関係でしょうけども、国が

行おうとしている給付型の奨学金制度というこ

とに対しましては、いろいろな市の奨学金制度

もございます。 

 取り組みをどのように考え、持っていこうと

しているものなのかをお伺いして、奨学金の関

係の質問を終わらせていただきます。 

○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）  ６月９日の地方紙に

も掲載されていますが、今月２日のニッポン一

億総活躍プランの閣議決定で、返済不要の給付

型奨学金の創設についての検討が打ち出されて

おります。 

 給付型奨学金については、世代内の公平性や

財源などの課題を踏まえて、本当に厳しい状況

にある子どもたちへの給付型支援の拡充を図る

とされています。 

 当市においても、給付型奨学金の必要性につ

いては十分認識しております。ただし、財源の

問題のほか、支給件数や支給すべき奨学生の要

件、対象とする進学先など、吟味すべき事項が

多々考えられますことから、国や県、他市町村

の動向を見ながら検討してまいりたいと思いま

す。 

○議長（新田勝見君）  ８番菊池巳喜男君。 
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   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  給付型奨学金、いろ

いろ国との調整もあるかと思いますけども、制

度が発足した際には、積極的な取り組みも必要

ではないのかなと、私なりに思うところでござ

います。 

 次に、文化財の保護と継承についてをお伺い

いたします。 

 遠野市では、文化財保護法に基づきまして、

市の区域内にある重要なものについて、保存及

び活用のため必要な措置を講ずることを条例で

定めております。 

 その条例に基づいて適正な保存や管理のもと

で後世に継承していかなければならないという

ことでございます。その現状についてお伺いを

いたします。 

 最初に、文化財とは、定義で、有形文化財、

無形文化財、民俗文化財、記念物をいうとなっ

ておりますが、確認として、それぞれどのぐら

いの数というんですか、件数になっているもの

なのかを最初に伺います。 

○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）  文化財の指定件数に

ついて、平成28年３月31日現在、遠野市内には、

国指定５件、国登録12件、県指定15件、市指定

117件の合計149件の指定文化財があります。 

 市指定文化財の内訳は、有形文化財が49件、

民俗文化財が12件、天然記念物が56件となって

おります。 

 以上です。 

○議長（新田勝見君）  ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  条例によりますと、

指定に当たっては、ただいま件数が述べられて

おりますけども、所有者の同意のもと、教育委

員会が指定することになっているということで

ございます。 

 いろいろな経過を踏まえながら行うものだと

思っておりますが、どのような経過で指定とい

うことになるものなのか、簡単にお知らせをお

願いします。 

○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）  文化財の指定の手順

に関しては、文化財指定候補物件の情報収集、

調査、所有者の同意を得た後に、教育委員会か

ら遠野市文化財保護審議会に諮問し、同審議会

での審議、答申を受けて、教育委員会議で決定

した後、告示、所有者へ通知いたします。 

 以上です。 

○議長（新田勝見君）  ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  今後、審議委員会で

審議され、公告されて、なるということでござ

いますけど、指定された文化財というのは、所

有者が教育委員会の指示に従いながら管理しな

ければならないと、６条の中で定められており

ますが。 

 管理については、それこそ有償と無償という

ことの形はどのようになっているものなのかを

お伺いいたします。 

○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）  指定文化財の管理に

関しては、有償、無償を問わず権利を有する所

有者または管理責任者が管理することが文化財

保護法並びに市の条例で規定されています。 

 遠野市は管理状況を確認し、必要に応じて指

導、助言を行います。保存のための修理、復旧

等が必要な場合、必要な経費について４分の１

を補助することにしております。 

 以上です。 

○議長（新田勝見君）  ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  所有者は管理をきち

んとしなければならない、そして、いろいろ損

傷なり、人災、災害等が発生した場合は、４分

の１を限度に助成するということのようでござ

いますけども。 

 災害、または人の手で起きる人災、滅失、な

くなる、毀損、傷がつくというような場合は、
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所有者が遠野市に届け出を行い、所有者がみず

からの負担で修復等を行うことになっていると

いうことが条例の中にあるようでございますけ

ども、修繕に対する勧告もすることができると

いうことにもなっているというようなことでご

ざいますけども、今までそのようなケース、い

ろいろのケースがあるかと思いますけども、そ

ういう案件というのは発生したことがあるもの

なのか、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）  文化財の滅失や毀損

に関しては、事前に情報提供をしていただき、

所有者等と協議し、対応しており、適切に管理

されております。 

 教育委員会の指導、協議事項に従わず、文化

財を毀損するおそれがあると認められる事例は

なかったため、これまでに勧告した事例はござ

いません。 

○議長（新田勝見君）  ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  まだ勧告した事例は

ないということのようでございます。 

 条例の中には罰則規定ということもうたわれ

ておりますけども、したがって、こういう条項

には該当は全くなかったということで理解して

よろしいでしょうか。 

○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）  罰則規定に関しては、

現状変更またはその保存に影響を及ぼす行為に

より、これを滅失し、毀損し、または衰亡する

に至らしめた者に対して適用されます。 

 教育委員会の許可、命令に従わず、故意に該

当する行為を行った事例はなく、これまでに罰

則規定を適用した事例もございません。 

 以上です。 

○議長（新田勝見君）  ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  管理の関係の中で、

先ほどは、指導、助言の中で、４分の１の範囲

内でいろいろな助成を行っていくんだというこ

とでございましたけども、それに関しては、今

まで該当したものがあったかなと思うんでござ

いますが。 

 今後、遠野市といたしましては、文化財の保

護に当たっては、どのような形で捉えながら考

え、そして行動していくものなのかを伺います。 

○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）  遠野市は、第２次総

合計画において、永遠の日本のふるさとと遠野

を標榜し、ふるさとの文化の継承、創造を目指

しています。 

 文化財は、遠野の歴史の中で育まれ、先人の

生きたあかしとして私たちに継承されてきた大

切な財産であり、未来に引き継いでいく責任が

あるものと認識しております。 

 今後も、未指定の文化財を含めてさまざまな

文化財の調査、保存、継承に取り組み、情報発

信や環境整備に努め、文化の向上と郷土愛の醸

成に役立てながら、文化財を生かした活力ある

地域づくりを推進してまいります。 

○議長（新田勝見君）  ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  ただいま教育長のほ

うから心強い決意が述べられました。私も同感

だと思っております。 

 ますます文化財保護のためにも尽力していた

だきたいことを願いつつ、私の一般質問をこれ

で終わります。 

○議長（新田勝見君）  午後１時まで休憩いた

します。 

   午前11時51分 休憩   

────────────────── 

   午後１時00分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 次に進みます。４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  市民クラブ所属の瀧本

孝一です。事前通告に従い、今定例議会最後の
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一般質問者として、市長に、児童手当、児童扶

