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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。 

────────────────── 

   日程第１ 一般質問   

○議長（新田勝見君）  これより本日の議事日

程に入ります。 

 日程第１、一般質問を行います。順次質問を

許します。１番小林立栄君。 

   〔１番小林立栄君登壇〕 

○１番（小林立栄君）  おはようございます。

公明党の小林立栄でございます。最近、特にも

うれしいイベントが数々と開催されております。

先月には上郷中学校文化祭というイベントが開
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催されました。上郷のんびり広場、旧上郷中学

校を利用して、気軽に集まれる図書スペースと

して開放されているところですが、そこで、夢

産直かみごう、ＪＯＣＡの皆様をはじめ、旧上

郷中学校を利活用している団体等によるフリー

マーケット形式のイベントでございました。 

 また、そのほか、ＭＩＲＡＩ ＫＡＩＧＯ 

ＥＸＰＯ2016～介護と福祉の“今”と“これか

ら”を考えよう！～と題して、遠野ケアイノ

ベーション会議実行委員会の主催で、実際に遠

野に住む市民や、将来を担う中学生、高校生が、

知り・学び・見て・体験して介護を身近なもの

として感じ、介護の仕事の理解促進とイメージ

アップを図ることを目的としたイベントの開催

もございました。40年後の自分だと思ってくだ

さいと、ハンディキャップ体験も実際にさせて

いただきました。 

 そのほか、旧小友中学校では、小友の文化祭、

庭払い2016というイベントも開催されておりま

した。いずれも若者たちが中心になって、自分

たちが今できることは何かを考え企画をして、

人生の先輩方も、地元の人たちも巻き込んで楽

しく開催されたイベントでありました。遠野の

若者たちが動き出しております。私も若者の一

人として一生懸命、楽しく頑張っていきたいと

決意も新たにしております。 

 それでは、質問に入らせていただきます。 

 大項目１点目、地域公共交通の活性化につい

て質問いたします。 

 持続可能な地域づくり、地域コミュニティの

活性化には、地区センターを中心に生活サービ

スを集約化して拠点化を図る。拠点と各集落を

結んでいく。拠点と拠点同士を結んでいく。そ

うした情報のネットワークの構築と公共交通の

ネットワーク、移動手段の確保が必要不可欠で

あると、これまで議会質問で議論をさせていた

だきました。 

 今回は、その中でも交通ネットワーク、公共

交通の部分、住民や観光客といった人の移動手

段の確保をテーマに質問をいたします。 

 なお、最近、高齢ドライバーによる悲しい事

故が報道されておりますが、これは、高齢ドラ

イバーに限った問題ではないと思います。車社

会での交通安全対策、安全運転の対策という問

題は、地域公共交通対策と密接にかかわってお

ります。高齢者の方の運転に対する安全対策な

どについては、あす、同僚議員が質問をいたし

ますので、そちらのほうで議論がさらに深まる

ものと思います。 

 さて、全国の地域公共交通の動向について、

輸送人員で示すと、路線バス、乗り合いバスに

ついては、1990年度の65億人から、2010年度に

は42億人へ、20年間の間に23億人の減少をして

おります。地域鉄道では5.1億人から４億人へ

と、いずれも利用者数が落ち込んでおります。 

 その結果、多くの地域で交通事業者が不採算

路線から徹底をする、運行便数が減少するなど

サービスの低下を招き、さらなる利用者の減少、

路線の廃止といった負の連鎖に陥っている現状

であります。こういった地域では、マイカーで

の移動が必須となり、高校生や学生、高齢者、

障がい者、免許を取得していない方といった交

通弱者を生み出すことにもなります。 

 観光面で見ると、観光客の二次交通が弱い、

観光にマイナスになるという現状となっており

ます。 

 遠野市でもおおむね同じような現状であると

捉えておりますが、遠野市の地域公共交通の現

状と課題について、まずはどのように捉えてい

るのかお知らせください。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  小林立栄議員の一般質

問にお答えいたします。一問一答ということで

あります。 

 質問の冒頭に、上郷中学校あるいはケアイノ

ベーションの若者たちの動き、さらには、旧小

友中学校の様子などの紹介がありましたけども、

私もそれぞれの現場に足を運び、若い方々が非

常に前向きにいろんな可能性に挑戦する姿が随

所に見られてきているという分につきましては、

大きな手応えを感じているところでございます
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ので、先ほどの紹介に対する私の所感もちょっ

と申し述べておきたいというように思っており

ます。 

 さて、公共交通機関という中におきまして、

今、それぞれ数字を上げて話が出ました。この

公共交通機関、高齢社会の中においてふえる一

方の高齢者ドライバー、そしてまた一方、免許

の返納といったようなものもいろいろ動きが出

てきている中にございまして、足というものの

中におけるこの部分をどう確保するかという中

におきましては、遠野市にとっても大きな一つ

の課題であります。 

 そういった認識を踏まえまして、この現状を

申し上げますと、今、マイカーの普及や人口減

少に伴う利用者の減少を受け、昭和61年に岩手

県交通そしてＪＲバス東北が撤退をしたと。も

う61年、昭和の時代でありますけども、そのよ

うな経緯があるわけであります。以降、この廃

止路線代替バスに運行するこの早池峰バスに補

助金を交付しながら、運行によって生じた赤字

を補填しながら、市民生活の足を確保している

というような状況にあるということで、御案内

のとおりであります。 

 同様に、バス事業者が撤退した宮守町におき

ましても、平成16年から運行されている旧村営

バスを市営バスとして継続運行しているという

対応でありますし、もう一方、住田町と遠野駅

を結ぶ住田町コミュニティバス、この運行経費

の一部を負担いたしまして、バス路線の確保に

努めているという状況にあります。 

 このバス路線が一部廃止された小友地区とそ

れから附馬牛地区、これにつきましては廃止せ

ざるを得なかったという現状があるわけであり

ますけども、これにつきましては、タクシー車

両による戸別訪問デマンド交通を導入するなど

をいたしまして、段階的に、今お話がありまし

たように、交通弱者という方々に対する対策を

進めているところでありますけども、この公共

交通利用者の減少には歯どめがかかっていない

状況にあるということに、そのように現状とい

たしましては認識をしております。 

 さらには、高齢化の進展で、この生活交通に

おけるニーズの多様化といったものも出てきて

おります。これは、私は今、それぞれ市長と語

ろう会に各地域におじゃまをしておりますけど

も、これも切実な問題として提起をされている

という状況にございますので、新たな課題が、

いうなれば、言葉としてはそのとおりでありま

す、深刻化してきているという状況にあるんで

はないのかなというような、現状として捉えて

いるところでございますので、今後とも利用者

が利用しやすいサービス体制の構築につきまし

て、一つ一つの課題を洗い出しながら、きめ細

かく対応していくということが求められている

のではないのかなというふうに承知しておると

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）  ただいま遠野市の現状

と課題についてお知らせをいただきました。 

 御答弁の中でもございましたが、地域公共交

通というこの移動手段の確保、この充実を図っ

ていくことは、買い物、通院、通学、通勤、用

事のための外出など、今、実際に生活の上でや

はり大事な取り組みでございます。 

 そして、10年後、20年後の将来の遠野のため

にも、遠野市の地域公共交通の活性化、そして

公共交通網の大きな見直しが必要な時期を迎え

ていると考えております。遠野の地域公共交通

の将来像について、遠野市としてどのように考

えているのでしょうか。今ある現在の公共交通

を活性化していく取り組みと、地域づくりと一

体的な取り組みとしての公共交通網の見直しに

ついて、テーマを２つに分けて質問したいと思

います。 

 まずは、今ある公共交通網の活性化について

お伺いをいたします。 

 地域公共交通の活性化というものは、単純に

述べますと、公共交通を利用する方をふやすこ

とだと思っております。ただし、ただ単に運行

路線をふやす、便数をふやしても、採算が伴わ
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なければ持続が難しく、長続きはいたしません。

費用対効果であるとか、経済性を無視はできま

せん。 

 ですので、今あるものを最大限に活用しなが

ら、利用者が利用しやすい、利用したくなる集

客という視点で公共交通の整備に取り組む必要

があるのではないでしょうか。 

 具体的に何点か考えてみました。道の駅風の

丘、上郷や小友をはじめ各産直施設への路線バ

スやコミュニティバス、デマンド交通の乗り入

れをさらに、今まで以上にやはり積極的に進め

てはいかがでしょうか。人気のある魅力的な施

設であり、収益性は高いのではないのかと考え

ます。自家用車を使用していない方でも利用し

やすくなり、施設としても利益があるのではな

いでしょうか。 

 また、第３次遠野市環境基本計画に、具体施

策として公共交通機関の利用促進が記載されて

おります。具体的な取り組みとして、自家用車

を使わずに公共交通を利用して通勤・通学する

日を設けてはいかがでしょうか。公共交通につ

いてみんなで考える機会にもなると思います。 

 そのほか、遠野すずらん振興協同組合と提携

し、公共交通を利用した人を対象にスキップポ

イントを付与するサービスを行うことも、利用

を後押しする仕掛けになるのではないでしょう

か。 

 さまざま述べましたが、今あるものを最大限

に活用しながら、利用者が利用しやすい、利用

したくなる集客という視点での公共交通の整備

について、市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）  ただいまの御質問の中

にいろいろ提案が出されておりました。そして

また、今あるものを最大限に利用しながらとい

う部分のこの切り口は非常に大切にしなければ

ならない一つの制度のあり方にとりましても、

検討に値するものではないのかなというふうに、

今、承知いたしたところであります。 

 利用者が右肩上がりに増加していくことは、

この人口減少社会の中にありましては現実的に

はそのように想定されないという、そのような

状況を、これは素直に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。で、可能な

限りそれを維持していくことが必要であるとい

う認識に立って対策を講じていかなければなら

ないんじゃないのかなというように思うわけで

あります。 

 今いろいろ御質問の中に提案がありました。

それもそれぞれ具体的な、例えば道の駅風の丘

といったようなものを利活用しながら、それぞ

れうまく公共交通機関を組み合わせるのはいか

がなもんだろうかと。利用者もふえる。そして

また、施設のほうでもそういった面では助かる

というお互いのハッピーな関係を構築できるん

じゃないのかなというような提案でありました。

この道の駅や産直等へのバスの乗り入れという

のが１つでありました。 

 それから、公共交通利用日の設定、そういっ

たようなものも市民の共通の認識として、その

ような取り組みをするのもいいのではないだろ

うか。あるいは、コンビニや公共施設等への停

留所の増設。さらには、スキップポイントカー

ドのポイントサービスの導入といったようなも

のも提案としてあったわけであります。 

 そのようなことを踏まえまして、今、早池峰

バス、これはフリー乗降制という、乗り降りす

る場合においてフリーになっているというのも

あっているわけでございますが、停留所以外で

あってもバス路線上であれば任意の場所で乗り

降りが可能だというような、そのような制度も

取り入れているところでありますし、市営バス

では、宮守総合支所やｍｍ１に、それからデマ

ンドタクシーにおいても、各公共施設や主要な

スーパー等での乗り降りが可能というような中

で対応しているわけでございますけども、ただ

いまの一つの提案も含めまして、これはやはり

大きな市政課題の一つであるように認識してお

りますので、御提案の趣旨を踏まえながら、こ

の地域公共交通機関のあり方と、そしてまた内

容の充実といったものによりきめ細かく対応す
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るように、ただいまの御質問等を踏まえながら

の対策にさらに意を用いた対応をしてまいりた

いというように思っているところでございます

ので、御了承いただきたいと思っております。 

○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）  実際に今利用されてい

る方々がやはり利用しやすいような取り組みと

いうものを、ぜひいろいろな各団体の方からも

意見をいろいろ集めながら取り組んでいただき

たいと思います。 

 次に、地域づくりと一体的な取り組みとして

の公共交通網の見直しについてお伺いをいたし

ます。 

 持続可能な地域づくり、地域コミュニティの

活性化と地域公共交通は密接な関係があります。

この公共交通網の整備を先行して取り組むこと

で、現在取り組みを進めている地域づくりの進

展を促すことにもなると考えております。交通

弱者といわれる方に限らず、誰でも気軽に利用

できる、身近できめ細やかな地域交通網の整備

に、地域の住民が積極的にかかわっていくこと

が重要だと考えます。 

 兵庫県豊岡市の取り組みを紹介させていただ

きます。2008年９月末に路線バス事業者が経営

悪化を理由に大幅な路線休止に踏み切り、公共

交通空白地域が発生いたしました。住民生活へ

の影響が懸念されたため市独自の輸送サービス

を導入、市民の生活の足の確保に取り組んでお

ります。 

 具体的には、市街地中心部を巡回する「コバ

ス」というもの、これが市街地の回遊性を確保

しております。そして、路線バスが市の中心部

と各地の地域の拠点をつないでいく。ただ、路

線バスの休止地域には市営バス──「イナ

カー」という名前なんですけど、「イナカー」

を運行すると。さらに、「イナカー」も運行し

ていない交通が不便な地域については、その地

域が運営する有償運送サービス「チクタク」と

いうものを創設したそうであります。 

 で、この「チクタク」は、市が事業主体とな

り、地元住民で構成する運営協議会が運営主体

として取り組んでおります。地域住民が運転手

としてボランティア登録をしていて、運転手と

して従事するときは、１日3,000円ほどの手当

が支給されます。住民からは、通院や買い物な

ど生活の足として評判で、地域によっては、市

営バス運行時に比べ利用者が６倍超に増加した

実績もあるそうです。利用者にとっては気心の

知れた同じ地域の方が運転手ですので、気軽に

おしゃべりをしながら移動ができる。地域のつ

ながりや活性化に寄与しているそうであります。 

 自分たちが住む地域の地域交通をどうするの

か主体的に考え、利用する側、運営をする側に

も住民が積極的にかかわっている取り組みであ

ります。 

 この取り組みは遠野市においても参考になる

と思います。自治会や地連協などが、地域の交

通をどうしていくのかを考え、話し合って、そ

れぞれの地域事情に合った、地域の利用者の

ニーズに合ったきめ細やかな地域公共交通をつ

くっていくことが重要であると考えます。 

 とはいえ、地域によっては合意形成が進まな

いケースも出てくるでしょう。また、地域交通

を運営するノウハウや地域の利用者の実態の

データがないため、どうしたらよいのかわから

ないというのが実情ではないでしょうか。既存

の路線バスやコミュニティバスの運行の見直し

で対応できますよとか、デマンド交通を導入し

てはどうでしょうか。あるいは、市や事業者で

車両は用意をいたしますから、地域運行協議会

をつくって、業務委託する形で運行できますよ。

そういった行政としてさまざまなデータの提供、

運行の形態や運賃、運行の経費等のアドバイス

をしていただいて、自治会や地連協などが自分

たちで考え、選択したことを、それぞれの自治

会の計画や地域計画にのせていく、そして取り

組んでいくという仕組みが重要ではないでしょ

うか。 

 交通弱者といわれる方に限らず、誰でも気軽

に利用できる、身近できめ細やかな地域交通網

の整備に地域の住民が積極的にかかわっていく



－ 12 － 

ことが遠野市でも重要だと考えますが、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）  地域づくりとの関連の

中におきまするこの公共交通機関のあり方とい

うことで、兵庫県豊岡市の例、「コバス」「イ

ナカー」あるいは、この取り組みとしていろん

な紹介がありましたけども、そのようなアイデ

アの中で「チクタク」というそのような一つの

名称もありました。非常にわかりやすい「コバ

ス」あるいは「イナカー」あるいは「チクタ

ク」といったようなアイデアの中で、地域住民

と連携を図りながら、その地域住民の連携の中

においてはボランティアという切り口の中で、

きめ細かく公共交通機関というか、足のないと

いうか、ちょっと足がないというよりは、あれ

でございますけども、車というものの中におけ

る公共、特にも高齢者の方々に対する対応とし

て、そのようなアイデアでやっておるという、

そのような紹介もありました。 

 今、各地域でもって、実はこの４月から地区

センターを第２ステージというような位置づけ

の中におきまして、市内11カ所に地区センター

を設置いたしまして、その中で地域づくりビジ

ョンと申しますか、地区まちづくり計画といっ

たようなものを策定するという方向でいろいろ

作業が加速しておりまして、特にも上郷あるい

は小友さらには達曽部といった地区につきまし

ては、モデル的に先行させようというような方

向の中で、今、この地区まちづくり計画といっ

たものを策定しております。いうところの地域

によりきめ細かい中で、福祉、安心・安全、そ

のようなものを。例えば教育一つとっても、地

域でみんなで子育て、そのようなものをするん

だというようなことを含めながら、地区まちづ

くり計画といったものを策定するという方向で

今取り組んでございますので、この中で、買い

物あるいは通院といったようなこういった方々

に対するきめ細かい対応なども、その中で打ち

出してもらおうかというように思っております。 

 実は、遠野市では、前におきましては岩手県

立大学の元田教授のもとに、利用者が利用しや

すい、本市における総合交通対策を検討した経

過があります。これに基づきまして平成19年に

デマンドバスを運行したという経緯があるわけ

でありますけども、このときにも、買い物弱者

支援は、言いかえれば、この交通弱者支援にほ

かならないということにもなるわけでございま

すので、ただいまの提案の趣旨も含めながら、

あるいは、デマンドタクシー等におきましても、

どのような形でもっと充実ができるのか。ある

いは、もう一つは、充実だけじゃなくて、きめ

細かくできるのかというようなことの視点に立

ちしまして、ただいまの御質問の中にありまし

た提案の内容なども、我々も勉強しながら対策

を講じていきたいというように考えているとこ

ろでございますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（新田勝見君）  １番小林立栄君。 

   〔１番小林立栄君登壇〕 

○１番（小林立栄君）  今後の地域公共交通の

活性化や充実を実際にどのように推進をしてい

くのか、その推進体制についてお考えをお伺い

いたします。 

 現在、市内の公共交通関係機関・団体・事業

者・利用者の代表で構成する遠野市公共交通会

議を設置して取り組まれていると承知をしてお

ります。さまざま、法律や財源の問題、地域や

構成団体の合意形成の問題など、一つ一つ丁寧

に解決を図りながら取り組んでいらっしゃると

思いますが、現在の遠野市公共交通会議に、新

たな住民組織であるとか、教育・環境の分野、

そういったものをさらに追加した新しい法定協

議会を設置をして、地域公共交通網形成計画あ

るいは再編実施計画そういったものを作成をし

て、具体的に推進していく体制を整えるべきで

はないかと考えます。市民の足を守るという基

本理念を打ち立てて、短期・中期・長期の継続

した取り組みを進めるためにも、しっかり計画

を立てて進めることが必要と考えますが、お考

えをお伺いいたします。 
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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）  ただいまのこの一問一

答の中で、公共交通機関のあり方につきまして、

よりきめ細かく充実を図っていくという答弁を

申し上げましたわけでありますけども、こうい

った中にございまして、いろんな公共交通網の

形成計画といったものを策定しながら、国の支

援等なども受けていかなきゃならない。もちろ

ん国も、県もこの問題につきましては、大きな

地域課題だというような捉え方をしております

ので、いろんな支援策もその中で打ち出されて

くるんではないのかな。で、その打ち出されて

くるという場合にあって、それをしっかりと受

けとめるためには、我々もきちっとした計画を

持たなければならないということは、これは当

然なわけでありまして、昨年度、バス路線の大

幅な見直しを行った際に、この地域公共交通網

形成計画あるいは再編実施計画の策定について

も検討を行った経緯があります。なかなか当市

が、それの支援を受けるというような状況には

持っていけなかったわけでございますけども、

この中におきまして、27年度バス路線の見直し

の内容は、松崎線の廃止、大出線の一部廃止、

あるいは便数の削減、あるいは経路変更等、さ

らには附馬牛地区へのデマンドタクシーの導入

といったようなことを昨年進めたという一つの

経緯があります。 

 で、こういった公共交通会議について、それ

につきましては単なる関係者だけじゃなくして、

地連協、さらには区長会、老人クラブ、婦人会、

さらには商工・福祉関係者といったさまざまな

方々に参加をいただきながら検討をしていると

いうような状況にございますので、これからも

この公共交通施策は、これはただいまの御質問

の中にありましたとおり市民生活や民間交通事

業者等の経営にも大きく影響するというような、

そのような２つの課題を抱えているところでご

ざいますので、そのことを踏まえながら、公共

交通会議のみならず、先ほどの答弁と繰り返し

になりますけども、地区まちづくり計画と整合

性を図りながら、繰り返しになりますけども、

幅広く、そしてきめ細かくそのような対策を講

じるように検討を重ねて、改善に向けて取り組

んでまいり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）  １番小林立栄君。 

   〔１番小林立栄君登壇〕 

○１番（小林立栄君）  これから本格的な人口

減少社会を迎えてまいります。人口が減ってい

くということは、特に若者世代、生産年齢と言

われる世代の方々の役割というものもますます

重くなっていくということでございます。仕事

をしながら介護、育児、地域活動、習い事やス

ポ少活動等の子どもの送り迎えであるとか、家

族の通院や用事のための外出の送り迎えなど、

やはりこの若者世代というのがますます忙しく

なるのではないかと予測もできます。 

 ですので、この地域公共対策というのは、高

齢者だけの問題ではなくて、本当に若者世代の

人たちが地域で活躍をしていくためにも大変重

要な取り組みでございますので、これからもい

ろいろな研究会や公共交通会議、また地区計画

にもどんどん反映をさせていただいて、確実に

進めていただきたいと思います。 

 今、若者世代の活躍ということで述べました

ので、次の大項目２点目の質問に移らせていた

だきます。 

 大項目２点目は、結婚新生活支援について質

問をいたします。 

 ６月定例会で、御当地婚姻届の導入など、遠

野らしい結婚をお祝いする事業を提案させてい

ただき、出会いから結婚、出産、子育てという

切れ目のない施策を進める中で、検討に値する

のではないかと答弁をいただいているところで

あります。 

 そこで、結婚への応援・支援について、さら

に議論を深めさせていただきと思います。 

 全国的に結婚する男女の減少傾向が続いてお

ります。厚生労働省によれば、2015年の婚姻件

数は63万5,096組となり、戦後最少を更新した
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そうであります。背景には、結婚に対する価値

観の多様化、出会いの場が少ないことなどが指

摘されております。 

 しかし、経済的な理由で結婚に踏み出せない

若者が多いという現実もあるようです。国立社

会保障・人口問題研究所が、結婚意思のある未

婚者を対象に結婚の障害となる理由を調べたと

ころ、結婚資金、挙式や新生活の準備のための

費用との回答が男性で約43％、女性で42％に上

りました。結婚のための住居との回答も男性で

21％、女性で15％に上っております。結婚を望

みながらも、経済的な理由から踏み出せないで

いる人が４割ほどいるという現状でございます。 

 また、内閣府が20代から30代の未婚・結婚３

年以内の男女を対象に、結婚を希望する人に対

して行政に実施してほしい取り組みを調査した

ところ、全体の約42％の人が、結婚や住宅に対

する資金貸与や補助支援と回答しております。

つまり、新生活を始めるに当たっての経済的負

担を軽くする支援を求めている人が多いという

現状でございます。 

 直接遠野に限定した調査データは把握してお

りませんが、現状は同じではないかと思います。

ちなみに、私事ではありますが、自分は正直な

ところ経済的なことは置いといて、まず早く夫

婦になりたいと思いまして、積極的にプロポー

ズをしてまいりました。ただし、ここ10年、15

年で若者の雇用や給与体系など大きく社会も変

化をして、やはり厳しい状況であるということ

も認識をしております。 

 そこで、まずはこの結婚に関する現状につい

て、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）  この結婚という中にお

ける新婚生活への一つの対応などについてどう

考えているかという一つの御質問でありました。 

 内閣府における人口問題研究所のデータなど

も示され、その中には、約４割近い方が経済的

な理由で結婚できないでいるというような、そ

のような大きな国としての数字も出されたわけ

であります。 

 そのような状況が、貧困という問題がやはり

いろんな新聞等の活字にも出ているという部分

を考えれば、豊かさと、それからそれに対する

貧困といったような問題の中で、この日本が大

きく豊かな国になったと言いながら、一方にお

いては貧困という問題も一つ背景にあるという

ことを考えれば、やっぱりこの問題なども、こ

の少子化という問題に、あるいはいろんな出生

率の問題なども踏まえれば、この問題も放って

おけない一つの大きな国の課題であり、また、

人口減少に悩む地方としても大きな課題の一つ

として捉えなければならないのかなという、そ

のような認識で今の御質問をお聞きしたところ

であります。 

 で、ちなみに、市内の状況についてちょっと

見てみましたけども、市内の状況を見ますと、

市内在住の20歳から35歳まで、いわゆる結婚適

齢期という一つの概念でとらえた場合における

男女の人口総数は、平成25年度3,642人に対し、

27年度は3,364人でありまして、２年間で278人、

率にいたしますと7.6％減っているという、そ

のような減少しているという状況になっており

ます。２年間で7.6％という数字でありますか

ら、少子化の影響というものはこの中に出てき

ているのかなということを思うわけであります。 

 そして、この婚姻届の状況を見ますと、平成

25年度124件、27年度は104件、20件減少してい

るという状況にあります。このうち、実際に市

内に居住する割合が半数程度であるということ

になりますから、50数件台になっているんでは

ないのかなというように思うわけであります。

124件、あるいは27年度で104件ということにな

っていますけども、そのうち市内に在住するの

はその半数という、そのような一つの数字とし

て捉えているところであります。 

 このことは、やはり少子化といったものがそ

の背景にあるということは、これは我々も一つ

素直に受けとめなければならないのかなという

ように思っておりまして、そういったことに伴

いまして、これは参考数値でありますけども、
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１年間の出生数を見ますと、10年前の平成18年

度は237人産まれていたという数字になってお

ります。27年度は164人ということになってい

ますから、約３割近く減少しているということ

になるわけでございますので、この婚姻という

ことと、それから伴う赤ちゃんがという部分を

見ると、それがある意味では連動している数字

になっているのかということが、この中から見

えると。それから、先ほど小林議員が申し上げ

ました国の動向などを見ても、そのような動向

になっていることになるんではないのかなとい

うように思っておりまして、そういった点にお

きましても、このいうところの出会い、あるい

は家族を持つという中に婚姻に対する一つのい

ろんな手だても、これまた先ほどの公共交通機

関じゃないわけでございますけども、手だても

いろんな切り口から幅広く、きめ細かく充実し

ていかなきゃならないんじゃないのかなと思っ

ておりまして、来年１月以降に、新たな出会い

を求めるイベントなども開催する予定にしてお

りますけども、なかなか結婚適齢期の年齢層に

対する出会いの場といったものをどのように持

っていくか。これは各自治体とも非常に頭を痛

めているということになるわけでございますけ

ども、この質問の冒頭お話がありましたとおり、

若い方々がいろんな随所で動いておりますので、

これら等も、ある意味においては出会いの場で

もあるということにも、私はつながるんじゃな

いのかなと思っていまして、若い方々のああい

う主体的な、自主的な動きといったものは、ま

さに大歓迎というか、本当に全面的にバックア

ップしてやりたいものだ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、そのよう

なのにも通じながら、新たなこの出会いと交流

の機会といったものを構築していくということ、

構築していくというよりも、バックアップして

いくということも極めて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。 

 それから、それに伴いまして、ライフスタイ

ルの多様化、あるいは地域や社会での生活環境

の変化といったようなものの中で、いろんな積

極的な出会いや交流の場をといったものを構築

していかなきゃならない。なかなか積極的にな

れないという方々もいらっしゃるということも

聞いているところでございますので、これなど

は、やっぱり価値観の多様化ということにもつ

ながっているんじゃないのかなというように思

っております。 

 それから、やはりいろんな中で、先ほどあり

ましたとおり「子育てするなら遠野」といった

ような一つのスローガンを掲げて取り組んでい

るわけでありますから、そのような一つのきめ

細かい、切れ目のない施策を通じながら、ただ

いまの課題に対する遠野市としての施策も、こ

れまた充実・強化していかなきゃならない一つ

の大きな市政課題の一つではないのかなという

ように思ってお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）  若者たちの新生活への

経済的な不安を少しでも取り除き、結婚に踏み

出せるように、新婚世帯への経済的な支援にや

はり取り組んでいく必要があるのではないかと、

やはり市長の御答弁を聞きながら感じていると

ころであります。 

 ほかの自治体の取り組みとしては、茨城県常

陸太田市では、新婚世帯に月最大２万円、最長

３年間の家賃助成を行っております。申請者の

約７割がこうした家賃助成制度をきっかっけに

市内への移住を決めたとされ、定住対策に成果

を上げております。 

 また、栃木県大田原市では、ことし４月から

２年以上の居住を確約した新婚世帯を対象に、

新居の家賃や引っ越し費用の補助と合わせて、

もともと市で取り組んでいた地域の店舗で使え

る子育て支援券１万円分を、結婚祝い金として

交付しているそうです。これは、新婚世帯への

支援に加え、地域の消費喚起、経済効果にもつ

ながる取り組みだと考えます。 

 以前、公明党青年局として全国で政策アン

ケートを実施いたしました。「将来に希望を感



－ 16 － 

じることは」の問いに、「家族がいること」、

これが実は最も多い答えでございました。「収

入の安定」という回答よりも多かったんです。

収入の安定は当然大切ではございますが、現在

の若者たちも家族や夫婦という人と人とのきず

なや縁、つながりを大事に考えております。若

者たちが少しでも安心して遠野で新生活を始め

られるように後押しをする取り組みが必要では

ないでしょうか。 

 遠野は、今後ますます交通環境、道路環境が

充実をされていきます。つまり、買い物などの

行動範囲、通勤圏内も広くなっていくというこ

とであります。若者世帯の遠野への定住が進め

ば、夫婦で遠野に住み、遠野から内陸部へ、沿

岸部へと仕事に通うというベッドタウンとして

の可能性や価値も高まってくるのではないでし

ょうか。 

 新生活を始める方々に遠野を選んでいただく。

地元の方々には、そのまま遠野で暮らしていた

だけるように、新婚世帯への新生活を応援する

取り組み──新居の家賃であるとか、引っ越し

費用を支援するという形もあると思います。そ

ういった取り組みが大事だと考えますが、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）  この新婚生活を応援す

るということは、いうところの少子化にも一定

の歯どめをかけるという政策にもつながるわけ

でございますので、ただいまいろいろ御提案が

ありました。その御提案の中には、茨城県の常

陸太田市の例、さらには栃木県の大田原市の例

なども取り上げられておりました。全国の自治

体がそのような中で次々と、いろんなやりくり

をしながらこういった応援をするというような

仕組みづくりを行っているという部分は、当市

としてもそれにまさに負けないでと言えば、勝

った、負けたではないわけでありますけども、

充実した施策というものを講じなければ、先ほ

ど申し上げました数字、婚姻届の数字なども申

し上げました。そのような中における一つの充

実して遠野で家庭を持ち、家族を持つという部

分をきちんとサポートするというのも、地域の

大きな課題の一つであろうかというように思っ

ております。 

 そういった意味におきましても、御提案のあ

りましたいろんな提案を受けながら、やっぱり

これを、繰り返しになりますけども、充実する

ような一つの施策を講じていかなければならな

いんじゃないのかなというような認識でありま

す。 

 いろんな意味で、一つの例でありますけども、

例えばでありますけども、この新婚生活の応援

に関しては、地元産のお米や野菜あるいはさま

ざまなそういったようなものを提供できる。私

がしょっちゅうあれしていますが、ある市の市

長さんなどは、地元産のお米を定期的に届けて

いるというような話もしておりましたし、それ

はうまく農協さんと組んでいるかというように

思っておりますけど、いろんな仕組みをとって

います。 

 それから、住環境の問題でも、あるいは市営

住宅の公営住宅のそのような新婚生活、あるい

は子育て世代に対してうまく、これは今回の通

告を受けておりますけども、空き家の対策など

も踏まえながら、そのような形での一定の住環

境を整備するであるとか、あるいは、土地を、

持ち家を持ちたいといった場合においては、土

地を何とか格安に提供できるような仕組みを考

えていかなきゃならないんじゃないのかと。 

 これは、少子化という問題は、大変危機的な

状況にあるわけでありますから、やはりこの議

会でも前に、思い切った施策をとれというよう

な話をされたことがありますけども、やっぱり

そのような一つの大きな危機感の中で、やりく

りしながら財源を見出して、そこには、このま

ち・ひと・しごと総合戦略の中にあっても、産

学官金労言という一つの言葉の中で仕組みをつ

くれということになったわけでございますけど

も、この問題なども、そのような中における仕

組みの中でいろんなきめ細かい、特にも新婚生

活、繰り返しになりますけども、新たな家庭を
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持ち、家族を持つという方々に、いろんな面で

の支援策を講じていく。そのためには、生活あ

るいは住環境、そのようなもの。さらには、こ

の金融機関などもうまく連携を図りながら、何

らかの優遇措置を創出するといったようなこと

も何かできないのかなという中における取り組

みと検討を進めていきながら、次世代を担って

いく若い方々が、そしてまた産まれてくる子ど

もたちが、遠野に産まれ、そして育ってよかっ

たという、そのようなことが実感として感じら

れるような、そのような生活の喜びを見出すよ

うな、そのような施策を打ち出してまいりたい

ものだとなというように考えているところでご

ざいますので、今後とも、このようないろんな

事例も御紹介いただきながら、さまざまな形で

の提案活動もよろしくお願いを申し上げまして、

答弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  １番小林立栄君。 

   〔１番小林立栄君登壇〕 

○１番（小林立栄君）  それでは、大項目の３

点目、英語教育について、教育長にお伺いをい

たします。 

 ８月に文部科学省から、小中高校の教育内容

を定めた2020年度からの次期学習指導要領の改

定案、素案が示されました。小学校５・６年生

の外国語、英語を正式教科にする。歌やゲーム

などで英語に親しむ外国語活動の開始を小学校

３年生からに早めるとした内容となっておりま

す。 

 コミュニケーション能力の育成──読む・書

く・聞く・話すをバランスよく学び、積極的に

使える英語力を身につけることの重要性、必要

性を強調した内容となっております。 

 国際化が進んでいる中で、国際共通語である

英語力の向上は、未来を生きていく子どもたち

にとって極めて重要であると考えます。遠野市

では、外国語指導助手を招聘して、各学校を訪

問していただき、中学校の英語、小学校の外国

語活動の充実に取り組まれています。 

 遠野で学び、育ち、社会に巣立っていく子ど

もたちに対する遠野市としての英語教育につい

ての考え方を、教育長にまずはお伺いいたしま

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）  新しい学習指導要領

では、2020年から、小学校５・６年生で英語が

正式に教科化されるほか、小学校３年生から英

語に親しむ外国語活動を実施することとされて

おります。 

 また、中学校では、英語の授業は英語で行う

ことを基本とし、身近な話題について互いの考

えや気持ちを伝え合う能力を高めることを目標

としております。 

 遠野市としても、グローバル化が進む社会の

中で、言語や文化が異なる人々と主体的に協働

し、外国語でちゅうちょせず意見を述べ他者と

交流していくための力、特に英語によるコミュ

ニケーション能力の向上は、子どもたちの将来

にとって極めて重要と考えます。 

 しかし、小学校での英語教育を進める上で課

題もあります。それは、小学校教員の英語指導

力の向上です。そのため、岩手県では小学校教

員への英語指導に関する研修会を実施しており

ます。市としても本格実施に向けて積極的な参

加を促して指導力の向上を図るほか、各学校で

も計画的に研修に取り組んでいるところです。 

 現在、子どもたちが本物の英語に触れる機会

をつくるため、外国語指導助手を市内小中学校

に派遣しております。今後、児童生徒が英語を

身近に感じ意欲を持って英語を学ぶことができ

るよう、段階的に外国語指導助手をふやすなど、

英語教育の充実を図ってまいります。 

○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）  2020年度を目指してこ

の英語教育が本格展開できるように、やはり国

や県としても既に動きも始まっております。遠

野市としても、やはりそういった動きも始めて

いるという御答弁でございました。そういった

体制整備・準備にこれからますます取り組んで

いくことになると思います。ぜひ積極的に先取
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りをするような形で取り組んでいただきたいと