養手当等の公的手当の支給回数をふやすことに

ついて、そして、市内無医地区の医療、受診環

境の充実に、地域移動巡回診療車の導入につい

てと題し、２つの項目を一問一答形式で質問を

いたします。 

 その前に、ちょうど２カ月前に発生いたしま

した、九州熊本地震で被災され、お亡くなりに

なられた方々に、私からもこの場を借り、謹ん

で御冥福をお祈りいたしますとともに、震度７

を２回も記録し、住居を失ったり被災され、不

便な避難生活を余儀なくされている皆様や、友

好都市菊池市様の方々に心よりお見舞いを申し

上げます。 

 回数こそ減ってきてはいるものの、今なお続

く余震と、既に梅雨入りした中での復旧、復興

作業を安全に進められ、一日も早く以前の暮ら

しに戻っていただきたいと願わずにはいられま

せん。 

 また、この熊本地方の地震において、５年余

が経過した東日本大震災の教訓をもとに、本市

が大府市や武蔵野市をはじめとした友好都市と

の水平連携を基軸に、菊池市へブルーシートや

飲料水などの救援物資の支援をいち早く行った

本田市長の決断力、行動力はもちろんのこと、

その要請に迅速に応えていただいた友好都市の

特段の御理解、御協力、そして市民や各種団体

の皆様の募金行動などに重ねて敬意と感謝を申

し上げます。 

 さて、参議院議員選挙の告示が来週に迫って

きましたが、これまで政府与党が進めてきたア

ベノミクス経済政策は、大企業や一部の業界を

除いて、広く地方や末端の国民にその効果や恩

恵が実感として乏しく、消費税率10％への引き

上げが2019年10月へ再延期されたこともあり、

アベノミクスは失敗だとか、一方では、着実に

効果を上げ、今後も継続して推進していくとい

う議論が展開されているところでもあります。 

 私は、地方の田舎に生活する国民の一人とし

て、やはりその経済効果はほとんど実感できな

いというのが現実であり、日々の暮らしに密着

した効果や恩恵に浴するようなアベノミクスな

ら大歓迎でありますが、普通に生活するほとん

どの国民の見方も、感じ方も、私と似たような

ものではないかと思っています。 

 そのような中で、最初の項目である児童手当、

児童扶養手当等の公的手当の支給回数をふやす

ことについての質問に入ります。 

 今回の質問項目に掲げた児童手当、児童扶養

手当等の公的手当は、まさに今申し述べたよう

に、日々の暮らしに密着した家庭経済に大きく

関係するもので、とりわけ子育て世帯の収入や

低所得層に占める公的支援による負担軽減は重

要な意味合いを持っていることは誰もが認める

ところであると思われます。 

 日本国憲法第25条の「すべて国民は、健康で

文化的な最低限度の生活を営む権利を有す

る。」という理念や、生活保護法第１条「この

法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基

づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、

その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、そ

の最低限度の生活を保障するとともに、その自

立を助長することを目的とする。」という生存

権の確保などの趣旨から、毎月支給される生活

保護費とは性格を別にして、これらの公的手当

は、それぞれ年３回、４カ月分をまとめ支給と

して偶数月に支給され、２つの手当を受ける受

給者は重ならないように配慮されて、２カ月ご

とにずれて支給されることが法律で決まってい

るのが現状のようであります。 

 ところで、一昨年の９月24日、千葉県銚子市

の県営住宅に住んでいた、当時43歳のシングル

マザーが家賃を約２年間滞納した末、明け渡し

の強制退去となる当日、当時中学２年生の娘を

殺害し、母親自身も後追い自殺する心づもりで

いたとのことですが、自殺を決行する直前に強

制退去の執行官がその部屋を来訪し、茫然とし

ていた母親と息絶えた娘を発見し、事件が発覚

したという悲惨な出来事がありました。 

 市長は、この事件を御存じないかもしれませ

んが、背後にはいろいろな事情が絡んでいると

思われます。 
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 収入が少なく切り詰めた生活を営んでいる、

特にひとり親世帯の家計には激しい収入の波が

あり、その波を大きくしているのは、児童扶養

手当等をはじめとする公的手当のまとめ支給制

度が少なからず影響を与えている実態があると

言われています。 

 収入が多い、少ない波にうまく対応できない

と、まとめ支給のあったときは出費が多くなり、

支給のないときは生活費の不足から借金を重ね

たりして、生活困窮や破綻につながってしまう

ケースが意外に多く存在するようです。 

 不幸にも、この母と娘もまさにその波に飲ま

れてしまい。思春期の娘が犠牲となった事件で

すが、まとめ支給制度がもたらした裏の部分と、

受給者にもっときめ細かく寄り添う姿勢の必要

性が象徴された悲しい結末を、私たちは、これ

をよその出来事としてではなく、教訓として捉

え、学ばなければなりません。 

 児童手当は、1972年、昭和47年から、前年に

制定され、児童手当法によって、当時は第３子

以降の５歳未満の子どもに月額3,000円から支

給が始まり、対象年齢や支給金額の改正、一時

は「子ども手当」と名称を変更したときもあり

ましたが、現在は、所得制限があるものの、申

請や年１回の現況届など確認により、第１子か

ら中学生までが対象で、３歳未満の子どもと第

３子以降で小学校終了前までの子どもには月額

１万5,000円が、それ以外の３歳以上中学生ま

での子どもには同じく１万円が、養育する保護

者に４カ月分ずつまとめて、10月、２月、６月

と年３回支給されると伺っています。 

 一方、児童扶養手当法は、1961年、昭和36年

に制定された法律で、母子福祉年金との整合性

を図る目的で創設され、いわゆる父母が離婚し

たり、死別したりして、父または母の一方から

しか養育を受けられない、ひとり親家庭の18歳

に到達した最初の３月31日まで児童のために支

給される手当で、対象人数と、一部支給や全部

支給の条件がありますが、全部支給で対象者が

１人の場合は４万2,000円余り、２人の場合は

４万7,000円余り、３人以上は、１人ふえるご

とに3,000円が加算され、こちらも年３回、４

月、８月、12月に分けて４カ月分、まとめて支

給されていると認識をしています。 

 きのうは、同僚議員がひとり親家庭に対する

支援についてと題し、さまざまな角度で支援策

について質問がなされていました。 

 貧困の連鎖や格差拡大が問題となる今日の状

況で、ひとり親世帯や子育て世代への支援のあ

り方など、中身の充実した議論の中で、児童扶

養手当の部分は内容が重複する部分もあるかも

しれませんが、御了承をお願いいたします。 

 まずはじめに、このような国の制度のもとで、

本市における児童手当、児童扶養手当等の支給

実態はどのようなものであるのかについてお尋

ねをいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  瀧本孝一議員の一般質

問にお答えいたします。 

 大きく分けて２問という中で、それぞれ一問

一答方式でのお尋ねということであります。 

 ただいまの児童手当、児童扶養手当等の支給

の状況について御質問でありましたんで、それ

にお答えする前に、冒頭お話がありました熊本

地震に対する対応、きょう１人目の小松大成議

員からも、あるいは、この前の午前中の菊池巳

喜男議員のほうからも、同様、熊本地震、そし

てまた友好都市の菊池市への一つのお見舞いの

言葉もあったわけでありますけども、それぞれ

必死になって、今復興に向かって頑張っている

という状況にありまして、遠野の心といったも

のを、市民の皆様の気持ちを持って先般お邪魔

いたしまして、気持ちを伝えてまいりました。 

 ６月の７日でありましたけども、全国市長会

が東京で開催されまして、それぞれ、武蔵野市

長さん、大府市長さん、そして菊池の江頭市長

さん、私も入り、そこに酒田の市長さんも入り、

安曇野の宮澤市長さんも加わり、お互い、菊池

さん頑張ってほしいという中で、応援するぞと

いう中で、それぞれ確認をし合い、そしてまた、

文字どおりこの市町村がそれぞれ力を合わせて、
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お互い、まさに共助という中における、そして