思います。 

 そこで、英語力の向上について少しテーマを

絞って質問をいたします。 

 この英語力を向上させていくには、児童生徒

一人ひとりが英語力の向上に対して、自分で具

体的に目標を持って学習していくことが大切だ

と考えます。 

 また、学校の先生方には、児童生徒一人ひと

りの英語力の現状、得意な分野・苦手な分野を

しっかり把握をして、それを参考にきめ細やか

な授業に取り組んでいただきたいと思います。 

 そこで、提案になるのですが、外部検定試験

であるこの英検、これを活用して遠野の児童生

徒の英語力の向上に取り組んではどうでしょう

か。英検の資格は高校進学の際に調査書に記載

ができます。ちなみに、大学の入学試験や単位

認定での優遇も行われております。また、学習

レベルに応じて７つの級が設定されており、自

分で目標設定をしながらステップアップを図る

ことができます。英検試験後の成績表では、分

野別の正答率や学習アドバイスが示されますの

で、自分の英語力の現状、得意な部分、不得意

な部分を知り、次に向けて学習に取り組むこと

ができます。当然、先生方にとっても一人ひと

りの児童生徒の現状がわかり、授業の参考にな

るのではないでしょうか。こういった利点の多

い英検という外部検定試験を遠野の英語教育に

積極的に取り入れていく必要があるのではない

でしょうか。 

 静岡県の沼津市では、中学校卒業時までに３

級の試験を合格することを目的に、在学中１回、

1,600円を上限に検定料の半額を補助しており

ます。埼玉県の寄居町では、英検検定料を、こ

の町では全額助成をしております。検定料の全

額助成、一部補助をするなど、公費で負担をし

て支援をする自治体が全国でふえてきておりま

す。遠野市でも公費負担で英検の活用に取り組

むべきではないかと考えますが、遠野市の英検

の現状や英検の活用について、教育長のお考え

を改めてお伺いいたします。 

○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）  実用英語技能検定、

通称英検は、公益財団法人日本英語検定協会が

実施する文部科学省認定の英語の技能検定で、

英語４技能である、聞く・話す・読む・書く、

のバランスのとれた実用英語の能力を学習レベ

ルに応じた７段階の級で認定するものです。 

 今、議員がおっしゃったとおり、一定以上の

英検の資格を有することにより、高校や大学の

一般入試の際の優遇や推薦入試、単位の認定な

どにおいて優遇措置を受けることも可能となっ

ております。 

 現在、市内中学校において英語の試験を学校

で実施したり、学校図書館にも英検の問題集を

そろえるなど、生徒が英検に取り組みやすい環

境を整えております。昨年度の状況ですが、市

内の中学３年生で、中学校卒業レベルとされて

いる英検３級を取得している生徒数は220名中2

3名、検定を受けてはいないものの、英検３級

相当の英語力を有すると思われる生徒数は41名

となっております。全体に占める割合は29％と

いう状況です。この人数をふやすとともに、遠

野の子どもたちが実用的な英語力を身につけて

いくことは大切なことです。 

 したがって、議員の御提案にもありました受

験費用の公費助成について、前向きに検討を進

めていきたいと考えております。 

 子どもたちが英検の合格という具体的な目標

を持って授業に臨むことで、学習意欲の高まり

が大いに期待できます。文部科学省が平成25年

６月に策定した第２期教育振興計画において、

中学校卒業時の英語力の目標を英検３級程度以

上とし、その割合を50％まで高めることを目標

として掲げております。 

 遠野市でも、この数値に近づき達成すること

ができるよう、学校と教育委員会が連携して英

語教育の充実に取り組んでまいります。 

○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）  ぜひ英検も活用してい
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ただいて、子どもたちがますます英語力、こう

いったものを身につけてほしいと思っておりま

す。 

 実は、私はこういった質問をしておりますが、

英語が苦手です、恥ずかしいところなんですが。

そういったこともありまして、やはりこの国際

化が進んでいる中で、未来を生きていく子ども

たちには使える英語力をやはり身につけてほし

いとすごい切実に、率直に思っております。 

 とはいえ、この英語力、検定をして、勉強も

していくということも当然大切ではありますが、

この間、遠野中学校、花巻清風支援学校遠野分

教室の文化祭で、英語の暗誦──多分「かわい

そうなぞう」という作品の暗誦だったと思いま

す──がありました。とてもすばらしい発表で

ありました。 

 大事なことだと思います。この文化祭での暗

誦だったんですけども、こういった暗誦だけで

はなく、英語で寸劇を披露するとか、英語の歌

を歌うとか、あるいは英語でコントをしたり、

落語をやったり、朗読をしたりとか、そういっ

た子どもたちが楽しみながら英語に親しみ、発

想力を働かせて、表現をしていくことができる、

そういったイベントやコンテストを遠野市とし

て開催してはいかがでしょうか。 

 また、教育文化振興財団でもさまざまな取り

組みをされておりますので、積極的にかかわり

ながら、遠野の児童生徒が楽しみながら、生き

た英語、使える英語力を身につけることができ

る取り組みの充実が大事だと思います。教育長

のお考え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）  現在、小学校５・６

年生で行われている小学校外国語活動では、リ

ズムに合わせて発音練習をするチャンツ、歌・

ゲーム的要素を取り入れた活動など、楽しみな

がら英語になれ親しむ内容が多く取り入れられ

ております。 

 また、中学校においても、聞く・話す・読

む・書く、の４技能をバランスよく習得するた

めに、言語活動中心の内容がいろいろと工夫さ

れており、以前に比べると見違えるほど楽しい

活動を授業に取り入れております。やはり児童

生徒の発達段階に即した楽しさや、知的好奇心

をくすぐる内容、また達成感を感じられるよう

な場面、本物に触れ、わくわくする体験などの

楽しみながら学べる内容で、バランスよく、計

画的・継続的に授業を行うことが大切と考えま

す。 

 そこで、教育委員会では、今後さらなる英語

教育の充実と教員の指導力向上に取り組み、英

語を好きになる授業づくりを進めてまいります。 

 議員が英語に親しめる取り組みとして上げた

歌や劇などのさまざまな形で英語に触れること

は、英語への興味への入り口をふやすことにつ

ながります。児童生徒が英語へ興味を持つ機会

をふやすため、国際交流事業に取り組んでいる

一般財団法人遠野市教育文化振興財団と連携を

し、学校現場においても活動を展開していただ

けるよう、新たな仕組みの構築について現在協

議を進めているところです。 

 より多くの子どもたちが英語を学び続ける意

欲を持ち続けられるように、学習の成果を発表

できる機会についても、今後検討してまいりま

す。 

○１番（小林立栄君）  これで、一般質問を終

わります。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午前11時02分 休憩   

────────────────── 

   午前11時13分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 次に進みます。13番小松大成君。 

   〔13番小松大成君登壇〕 

○13番（小松大成君）  日本共産党の小松大成

でございます。通告に従いまして、日本共産党

遠野市委員会を代表し、一括方式にて一般質問

を行います。 

 先ほどの一般質問者の冒頭に、大変明るい話

題を述べました。それはそれとして、私、この
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ごろは何とも憂鬱な、新聞を見るたびに憂鬱な

日を過ごすことが多くなってまいりました。ア

メリカのトランプ氏の大統領選挙当選、そして、

ＴＰＰの強行採決、あるいは今般のカジノ法案

の強行採決、新聞を見るたんびに大変憂鬱な

日々を過ごす毎日でございます。 

 それを抱えて、今、私が最も心を痛めている

問題について、１つ目には、南スーダンの自衛

隊の派兵について、２つ目には、規制改革推進

会議、農協改革にかかわる意見について、３つ

目には、介護保険制度について、４つ目には、

薬剤の院外処方についてと、以上、４点につい

て市長にお伺いをいたします。 

 はじめに、南スーダン自衛隊派兵について市

長の見解をお伺いします。 

 安倍政権は、南スーダンＰＫＯ（国連平和維

持活動）に派兵する自衛隊に、駆けつけ警護と

宿営地共同防護の新任務に関する命令を出しま

した。その任務を陸自第９師団第５普通科連隊

青森市中心の部隊（第11次隊）が、先月20日か

ら順次派遣されております。 

 大方の法律学者が、憲法９条を踏みにじる憲

法違反と指摘した安保法制を強行し、しゃにむ

に実行に移そうとする安倍政権を、我が日本共

産党は厳しく糾弾いたします。自衛隊創設以来

はじめての殺し、殺される事態になりかねない

閣議決定とその命令は、許されるものではあり

ません。南スーダンは新任務の付与どころか、

マスコミ報道などでは、政府自身が決めた自衛

隊派兵の前提である停戦合意や中立性などＰＫ

Ｏ参加５原則、そのものが崩れているとされて

います。 

 南スーダンでは、2013年12月のキール大統領

派──政府軍ですけれども、これとマーシャル

前副大統領派の武装勢力との戦闘が首都ジュバ

から全土に広がり、深刻な内戦に陥りました。

15年８月には和平合意が結ばれたものの、こと

し７月にはジュバで再び大規模な戦闘が発生し、

数百人が死亡いたしました。その後も戦闘は各

地で続いています。 

 11月１日に発表された国連特別調査報告書は、

７月の戦闘によって、キール大統領とマーシャ

ル前副大統領との和平合意は崩壊したと断定し

ています。ＰＫＯ参加５原則の停戦合意の破綻

は明瞭であり、本来、自衛隊は撤収するべきで

す。 

 稲田防衛相が命令した駆けつけ警護は、ＰＫ

Ｏ部隊──国連南スーダン派遣団、いわゆるＵ

ＮＭＩＳＳや、ＮＧＯなどの関係者が襲撃され

た際、現場に駆けつけて援助する任務とされて

いますが、その任務遂行のための武器の使用も

認められています。政府は、ＵＮＭＩＳＳの他

国部隊を駆けつけ警護することは想定されない

とし、安全性を強調しています。 

 しかし、改訂ＰＫＯ法にも、新任務について

11月15日に閣議決定した実施計画にも、警護対

象の限定はありません。稲田防衛相は、他国部

隊の駆けつけ警護について「排除することはな

い」（先月の１日の記者会見）とも述べていま

す。 

 ７月の戦闘では、ＵＮＭＩＳＳの関連施設な

ども攻撃・襲撃を受けました。国連特別調査報

告書は、南スーダン政府軍の関与も指摘してい

ます。自衛隊が駆けつけ警護を行なえば、政府

と交戦する事態も起こりかねません。政府軍と

の戦闘は、まさに憲法９条が禁止する海外での

武力行使そのものです。 

 攻撃された宿営地を守るため他国部隊ととも

に自衛隊部隊が応戦する宿営地共同防護も重大

です。政府は、自衛隊員の自己保存のため自然

的権利ともいうべき武器の使用だとし、武力の

行使ではないと説明しますが、軍事専門家は実

態とかけ離れた論法と言います。国際法上、武

器の使用と武力行使を区別した議論も存在しな

いと指摘しています。大体にして、駆けつけ警

護なる言葉は英語訳もできないために、ローマ

字表記で、ｋａｋｅｔｕｋｅｋｅｉｇｏと表記

しています。本来の戦闘行為を国際的に通用し

ない表記しかできないところに、私たちが戦争

法と呼んでいる安保法制の本質があらわれてい

るのではないでしょうか。 

 日本には憲法の精神に立った非軍事の人道・
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民生支援の抜本的強化こそ求められるのではな

いでしょうか。 

 市内にも多くの自衛隊員とその家族がいます。

その方々との会話から察するには、本来、日本

の防衛とは無関係の新任務付与に、関係者は戸

惑いの色を隠していません。このことについて、

市長の見解をお伺いいたします。 

 次に、安倍政権の規制改革推進会議・農業

ワーキンググループが公表した農協改革の意見

をめぐる自民・公明の調整がまとまり、正式決

定されようとしています。このことについてお

伺いいたします。 

 この意見では、１つには、１年以内にＪＡ全

農の農産物委託販売を廃止し、全量買い取り販

売に転換する。２つ目に、全農の購買事業を新

組織に転換し、メーカーに関連部門を譲渡・売

却する。３番目、信用事業を営むＪＡを３年後

に半減する。４番目には、指定生乳生産者補給

金制度を生産調整未参加者にも広げるなどです。 

 この規制改革会議の農業ワーキンググループ

に対して、農協はもとより多くの関係者から団

体の自主性を破壊し、協同組合の否定にもつな

がりかねないとの厳しい批判の声が上がってい

ます。 

 もとより、政府・財界は、農業所得をふやす

ために農協「改革」が必要だと言い続けてきま

した。確かに日本の農業は1980年代の世界貿易

機関、いわゆるＷＴＯの協定受け入れ以降、急

激に衰退しています。農業産出額は約30％、農

家の所得は50％も大幅に減少しているという

データがあります。その結果、農協の扱い高も

減っています。主な原因が、ＷＴＯによる農産

物の輸入の野放し、食管法廃止以来、これをは

じめとする農産物価格政策の放棄を進めた国の

農政にあることは明らかです。 

 農協が日本農業の最大の問題というのは、事

実に反するだけでなく、国の農政の失敗を、そ

して、今各地で広がっているＴＰＰへの不安と

怒りを農協に向けさせようとする魂胆が透けて

見えます。 

 農協組織が農業資材をできるだけ安く供給し、

生産物をできるだけ有利に販売しようとする努

力は当然です。確かに私たちはホームセンター

などの農業資材に比較して農協の資材価格が高

いと感じることはあります。しかし、その価格

差よりも、農民が感じる農業資材の高さは、実

は余りにも農産物価格が安過ぎるため、販売価

格に占める資材高にあるのではないでしょうか。 

 欧米諸国の多くが農産物の価格支持を続ける

のは、工業製品と違い自然の制約を受ける農業

生産が市場任せの自由取引では経営が成り立た

ないことから来ています。適正な水準での価

格・所得補償と資材価格引き下げの努力が結び

ついてこそ、農家の所得向上につながります。 

 信用事業を含むＪＡの半減という意見も、組

合員の願いや要求と相入れません。農協組織は、

資金不足に悩む農家、農村での助け合いから始

まっています。地域に暮らす準組合員も農協の

信用・共済事業を頼りにしています。指定生乳

生産者団体制度も、大部分の酪農家にとっては

頼みの綱になっています。多くの酪農家は、こ

の制度がなくなれば、それでなくても衰退著し

い酪農経営は成り立たないとの危機感を抱いて

います。 

 政府は建前上、自己改革が基本としています

が、実際は、政府・与党が改革の進捗を管理す

るとしています。これでは自立した農業組織と

は言えず、官制農協への変質・堕落になります。

このことに関して、国際協同組合連盟が、協働

組合原則への不当な介入との強い懸念を表明し

たことにもあらわれています。 

 私は、このような不当な国の自治組織への介

入は許されないと批判するものです。同時に、

農協の問題点も指摘しなければなりません。 

 規制改革会議の意見書を見れば、組合員とし

てなるほどと思われる記述も散見されます。Ｊ

Ａ全中は規制改革会議・農業ワーキンググルー

プの提言を受け入れ、緊急集会を開催したよう

でありますが、この集会は、与党との緊急集会

として開催されました。つまり野党排除の集会

です。 

 厳しい内容の批判の文言でありますけれども、
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何のことはない、期限などの数値目標をＪＡみ

ずから決めるとした程度の決議案に終わってお

り、本体に対する批判は部分的にとどまってい

ます。つまり、農家組合員の要望とはかけ離れ

たところで規制改革会議の意見に対する集会が

行われ、提言どおりのシナリオで事が運ばれる、

これまでのＪＡ全中のパターンであります。こ

れでは、農協に対する組合員の信頼は薄れ、農

家の農協離れを加速させることにつながってい

ると言わざるを得ません。皮肉なことに、規制

改革会議の意見は、そのことを見事に利用して

いると言えます。 

 規制改革会議の押しつけではなく、農業の危

機を招いた政府の農政の抜本的見直しを進め、

農家組合員を基礎に、地域の人々の信頼も広げ

る改革の努力を保障していくことが、これから

の農協として重要ではないでしょうか。農業を

基幹産業とする当市としても、今般の規制改革

会議の農協改革の意見は、決して無視できるも

のではありません。市長の見解をお伺いいたし

ます。 

 次に、介護保険制度についてお伺いいたしま

す。 

 2000年４月から始まった介護保険制度ですが、

その目的は、年をとって老化のために心身が衰

え要介護状態となった人が、尊厳が保たれ、そ

の有する能力に応じて自立した日常生活を営む

ことのような必要なサービスを給付するとして、

介護を必要とする人に社会全体で支える仕組み、

いわゆる介護の社会と喧伝され、始まりました。 

 それから15年経過し、第６期の介護保険事業

の折り返し、さらには第７期の介護保険事業計

画策定を迎える時期となりました。その現状認

識をお伺いいたします。 

 2015年１月から11月までの東京商工リサーチ

の調査では、2015年度から介護報酬が大幅に引

き下げられた影響で、全国的に介護事業所の年

間倒産件数が過去最高となり、介護施設事業所

の運営は深刻な状況と報じられました。 

 国の医療介護総合確保推進法による大改定に

より、要支援の訪問介護と通所介護を保険給付

から外して、市町村が主体の地域支援事業──

介護予防・日常生活支援事業、いわゆる新総合

事業へ移行いたします。ここでは、市町村の財

政状況や政策の裁量により、サービスの自治体

間格差が懸念されています。 

 その上、さらなる制度改定も行われようとし

ています。財政制度等審議会に提出された社会

保障改革の行程表では、65歳から74歳までの利

用料を、所得にかかわらず２割にすることや、

要介護度１・２の人も保険給付から外して、訪

問介護の生活援助を原則自己負担か地域支援事

業に移行するといった方向が示されています。 

 厚労省は、財務省の意向を受けて社会保障審

議会での議論を始めるということですが、この

まま進められたのでは、今でもまともな介護保

険事業サービスを受けることのできない人を増

幅させることは明らかです。これ以上の制度改

正は許されないと思います。 

 改定するたびに後退する介護保険制度の中で、

生活援助の時間短縮があります。この問題は、

過去に一般質問にて問いただした経緯がありま

す。現実に起きている事例として、例えば、介

護サービスの要請があった際は、ヘルパーは自

宅に訪問する前に電話で要望を詳しく聞き、訪

問先では手際よくサービスを行うことによって

何とか時間内に終えているといった努力がなさ

れているようです。 

 そうした中で、利用者の不安解消や体調の変

化などに気配りするという、生活援助にはその

ような大事な部分が含まれていますけれども、

サービス利用の厳格化のもとで、生活援助はヘ

ルパーにとっても利用者にとっても、ゆとりが

ない中で行われているといったような実態があ

るようであります。 

 事業者側は、利用者へのサービスの質の低下

にならないように努力をなされているようです。

介護事業所の実態はどのようなものか、利用者

の状況はどのようなものか、施設運営を含め調

査がなされているのでしょうか。 

 また、当市のみならず、介護職の人材不足は

依然として深刻な状況です。先般行われた福祉
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大会に参加した折に、関係者の方からお話を聞