次につながる公助というものにつながる、その

ような一つの災害時における対応の大切さを確

認し合ってきたとこでございますので。 

 そのことも御報告兼ねながらお話を申し上げ、

さらに市町村間連携といったものをさらにさら

に強いものに持っていきたいと、そのためには、

議会同士のまた交流も、極めて大事なものでは

ないのかなというようにも、改めて思ってきた

とこでございますので、議員の各位の皆様のさ

らなる連携、交流、水平連携という部分におけ

る取り組みに、また一緒になって取り組むとい

うことにつきまして、よろしく御協力もお願い

できればなということを申し上げておきたいと

いうように思っております。 

 さて、１問目の質問でございますけども、い

ろいろ憲法の25条、生活保護法の問題も、そし

てまたきのうは、小林議員のほうからは、ひと

り親世帯に対するさまざまな手当はどうなんだ

ろうという中における、さまざまな切り口の中

から御質問を承りまして、それに対してお答え

を申し上げてるとこでありますけども、この児

童手当、児童扶養手当も、同様の一つの位置づ

けができるんではないのかなというように思う

わけであります。 

 児童手当は、あえて申し上げるまででもない

わけでありますけども、次世代の社会を担う児

童の健全な育成及び資質の向上に資することを

目的に支給するという、そういう定めになって

いるわけであります。 

 平成27年度の支給総額約３億7,600万円、支

給児童数は、実人数で申し上げますと、約2,70

0人であります。そして、支給月は、６月、10

月、２月と年３回、４カ月分まとめて支給され

るという、そういう状況にあるわけであります。 

 次に、児童扶養手当でありますけども、児童

を監護しているひとり親等を対象に支給される

手当であると、これは所得制限がある、一定の

所得を超えた場合は、全部または一定の支給が

停止されるという、これも、そういう決まりに

なっております。 

 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

認定されているという状況にあります。 

 また、新規認定が35世帯、婚姻や子どもの年

齢到達による喪失、結婚した、あるいは子ども

がもう年齢が定めに超えてしまったという場合、

その喪失世帯が35世帯あったという、そういう

状況にあります。 

 この認定された262世帯のうち、全部及び一

部支給の世帯は228世帯、所得制限による支給

停止の世帯は34世帯、なお、支給総額は約１億

647万円であったという、そういう実態にござ

いますので、その数字をもって答弁とさせてい

ただきます。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  ただいまは人数とか金

額を示していただきました。 

 このような状況にあるわけですが、我が遠野

市には、消費生活相談員など、さまざまな相談

員が配置されていると認識をしております。 

 これまでに公的手当の受給者などから、４カ

月ごとのまとめ支給の支給回数をふやしてほし

いというような希望や要望などはなかったので

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）  支給をふやしてほしい

という要望などはどうなんだろうという話があ

りました。 

 これは、１問目の質問の中に銚子市の事例な

ども紹介されました。いうところの波がある、

収入の入ってくる月は出費が出るけども、それ

がうまく平準化されてないという部分の中で、

大変生活に困窮を来してるというような事例の

中で悲惨な事例につながったということである

わけで、これも、私も新聞等を通じまして、そ

のような事例があったということは承知はして

いるわけでありますけども、この部分で、果た

して支給回数をふやしてという部分はどうなん

だろうかという部分につきまして、ちょっと担
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当部のほうからもいろいろ確認をいたしました

ところ、至急回数をふやしてほしいといったよ

うな要望は受けていないと、出ていないと。 

 これは、ただいないからいいんだじゃなくし

て、支給される、こんなことを「される」とい

う言い方はおこがましい言い方になるかもしれ

ませんけども、やっぱりその部分の中で、なか

なかそれを要望できないという背景もあるんだ

ということも、我々もそれをくみ取らなければ

ならないんじゃないのかなと。 

 ただ、いずれ正式な形では要望としては出て

きていないということであります。 

 繰り返しになりますけども、支給回数をふや

すことによりまして、毎月の家計という一つの

やりくり、これが平準化されるという、それか

ら見通しも立てやすくなるという部分の一つの

ことがあるわけでございますので、多分、そう

してもらえればありがたいなという、その世帯

は、私はあるんではないのかなというように、

そのように認識しておるということも申し上げ

て、答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  表立っては、そういう

要望ということはないという答弁ですが、市長

の思いは、その裏にはやっぱりそうしてほしい

という人がいるんじゃないかというお話でした

が。 

 受給者は、年３回、まとめ支給が当たり前と

いうことで、それを疑問とも思わず、私は受け

入れているのではないかなというふうに思って

おります。 

 アンケート調査などを行って、詳細な意向の

実態把握などをしようとする努力といいますか、

そういう必要性はないのかについてお尋ねをい

たします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  やっぱりただいま申し

上げましたとおり、まとめ支給という部分で、

入ってくる月と、それを、いうなれば３カ月と

いう中でどうやりくりをするかという部分であ

った場合におきましては、４カ月に１回のまと

め支給ということになると、やはり計画的な一

つの家計運営といったものができない家庭にと

って、正直なところやりくりというのは大変で

すよね、これは本当に皆それぞれが限られた収

入の中でやりくりをしてるというのがどの世帯

でも実態なわけでありますから、そういった部

分におきましては、平準化という、今月はこれ

ぐらい、であれば、今月のこれぐらいの中でこ

ういう出費をという部分を計画的に行うという

部分においては、まとめ支給は、いうところの

そういった世帯にとっては支障となっているの

ではないのかなということは十分に推測できる

と申しますか、伺うことができるのではないの

かなと。 

 先ほどの２問目の質問と同じような認識でご

ざいますけども、そのようにあるんではないの

かなということを思ってるとこであります。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  アンケートの必要性に

は触れていただけなかったですけども、そうい

う思いではないかなというふうなことでありま

す。 

 次の質問に関しても、市長は、ある程度触れ

ていただいたような格好ですけれども、給料な

どは毎月決まった金額が入ることに越したこと

はありません。公的手当の４カ月に１回のまと

め支給は、法律上は決まっているとしても、そ

れによる受給者の収入や生活費の波の高低が家

計等に与える影響はどのように考えているのか、

捉えているのか、それをお尋ねいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  まとめ支給の部分の中

で、先ほどから申し上げておりますけども、平

準化する、計画的な家計のやりくりをするとい

う部分においては、要望がないという話もいた

しましたが、要望がないからじゃなくして、先

ほどの答弁の中にもちょっと申し上げましたけ
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ども、そういうことが十分伺えるというんであ

れば、それを、御指摘のありましたとおり、ア

ンケート調査のようなものをしながら把握をす

るというような、そのような情報をきちんと把

握しながら、それに合った、実態に合った、ア

ンケートのようなものを踏まえながら把握した

ものに合った制度に持っていくということは、

十分検討に値することじゃないのかなというよ

うに思っております。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  その答弁を聞いて安心

をしたところであります。 

 次の質問に入ります。 

 今回の質問をするに当たり、私の質問の聞き

取り担当者に情報提供をいたしました。 

 一つは、大阪府箕面市が私立の幼稚園に通わ

せる園児の保護者へ、それまでは年２回の授業

料補助金を毎月支払いにしている事例であり、

もう一つは、兵庫県明石市が法律上は年３回の

支給と定められている児童扶養手当を、国の法

律改正を待たずに独自で計画し、ＮＰＯや社会

福祉協議会等の第三者機関を使って、希望者に、

年度内に毎月支給を実現しようとしている先駆

的事例です。 

 これらは、事務量がふえることが予想されま

すが、それをいとわずに受給者の生活安定のた

めに取り組んでいる。特に、兵庫県明石市が試

みる事例の評価や感想など、市長の見解を伺い

ます。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  支給方法の一つの先駆

的な取り組みとして、ただいま大阪の事例、あ

るいは兵庫県の明石市の事例なども御質問の中

に触れられておりました。 

 特に、明石市の取り組み、これは社会福祉協

議会やＮＰＯ法人等の第三者機関が手当を一旦

預かり、そして支給額の１カ月分を毎月支給す

るという、そのような取り組み、それも、私は

非常に事例としては先駆的という言葉があった

んですけども、受給者宅を訪問して支給すると

いう仕組みになってるということであります。 

 その仕組につきましては、私も承知をしてお

ります。特に訪問して手渡すという行為はとい

うよりも、この支給方法は、家庭状況をひとつ

把握するということにつながります。 

 そして、それに伴ってさまざまな生活支援、

いろんな対応策を、それからまた、例えば銚子

のような事例につながらないように、そのよう

なものを未然にという部分においても極めて、

よくフェース・ツー・フェースという言葉を使

うわけでありますけども、これなどもひとつ参

考に値するきめ細かな対応として、十分に検討

に値する対応ではないのかなというように、そ

のような認識と見解を持っております。 

 ただ、厚生労働省でも、支給回数等の制度の

見直しについて検討するということにしてるわ

けでありますけども、いまだ具体的な動きは見

られていない。 

 したがって、今後の国の動向も見ながら、と

いうよりも、国の動向を見ながらそれに合わせ

るというよりも、大阪の例とか、明石の例とか、

兵庫の例とかあるわけでございますから、その

ような例も十分に参考にしながら、遠野として

も、まさにきめ細かく、そして思いやりのある

というキーワードの中における支給制度に持っ

ていくということも、十分に検討に値するとい

うように認識しておりますので、御了承いただ

ければというように思っております。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  十分に検討する価値は

あるのではないかなという答弁でした。 

 次も似たようになるかもしれませんが、きの

うの答弁では、市長は、制度があるからいいん

じゃない、きめ細かくフォローすることが大事

だというふうに言われました。 

 今の答弁にもありましたが、国でも法律改正

や支給回数をふやす方向に向かう方向に動きが

あるようには思われます。 

 遠野市として、国の動向を見定めた上で、そ
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れに準じていこうとするのか、明石市のように、

受給者の生活安定のために何らかの方法で積極

的に支給回数増、ふやすための取り組みを検討

するばかりではなくて、何らかの取り組みを早

急にとろうとする考えはないですか。 

○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）  国の定めにということ

で、支給等につきましては、現行制度の中では、

支給回数の変更という部分につきましては、原

則をいえば、法改正が必要だということに、こ

れはなってくるわけであります。 

 ただ、やはりこういった現場の市町村という

基礎自治体の取り組みは、国の動向を待ってと

いうわけにはいかない、やっぱりいいものであ

れば、そしてまたそれがお互い、というよりも、

この制度の趣旨に沿ってるものであれば、やっ

ぱり先取りをするというような、明石市のよう

な取り組みも、私は十分に検討に値するのでは

ないのかなというように思っておりますので。 

 今般のこういった御質問等を受けまして、担

当部のほうには、具体的にどうなんだろうとい

う形で、先駆事例などを踏まえながら、遠野と

してのありようについて検討するように対応し

たいというというように考えているとこでござ

いますので、よろしく御了承いただきたいと思

っております。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  受給を受けている262

世帯ですか、その方々が喜ぶような支給方法を

早急に考えていただきたいというふうに願うと

ころであります。 

 さて、児童手当、児童扶養手当等の公的手当

の支給回数をふやすことは、子育て世代の生活

費や収入の平準化と生活の安定や計画的支出に

大きなメリットがあります。 

 少子化対策と、まさに子育てするなら遠野を

標榜する本市にとって、先駆的でふさわしい子

育て応援施策となると思われます。 

 この子育てするなら遠野につなげるために、

どのように考えるのか、その辺の見解をお尋ね

いたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  先ほど十分に検討する

と、本当に地方分権、あるいは一つの基礎自治

体を中心に、現場の中でさまざまな仕組みを、

国の法律改正を待つんじゃない、それを先取り

するんだという部分における取り組みも、我々

も必要ではないのかなと思っておりますから、

子育てするなら遠野という、一つの大きなキャ

ッチフレーズに基づきながら、本部を立ち上げ

て、さまざまな施策を展開しようとしてるわけ。 

 子育てするなら遠野という中に、市役所の組

織でいえば、教育委員会も、健康福祉部も、そ

の中で参画しながら、まさに切れ目のない、一

つの施策を講じようという中で、組織横断的な

本部を立ち上げておりますので、子育てするな

ら遠野推進本部の一つの大きな検討課題として

位置づけて検討させるように指示をいたします

ので、御了承いただければというように思って

おります。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  ぜひお願いいたします。 

 国に先駆けて、遠野市の10倍以上の人口規模

を持つ明石市でありますが、明石市のように実

施するとした場合、見習うべき対象と十分なる

と思われます。 

 また、当然事務量の増大なども予想されます

が、受給者へのサービスの向上と職員の事務負

担がふえることになりますけれども、その辺の

相互関係をどのように捉えるか、そのあたりを

伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  このような、先駆けて

きめ細かくフェース・ツー・フェースの中で、

そういった世帯の方々に対するフォローをして

いくということになれば事務量がふえるじゃな

いかという部分も、もちろん当然のことながら
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大きな検討課題として位置づけていかなきゃな