くことができましたが、その方の施設において

は、今は何とか人材は確保しているが、やはり

人材確保には気を抜けないとのことでした。ま

た、処遇改善加算で介護職の賃金がふえても、

基本報酬を上げると事業所の経営が困難になる。

介護報酬の引き下げは頭が痛い問題だとも話し

ておりました。 

 私は、介護保険制度にかかわって一般質問、

予算決算委員会等、機会あるごとに取り上げて

まいりました。とりわけ介護報酬の引き下げ撤

回と介護労働者の賃金改善にかかわる要望をし

てきました。市は、今後、県や他市町村、全国

市長会等、関係団体との情報共有・連携を図り

ながら対応を考えていく、おおよそこのような

答弁だったと記憶しています。この国等への要

望は引き続きお願いしながら、市独自の改善策

も求められます。当市においても、人材確保対

策等の対策をなされていることは承知していま

す。抜本的解決に至っていないのが現状ではな

いでしょうか。その認識をお伺いいたします。 

 次に、介護給付と障害福祉給付の関係につい

てお伺いします。 

 障害者総合支援法は、介護保険優先原則の中

で、65歳になると無料だった低所得世帯のサー

ビス利用料が１割負担になります。また、重い

障害を持った人に低い介護度の認定が出るなど、

必要な障害福祉サービスが受けられないといっ

た事態が各地で起きています。 

 このような問題が遠野市にあるかどうかはわ

かりませんけれども、この問題は、2015年社会

保障審議会取りまとめ報告書が公表されました

が、報告書では、日本の社会保障は自助が基本

とした上で、介護保険の優先原則については、

一定の合理性があるとして、公費抑制のための

ボランティア等の活用の検討、グループホーム

利用者を重度障害者に限定することなど、現在

無料の低所得世帯の障害福祉サービス利用料に

ついて、他制度とのバランスや公平性を考慮な

どとして、障害者に厳しい内容になっていると

言わざるを得ません。 

 昨年、財政制度審議会は、障害健康福祉に関

して利用抑制、負担増を打ち出してきています

けれども、障害福祉サービスから介護保険に移

行された方々への遠野市の対応についてお伺い

いたします。 

 次に、薬剤の院外処方についてのお伺いをい

たします。 

 身近な問題であります。小友診療所に通院し

ている近所の方から、これまでは診療所から薬

をもらえたが、これからは薬局で薬を処方する

ようにと言われた。どうしてこんなことになる

のかといった相談をいただきました。我が家も

診療所に通院して院外処方箋を発行していただ

いています。我が家の場合は、特殊な薬であっ

て、院外処方箋の発行に違和感はありませんで

した。それまで気にとめておりませんでした。 

 しかし、その方のお話からすると、これまで

当然のように診療所窓口から薬を受け取ってい

たのが、受け取ることができなかったことに対

し相当ショックを受けていたようです。その方

に言わせると、新しい診療所をつくっていただ

いて、地元で安心して診てもらえると思ったの

に、薬を遠野のまちまで取りに行かなければな

らないなんておかしな話だ、というものでした。

もっともなお話です。 

 この背景にあるのが国の医療行政、特にも、

この問題に関しては医療業務と薬剤業務の分離

を進める、いわゆる医薬分業を強力に推し進め

てきた厚労省の方針があることがうかがい知る

ことができます。 

 また、医療費抑制のもと、医療機関に対しさ

まざまな指摘・指導がなされているようです。

そこから見てくるのは、画一的な医療行政であ

り、地方における、とりわけ過疎地に住む住民

の医療の充実といった切実な要求を顧みない国

の姿勢をかいま見るような気がいたしました。 

 薬の院外処方が行われて既に半年も経過し、

診療所利用者の方々もそれなりの対応をしてい

ると思われ、当初のようなせっぱ詰まった相談

はなくなりました。やはり地区の住民の願いは、

二度手間、それも一日がかりの薬とりではなく、
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身近な診療所から薬が欲しいといった声が聞こ

えてきます。国の医療行政とのかかわりで難し

い問題と認識しつつ、市の対応についてお伺い

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。 

 一括質問ということで４点にわたって御質問

を承りました。南スーダンの自衛隊派遣の問題

について、さらには農協改革の問題、そして介

護保険の問題、で、介護保険とちょっとかかわ

りがありますけども、この薬剤の院外処方につ

いての問題と、４点にわたっての御質問を承っ

たところであります。 

 介護保険のほうにつきましても、それぞれ７

点にわたっての御質問がその中に触れられてお

りました。それから、薬剤の院外処方の問題に

ついても、これは小友診療所という具体的な事

例の中における取り決めでありますので、それ

ぞれ担当部長のほうからも答弁を申し上げるこ

とといたしますので、御了承いただければとい

うように思っております。 

 まず、南スーダンのほうの問題については私

のほうから、それから農協改革等につきまして

も私のほうから答弁を申し上げますけども、こ

の介護保険の問題については、全部で質問項目

が７項目にわたっておりますので、この１つの

７項目めの65歳に到達したことによる障害者自

立支援法から介護保険法に移行された方への対

応と、極めて具体的な質問でございますので、

これは担当の健康福祉部長から、それから、も

う一つは、この小友診療所にかかわる薬剤の院

外処方の問題についてでありますけども、これ

につきましても、私も担当の山口医師からかな

り詳しく問題点についてはお聞きしております。

やはり僻地小規模診療所といったものについて、

集団指導から個別指導という方向に行っている

という厚生労働省の指導のあり方について、私

も非常に疑問を持っているところでございます

ので、現時点がどうなっているかということに

つきましては、これも担当部長のほうから答弁

を申し上げますので、ひとつ御了承をいただけ

ればというように思っております。 

 まず、南スーダンへの自衛隊派遣の問題につ

いて御答弁申し上げます。 

 駆けつけ警護という一つの言葉が、いろいろ

新聞、活字等にも踊って、テレビ等でも報道さ

れているということで、自衛隊が外国でＰＫＯ

活動している場合、自衛隊の近くで活動するＮ

ＧＯなどが攻撃、襲撃されたときに、緊急の要

請を受け、自衛隊が駆けつけて、そしてその保

護に当たるという、そのような極めて限定的な、

そしてまた、限定的な場面で応急的かつ一時的

な措置を行うというものと理解をいたしており

ます。 

 ＰＫＯ、よく聞く言葉であります。国際連合

平和維持活動、ＮＧＯ、これもよく聞く言葉で

ありますけれども、広い意味では非政府組織と

して、一般的には国際協力にかかわる民間組織

という、そのような方々が懸命な活動を行って

いるわけでございますから、この方々が危険な

状態に陥ったときに、先ほど申し上げましたと

おり限定的かつ応急的なというか、そのような

中における警護を行うということなわけであり

ます。 

 この宿営地の共同防護は、自衛隊と他国との

部隊との共同宿営地が襲撃を受けた場合、自衛

隊と他国の部隊が連携して防護活動を行うもの

という、そのような形になっているわけであり

ますけれども、この南スーダンの事例なども、

そのような一つの中における対応ということに

なるんじゃないか、これもこの議会でいろいろ

議論をいたし、国会でも大変な議論になりまし

た。 

 安保関連法案という中における憲法違反とい

うような話も議論されたわけでありますけれど

も、我が国は法治国家であります。そういった

中で一つの、まだまだ議論は、特に憲法問題な

どは、まだまだ議論しなきゃならない国民的な

合意というものには持っていかなきゃならない
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という部分においては、さらなる意見の集約と

いったものが、国民の合意形成というものが必

要だというように思っておりますけれども、こ

のことも十分踏まえた上で、昨年６月定例市議

会で、小松議員から一般質問を承っているとこ

ろであります。 

 その中で、一つの認識といたしまして、過去

の悲惨な戦争の教訓から憲法が定められ、そし

て平和と共存の願い、戦争の放棄、恒久平和が

普遍的に位置づけられている、これは一つの我

が国としての平和憲法というものが、その中に

位置づけられておる。 

平和の尊さを再認識し、将来にわたって悲惨な、

それこそ惨禍を繰り返さないことが我々の一つ

の責務であるというように、私も基本的にはそ

のように承知をいたしているところであります。 

 したがいまして、昨年の６月定例市議会にお

きましては、小松議員の質問に対し、拙速に結

論づけることなく、慎重かつ冷静な議論を重ね

る中で、国民的な合意を得るということが極め

て大事で、そのプロセスをもっともっと大事に

してもらいたいという答弁を申し上げていると

ころであります。 

 そのような認識に立ちまして、この駆けつけ

警護でありますけれども、これまでは自衛隊が

駆けつけ警護の任務が与えられていなかったこ

とから、法律上の任務や権限が限定されている

中で、現場に駆けつけ、そして邦人保護のため

に任務に当たるという必要があったがゆえに、

このような議論が交わされたというように思っ

ております。 

 このＰＫＯ法、これは国際連合平和維持活動

等に対する協力に関する法律という、そのよう

な法律がＰＫＯ法というのがあるわけでありま

すけれども、その改正によりまして、必要な権

限と任務を追加し、事前に、これも事前に十分

な訓練と、そして準備を行うことができるよう

法的な枠組みが整えられたというのが、この法

律の駆けつけ警護という中にあるということに

なろうかというように承知しております。 

 これは、政府は、この移動、活動関係者との

一層の協力関係を築き、我が国の活動を円滑に

進めていくため、現地の情勢や、そしてまた訓

練の進捗状況等を慎重に見きわめながら、総合

的に検討した結果が、これらの任務を追加する

ことにしたという中における法の一つの位置づ

けということになろうかというように思ってお

ります。 

 この南スーダン、安定はしているということ

になっているわけでございますけれども、それ

こそ、いつ、いかなる状況に陥るかということ

がわからないということも、また一つのこれも

現状ではないかなというように思っております

けれども、そのような中で、今申し上げたよう

な中で、法律的に位置づけられたということに

なるわけでございますけれども、11月20日にこ

の部隊の先遣隊が、先発隊が、青森空港を出発

して、今月12日から現地で活動に入ると、任務

に当たるということになったというように報道

もされているところでありまして、私もそのこ

とを承知いたしております。 

 ただいまの御質問ありましたとおり、このよ

うな非常に政治不安の中における活動なわけで

あります。そういった中におきまして、自衛隊

員の家族の方からも理解を示す一方、これは任

務なんだと、そういう中における理解を示す一

方、やっぱり不安の声も聞かれるというような

報道も、私も承知もいたしております。 

 現場の、現地の治安情勢は、先ほどもおっし

ゃいましたとおり流動的であるという部分があ

るわけでございますから、衝突に巻き込まれる

危険性は全くないということには言えないでは

ないかというように思うわけであります。 

 そういった中におきまして、この隊員のリス

クを少なくするため、安全を確保しつつ意義の

ある活動を行うことが困難と判断される場合は、

国の判断で部隊を撤収するという一つの対応も

あるということなわけであります。これまた、

ある意味では当然のことじゃないかなというよ

うに思っております。 

 先ほど申し上げました、６月定例市議会でも

申し上げましたとおり、我が国の日本国憲法の
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崇高な理念のもとに、国際社会の中でも平和国

家としての信頼を得ていくという一つの役目も、

日本としてあるのではないかなというように思

っておりますので、そのような中においては、

一つの平和憲法の理念を文字どおり大切にしな

がら、一方においては国際連合という一つの中

における日本の役割といったようなものも、そ

こで果たしていくという一つの対応の中で、国

民的な合意の中でものを進めていくということ

が、やっぱり一番肝要ではないのかなというよ

うにも思っているところであります。 

 駆けつけ警護あるいは宿営地の共同防護にお

いて、隊員のリスクを最小化する入念な準備を

行うとともに十分な体制を整えて活動すると、

そして安全な任務が遂行されるということを願

っているということを思って、答弁とさせてい

ただければというように思っております。 

 それから、規制改革推進会議の中における農

協改革に対する意見について、市長はどう考え

るだろうかと、ワーキンググループ等でもいろ

いろ議論されているということでありました。 

 これにつきましても、私も非常に関心を持っ

ている一つの大きな課題であります。 

 この農協改革につきましては、平成26年９月

定例市議会におきまして、あるいは27年の３月

定例市議会におきまして、小松議員から、これ

また質問をいただいているところであります。 

 その際にも、地方農協が果たしている役割、

特にもいろんな農作物、農畜産物の流通販売、

さらには栽培指導及び営農相談、非常に多岐に

わたっているという、そのような状況にあるわ

けでございまして、農家の方々の、個々の農家

の方々の経営に、深くかかわっているというの

が農協という組織であるということは、御案内

のとおりであります。また、そういう歴史もあ

る。 

 しかし、この時代の流れ、社会情勢の流れ、

あるいは国際的な一つの流れの中におきまして、

農協のあり方というのも、また見直さなければ

ならない、地域性、社会に及ぼす影響、非常に

大きい、これは私もこの農協改革の動きなどを

見ておりますと、かつて郵政公社の民営化のと

きの議論も思い出すわけであります。 

 あの当時いろいろありました。郵便局が小さ

な拠点として地域にとっては大事だといったと

きに、当時の大臣は、私もそのお願いをしたと

きに、これはやっぱり郵便局といったものをな

くすときには、税金をもってしてでも郵便局は

守るんだという話を言った、担当大臣が発言し

たことを思い出しておりますけれども、それま

での民営化の中におきまして、やはり、なかな

かそのような地方における一つの切実な願いと

いったものが、民営化という中におけるコスト

と採算性の中で議論されているという部分も一

方にはあるんだということも、ついこの農協改

革の中で思い出すわけであります。 

 そのような中で、慎重に検討していくという

ことを、ひとつ申し上げたいというように思っ

ております。 

 また一方、農協改革しなくてもよいのではな

いかといったような、そのような地方農協の、

特にも地方農協の現場の声、これは現場の声と

いうことになろうというように思っております

けれども、それもまたきちんと吸い上げた形で、

規制改革といったような一つの流れに取り組ん

でほしいというように、その際にも答弁を申し

上げているところであります。 

 そういった中で、政府の規制改革のワーキン

ググループが公表した農協改革に関する意見に

ついて、小松議員がただいま御案内のとおり、

触れたとおりであります。これはそのとおりで

あります。 

 その後、いろんな政府与党の中でも調整が行

われておりまして、11月28日に構造、規制改革

推進会議におきまして、農協改革に関する提案

をまとめたというのが報道されているところで

あります。 

 それは、ただいまの小松議員でいろいろこの

意見についても出ている、それから国のほうで

も政府与党のほうでもいろいろ進めているって

いう中で、この提言では、全国農業協同組合連

合会の事業刷新について調整、事業刷新につい
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ては自主性を尊重し、数値目標を掲げ、年次計

画を立てて改革の推進を行い、ひとつ政府が点

検、監視していくという形で求められている。 

 もう農協も自主的にやっていくよという部分

を、そのように、それを政府が監視をし、監視

というよりも点検し、進行管理をしていくとい

うことになるんではないのかなというように思

っております。 

 また、信用事業を営むＪＡを３年をめどに半

減、半分に減らすという、そのようなことも、

これは半減等は、こういったことも織り込まれ

ておったわけでございますけれども、こういっ

たようなものは削除されたという、そのような

一つの内容にもうなっております。 

 信用事業を営むって、これも非常に大きな、

しかしそれは３年をめどに半分だと言っていた

のが削除されたということでありますから、こ

れもいろんな交渉の経過の一つのあらわれでは

ないのかなというように思っておりまして、こ

のワーキンググループの中におきましては、自

主・自立の協同組合に対する過激な提言である

との意見があることも、私もこれは承知をして、

かなり大幅な改革案としてワーキンググループ

ではまとめているんじゃないのかなと、この全

国農業協同組合連合会、このほうでは、ことし

の９月に、魅力増す農業・農村の実現に向けた

ＪＡグループのこの取り組みを提言としてまと

めているわけでありますけれども、その方針の

柱として、このような表現を使っております。

全国農業協同組合連合会では、このような表現

を使っております。 

 「１円でも多く生産者手取りを確保し、１円

でも安くよい資材を供給する」という、そのよ

うな言葉で、これは１円でも多く、１円でも安

くというのは、まさにそのような中できめ細か

く農家のために対応しますよという、そのよう

な魅力を増す農業・農村の実現に向けたという

中で、そのような表現を使っているということ

であります。これは非常に大事なキーワードで

はないかなと思っております。 

 農業協同組合は、まさに本来の設立目的に照

らした農業所得の増大、地域の活性化に、創造

的かつ主体的に自己改革に取り組んでいるとい

う、そのような形でも認識しているわけであり

ます。 

 これも繰り返しになりますけれども、一方、

当市のような地方の立場とすれば、農協改革も

経済性、効率性あるいは集中化、さらには拠点

化といったようなことの中で、いうところの都

市部の首都圏の論理のみで進められるとなった

らば、これは好ましくない。 

 だから、先ほど申し上げましたとおり、郵政

公社の民営化のときも、言うなれば都市部の一

つの論理が先行していったというように、私は

ちょっと思っているわけでありまして、今回の

農協改革もそのような地方の立場としての部分

を十分踏まえた、やっぱり議論をしてもらわな

ければ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。 

 ただ、これは抽象的な言葉じゃなくて、具体

的な事例といたしまして、農協の広域合併を一

つ例にとりますけれども、支店の再編、金融の

窓口、あるいはガソリンスタンド、さらにはい

ろんなスーパーマーケットなど、ＪＡグループ

の生活インフラが削減されたという経緯がある

わけであります。これは、当市にとっても大き

な一つの状態でありました。 

 したがって、そのような市民生活に影響が、

それも直接影響が出るような事態は避けていか

なければならないんじゃないのかなというよう

に思っているわけであります。 

 繰り返しになりますけれども、時代の流れ、

そしてまた社会経済情勢の流れ、国際的な一つ

の流れの中において、農協といったようなもの

もそのように変わっていかなきゃならないんだ

けれども、地方の視点、そのようなものをひと

つきちんと踏まえた改革といったものにつきま

して、私どもも十分留意しながら、この農協改

革のあり方といったものを注目してまいりたい

というように思っているところでございますの

で、それをもって答弁とさせていただければと

いうように思っているところであります。 
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 それから、続きまして介護保険制度について