らないかというように思っておりますけども。 

 明石市の例などをちょっと見てみますと、国

が定めた支給回数にとらわれず、そして第三者

機関を受け皿にして毎月支給を行おうとする、

文字どおり新たな仕組みづくりという一つの位

置づけでありますので、いうなれば受給者側に

立った一つの前向きな事例ではないのかなとい

うように認識、これは、これまでもいろいろ答

弁申し上げているとおりであります。 

 したがいまして、そういう仕組みにした場合、

そこには、今の質問がありましたとおり、事務

量の増加の要因が生じることになるんだがとい

う部分で、そういった部分で、手当の趣旨及び

効果の視点に立って、これがやっぱり一番大事

だと思うんですね、視点に立って、手当の主体

となる受給者のニーズを踏まえ、行政サービス

の向上に応えていくというスタンス、姿勢がや

っぱり求められるんではないだろうか。 

 事務量がふえるからだめなんだじゃなくして、

やっぱりその中でどうすれば知恵を出せるだろ

うかということも、我々としましては当然考え

ていかなきゃならない一つの責務でもあり、役

目でもあるのかなというように思って、事務量

がふえるからやらないんだじゃないんだ、趣旨

とか目的を考えれば、どうすればということを

やっぱり考えていかなきゃならない。 

 そういう方向で、子育てするなら遠野推進本

部を中心に、この部分についての明石の例など

も踏まえながら、やっぱり前向きに検討をさせ

るということで、この問題に対しては対応して

まいりたいというように考えておきますし。 

 先ほどありましたとおり、ニーズ調査という

ところのアンケートなども、やっぱりその中の

一環の作業として位置づけることができるんじ

ゃないのかと、また、そういう位置づけて、そ

ういったものを把握しながら、であればどうす

ればいいかということを考えていくということ

になるんではないだろうかと思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  法律には支給月がちゃ

んと明記されているということでありますが、

それを年３回以上というふうに直せば、すぐこ

れはできるのではないかなということを話す人

もおります。 

 それで、１項目めの最後の質問となりますけ

れども、公的手当が真に受給者の生活に生かさ

れ、生活の安定、格差や貧困の連鎖の解消につ

ながる支給のあり方とはどのようなものである

のかということについてお尋ねをいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  公的手当といったよう

なものがまさに受給者に、生活に生かされると

いうことが基本な、これ当たり前といえば当た

り前なわけでありますけども、そのために児童

手当あるいは児童扶養手当、子どもの年齢要件

により受給期間がある程度決まっているという、

そういうの。 

 手当の活用が安定的な家計運営と、その環境

づくりに寄与していくということが、これが一

番の、公的な手当とすれば、もちろんそのこと

を踏まえての公的な手当のわけでありますから、

そのような前提に立っていると。 

 そしてもう一つは、児童手当あるいは児童扶

養手当もそうなわけでありますけども、就労支

援や子どもの育ちの支援など、世帯の生活状況

に応じた対応や支援策を重層的に提供すること

により、手当の有効性が増幅するというような、

一つの効果もそこにあると。 

 そうすると、やっぱりどうすれば、御質問い

ろいろと承ってるわけで、このような基本的な

認識を踏まえれば、どうやればいいかとなれば、

繰り返しになりますけども、先駆的な取り組み、

現場に即した取り組みといったようなものの中

で、やっぱり遠野としても、新しい仕組みづく

りをひとつ包括的に検討しながら、そして、ま

さにきめ細やかな対応、そして、子育てするな

ら遠野ならこういうことやってるというような

部分をやっぱり打ち出していくということも、
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我々にも課せられ、また求められてるんではな

いのかなというように承知もいたしてるとこで

あります。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  ４月から第２次遠野市

総合計画がスタートダッシュの予算とともに動

き始めました。人口減少社会の中で、２つの緊

急優先課題である産業振興・雇用の確保と少子

化対策・子育て支援の施策を強力に推し進めて

いる中で、今議会には、あすから始まる予算等

審査特別委員会に議案第51号の乳幼児や妊産婦、

重度心身障害者医療給付の条例の一部改正、第

52条のひとり親家庭の医療費給付条例の一部改

正、議案第54条の保育料条例の一部改正など、

少子化対策や福祉、子育て支援に関係する４議

案が提案されています。 

 公的手当の役割がますます重みを増す中で、

まとめ支給による弊害を少しでも取り除き、子

育て世帯等の収入の平準化と家計の安定につな

げて、子育てするなら遠野をさらに進化させる

ことが私は必要だと思います。 

 そのためにも、児童手当、福祉手当等の毎月

支給の実現に向けて早急に取り組まれることを

期待し、次の質問に移ります。 

 ２番目のテーマは、市内無医地区の医療受診

環境の充実に、地域移動巡回診療車の導入につ

いてと題し、お尋ねをいたします。 

 冒頭に申し上げたように、消費税率８％から

10％への引き上げが、来年の４月予定が２年半

後の平成31年10月に再延期されたことは、一般

論として、税金が安くて納める額が少ないこと

は、多くの国民がうれしいと思う反面、これか

らさらに進展する少子超高齢化社会の医療、福

祉、社会保障、子育て支援などの財源の確保や

捻出と、公約されていた消費税増税分の投入の

延期や使途の不透明化により、確たる財政の後

ろ盾があってこそ行政サービスの中身や充実度

の実効性が問われ、相互関係に疑問や懸念の声

も上がっているのが現状だと思われます。 

 このような時代背景の中で、市内の医療体制

は市街地を中心に県立遠野病院を基軸として、

それぞれの診療科目を持つ個人開業医院、そし

て市立の中央診療所、小友診療所などが存在し、

市民の健康医療を担っていただいていることに

感謝と御礼を申し上げたいと思います。 

 しかし、附馬牛診療所や宮守町の個人医院と、

その先生が受け持っていた達曽部診療所が閉鎖

され、市の中心部から離れたところは、高齢者

や生活弱者を中心に医療機関を受診する環境が

非常に悪くなってきていると感じます。 

 このような現状を打開するため、市の中心部

から離れた無医地区の高齢者や生活弱者等の医

療機関受診環境の向上や市民の健康福祉の充実

を図ることを目的として、地域医療巡回診療車

を導入し、定期的な地域巡回診療や人口減少に

よる少子超高齢化社会への医療環境の充実、対

応を考える時期ではないかと思われますが、市

長の見解を伺います。 

 今年３月末をもって附馬牛診療所や宮守町の

個人開業医が閉鎖され、市の中心部から遠く離

れたところの医療受診環境が悪くなっている現

状と、地域医療のかかわりについてどのように

捉えているのかについてお尋ねをいたします。 

○議長（新田勝見君）  ただいまの質問の中で、

「議案第51条、52条」となってますけども、

「号」のほうに訂正でいいですね。（「はい」

と呼ぶ者あり） 

 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この地域医療の確保と

いうことも極めて大事な市政課題であります。 

 そういった中にございまして、ただいま御質

問の中に、文字どおり地域医療、スタートダッ

シュという中で新しい計画もスタートしたと、

そういう中で、附馬牛診療所も廃止になった、

それから、開業医の方の御協力をいただき対応

しておりました達曽部診療所も廃止になったと

いう状況の中をどのように捉えているのか、市

の中心部から離れたところの医療受診環境とい

ったものが悪くなってるんではないだろうかと

いう中で、市長の認識と見解を伺いたいという
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ことでありました。 

 市内の診療環境は、患者数の減少と、それか

ら施設の老朽化といったようなものが避けて通

れない一つの時代になりまして、繰り返しにな

りますけども、昨年10月には、遠野市国民健康

保険附馬牛診療所を休止し、ことしの３月をも

って廃止をいたしました。 

 そしてまた、ことし３月末でありますけども、

宮守町内の医院の方が廃止になったということ

に伴いまして、達曽部のほうの診療所も運営が

できなくなっているという状況にあります。 

 医療機関の減少は、特に、御質問にありまし

たとおり、高齢者や交通弱者という方々にとっ

ては、健やかな生活を営む上で影響が大きい問

題であるということを認識、したがって、附馬

牛診療所の場合も、本当に丁寧に、何度も何度

も足を運びながら、住民の方々の意向調査も行

い、あるいは足の確保もどのように持っていっ

たらいいかということを踏まえながら、一定の

結論に、休診という中から、最終的には廃止と

いうことに持っていったわけでありますけども、

そのプロセスはかなり丁寧に行ったということ

は十分御理解をいただけるんじゃないのかなと

いうように思っております。 

 したがって、こういった部分を、それをただ

丁寧なプロセスを経てやったからこれでいいん

だじゃなくして、であればどうしたらいいのか

ということも、もちろん当然考えていかなきゃ

ならない一つの課題であると、地域医療はその

ような問題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）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  わかりました。中心部

から離れているところは、附馬牛や達曽部に限

らず、市内周辺部が全域そうだと思いますけれ

ども、人口減少社会の中で高齢者や生活弱者の

割合はむしろふえていくと予想されております

が、核家族化や高齢者のひとり暮らし、あるい

は老人夫婦だけの世帯などは、通院のために家

族の送迎に遠慮やちゅうちょをしたり、バスや

列車など交通機関にふなれの上、乗り降りする

のが面倒で煩わしく感じる人もいるという話も

聞きます。 

 このような高齢者の困難、つらい部分がある

かないかの実態把握はされているのかについて

お尋ねをいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  診療所というか、高齢

者や生活弱者がふえていく中で、予想される家

族の送迎、あるいは交通機関の利用を、ちゅう

ちょしたり、煩わしく感じる、そして、最終的

には受診を控えるということにつながるんでは

ないかということもある。把握あるいは認識は

どうなんだろうという。 

 ちなみに、３月にあれになりました達曽部診

療所の廃止に伴っての動向につきまして、こと

し３月に、通院している患者さん29人の方から

今後の予定を聞き取りした一つのデータがあり

ます。 

 診療所廃止後の通院先として、宮守町内に６

人、それから東和町に９人、その他に５人とい

う中で、未定の人は８人いたということ。 

 通院する際の交通手段として、家族の送迎を

予定してる方が12名、自分で車を運転していく

という方が７人、市営バスやタクシーを利用す

るという方が８人、未定という方が２人いたと

いう、そのような数字として押さえているとこ

ろであります。 

 したがって、文字どおり通院弱者と申します

か、交通弱者という形で捉えた場合においては、

高齢者でございますから、徒歩で行くことがで

きなくなり、ちゅうちょする、あるいは煩わし

いっていう言葉も、ちょっといいかどうかであ

れでございますけども、そういったことから、

そういう事例があるということは十分認識もし

ておりますので、総合交通対策を進めるという

部分の中で、このような部分をどのようにフォ

ローしていったらいいかということを少しでも

解決できる方向に、やっぱり総合的に検討して、

改善を図っていきたいというように考えており
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ます。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  しっかりと意向調査を

していただいてるということには感謝を申し上

げますし、総合交通体系の中でフォローしてい

きたいということでありました。 

 次の質問ですが、国内では、地域移動巡回診

療車を導入し、過疎・無医地区でのサービスに

取り組んでいる広島県北部の三次市、庄原市、

神石高原町の２市１町と３つの病院で連携して

実際に運行している事例や、青森県東通村では、

民間から寄贈された小型ドクターカーを「元気

ですカー」と名づけ、携帯型医療機器を搭載し、

ヘルスプロモーションカーモデル実証プロジェ

クトとして実証運行を行っている地域もあるよ

うでございます。 

 この取り組みに対する認識と評価を市長から

お尋ねをいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  医療環境という部分に

おきましては、御質問がありましたとおり、地

域移動巡回診療車といったような、一つの対応

策もあるということは、私も十分承知もいたし

ております。認識もいたしております。 

 ただ、こういった部分で、医療機関がなく、

かつ公共交通機関もないといった地域で、いわ

ゆる無医地区ということを抱えている地域では、

御質問にありましたとおり、改造した車両に医

療機器などを搭載し、巡回診療車を導入してい

るというところもあると、その御質問のとおり

であります。 

 このような巡回診療車を導入している地域は、

傾向といたしまして、１つの自治体ではないと、

そして、広域的な視点に立って実施していると

ころが多いということが一つの事例として把握

もいたしているところであります。 

 これに対しましては、やっぱり医師、さらに

は看護師、そして薬剤師といったマンパワーも

手当てしなければなりません。 

 さらには、１つの医療機関だけではという部

分で、もっともっと病院経営にも影響を及ぼす

といったことも考えられますので、先進地域で

は、近隣の病院や開業医の皆様と連携をとりな

がら実施してるという、一つの事例があるわけ

でございますので、やっぱりこれは、診療所が

廃止になったから巡回診療車を導入すればとい

う、そういう方程式じゃない。 

 やっぱりその場合においては、いろんな実態

を見ながら、あるいは数字を見ながら、それに

かわる交通機関などもどのように手当てをする

かということも考えながら、そしてまた、医療

機関のお医者さん、開業医の方も含めて、どの

ようにそういうチームをつくるかとなれば、や

はり基本的には、新しい仕組みづくりというこ

とになれば、医療過疎という問題も新たな問題

として出てきてるわけでありますから、やっぱ

り広域的な、一つの市町村境を越えた広域的な

取り組みというところの中に、こういう一つの

機能的な、あるいは機動的な、このようなもの

をどのように位置づけるのかということを新し

い仕組みという位置づけの中で検討していくと

いうことになるんではないのかなと、そのよう

に認識いたしております。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  やはり単独の自治体で

は難しいのではないのかなというふうに、私も

思うところであります。 

 また、医療機関、消防などとの連携も必要で

ありますし、この車を運行するには、診療所の

開設届というのも必要というふうに伺っており

ます。 

 しかしながら、このような事例に鑑み、メリ

ットやデメリット等の検証や把握を含めて、高

齢者や生活弱者の医療環境の充実に向けた地域

移動巡回診療車の導入を図り、市街地から離れ

た過疎地域や無医地区等の、例えば集会所など

を利用したりして、定期的な移動診療の実現の

可能性を検討するべきではないかと思いますが、

その点について伺います。 
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○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）  よく言う人口減少、そ