であります。 

 項目としては、７項目ということになりまし

たので、私のほうからは６項目についてそれぞ

れ答弁をさせていただきます。 

 一つは、第６期介護保険事業計画の中間等に

おける現状といったものについてであります。 

 これにつきましては、高齢者福祉計画と介護

保険事業計画を３年ごとに策定しておるという

ことで、今年度は第六次としての計画、あるい

は第６期としての計画といたしまして、ハート

フルプラン2015の２年目に当たるという、その

ような状況にあります。 

 国がそれぞれこの見直しを進める中におきま

して、当市におきましても法制度の見直しとい

う趣旨に対応しながら、保険者としての計画ど

おり、順調に計画が推進しているのではないか

というように捉えているところであります。 

 ３年ごとでありますから、これはことしで２

年目ということになりますから、きちんと進行

管理をしていく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。 

 それから、２つ目のサービスの質の確保につ

いて、事業者の実態把握等の調査というものを

されているかということであります。 

 これにつきましても、それぞれ内部に第７期

の、７期は平成30年度から32年度までの計画策

定に向けて、もう既に11月に内部検討チームを

立ち上げ、検討を開始しております。 

 １月には、次期計画に向けた各種ニーズ調査

も実施する予定という一つのプログラムを組ん

でおります。 

 ニーズ調査では、これも要介護認定者のサー

ビスの利用状況や家族の介護の実態及び第６期

計画の中間評価に関する調査を実施するという

形に位置づけているところでございますので、

ここで実態をしっかりと把握したいというよう

に考えております。 

 そういった中におきまして、それぞれ関係機

関、団体から参加、推選をいただいたメンバー

によりまして、ワーキンググループにおける課

題の検討を行う、それでワーキンググループの

検討結果、それぞれ関係団体、機関、そしてま

たサービス事業者、市民の代表者である計画策

定のこの委員会によりまして検討を行いながら、

次期計画に具体的な施策として反映していく予

定といたしているところでございますので、御

了承いただければというように思っております。 

 それから、３つ目の４月１日から行われた介

護報酬の引き下げ等、介護保険制度改正の事業

者への影響ということであります。 

 この事業者への影響、これは御案内のとおり、

27年４月１日から、介護報酬単価の見直し等の

法改正があったわけでございますけど、この法

改正の事業者への影響については、報酬単価の

引き下げが行われましたが、あわせて、これが

一つのポイントでありますけど、サービスの質

の向上を狙いとした各種加算の見直しもあわせ

て行われたと、これがすごく大事なことだとい

うように思っております。 

 このような各種加算の、サービスの質の向上

を狙いとした各種加算の見直しが行われたこと

によりまして、サービスの質の向上に取り組む

と、一方においては、これ極めて当然のことな

わけでありますけど、取り組むことでほぼ減収

分の、この介護保険の単価の引き下げに伴う減

収分は確保されるという、そのような仕組みと

なっているということでありまして、したがっ

て法改正による介護報酬の引き下げ等によって、

大幅の減収になるなどの経営への影響は少ない

というように、そのように承知をしているとい

うことであります。 

 それから、４つ目の市町村財政への影響はど

うなんだろうと、サービス格差への懸念という

そのような形でのお話がありました。 

 ただいま申し上げましたとおり、要支援１、

要支援２の方の訪問介護、通所介護を利用して

いる対象者の費用負担については、介護給付か

ら地域支援事業へと移行したと、移行するとい

うことになりました。 

 それに伴いまして、利用者への影響を考慮し

ながら、このような訪問介護あるいは通所介護
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の事業者認定基準、サービス単価等を変更せず、

利用者負担についても現状のまま移行するとい

う方針としているところであります。 

 移行についても、これまで行ってきた介護予

防への取り組みの充実と、地域の日常生活支援

に係るニーズの把握に努めながら、進めながら、

本市のこの地域支援事業のあり方について、こ

れまた慎重に検討してまいりたいというように

捉えているところであります。 

 また、自治体の財政状況による格差の問題に

つきましては、懸念されるという、そのような

御質問の中にありましたけれども、当市といた

しましては、これもＩＣＴ健康塾を代表とする

健康増進事業、あるいは高齢者の介護予防事業

などに取り組むということで、これも健康寿命

の延伸を図り、介護を必要とする高齢者を抑制

すると、これはやっぱりこれから大きな、当市

にとっても大きな課題でありますので、これに

ついて対応できるのではないかと、そのことが

大事じゃないかと、だから市民、地区センター

を第２ステージに持っていったという中に、人

づくり、地域づくり、そしてもう一つ、健康づ

くりというものをその中に置き、とりあえず、

上郷地区センターと宮守地区センターに保健師

を再配置をしたというのも、そのような一つの

ことを目的とした中で対応したということでご

ざいますので、やっぱり介護保険のみならず総

合的な観点から、この問題を考えていくという

ことが必要じゃないかなというように思ってお

ります。 

 それから、５つ目が、社会保障審議会で議論

されている今後の制度改正についてであります

けれども、これにつきましてもいろいろ国の介

護保険に係る予算、10.4兆円という大変な巨額

になっております。 

 そして、当市におきましても年々増加傾向に

ある、この増加傾向にある数字、ちなみに当初

予算、平成28年の当初予算では33億2,787万円

という予算を計上しているところでありますか

ら、当市の予算規模、財政規模から考えると、

大変大きな額になっているということでありま

す。 

 したがいまして、国の社会保障審議会の介護

保険部会においての介護保険料の上昇が見込ま

れる中におきまして、その辺をどのようにもっ

ていくか、かつ、中における対応がさまざまな

議論が行われているわけでございますので、こ

の議論の推移を見ながら、当市としてもできる

だけ県市長会、あるいは東北市長会、あるいは

全国市長会等を通じながら、やっぱり国の一つ

のこういったきめ細かい対応をお願いをしなけ

ればならないかというように思っております。 

 これにつきましては、この議論をするたびに

いつも思うわけでありますけれども、例の消費

税の引き上げの問題がありました。あれだけ厳

しい議論を交わしながら、合意形成に至り、社

会保障、そして年金、介護といった問題に安定

した財源を確保しようと議論があったわけであ

りますけれども、それは政府は先送りをしたと

いう部分の中にありまして、今、一方において

は社会インフラと言われる道路あるいは上下水

道も含め、橋も含め、老朽化という中で大変傷

んでいる。 

 そういったその長寿命化という部分の中にお

ける社会資本整備の予算も、こういった社会保

障に持っていかれる財源に回されてしまって、

だんだん予算規模が細くなってきているという

ことを考えれば、消費税といった問題のあの議

論は、やっぱりきちんとした安定的財源という

ことを考えれば、私はやるべきではなかったの

かなというようにも思っているわけでございま

すけれども、国レベルでのそういった議論であ

りましたから、でもやはり地方における実態を

考えれば、こういった問題にもちゃんと対応し

ていかなきゃならないんじゃないのかなという

ように思っております。 

 それから、６つ目は、人材不足の問題であり

ます。 

 この人材不足の問題につきましては、今のと

ころは、困ったという話、なかなか人がという

ことがありますけれども、困ったという状況の

報告はまだ受けてないわけでありますけれども、
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常にいろんな形で情報収集には当たっていると

いうことであります。 

 そして、これは遠野ケアイノベーション会議

という、きょう小林議員から質問がありました

けど、若い方々が介護という問題に対して、非

常に明るく前向きに取り組んでいるという一つ

の動きが出てきております。 

 あのような動きが、この介護人材の確保に向

けた取り組みといったものに一つなるんじゃな

いのかな、さらには遠野職業訓練校におきまし

ても、介護人材育成に関する取り組みなども行

っているというように報告を受けておりますの

で、そのような中で連携をとりながら、この人

材問題にもきちんとアプローチをしていきたい

というように思っております。 

 それから、７項目めの障害者自立支援法への

移行、それから薬剤の院外処方につきましては、

担当部長のほうから答弁を申し上げますので、

御了承願いたいと思っております。 

 繰り返しになりますけれども、この小友診療

所の院外診療の問題につきましては、私も担当

の山口医師からかなり詳細に説明と報告を受け

ておりますので、これは大きくやっぱり国レベ

ルでやっぱり議論するような方向に持っていく

ということも大事じゃないのかなと、はっきり

言えば僻地にある小さな診療所は、言葉として

は適切じゃありませんけれども、どうでもいい

というような、そのような姿勢が見え隠れして

いるという部分で承知しておりますので、これ

は断固としてやっぱり守っていかなきゃならな

いかというような認識でおりますので、その認

識を持って、具体的な分は担当部長から答弁を

申し上げるということで御承知いただければと

思っております。 

○議長（新田勝見君）  午後１時まで休憩いた

します。 

   午後０時13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。 

 菊池健康福祉部長。 

   〔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、小松大成議員の御質問にお答えいたしま

す。 

 介護保険制度についての質問の中の、65歳に

達したことによる障害者自立支援法から介護保

険法に移行された方への対応についてでありま

すが、まずは最近の状況です。 

 本市において65歳に到達したことにより、障

害福祉サービスから介護保険サービスに移行し

た方の実績は、平成27年度に２人、平成28年度

は11月末現在でありますがゼロ人であります。 

 平成27年度に移行された２名につきましては、

障害福祉サービスの利用時は自己負担がありま

せんでしたが、介護保険に移行してからは１割

の負担となっております。 

 年齢到達による介護保険への移行の際は、障

害者の相談支援専門員が、１年前から介護保険

サービスへの移行に伴う自己負担の発生等につ

いて、丁寧に説明を行っているところでありま

す。 

 また、年齢到達の３カ月前から、介護保険の

要介護認定申請を行うよう連絡を行うなど、

個々に移行に向けた説明と支援を行っておりま

す。 

 次に、薬剤の院外処方についての御質問でご

ざいます。 

 小友診療所の薬剤の院外処方については、現

時点では患者の36％に当たる46人に対して行っ

ております。 

 ちなみに、中央診療所でも本人、家族の了解

のもとに、60人、21.4％に対して行っておりま

す。 

 院外処方を行う理由は、診療報酬明細書の高

点数化の抑制、内服薬の種類が多い患者に対し

て、薬局での一包化サービスによる飲み忘れや

飲み誤りの防止対策、特殊な薬剤や全体的に使
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用量の少ない薬剤の処方対策などであります。 

 診療報酬明細書の高点数化の抑制を行わなけ

ればならない理由として、厚生労働省が保険診

療の質的向上と、医療の適正化を図ることを目

的に、医療機関を対象に行う集団的個別指導及

び個別指導によるものであります。 

 診療報酬明細書の高点数化の抑制の対策とし

て、院外処方の実施やジェネリック薬品の使用

などがあります。 

 厚生労働省の指導の対象となる選定基準は、

診療報酬明細書の１件当たりの平均点数が、県

内平均の1.2倍もしくは高点数の上位８％以内

に該当する医療機関が対象となります。 

 小友診療所は、平成27年度に診療報酬の平均

点数がこれに該当することとなり、集団的個別

指導の対象の指導を受けたところでございます。 

 小友診療所の診療報酬の平均点数が高点数と

なる理由は、立地が僻地診療所であること、付

近に他の医療機関がなく、また高齢患者が多い

ことから、広範囲な症状等、患者に対する診療

を行っているということにあると思います。 

 厚生労働省が行う指導は、医療機関の立地条

件などは全く考慮されていないため、小友診療

所のような僻地の医療機関は、指導対象となる

可能性が高くなり、全国的にも離島や僻地の医

療機関において、同様の事案が生じているとこ

ろでございます。 

 初期の指導となる集団的個別指導は、やがて

個別指導に移行するケースがあり、個別指導を

受けた医療機関の中には、保険医取り消しや保

険医療機関の取り消し処分というようなケース

もあると聞いております。 

 山口所長は、小友診療所の立地条件から、複

数の疾患を持つ患者様が利用することは当然の

ことであり、専門外の患者さんを直ちに他の病

院に紹介するというような診療体制はとるべき

でないというような考え方で、診療方針でこれ

までも地域医療を支えてきました。 

 小友診療所における院外処方の対象は、７種

類以上の内服薬を服用していて、かつ家族等が

市街地の薬局までの移動手段のある患者に限定

しておりまして、患者さんと家族等に同意を得

られた場合のみ、院外処方としている状況にあ

ります。 

 院外処方による患者さんの利便性の低下を防

ぐために、患者さんの状況や意向に配慮しなが

ら、個々に応じた対応を丁寧に行っているとこ

ろでございます。 

 院外処方となった患者さんには、身体の状況

に応じて市内薬局と連携を図り、薬の配達や薬

剤師の訪問等を依頼し、便宜を図っているとこ

ろでございます。 

 また、認知症を合併している患者さんには、

薬の飲み忘れを防ぐための新たな機器を導入し

て、服薬管理ができるような支援についても、

あわせて検証を行っている段階です。 

 今後も患者さんに丁寧な説明を行った上で、

市医師会、市内薬局との連携を図り、小友診療

所の役割を果たすことができるよう地域医療環

境の整備に取り組んでいく所存でございます。 

 以上で答弁を終わります。 

○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）  順次、再質問をさせて

いただきます。 

 １番目の問題は、これ国の問題として、かな

り、なかなか市長としても答えにくいものを含

んでいるんだろうなあと思いながら答弁を聞い

ておりました。 

 ただ、その中で、私はこの派兵問題に関して

は、国会前集会あるいは先般は、11月30日には

青森県の駅前で開催された派兵反対の集会に参

加してまいりました。 

 その集会の中では、いわゆる野党と言われる

我が党を含め、民進党、自由党、それから社民

党の方々が代表して挨拶しておりましたけれど

も、その中で一番私が印象に残ったのは、自衛

隊員を息子に持つお母さんの訴えです。その方

はマスコミでも紹介されていますから、ちょっ

と紹介しますけれども、自衛隊に息子が入った

ときには、うちの息子の嫁さんのおやじさんが

自衛隊員だったと、そこで何の惑いもなく勧め
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られるままに自衛隊に入隊した。その中で、自

衛隊とは言えども、日本国憲法にのっとって行

動するのだから、自衛にかかわる行動以外はな

いんだというようなことを言われたそうです。 

 しかし、それが南スーダンという、日本の防

衛とはほとんど関係のないところに派遣される、

そのことに強い憤りを持っていました。我が子

が人に銃を向けるなど、あるいはその外国の軍

隊から殺されるなど、考えただけでも胸が張り

裂ける、なぜ憲法を無視してこんなことをする

んだということを切々に訴えておりました。 

 法律はできましたけれども、私はもう繰り返

しませんけれども、日本国憲法には外国での軍

事行動というのは禁止されています。 

 ここに自衛隊の方が実名で報道に載ってます

けれども、戦闘を衝突と呼ぶようなものの捉え

方でやられて、自衛隊員を殺されたらたまった

もんではないといったような厳しい内容でもあ

りました。 

 この辺について、遠野市においても自衛隊員

がいるわけです。私の隣にもいます。家族が、

何でこんなことになったのやということで、本

当にその方々のお話を聞いていると胸が張り裂

ける思いでいっぱいです。 

 この辺の認識を、私は市民の立場で、政府の

立場はわかりました。当然、市長としてもそう

答えざるを得ないという認識ではあります。 

 しかし、市民の目線で、今の状態をこのまま

見過ごしていいのか、共同通信の世論調査でも、

６割近い方々が今度の南スーダン派遣反対だと

言っているのに、その辺を踏まえた認識をもう

一度お聞かせいただければなと思っております。 

 それから、農協の解体の問題です。農協改革

の問題です。 

 いわゆる私は何も改革しなくていいというこ

とではありません。絶対これは必要です。農家

の方も、今の農協のあり方というものは大分厳

しい目で見ています。規制改革会議の中の文書

の中でも、そのことを厳しく指摘しております。 

 私はそれはそれであれなんですけれども、今

回、あまりにも乱暴だということですよね。 

 一つとしては、先ほど４点申し上げましたけ

れども、農協系統が手数料を取っていることを

高値の原因と決めつける、これ、こんなことが

あっては、普通、物事を商売すれば手数料を取

って事業をするのは当たり前のことで、こうい

うことを簡単に批判するということ自体がおか

しいんであって、１から２までそんな感じで書

いてるんですね、はっきり言ってトランプさん

のあの暴言とほとんど同じような内容です。 

 それを与党参加の大会でもって、一部修正し

たからよしとするのではなくて、私は抜本的な

お話し合いが必要だと、先ほど言いましたけれ

ども、農業協同組合というのは政府から独立し

た機関です。農業協同組合法に違反していなけ

れば、その違反してない範囲で自由なことがで

きるわけです。 

 ですから、政府が規制改革会議の名をかりて、

農協を解体するような文書を出すというのは、

いかがなものかということを申し上げたいと思

っております。 

 それから、あと最後、医療の問題です。 

 やはり、それ相当の対策がなされていると私

も認識しました。 

 しかし、先ほど医療費の高騰の問題で、院外

処方することによって、いわゆる医療費が、医

療ポイントが下がると、これはおかしな話です。 

 いわゆる院内処方をしようが、院外処方をし

ようが、最終的にその方が支払う医療費、かか

る医療費というのは変わらないわけで、たまた

まその診療所の中の医療経費が安くなったと見

るだけのことです。 

○議長（新田勝見君）  残り時間１分です。 

○13番（小松大成君）  はい。 

 ということで、私は国に対してきちんと物申

すべきだなと思っています。 

 やはり僻地にかかわる医療の対象者というの

は少なくて、なかなか声にならないという問題

があります。 

 遠野市でも抱えているそういう問題というも

のを、きちんと国なり何なりに申し上げるとい

うことをするべきだと思います。 
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 これの認識を聞いて、私の一般質問とします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいまの小松大成議

員の再質問にお答えいたします。 

 １つは、駆けつけ警護に係る南スーダンの自

衛隊派遣の問題、これはそれぞれ手続をとって、

ＰＫＯ法案という中で、駆けつけ警護という新

たな任務の中で、もうこの12日には南スーダン

のほうに向かうという、そのような方向になっ

ているということは先ほどの答弁で申し上げま

した。 

 安保関連法案の関係につきましても、憲法違

反というような議論の中で、大変な議論が交わ

されたわけであります。 

 その中で、先ほどの答弁等の繰り返しになり

ますけれども、私の認識も昨年の６月議会等で

も申し上げているということを踏まえまして、

やっぱり憲法あるいは平和憲法、そしてまた第

９条の問題も含めて、これはやはり国民的な合

意の中でという部分で行うべきであるという認

識は示しているわけでありますけれども、この

安保関連法案の中における南スーダンの駆けつ

け警護の問題に関する自衛隊派遣の問題は、国

際連合という組織の中で国際協調、そしてまた

日本の国際的な役割という中で、いろんな面で

二重にも三重にも歯どめがかかっての派遣とい

うように、そのように報じられておりますし、

またそのようにしているであろうというような

認識の中に立っているわけでありますけれども、

リスクがそれだけ増すということも、これ一方

においては事実と、そういった中で自衛隊とし

ての役割、また日本としての役割といったこと

をよく踏まえながら、慎重かつ、それこそ紛争

に巻き込まれないような中における一つのガイ

ドラインの中で、そのような国際的な役割を果

たすという中で行われる一つの派遣ではないか

というように承知しておりますので、先ほどの

答弁等の繰り返しになりますけれども、やはり

自衛隊の家族の皆様の不安、そういったことも

十分踏まえた上で慎重かつ、それこそ丁寧な対

応をひとつは求めたいというように思っている

ところでございますので、その認識を示しまし

て、先ほどの質問の繰り返しになろうかという

ように思っておりますけれども、答弁とさせて

いただければというように思っております。 

 ２つ目の農協改革、これはやはり一つの流れ

の中で、農協も、あるいはこのさまざまな改革

という中で、都市と地方という部分の中で、や

はり対応しなければならない一つの大きな課題

としてあるんではないのかなと思っております。 

 実は、この規制改革の中で、内閣府のほうか

ら、今、私は全国道の駅の会長をやっておるん

ですけれども、この道の駅を、設置者が市町村

ということになって、地方の顔ということにな

って、何とかこれを地方の活力に持っていこう

と、地方創生の中においても、道の駅のプロジ

ェクトを何とか持っていこうという部分の中で、

内閣府のほうから示されているのは、規制改革

の中で民間参入をという、そのような方向の議

論がされているという中で、私は反対だと、実

は道の駅は東京に１つしかないんですよ。神奈

川県に３つしかないんですよ、ほとんどが地方

なんです。 

 そういったところを民間参入という中で規制

改革をされてしまったんでは、せっかくの地方

の知恵が、工夫が、コンビニ化してしまうとい

うことになってしまうという部分を、もう少し

考えてくれないかということを強く訴えている

ということも踏まえれば、この農協改革も先ほ

ど申し上げましたとおり、１円でも安く、１円

でも高くという、そのような表現の中で農協改

革をしようとしている部分ときちんと協調をと

って、そしてやっぱり地方の一つの底力を示す、

そしてまた農家のためにという部分だけにおけ

る農協のあり方といったものを、その中でお互

いやっぱり歩み寄るという部分は、やっぱり必

要ではないのかなというように思っております

ので、これからも農協関係者と十分な連携をと

りながら、やはり地方のそういったネットワー

クはきちんと守るという方向に持っていきたい

というように考えているところであります。 
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 それから、３つ目の院外処方の問題は、先ほ

ど担当部長から答弁いたしました。 

 その中で、私はやっぱりこの中で大事にしな

きゃならないのは、先ほどの部長の答弁のちょ

っと繰り返しになりますけれども、この小友診

療所のような僻地医療機関が指導の対象となる、

その可能性が高くなっているという、これは本

当に、それこそよほど危機感を持たなければな

らないんじゃない、医療費の抑制という大きな

目標があるんですけれども、小ちゃいところの

部分を狙って医療費の抑制っていうものは、果

たしていいのかと、この遠隔医療のときに、総

務省と厚生労働省の合同の会議があったときに、

遠隔医療という部分の中で医師法20条の中で、

やはり拡大をしながら僻地の、あるいは医師、

過疎地の医療を守ってほしいということを強く

訴えたときに、厚労省の担当者から出てきた言

葉が、信じられない言葉でありました。 

 そういったことをしてしまうと、都市住民の

理解が得られないという話が出てきました。そ

れで、思わず大きな声でかみついた、あの経緯、

都市住民じゃ、地方の住民はどうするんだって

いう話を申し上げたことがあるんですけれども、

やっぱり僻地あるいは離島といった部分に、院

外処方という一つの中において、点数が高いか

ら医療費を抑制だという中に、そのような中で、

ある意味では狙ってきているという部分におい

ては、よほどの危機感を持って対応していかな

きゃならない。 

 そのためには、やはり国会のような場でも、

やっぱりこのような地方の課題を取り上げても

らうように、我々市長会なり、あるいは町村会

なりと連携しながら、やっぱり訴えていかなき

ゃならない、声を出していかなきゃならないん

じゃないのかなというように思っているところ

でございますので、そのような決意を申し上げ

て答弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  13番小松大成君。 

○13番（小松大成君）  以上で私の一般質問を

終わります。 

○議長（新田勝見君）  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２点について伺います。 

 まず１点目は、豪雨災害対策について、そし

て２点目は、空き家対策について市長の御見解

を伺います。 

 まず、１点目の質問の豪雨災害対策について

ですが、去る８月30日、東北、北海道を襲った

台風10号は、記録的な集中豪雨で、本県でも久

慈市、岩泉町、宮古市などで、想像を絶する壊

滅的な被害をもたらし、多くの尊い命を奪い去

りました。 

 亡くなられた方々に対し、慎んで哀悼の意を

表するとともに、被災し、負傷された方、家屋

流出や床上浸水などで被災された方々に対し、

心からお見舞い申し上げます。 

 この台風10号にかかわる当市の対応状況は、

いち早く防災会議の開催や災害対策本部の設置、

そして市民に対する迅速で適切な避難準備情報

や避難勧告、避難指示などの発令により、人的

被害の発生を未然に防止することができました。 

 市職員と消防団の皆さんには、緊密な連携の

もとで、昼夜を問わずの俊敏な御対応に敬意と

感謝を申し上げます。 

 また、今回の災害を受けて、速やかに東日本

豪雨災害検証チームを立ち上げ、市民から寄せ

られた300件の意見、要望をもとに、緊急時の

対応を再確認し、今後、取り組まなければなら

ない、内容について取りまとめていただきまし

た。そして、その具体的な対応策については、

これから関係者と協議しながら順次整理を図る

ということであります。 

 私は過去、50年前にさかのぼりますが、九死

に一生を得るという貴重な被災体験をしており

ますので、その反省点を踏まえまして、この災

害対策について質問させていただきます。 

 実は、高校卒業と同時に就職をし、赴任した
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先は、山形県の温海町という新潟県境の日本海

に面した温泉街でした。 

 当時、後背地の山の斜面に平屋の独身寮があ

りまして、社員15名ほどが入寮しておりました。 

 その両脇の２から３メートル下を流れる川幅

２メートルほどの小さな沢がありましたが、ふ

だんは水量も少なく、きれいな水質で、川のせ

せらぎ音と鳥の鳴き声は心を癒やしてくれまし

た。 

 ところが、その年の７月末ごろと記憶してお

りますが、５日間にわたって長雨が続きまして、

町内の基幹河川は氾濫寸前まで水かさが増して

おりました。 

 私ども寮生は、その夜もいつもどおりにレス

トルームでテレビを見、談笑を交わしておりま

したが、その夜の11時ごろに消防団の方が巡回

に来られて、この独身寮の裏山は昔石炭を採掘

したぼた山で、山津波の危険性があるので、気

をつけるようにと注意を促されました。 

 そこで、今夜は早く寝ようということで、各

自の部屋に帰って就寝についたわけですが、就

寝後、間もなく突然の山津波に襲われてしまい

ました。 

 川側に面したガラス戸は、けたたましい音と

ともにはじけ飛び、濁流が一気に室内に押し寄

せてきましたので、びっくりしてはね起きたわ

けであります。 

 幸い、山津波の第一波は、布団を濡らす程度

の水と土砂でしたが、室内は停電で真っ暗です

し、外の不気味な轟音で、一瞬、ああ、もうだ

めだなとパニック状態に陥り、その場にたたず

んでしまいました。 

 そのとき、先輩の１人の声が外からかすかに

聞こえてきまして、「おーい、みんな無事か、

早くこっちに集まれ」という声で、我に返るこ

とができました。 

 そして、全員の無事を知った上で、その場か

らの避難ということになったわけですが、あい

にく誰一人として懐中電灯を持ち合わせており

ませんでしたので、周りは真っ暗闇です。水か

さも足のくるぶし付近まで迫っておりました。 

 しかも、避難するには、沢にかけられた寮の

前の橋を渡らなければなりませんが、その橋に

は欄干がありませんでした。ふだん通いなれた

橋とはいえ、暗闇の中を手と足の感触だけを頼

りにした横断は、恐怖心の余り、こわばりと体

の震えで生きた心地はしませんでした。 

 しかし、お互い声を出し、励まし合いながら、

何とか避難することができました。 

 避難後に気づいたことですが、私はじめ、数

人はランニングシャツにパンツ姿、そしてはだ

しのままの避難でしたが、それほどまでに逼迫

した命がけの避難でありました。 

 翌日、新聞、テレビには、土砂災害により独

身寮全壊、寮生は早期避難により全員無事とい

う内容のニュースが報道されました。 

 恐らく、避難後に、第二波、第三波の津波に

より、独身寮は土砂に埋没したものと思われま

す。 

 このことからの教訓は、懐中電灯などの防災

機器類の常備や早目の正確な情報提供と避難指

示の発令、そして災害発生区域における報道に

あっては、適切な状況判断により素早く指示を

下せる強力なリーダーの存在が重要であるとい

うことであります。 

 これまでの全国的な事例として、甚大な被害

が出た岩泉町の場合でもおわかりのとおり、避

難指示等のおくれから、被害が拡大するという

ことが繰り返されてきました。 

 そのたびに発せられるのは、想定外という言

葉であります。 

 しかし、そのような言いわけは許されません

し、気象庁が特別警報を始めた契機にもなって

いるわけであります。 

 今回の台風10号で、東北地方に対し、各報道

機関は、過去に経験したことのない被害が出る

おそれがあるので、早目の対策をといった内容

の緊急放送を繰り返し、繰り返し行なっており

ました。 

 さて、当市の対応状況はいかがだったでしょ

うか。 

 概略は前述のとおりでありますが、遠野市内
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で人的被害が発生しなかったのは、豪雨が２時

間程度で済んだという全くの偶然と幸運という

ことも一因ではなかったでしょうか。 

 市民や市長がおっしゃるとおり、あの豪雨が

あと１時間も続けば、岩泉町と同様の取り返し

のつかない状況になっていたかもしれません。 

 では、避難準備情報と避難勧告、避難指示の

発令状況はどうだったでしょうか。 

 私の記憶では、遠野テレビのＬ字放送と言わ

れるテロップや防災行政無線、音声告知放送、

エリアメールによるものであったと記憶してお

ります。これだけ複数のメディアを利用した市

民への情報提供は、評価できます。 

 しかし、改善すべき大きな課題もあったと認

識しております。 

 それは何かといいますと、遠野テレビの避難

準備情報の発令方法についてであります。 

 当日は、テレビ画面にテロップで「避難準備

情報が発令されました。今後の気象情報に御注

意ください。」という内容が流されておりまし

た。 

 しかし、これだけでは、市民の危機意識に大

きな温度差が生じてしまうと思われます。 

 危険地域の住民に対しては、もっと身を守る

具体的な情報提供が必要ではなかったでしょう

か。 

 例えば、市対策本部の担当者か、遠野テレビ

のアナウンサーの方がテレビ画面に直接出て、

避難準備情報が発令されました。体の不自由な

方や御高齢の方は、すぐに避難してくださいと、

わかりやすく繰り返し伝えるべきであったと認

識します。 

 また、避難指示の場合にはなおさらのことで

あります。緊急性を伴いますので、遠野テレビ

の映像情報で現地の河川の水位や降雨状況、対

策本部内の様子などを繰り返し連続的に実況放

送しながら、市民に避難を呼びかけるべきであ

ったというふうに考えますが、このことに対す

る市長の御所見を伺います。 

○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）  佐々木大三郎議員の一

般質問にお答えいたします。 

 去る８月30日の台風10号に伴う対応について

の御質問であったわけであります。 

 50年前のみずからの山形県での体験を踏まえ

ての御質問でありましたので、かなり具体的な、

まさに危機対応という、危機管理という面にお

ける一つの命を守るという部分における、一つ

のみずからの体験を踏まえての質問でありまし

たので、これも非常に対応に具体的なものとし

て、改めてその対応の必要さを感じたというこ

とであります。 

 タイムラインという考え方があります。タイ

ムライン、これはアメリカのほうで打ち出され

た手法でありますけれども、この防災行動計画

という中における対応であります。 

 気象観測の精度が、まさに人工衛星等を伴い

まして、非常に精度が高まってきている。地震、

津波ということになれば、時間にすれば10分あ

るいは30分という時間的余裕しかない。 

 しかし、この台風といったようなものについ

ては、あらかじめ想定されるという中における

一つの対応を、次々と行っていくという一つの

タイムラインという防災行動計画の中で示すと

いう部分が、今、全国の市町村でもその対応が

急がれている。 

 そのような中において、我々も台風10号の中

で、佐々木議員から一定の対応については、評

価をいただいたわけでありますけれども、しか

し一方、文字どおり間一髪、危機一髪の状況で

あったということも、それも事実であります。 

 あの雨が、あと30分もしくは１時間降り続け

れば、大変な状況になったのではないかなと、

文字どおり佐々木議員が50年前に体験したこと

を、それがまたそのまま当てはまるような状況

が生じたんではないのかなと、山津波、これは

大変な、今、山津波という言葉は余り最近は使

ってはおりませんけれども、土石流といったよ

うな、あるいは急傾斜地の崖崩れといったもの

が瞬時に襲ってくると、そうすればもう一瞬に

して、もうそれこそ家ごと土砂に埋まるという
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中で、尊い人命をと、昨年、一昨年の鬼怒川の

氾濫、あるいは広島県の土石流の問題等も踏ま

えれば、まさに、いつ何どき、我が遠野市でも

そのような状況が起きるかとは限らないという

ことになるわけでございますので、なお一層緊

張感を持って、この災害対応といったものを急

いでいかなければ、対策を急がなければならな

いかというように思っております。 

 そういった中で、この台風10号に伴うさまざ

まな検証を、検証チームを立ち上げまして、消

防団にも入ってもらい、そしてまた自主防災組

織の関係者の方々にも入っていただきながら、

さまざまな検証をし、さらには御質問にありま

したとおり、市内各地区に入りまして、それぞ

れの今度の台風10号に伴う教訓、課題をそれぞ

れ聞き取りいたしました。 

 御質問にありましたとおり、約300項目の意

見、要望が市民の皆様からいただいた結果を、

先般、報告書としてまとめ、公表したところで

ありますけれども、その中にも、今申し上げた

ようなさまざまな課題が、改めて浮き彫りにな

ったということになろうかというように思って

おります。 

 災害から命を守るに当たって、非常に重要な

ことは、避難命令を発令する側、避難準備、避

難勧告あるいは避難指示といった発令する側も、

勇気を持って対応しなきゃならない。これを躊

躇してしまったんでは、まさに命を守るという

一つのことが、失われてしまうことにもなりか

ねない。 

 よく空振りを恐れずに、恐れずにやっぱり勇

気を持って避難情報を早目に発令するというこ

とが必要だと、それで、また一方、受ける方も

空振りでよかったという一つの意識も持たなけ

ればならないということになるんではないのか

なと、私もこの教訓の中で、実際、台風10号の

ときに孤立いたしました米通とか、琴畑、ある

いは一ノ渡、西内、そういったところにも足を

運びました。 

 特にも、完全に孤立いたしました米通とか、

あるいは琴畑であるとか、恩徳であるとか、あ

の辺のところ、集落、台風が来るとかなりの部

分が沿岸部に近いほうに降りそうだと、300ミ

リを超えそうだといったときには、もうあの集

落全体があらかじめ安全なところに避難すると

いう方向が、やっぱりとるべきではなかったの

かなというようなことを、改めて岩泉の事例な

ども考えながら思ったわけでありますけれども、

ただ、非常に広い市内でありますから、どこが

どういう形になるかというようになると、なか

なかその判断が難しいという部分になるわけで

ございますけれども、それを恐れずに、やっぱ

りおそれのあるところについては、あらかじめ

手を打つというような部分の一つの勇気も、ま

た持たなければならないのかなというようなこ

とを改めて感じたというところであります。 

 そういった中にございまして、ただいま御質

問にありましたとおり、検証結果の中でそれぞ

れ具体化するということになるわけでございま

すけれども、特にもこの情報発信、避難準備あ

るいは避難勧告、避難指示といったものにつき

ましては、内閣府のほうでもこの表現のあり方

が、もう具体的に検討を始めているという状況

になりまして、いろいろ情報によりますと、こ

の言葉の使い方、あるいは丁寧に住民、市民の

皆様にお伝えをする、そのような表現の仕方に

ついても、既に改正作業に入ったということに

なっておりますので、間もなくこの言葉の用い

方、使い方についても、きちんとした中で我々

にも示されるんじゃないかなというように思っ

ておりますけれども、これも非常に大事なこと

じゃないかなと思っております。 

 避難準備だ、避難勧告だ、避難指示だと言っ

ても、何がなんだかっていう部分が正直なとこ

とろある。これは我々も十分認識して取りかか

らなければならないかというように思っており

ます。 

 その中で、佐々木議員のほうから、遠野テレ

ビの画面を利用した避難の呼びかけ、あるいは

遠野テレビによる河川の水位、雨の降っている

降雨状況、さらには対策本部内の状況などを放

送、実況中継しながら、市民の皆様に避難の呼
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びかけといったような対応を、防災行政無線は

あるだろうと、それから音声告知放送もあるだ

ろうと、そしてさらには緊急Ｌ字放送なども使

えるだろうということになれば、それだけ丁寧

に避難情報を適切に市民の皆様に周知するとい

うことができるわけでありますから、これはや

っぱり対応していかなきゃならない一つの大き

な課題ではなかったのかなと思っておりまして、

実は、この部分における一つの取り組みが、こ

の８月30日はちょっとやっぱり弱かったのかな

という部分は、正直なところ反省もしておりま

す。 

 この遠野テレビのネットワークをうまく活用

しながら、もっと避難のというよりも、今の状

況をきちんとお知らせをするというような、そ

のような手だてについて改めてきちんと検証し

ながら、例えば、ああいう状況になったときに

は、遠野テレビにどのような情報を提供しなが

ら、そしてどういう放送をするのかということ

も、あらかじめやっぱり準備しとかなきゃなら

ない。 

 その準備がほとんどされていなかったという

部分も正直反省をしているところでございます

から、この利活用につきまして、この検証委員

会の報告書を改めてチェックをしながら、一つ

一つ具体的に形にし、マニュアルにし、あるい

は仕組みに持っていくという方向に進めたいと

いうように思っているところでございますので、

ひとつ御了承いただければというように思って

おるところであります。 

○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）  御答弁の中にタイ

ムラインの件が出てまいりました。 

 確かに市長おっしゃるとおり、タイムライン

については、ある自治体では既に導入されて、

余裕を持った避難によって大きな災害につなが

らなくて済んだという自治体もありますので、

ぜひこれは前向きに早目に御検討いただきたい

と思います。 

 それと、これは言わずもがななんですが、市

は市民の命と財産を守るために、ありとあらゆ

る手段を駆使して、正確な情報をいち早く市民

に伝えなければならないという責務があるわけ

であります。 

 例えば、市内には、御存じだと思いますけれ

ども、防災行政無線やサイレンが聞こえない地

域も存在しております。ましてや、台風のとき

には、風の向き、あるいは騒音で放送内容が聞

こえないことがあります。 

 そのような中で、情報伝達の有効な手段は、

やはり遠野テレビとＩＰ音声告知端末であると

私は認識しております。 

 したがいまして、この情報連絡機器類の有効

活用に向けて、これに向けて運用体制とその運

用方法についての再検証が必要でないかなと思

いますが、再度その辺の内容について御答弁願

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）  全く御指摘のとおりだ

というように承知いたしております。 

 遠野テレビの中で、こういったものについて

は、あらかじめ想定しながら、例えば避難情報

の出し方のアナウンス原稿を、あるいはテロッ

プを用意する。 

 どのような中でこの文字放送あるいは音声、

そしてさらにはこのテロップ等を活用しながら

随時情報を提供するという中で、台風が来るか

ら、あるいは災害が起きそうだから云々じゃな

くして、やっぱりそういったものをあらかじめ

きちんと用意しながら、よくＮＨＫをはじめ、

民間放送事業者にあっては、全てアナウンス原

稿から何から全部用意しているというような話

もあるわけでございますから、遠野テレビもそ

のような状況の中で、ある程度想定した中で、

どのような呼びかけを行うのか、どういう情報

を提供するのか、それはもう緊急時においては

こういうアナウンス原稿、こういう場合はこう

いうアナウンス原稿、こういう場合はこういう

文字放送といったような、そのようなものをき

ちんと準備をするという方向の中で、少しでも
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正確な情報を提供するような一つの仕組みづく