して高齢化、少子化という一つの時代の流れの

中で、いろんな新しい仕組みづくりをしていか

なきゃならない。縮小社会に応じた新しい仕組

みづくりをしていかなきゃならないという部分

は、極めて、これから我々基礎自治体にとって

は大事な大事な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。 

 したがって、先ほどの質問でやりとりがあり

ましたとおり、児童手当・児童扶養手当の問題

の中においても、明石市の例のように、先駆け

て、国の動向を待つんじゃない、先駆けてとい

う部分も、我々にもひとつ課せられた大きな責

務ではないのかなというようなことを考えれば、

この部分につきましても、実は、厚生労働省が

平成26年に実施した、無医地区等の調査による

と、半径４キロ以内に50人以上の住民がいなが

ら、身近に医療機関がなく、かつタクシーやバ

スなどの公共交通機関も普及されていないなど、

簡単に受診できないとされる、こういう定義の

中での無医地区となれば、遠野市にはそういう

地区はない。 

 無医地区に準ずる地区といたしまして、大野

平地区が１つ該当しているというような、そう

いうような国の一つの基準と申しますか、定義

づけからすると、そのような位置づけになって

おるということであります。 

 もちろん、だからといって、遠野には無医地

区がないんだからどうでもいいんだということ

じゃない。やっぱりそこにどのようにきめ細か

く隙間を埋めていくかということも、我々に課

せられた大きな役目であるということなわけで

ございますから、こういった地域医療の環境整

備として、御提案のありました巡回診療車など

を含めましても、繰り返しの答弁になりますけ

ども、医師の確保やらスタッフの確保といった

ような、あるいは運用コスト、さらには事業の

継続性など、さまざまな角度から検討していか

なきゃならない。 

 診療所が廃止になったから、その代替のもの

として導入すればいいという形には、簡単に結

論は見出だせないだろうと。 

 したがって、これまで同様、子育てするなら

遠野という中で、もう一方においては、高齢化

というものに立ち向かうために、情報通信技術、

ＩＣＴを活用した健康増進の取り組みや、ある

いは道路や公共交通機関などの一つの充実を図

りながら、弱者を弱者にさせないという、ハー

ドとソフトの取り組みを効果的にかみ合わせた

支援ネットワークといったようなものもつくっ

ていくということも。 

 もう一つは我々の知恵の出しどころではない

のかな、また工夫にしどころではないのかな、

やっぱりネットワークを構築していくという部

分、その場においては、繰り返しになりますけ

ども、市町村境も越えるというような広域的な

取り組みをしていかなければ、この問題に対し

てはなかなか解決できないんではないのかなと。 

 私、常にこういう問題の中で考えるのは、や

っぱり市町村境という一つの単位が大きな壁に

なってるということも痛感しておりますので、

それを乗り越えるという部分も、やっぱり意識

の面からも、制度の面からも変えていかなきゃ

ならないという部分は、こういう課題にも改め

て求められてるんじゃないのかなということも

強く感じてるとこでございますので、その思い

も申し上げまして答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  わかりました。 

 次の質問ですが、この質問は、通告後のテレ

ビ番組からの話題であるため、答弁はお任せを

いたします。 

 先週土曜日、11日の夜の民放テレビ番組で、

岐阜県中津川市の医療機関と消防が連携をして、

ドクターカーの取り組みが放送されておりまし

た。 

 病院に医師や看護師が常に待機していて、救

急要請があると、消防の判断と病院への連絡で、

救急車よりも早くドクターカーが現場に駆けつ
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け、医療行為を施すことができるため、格段に

救急救命蘇生率が向上したことと、最悪の場合、

医師が現場に臨場しているため、家族などの見

守る中で最後をみとり、救急車で病院搬送しな

いで済む事例など、実際にこの事業の指揮をと

っている医師が出演して説明していた番組を興

味深く見ました。 

 過疎地における救急医療のあり方も考えさせ

られる取り組みにつながると思われましたが、

もし市長がこのテレビ番組を見たり、中津川市

の取り組みを知っている場合、この事業に対す

る評価や感想をお尋ねいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  巡回診療車の導入とい

う、一つの課題の中で、いろいろ御提案を含め

ての御質問をいただいてるわけでありますけど

も。 

 ドクターカーについて、これは中津川市の事

例でありますか、ちょっと私はテレビは見てお

りませんでしたので、テレビでどういう報道を

されたかということは、具体的には承知はいた

しておりませんけども。 

 中津川市のホームページの中で内容を確認い

たしましたところ、市民病院のドクターや看護

師が、24時間、365日、病院でドクターカーの

出動体制を整えているという、先進的な取り組

みであるということが、ホームページを通じて

確認することができました。 

 多分、テレビでも、そのような報道がされた

というように思っておりますけど、そのように

確認をいたしました。 

 当市における緊急医療体制、県立遠野病院が

担っているという状況であります。 

 深刻な医師不足等により、夜間や休日の過酷

な勤務実態にもあるということも、これもまた

承知もいたしております。 

 そういった中にございまして、ドクターカー

についても、巡回診療車と同様に、事業実施に

ついてはかなりハードルが高いのではないかな

というように承知をいたしております。 

 したがって、現況をきちんと見据えながら、

県立病院、さらには市内の開業医の先生方、あ

るいは消防本部とも密接な連絡を強化しながら、

緊急医療体制の充実といったものに努めていく

ということが、やっぱり現実的な対応ではない

のかなと。 

 実はドクターヘリも、これはかなり機能して

るんです。 

 したがって、これもちょっと質問にないこと

に外れて、余計なことをまた市長が言ってると

言われかねませんけども、やはり医療という問

題は、それぞれの地域によって異なる、しかし、

ＩＣＴの技術も、道路ネットワークも、格段の

状況が整備されてきているわけです。 

 したがって、オール岩手という一つの視点に

立って、さまざまな新たな仕組みづくりといっ

たものを行っていく、それは遠野だ、いやそれ

は釜石だ、それは住田だという問題ではない、

やはりそこのところをどのように連携を図りな

がら、こういったきめ細かいネットワークを構

築していくのか、限られたマンパワーをどのよ

うにそれを有効に機能するような仕組みにして

いくのかということこそが大事ではないのかな

というように思っておりますので、よろしくお

願いを申し上げたいと思っております。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  本当にオール岩手、広