りに全力を挙げ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）  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）  今回の台風10号で

は、土淵町の本宿地区と似田貝地区に避難指示

が発令されましたが、この両地区ではどれくら

いの方が避難されたでしょうか。 

 特に、ひとり暮らし老人や体の不自由な方は

避難されたでしょうか。 

 もし、避難されなかったということであれば、

その理由について把握しておられましたら御紹

介ください。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この台風10号に伴いま

しては、ただいま御質問ありましたとおり、土

淵町のほうに避難といったような、避難指示と

いったものが発令をしたところであります。 

 ちなみに、ただいま御質問がありましたとお

り、この部分における状況をちょっと申し上げ

ますと、この土淵地区の避難所は、旧土淵中学

校、みらい創りカレッジのほうに開所したと、

設置をしたと、この土淵地区の避難所の避難者

数は、対象者数が全部で577名、そのうち避難

した方が、21％に当たる120名が避難をしたと

いう、そのような数字になっております。 

 そのうち４人の方が要支援者という方で、災

害弱者の方であったということであります。 

 それから、なぜ避難されなかったのかと、そ

の理由はという部分におきましては、いろいろ

聞き取りをいたしました。 

 １つ目は、その避難所以外の安全な場所へ避

難行動をとったと、それから高台等の安全な場

所におり、避難への必要性を認識しなかったと

いう方がおりました。 

 さらには、市の避難情報がよくわからなかっ

たという、この３つ目にはそのような一つの聞

き取り、あるいはさまざま、現地に入ったとき

にそのような３つの理由があったということで

ありましたので、その辺もきちんと踏まえ、そ

して、もう一つはこれは水害の場合はあれなん

ですけど、これも地域住民の方から私も直接聞

いた話なんですけど、万が一にも水が来た場合

には、あの雨風のときに外に避難するよりも２

階に上がればいい、これも立派な避難だという、

そういう話、これは確かにそうだと思います。 

 やっぱり、みずから命を守るためには、その

ような瞬時のそのような機転をきかせた対応も

しなきゃならないという部分においては、２階

に上がる、２階でだめなら屋根に上がるという、

極論でございますけれども、そのようなものを

もってして、命を守ることもできるということ

になるわけでございますから、そのような中で

みずからの命を守るという部分においては、そ

ういう避難の仕方もあるというような、そのよ

うなことも、これは住民の皆さんから私も直接

聞いたということで、ひとつあれでございます

けれども、ただ、そういう守るためにはそうす

ればいいんだじゃなくして、やっぱりあらかじ

めきちんとした避難情報を伝え、安心安全な場

所に避難所を開設する。 

 そして、災害弱者と呼ばれる方々をどのよう

に避難所に誘導するのかという部分は、やっぱ

りきめ細かく、ひとつ自主防災組織、あるいは

区長さん方、あるいはさらには消防団の方々、

そのような皆さんのお力をおかりしなきゃなら

ない、これが共助ということにつながってくる

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、自助、共助、公助という一つの仕組

みの中で、やっぱり災害から命を守るという一

つの対応を進めていかなければならないのかな

というように思っておりまして、繰り返しにな

りますけれども、そういったためにおけるいろ

んな教訓と課題が、この台風10号は我々に残し

た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、その対策を急いでまいりたいとい

うように思っております。 

○議長（新田勝見君）  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）  私の質問のひとり
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暮らし老人、あるいは体の不自由な方、これは

避難されたのでしょうかと、また、避難されな

かった場合には理由はどうだったでしょうかと

いう質問させていただきましたが、これは御答

弁なかったように感じましたが、いかがでしょ

うか。 

 今の御答弁内容は、全体的な御答弁であった

と理解しましたが、私の聞き違いであればそれ

でよろしいですが、私のほうが間違っていると

いうことを御指摘いただければと思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま全体的な答弁

という中で、21％の方が避難をしたと、577名

のうち120名の方が避難をしたということを申

し上げました。 

 その中で、ひとり暮らし、あるいは体の不自

由な方の一つのそれぞれの数字はという部分で

ありますけれども、これは報告書の中でもきち

んとまとめてありまして、今、手元にその数字

はちょっと持ち合わせておりませんので、あれ

でございますけれども、実態はきちんと把握を

しておるということで、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）  事前に私が担当課

のほうからいただいた災害時要支援者への対応

状況にかかわる市民からの意見、要望、これを

要約しますと、避難誘導の判断は民生委員１人

に委ねられており、対応が困難であったと、あ

るいは個人情報の一部について、民生委員のみ

にとどめず、関係者で共有して、地域内で支援

できるような体制を考えなくてはいけないとい

うこととか、搬送手段と手順をどのようにすべ

きか検討の必要がある、さらには安否確認の方

法についても見直し、検討の必要があるという

ような意見が寄せられております。 

 既に、このことは市長も御存じのことだと思

います。 

 このことに対して、市長は今後どのような御

対応を考えておら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）  ただいま御答弁で申し

上げましたとおり、この台風10号が我々にもた

らしたという分、35年前の56災害、それからさ

らにさかのぼること72年前のアイオン、キャサ

リンの1947年、８年ごろ、昭和で言いますと22

年、23年、大変な災害が起きているという状況

にあります。 

 もちろん、70数年前のアイオン、キャサリン

のときと比べれば、もう防災あるいは河川改修、

さまざまな形でいろいろ対策はとられているわ

けでありますし、56災害におきましてもいろん

な対策をとっているということがあったわけで

ありますけれども、地球温暖化という地球規模

の中における想定外という、そのような気象状

況の中にありまして、想定外の雨量という部分

があるわけでありますので、全く過去の災害履

歴を踏まえて対応というよりも、想定外の対応

をしていかなきゃならないとなれば、今申し上

げましたとおり、極めて弱者と言われる方々に、

どのようなきめ細かい対応をしていくとなれば、

やっぱり自主防災組織の中で、情報をきちんと

把握し、そしてそういった方々に対する弱者の

避難、弱者と言われる方々、高齢者、体に障害

のある方々、いろんな赤ちゃんを抱えている

方々を踏まえて、そのような方々をいかに速や

かに安全なところに避難するかという部分は、

やっぱり地区ごとにきちんと自主防災組織の中

でという部分で、今この検証チームの検証結果

を踏まえて、各地区に入って自主防災組織のメ

ンバーの方々と意見交換と研修会をやるという

プログラムを今策定しておりますので、直ちに

入りながら、例えば来年のこの台風シーズンに

備えるという部分における対応を急ぎたいとい

うように思っているところでありますので、そ

れぞれやっぱり繰り返しの答弁になりますけれ

ども、自助、共助、公助という、その仕組みの

中で、自助をどのように、共助をどのようにと

いう部分の中で、やっぱり対応していかなけれ
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ばならないのかなということが、一つの大きな

課題であるということを踏まえての、地域に入

ろうというプログラムを組んでいるということ

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）  先ほどの私の質問

に対する御答弁としまして、自助、共助という

見地から自主防災組織、これについて力を入れ

て取り組んでいかなくちゃいけないという御答

弁でしたが、じゃあ、その各地域の自主防災組

織について伺いますが、この自主防災組織は、

この台風10号のときにどのような行動をとられ

たでしょうか。 

 また、どのような課題があったのか、恐らく

検証済みだと思われますので、その辺の内容に

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）  この自主防災組織につ

きましては、一つは地域防災力の強化のために

ということで、自主防災組織と消防団が連携す

ると、そしてまた自主防災組織のリーダーの育

成を行うと、さらには災害時における自主防災

組織のマニュアルの作成を進めると、そして市

自主防災組織連絡会といったような組織の中で、

やっぱり避難所の設置、運営体制等についての、

これも繰り返しになりますけれども、研修会や

訓練を定期的に開催をするという、そのような

ものが検証チームのほうからも指摘をされてい

るところでございますので、３つのキーワード、

備え、そして避難、そして地域力、避難と地域

力、そして３つ目は初動対応と情報伝達といっ

たような一つのキーワードの中から、適切な避

難行動や情報伝達を日ごろから活動できるよう

な訓練と防災教育を行うことが、一つの大きな

ポイントではないかなというように思っている

ところでございますので、これもなかなか決め

手というものは、これで絶対大丈夫ということ

はないわけでございますけれども、このような

繰り返しの中でやっぱり対応していくという、

だから防災マップも、全戸配布している防災マ

ップも全面改訂しようという方向で、今、地域

のほうに入っているということでございますの

で、そのような一つの対応の中で冷静沈着に対

応できるような、そのような仕組みづくりにも

っていきたいというように思っているところで

ございますので、よろしく御協力をお願い申し

上げたいと思っております。 

○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）  私が事前に担当の

ほうからいただいた、この自主防災にかかわる

いろんな御意見、要望を私なりに分析し、私の

認識では、今までの防災訓練は地域の実態が伴

っていないということとか、地域と行動が伴っ

ていない、さらには防災訓練のなれ合いと形骸

化ということが課題として上げられるというふ

うに私は思えてなりません。 

 これらのことを改善するには、やはりいざと

いうときに即行動につながるような、地域事情

に応じた実践的な訓練にしなければならないと

いうふうに認識しております。 

 また、各地域に在住して、防災に対する経験

とノウハウを持ち合わせた消防署ＯＢのような

方、この方を地域の防災リーダーとして配置す

ることも必要になってくるんではないかなとい

うふうに考えられますが、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）  ただいまの御質問にあ

ったとおり、全くそのとおりだというふうに思

っておりますので、その方向で仕組みづくりを

きちんと行ってまいりたいと。繰り返しますけ

ども、決めてはこれだという決め手はない。そ

れぞれの地域の実情によって、あるいは集落の、

あるいはこの地域の年代構成、世代構成、そう

いったことも踏まえ、あるいは地形や地性、あ

るいは各河川に近い、あるいは急傾斜地にある、

今それぞれの地域の特性があるわけでございま

すから、その地域の特性といったものをよく踏
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まえながら、やっぱりマンパワーのきちんとし

た育成と、そしてまたそのような方々が地域の

リーダーとして活動できるような、そのような

マニュアルと育成を計画的にきちんと対応して

いくというのもこれも一つの大きなこれからの

課題ではないかなというふうに思っております

ので、ただいまの御質問にありました一つの

キーワードを大切にしながら、それを仕組みと

し、あるいは形にし、もう一つにはシステムに

持っていく、あるいは一つのマンパワーの養成

につなげていくということに持っていきたいと

いうふうに考えております。 

○議長（新田勝見君）  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）  ２点目の質問の空

き家対策について伺います。 

 市民の皆さんもお気づきのように、遠野市内

に空き家が目立つようになってきております。

この空き家によって雑草や悪臭など衛生環境の

悪化や景観の悪化、不法侵入による治安事情の

問題、さらには家屋の落下や倒壊による生命・

身体への被害の恐れなど近隣住民や地域に悪影

響を及ぼすということが大きな社会問題になっ

ております。 

 この問題解決のために、国は平成27年５月に

空き家対策特別措置法を施行しました。このこ

とを受けまして、当市では空き家の調査と現況

把握を目的に今年度の当初予算として985万円

が計上されております。 

 そこで伺います。当市では以前に、空き家条

例制定の動きがありましたが、今回の空き家の

調査結果を受けて今後どのような空き家対策を

講じようとしておられるかについて伺います。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後２時00分 休憩   

────────────────── 

   午後２時11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）  これもまた大きな社会

問題といいますか、特にも都市、地方を問わず

空き家というそのような問題が社会問題にもな

っているという状況であります。 

 御質問にありましたとおり、いろいろ空き家

条例も検討した経緯もあります。それを踏まえ

て国のほうでも法律を制定したという動きがあ

り、調査も今年度予算でもって計上いたしまし

て、市内の実態を調査をしておりますので、そ

の調査結果の状況と、それに対してどのような

ことを検討するかを含めて、担当部長の環境整

備部長からその調査結果の概要等についての答

弁を通じて御報告申し上げたいと思っておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  環境整備部長。 

   〔環境整備部長仁田清巳君登壇〕 

○環境整備部長（仁田清巳君）  命によりまし

て、佐々木大三議員へのお答えといたします。 

 調査は、御承知のとおり28年当初予算で計上

されてございましたので、28年７月には業務委

託として発注してございます。期間は来年３月

までの期間として調査を行っておりまして、11

月末現在で大体８割程度の進捗状況というふう

になってございます。 

 内容につきましては、調査対象件数を約800

件としてございます。これはこの800件につき

ましては、水道事務所を持っている、使ってい

ない水道、家屋、そういったものを含めた形で

の対象件数を800件ほどとして見込んでおりま

して、11月末現在で約660件ほどの空き家が見

込まれるという状況になってございます。ただ、

まだ残り20％の空き家はまだ未調査ですので、

この件数はふえる可能性があります。 

 その中で、所有権の同意が得られれば活用で

きそうな物件が大体おおむね35％ほど、それか

ら手を加えないでそのまま利用できそうな物件

がおおむね半分の50％でございます。大規模な

改修もしくは除去が必要な物件が、大変失礼し

ました。数が間違ってございます。手を加えな

いと利用できなそうな物件、おおむね15％、大

規模改修もしくは除去が必要な物件、おおむね
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50％、その50％のうち特定空家になりそうな空

き家、おおむね20％、この特定空家というのは、

今そのまま放置すれば倒壊等、もしくは保安上

危険となるおそれのある状態、あるいは著しく

衛生上有害となるおそれのある状態というよう

な状態を示している特定空家というふうに位置

づけておりますけれども、こちらはおおむね2

0％という内容になってございます。 

 今後、こちらのほうの現地調査の結果に基づ

くデータを整理してデータベース化を行ってま

いります。これは国が定めました空き家等対策

の推進に関する特別措置法にありますデータ

ベース化をつくるというふうになってございま

す。これにつきまして、３月末の時点でそうい

ったデータベース化が構築されるというふうな

手順になります。 

 なお、こちらのほうのデータベース化と合わ

せて、空き家の所有者に対して現況の保存の方

向性、要するに、今の現在の保存するか、しな

いか、あるいは今後の利活用をどうするか、そ

ういったものにつきましても意向調査も実施し

てまいります。 

 こちらのほうのデータベース化した資料、そ

れから所有者からの意向調査を踏まえた形で状

況を分析いたしまして、来年度作成する遠野市

空き家対策計画に向けて条件整理を来年３月い

っぱいかけて行うということなります。 

 いずれにいたしましても、空き家対策の計画

の中では、所有者の自己保全、あるいは自己判

断の意識を高めてまいりまして、これ空き家対

策の防止に幾らかでも努めてまいりたいと考え

てございます。そして、意向調査と踏まえて、

なるだけ空き家にさせないための啓蒙活動にあ

わせて取り組んでまいりたいと思っております。 

 現在でも遠野市の制度として空き家バンクが

ございますので、そういった既存の制度の利活

用を一層促進してまいりたいと考えております。 

 以上、お答えいたします。 

○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）  ただいまの御答弁

内容は、使えるものはとにかく使うようにもっ

ていきましょうと、使えないところは危険家屋

として処分していましょうと、そういう方向で

進めるというふうに理解しました。 

 実は、私の住んでいる町内でも空き家がすご

く目立ちますが、その理由の過半数は、所有者

が死亡してしまって相続権者となった方はその

空き家についてどうしたらいいのかなかなか相

談する相手がいないまま悩んでしまっていると

いうのが現状にあると私は想定しております。 

 このような場合は、この空き家は当然放置さ

れてしまいますので、厄介な遺産、すなわち負

の動産になってしまうわけであります。 

 したがまして、この解決策として、市役所内

に相談窓口を設けて、必要があった場合には懇

切丁寧に説明をする、教えてやる、指導する、

その辺の対応が必要ではないかなというふうに

考えますが、この件について伺います。 

○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）  ただいま実態調査の数

字を11月末現在ということで申し上げました。

そういった中におきます相談窓口といった部分

をきちんと設けて、これだけ件数がふえている

部分に対して利活用する、あるいは危険、安全

な面においてはその部分については防御策をと

ると、いろんな手立てを講じなければならない

わけでございますので、そういった点における

このだけの件数、11月末現在でただいま担当部

長のほうから数字を申し上げましたけども、か

なりふえているという現状にありますので、何

らかの形でその分における市としての窓口とい

ったようなものもきちんと設け、このようなふ

える空き家への一つのアプローチをきちんとし

ていくということも検討しなければならないん

じゃないのかなというふうに思っておりますの

で、御意見として承ってお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）  既に空き家になっ
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ている物件の解決策として考えられるのは、１