い取り組みが大事であるというふうに私も思い

ます。 

 さて、人口減少時代の進展で、医療機関の縮

小や集約化、あるいは閉鎖による減少も現実を

帯びる時代に入ったと考えられます。 

 本市におけるこれからの時代の地域医療のあ

り方と、無医地区等の受診環境に恵まれない弱

者への対応を、今後どのように考えていくのか

についてお尋ねをいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  こういった受診環境と

いったものに考えてみた場合に、４月から、市
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内11地区に、鱒沢と達曽部地区にも地区セン

ターをという中で、議員各位の御理解をいただ

いて、地区センターの第２ステージというとこ

に大きく踏み込んだということが、今それが、

それぞれ各地域において地区センターを中心に

と、その中のキーワードは、安心安全、コミュ

ニティーの維持といったようなものを位置づけ

しながら、地区センターを機能させようという、

一つの地域コミュニティーの維持をしながら、

一方においては、高齢者や交通弱者の生活とい

ったものを確保すると、したがって、デマンド

バスのような一つの仕組みをきちんと導入をす

る。また、それが機能するようにする。 

 そして、市内11地区のセンター体制を、安心

安全というキーワードの中でそれが機能するよ

うに、そこに、例えば保健師さんといったよう

な方々のマンパワーも張りつけながら、あるい

は消防団という組織もそこに参画しながら、コ

ミュニティーを維持し、安心安全をという中に、

受診環境の整備をといったのも、その中に組み

込んでいく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。 

 そのような第２ステージに入った、地域コミ

ュニティーのあり方といったようなものを文字

どおり試行錯誤しながら、そして、ただいまの

大きな課題になっております、受診環境といっ

たようなものを、その中でどのようにフォロー

していくのかということを一つの課題として位

置づけて。 

 そのために、この４月に、健康づくり担当部

長という一つのポストを設けまして、保健師と

いうマンパワー、あるいは看護師というマンパ

ワー、さらには栄養士というマンパワー、その

ような方々がそれぞれ地域にどのようにかかわ

っていくのかということを、きちんとネット

ワークとして構築しようと。 

 それには、繰り返しになりますけども、受診

環境といったようなものを、その中に組み込む

といったようなことも一つの課題として、地区

センターの一つの位置づけとして、多くの市民

の皆様に見えるように守っていくということが、

これの構築が急がれるんではないのかなという

ように承知いたしております。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  マンパワーを駆使して

ということであります。 

 きのう、東北北部も梅雨に入りました。雨が

多くなる季節ですが、生命の根源は水と酸素で

あると、私は教わった気がします。 

 先週10日の本会議初日、午後の水道会計決算

依頼式の後、私は、自宅への帰り道を、あえて

市内から土淵、附馬牛を経由し、寺沢高原の様

子を知りたくて、新緑がまぶしい晴天のもと、

床の破損で本来は立ち入りが禁止されている展

望台に、誰の目も盗まずに堂々と上ってきまし

た。 

 墨絵のようではありましたが、焼石岳、鳥海

山などもはっきりと確認でき、360度の雄大な

大自然パノラマをたった１人でマイナスイオン

を浴びながら感じたことは、激務でストレス発

散もままならない市長も、余計なお世話かもし

れませんが、たまにはぜひ１人か、奥様２人で

あの展望台に立ち、マイナスイオンを浴びて、

仕事から開放され、リフレッシュされる時間も

あってもいいのではないかということです。 

 あの何物にもかえがたい遠野の宝である大自

然のすばらしさを、高原牧場の魅力とともにし

っかりと後世に引き継ぎ、永遠の日本のふるさ

と遠野が、子育てするなら遠野として、さらに

輝きが増していくことを期待し、質問を終わり

ます。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後２時08分 休憩   

────────────────── 

   午後２時18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。（「議事進行」と呼ぶ者あ

り） 

 ７番佐々木大三郎君。 

○７番（佐々木大三郎君）  きのうの私の一般

質問の中で、ＷＣＳについて質問させていただ
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きましたが、その内容につきまして一部不適切

なところがあるという御指摘があったわけです

が、私なりにその内容を確認しましたら、やは

りまずい発言内容だったなというところがあり

ましたので、おわびして、その内容を削除して

いただきたいということをお願いします。 

 その内容というのは、「当初のタフ・ビジョ

ンⅡの取り組み策の中には、このＷＣＳの作付

増加計画を掲げておりませんが」ということを

言いましたけども、この部分の削除をお願いし

ます。 

 以上です。 

○議長（新田勝見君）  了解します。 

 これにて一般質問を終了いたします。 

────────────────── 

   日程第２ 議案第62号遠野テレビ伝送路

設備改修工事の請負契約の締結について 

○議長（新田勝見君）  次に、日程第２、議案

第62号遠野テレビ伝送路設備改修工事の請負契

約の締結についてを議題といたします。 

 本案について提出者の説明を求めます。 

 飛内副市長。 

   〔副市長飛内雅之君登壇〕 

○副市長（飛内雅之君）  命によりまして、平

成28年６月、遠野市議会定例会に追加して提出

いたしました、議案第62号遠野テレビ伝送路設

備改修工事の請負契約の締結についての提案理

由を御説明いたします。 

 遠野テレビ伝送路設備改修工事の請負契約に

ついて、６月13日に条件つき一般競争入札を執

行した結果、株式会社協和エクシオ東北支店を

落札者と決定したので、契約を締結するため、

議会の議決を求めるものであります。 

 契約の目的、遠野テレビ伝送路設備改修工事、

契約の方法、条件つき一般競争入札、契約の金

額、１億4,580万円、契約の相手方、宮城県仙

台市青葉区大町２丁目５番１号、株式会社協和

エクシオ東北支店副支店長白石賢。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議賜

りますようお願い申し上げます。 

○議長（新田勝見君）  お諮りいたします。た

だいま議題となっております、議案第62号につ

いては、質疑を省略し、さきに設置した予算等

審査特別委員会に付託の上、審査することにい

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、議案第62号については、質疑を省略し、

予算等審査特別委員会に付託の上、審査するこ

とに決しました。 

 次に、市長から報告第９号１件の送付があり

ましてので、お手元に配付しておきましたから、

御了承願います。 

────────────────── 

   休会の議決   

○議長（新田勝見君）  お諮りいたします。６

月15日及び16日の２日間は、委員会審査のため

休会いたしたいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新田勝見君）  御異議なしと認めます。

よって、６月15日及び16日の２日間は休会する

ことに決しました。 

────────────────── 

   散  会   

○議長（新田勝見君）  以上で、本日の日程は

全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。御苦労さま

でした。 

   午後２時23分 散会   

 

 