つには貸家にしてしまうと、２つ目は中古住宅

として売却する、３つ目は更地にして土地を売

却する、この３点になろうかと思います。本来

であれば個人の財産である空き家は所有者自身

が今後どうするかを考え対処すべきことだと思

いますが、市としても所有者に対して適切な管

理や処理方法について情報の提供や助言などの

援助が必要であると考えます。また、この状況

が具体的に展開してまいりますと、建物の解体

や修繕、立木の伐採などへの助言や指導という

ことになりますし、これに従わなかった場合に

は勧告、命令、そして行政代執行までに至ると

思います。 

 市内の空き家の中には、もう既に老朽が著し

く進んでしまいまして、倒壊寸前状態で保安上

から危険があるものや、衛生面からも有害の恐

れがあるもの、そして周辺の生活環境面から放

置することが不適切と思われるものなどが存在

していると思います。 

 そこで伺います。市長は、このような空き家

が生じた場合には行政代執行まで想定しておら

れ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）  今、空き家というもの

に対して、それぞれの取り組みの視点が、ポイ

ントが今質問の中で述べられました。その中に

おきまして、非常に大事な視点は、まさに貸家

にする、あるいは中古住宅として売却する、さ

らには更地として土地を売却するというような

そのような一つの３点になろうかというような、

そのような御質問の中で触れられておりました。

まさに貸家にする、中古住宅で売却する、更地

にして土地を売る、これらについても個人の財

産であります。あくまでも個人の財産でありま

すから、所有者みずからがこれは判断していく

ということが基本であります。これは原則であ

ります。 

 これまでもこういったことにつきましては、

所有者や相続人等に対しまして、文書及び現況

写真等を送付いたしまして、面談により自己保

全とそれから対処を促してきているということ

は働きかけは行っております。そのまま放置し

ているわけじゃない。このままであればどうな

んですかと、貸家にしますか、中古住宅で売り

ますか、それとも更地にしますかっていう部分

を働きかけているという一つの対応はしている

わけでありますけども、なかなかこれは何も遠

野市だけじゃなくして全国の自治体が悩んでい

るということは、なかなかそれに対する反応も

ないという部分もないという部分も一つあるわ

けであります。 

 そういった中におきまして、この今の御質問

にありましたとおり、この放置しておいて、生

命・財産・身体といったようなものに危険を及

ぼすものといった場合においては、法に基づき

所有者等に対して助言、あるいは指導、勧告と

いったような手続を進め、それでもなおかつ対

処しない場合にあっては、命令、行政代執行を

行うということができるという一つの法律の定

めになったわけであります。 

 したがいまして、このような手順を踏んで、

やはりどうしても安心安全のためにこのまま放

置するわけにはいかないとなれば、第三者機関

等の意見を聞きながら、客観的な視点に立ちま

して、そして行政代執行という一つの行動に移

るということもやはり視野に入れなければなら

ないのかなと。 

 先ほど部長のほうから答弁した中においては、

行政代執行といったものに想定される案件が１

件ほどあるというようなそのような数字も出て

きておりますので、これがこれから減るってい

うよりもこれからふえる可能性もあるわけでご

ざいますから、そのような一つの厳しいやっぱ

り対応をしていかなきゃならない。しかし、一

方においては慎重な取り扱いもしていかなきゃ

ならないかというように思っております。 

 一つ、ちなみに参考のためでありますけども、

秋田県の大仙市では、一つの中において、周辺

に影響を及ぼす実施例が既に空き家があります。

山形県でも行政代執行をする予定の命令書を送
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付したというのは１件出てきておるということ

であります。県内では、北上市でも一つ案件が

あった、市として市議会に諮問と、妥当である

というような答申を得ているということですけ

ど、まだ執行までは至っていないというケース

も出てきておりますから、そのような手順を踏

みながら、慎重かつ前提には危険といったもの

が生じないような中における対策を、究極の対

策を取るという部分においては、行政代執行も

あり得るという中で対応を進めてまいりたいと

いうふうに考えているところであります。 

○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）  行政代執行まで行

った際には、当然建物の解体費用の全ては所有

者負担になってくるわけであります。 

 今、市長のほうから御答弁がありましたとお

り、よその自治体の例としては、解体費用を払

えないということになって、その対応で行政は

苦慮しているという自治体は結構いるみたいで

すので、これをやっぱり未然に防止するために

は、市民に対して国の空き家対策特別措置法に

なるのか、市の空き家条例になるのかわかりま

せんけども、いずれこの辺の内容をしっかりと

周知徹底した上でそのような無用なトラブルを

防ぐようにしなくちゃいけなと思いますが、こ

の辺の心構えについて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）  いうところの公権力を

行使するわけでありますから、やはり慎重かつ

丁寧に手順を踏まなければならないということ

になることは当然でありますし、そのためのや

っぱりいろんな相談なり、あるいはただいろん

な情報を双方向でやはりしながら、これはやむ

を得ないという方向にもっていくっていう部分

における一つの合意形成もしなきゃなりません

から、そのような市役所の中にも、例えば法律

の施設の専門家のような皆さんの意見も聞きな

がら、やっぱりそのような一つの対応をしなけ

ればならないかというように思っているところ

でありまして、先ほど行政代執行まで必要とな

りそうな物件の中で、ちょっとこの調査時点が

11月30日現在で80％ということで部長が答弁い

たしましたけども、これに足りそうな案件はお

おむね１％ほどあるという、そのような数字と

して報告を受けておりますので、先ほど１件と

か何とかってちょっと言ったような感じがして

おりましたので、その辺訂正させていただきた

いと思ってまして、繰り返しになりますけども、

行政代執行まで必要となりそうな物件は、11月

末現在では１％ほどの数字として把握してある

ということでございます。ただ、これあくまで

も調査が80％という中における１％であります

から、やっぱりこれは調査が進めばまたこの数

字が少し上がるんではないのかなというように

思っておりますから、それ相応の覚悟をした対

応をしていかなければならないかというように

思っております。 

○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）  空き家が800件あ

る中で行政代執行考えられるのは１％、という

ことは８件もあるということですので、ぜひこ

れは慎重に対応していただきたいということを

申し上げて、次の質問に入らしてもらいますけ

ども、空き家が増加する理由としまして少子高

齢化の加速が考えられております。その論理は、

子どもは実家を出て核家族化が進み、残された

親が住む実家に戻らないケースがふえておりま

す。そうしますと、親の逝去とともに実家は空

き家化することになろうかと思います。 

 この改善策として、当市ではこれまで取り組

んでこられた少子高齢化対策があると思います

が、これ以外に市長が考えておられる何か妙案

がございましたら御紹介願います。 

○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）  空き家をふやさないた

めの何か妙案はないかということであります。

これも一つの少子高齢化という流れの中での一

つの減少であるというように思っているわけで
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ありますけども、少子化、あるいは高齢化とい

ったものにどのように対応するかという中にお

ける一つの切り口といたしましては移住人口を

ふやすと、先般の地元紙にもこの移住人口とい

う場合におけるで・くらす遠野の取り組みが紹

介されておりました。遠野も一定の一つの成果

を上げているという数字にはなっているわけで

ありますけども、この先ほどの答弁の中で、や

り取りの中でありましたとおり、いうところの

貸すか、あるいは中古住宅として売るか、ある

いは解体して土地を利用するかという部分の中

における対応をしなければならないというその

ような一つの方向性とすればある。そういった

中におきまして、どうしても就職先を市外に求

めたっていう中で戻ってこないという中から、

いつの間にか空き家という部分になってきてい

るっていう部分がありますから、妙案はってい

うことになればなかなか妙案はないっていうの

が正直、ですから、したがいまして、ふやさな

いっていう部分における情報を共有しながら、

やっぱりそれを利活用するという中における移

住定住といった中における利活用という部分に

おきまして、何らかの手は打てないかという部

分で、これもちょっといろいろ庁内で議論して

いるわけでありますけども、やはりそのまま放

置しておくといつの間にか使えなくなってしま

うということがあるわけでございますから、何

か仕組みをつくってメンテナンスをする、傷ま

ないように手入れをする、そしていずれは使え

るようなそのような利活用するっていう部分は、

利活用できる方法に持っていくっていう部分で、

何か一つ仕組みをつくれないだろうかと、維持

補修をしながらいい物件があるよとなればそこ

に移住をしてくるっていう受け皿になってくる。

あるいは、こっちの家よりこっちのほうがって

いった、それは何かまた使える物件であればこ

っちのほうがまだいいよっていう中における一

つのいい物件として維持補修をするというよう

な仕組みも何かつくっておかなければならない

んじゃないのか。放置していくとどんどん傷ん

でしまってもう使えなくなってしまうと、それ

こそ行政代執行まで持っていかなきゃならない

っていうような方向にいずれはなるわけであり

ますから、そのような方向にならないように何

かの形でのそこに仕組みをつくって、ふやさな

い、あるいは使う、あるいは移住者の一つの受

け皿にも持っていくというようなそのような仕

組みに持っていきたいものだなと、決め手はな

かなか言い出せないんじゃないのかなという、

まさに所有権の問題もありますし、いろんな、

これを突き詰めれば憲法問題まで行くような一

つの私的な所有権っていったものに対する公権

力が介入するっていうことになれば、極めてこ

れは空き家対策といいながら行政代執行という

問題だってこれはかなり慎重にやらなきゃなら

ないということもあるわけでございますから、

やはりなかなか決め手がない中でどういう妙案

を生み出していくかとなれば、まさに知恵の出

しどころが一つ問われる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、何かいい

知恵があったならば、まさに妙案があったなら

ば御提供いただければということを申し上げて、

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）  逆に振られてしま

いましたけれども、私は妙案持ち合わせており

ません。ただ、先ほど市長は遠野ので・くらす

のお話御紹介いただきました。まさにこれは有

効であります。 

 実は、きのう岩手日報紙の一面に、記事とし

て皆さんもごらんになられていると思いますけ

ども、「空き家バンク進む活用」という大見出

しの記事が掲載されておりました。 

 内容は、遠野市や遠野市の空き家バンクへの

登録件数、これは何と38件もありますよと。さ

らには、市外からの移住者数は27件ということ

で大変好調な内容の紹介でありました。 

 この件に関しましては、私以前の一般質問で

この空き家バンクへの登録ですが、余りにも登

録少ないんじゃないの、たしか当時二、三件し

か登録なってなかったはずですけども、もっと
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空き家の状況を調査して積極的に登録件数をふ

やすべきだということを申し上げた経緯があり

ますけども、その結果、このような好調な結果

は、担当者の方が真剣に真面目に取り組んでい

ただいた結果であると、成果であるというふう

に理解しておるところでありますが、ところで、

今までの延べ登録件数と、市内の方でもこの空

き家利用した、数も含めた延べ数っていうのは

どれぐらいになっているのか。担当の方には事

前のヒアリングの中でこの辺を質問するから考

えておいてよと話してますので、ぜひお願いし

ます。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  空き家バンクという一

つの取り組みが、これが今の時代でありますか

らホームページなどにも、インターネットの

ホームページなんかにも掲載されて、それにア

クセスをしながらいい物件を探すといようない

うふうな仕組みに全国的にもなっておるわけで

ございますから、確実な、先ほど申し上げまし

たような調査の中から600件という、600件を超

えるという数になっておるわけでございますか

ら、これをきちんとデータバンクにしながら、

きめ細かい情報発信と、それから相談、あるい

は御提案にありましたとおり市役所のほうでも

その部分の何かの組織を立ち上げながら、で・

くらす遠野という平成19年に立ち上げた一つの

仕組みがあるわけでありますから、それをさら

に進化させるという方向で一つの仕組みとして

持っていくということが今求められているんで

はないのかなというふうに思っているところで

ございますので、それをしっかりした仕組みに

保つようにこれからも検討をさらに進め、その

ためには実態調査を早急に終えらせて、それに

基づく一つの対応を急ぎたいというように考え

ておるところでございますので、よろしく御協

力をお願い申し上げたいと思ってます。 

○議長（新田勝見君）  質問に対する答弁にな

っていませんけども、この辺についてもう一度

答弁願います。数字について。件数とか。 

 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  空き家バンクの中で移

住者のという中でありますけども、これもいろ

いろ新聞等でも報道されているわけであります

けども、移住者の一つの空き家バンク登録件数

で申し上げますと、平成27年度は25件、うち契

約、成約見たのが23件、売買10件、賃貸13件と

いう状況になってます。28年度は11月末現在で

ありますけども、15件、売買９件、賃貸６件、

うち成約を見たのが７件、売買３件、賃貸４件、

計27、28で見ますと40件、そのうち売買が20件、

賃貸が20件、半々であります。この中で、40件

の中で成約を見ているものは30件ということに

なってますから、空き家バンクそのものが不動

産業者との連携を図りながらこのような物件と

して推移をしているということでございますの

で、これからもこの数字をきちんと登録件数と、

このような今申し上げたような数字のかすかな

というよりも確実な手応えを得ているところで

ございますので、希望者とのマッチング、これ

をできるだけ少ないような、マッチングをでき

るだけ少なくするということは、やはりきちん

とした情報を整理しておかなきゃならない、そ

の情報した整理を空き家バンクの中できちんと

位置づけておれば、ただいま今申し上げました

ような数字として一つの手応えを我々も成果を

得ることができるということでつながるんでは

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）  今の件の私の質問

は、岩手日報紙の内容では、県外からの移住者

数は27件になってます。これはわかりました。

そうではなくて、恐らくこの空き家には市内の

方も居住、入っているでしょうと。したがって、

その辺も含めた今までの入居者数はどれぐらい

なんですかっていう質問でしたが、おわかりに

ならないようですのでよろしいです。事前ヒア

リングの中では私話したつもりですが、まあよ
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ろしいです。 

 それで、この空き家対策はやっぱり喫緊の課

題であるとともに、今後ますます重みを増して

くるものと思われます。全国的には既に空き家

条例等を制定して、この対策を講じて、それな

りのすばらしい成果を上げている自治体も見受

けられます。 

 したがいまして、当市も速やかに対応策を講

じるべきであるということを申し上げて、私の

一般質問を終わります。 

○議長（新田勝見君）  次に進みます。 

 ２番菊池美也君。 

   〔２番菊池美也君登壇〕 

○２番（菊池美也君）  政和クラブの菊池美也

です。子育てに対して求められる支援は、その

子どもの年代、幼児期と小学生でも異なり、ま

た中学生と高校生でも違ってきます。共働きな

のか、家庭内保育なのか、ひとり親家庭なのか

など、それぞれの家庭で置かれている状況によ

っても必要な支援は変わってまいります。与え

られた時間の中であまりにも広く深い子育ての

全てを網羅した質問を展開することはとても難

しいものです。きょうは出産から乳幼児期にか

かわる中でのごくごく一部分のこれからの子育

て政策について、市長のお考えを伺ってまいり

ます。 

 最初の質問です。市長と語ろう会は、市長が

市内各地を訪問し、市民の皆様と今後のまちづ

くりについて懇談する場です。ここ数年は地区

センターを主会場とし、町、ちょうを単位とし

た開催でござました。回を重ねるごとに、その

参加者がだんだんと固定化、あるいは新聞等の

報道を借りれば、マンネリ化、その形骸感を何

とかしよう、打破しようということで、今回は、

地域をさらに凝縮し、もっともっと小さい単位

での開催、自治会や集落での地域別懇談と、特

にも喫緊の課題である２つの分野に絞ったテー

マ別懇談が開催されました。農業従事者・保育

関係者そして、子育て真っ最中のお母さん方の

体験を交えた語らいの中で、それぞれの現場の

声に改めて耳を傾け、その声をきめ細かく拾い

上げることができたのではないかと思っており

ます。 

 今後は、遠野の介護と福祉の未来、また教育

をテーマとした懇談会も予定されているようで

あります。これまでの地域別懇談、そしてテー

マ別懇談という趣向・方法での市長と語ろう会

を実施してみての、市長の感想をお伺いいたし

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）  菊池美也議員の一般質

問にお答えいたします。一問一答ということで、

冒頭この市長と語ろう会について、農業、子育

て、２つのテーマに基づいての懇談会も行い、

そのほかにも自治会、行政区単位で語ろう会を

行っているようなんだけども、その一つの感想

も踏まえて一つ答弁をというお話でありました。 

 ことしはまさに市議員各位の御理解のもとに

小さな拠点をネットワークにという中で安心安

全、さらには福祉、または子育て、あるいは農

業も含め、いろんなコミュニティといったこと

をきちんと維持するためにということで、市内

11地区に地区センターを配置し、スタートダッ

シュという言葉の中で第２ステージという一つ

のグラウンドに入ったわけであります。 

 そういった中にございまして、ただいま菊池

議員からお話ありましたとおり、この市長と語

ろう会も各町単位で行っておりました。しかし

やっぱりコミュニティ、これが先ほど佐々木大

三郎議員との中でもこの防災、災害のときにお

けるコミュニティっていう部分をもっときめ細

かくっていうことになれば、やはりこの地区セ

ンターを中心にさまざまな地域課題をきめ細か

くフォローしていかなきゃならないんじゃない

のかなという中で、地区センターごとに今それ

ぞれの地域に入っておりまして、今まで17回、

8回とやっておりますけども、地区別、テーマ

別懇談会を含めますと、300人近い方々と懇談

を行っておりまして、一会場平均して20人ぐら

いずつ集まって今行っております。そういった

中で、まさに地域ならではという一つの提言、
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意見というものをいただているわけでありまし

て、これが一つのこれからのコミュニティの一

つのあり方につながっていく、まさに人づくり、

地域づくり、あるいは健康づくりといったよう

な小さな拠点がそれぞれ機能してくるんじゃな

いかなというように思っております。 

 ある会場では、まだ我々が元気なうちに地域

のことを考えなきゃならないんだと、我々も間

もなく70、後期高齢者の域に達するんだと、だ

から今みんなで考えようというような話が出ま

して、私もその中で思わず拍手したわけであり

ますけども、そのような市民の皆様の声が率直

かつストレートに聞くことができるという一つ

の手応えを感じております。正式には16地区で、

各地区平均各三、二十人ぐらいずつ集まっての

懇談、語ろう会であります。そしてこの語ろう

会に向き合うのは地区センターの所長以下３人

のスタッフと私だけっていうことにいたしてお

ります。ただ、その中で地区センターにある程

度求心力を持たせようという部分で、地区セン

ターの所長と私でいろいろあれしながら、そこ

で出た課題を全部拾い上げてそれを本庁のほう

に上げるという仕組みにして、それを本庁で検

討して文書で回答するというそのような流れに

しておりますので、地域の課題も、私も、地区

センターのスタッフも、本庁の関係部、関係課

も同じくきちんと共有することができるという

仕組みに持っていっておりますので、この小規

模なこの語ろう会につきましては、一定の手応

えを感じながら各地区を回っているということ

で、一つの感想とさせていただきたいというよ

うに思っております。 

○議長（新田勝見君）  ２番菊池美也君。 

   〔２番菊池美也君登壇〕 

○２番（菊池美也君）  テーマ別懇談会の３つ

の会場に足を運びました。もう子どもを育て上

げたからとか、うちは農家じゃないからとか、

自分に無関係のような話をする方もいらっしゃ

いました。確かに当事者ではないでしょうが、

生活に全く影響のないことではないはずです。

限られた財源の中でどこかに手厚く配分すれば、

一方でどこかを削らざるを得ない。農業という

縦の糸、子育てという縦の糸、その他いろんな

糸が必ず横糸で紡がれています。幅広い問題、

多様な職種の方が一堂に集い、これからのこと

を考え一つのテーマについて意見を交換する機

会をさらに設けていただきたいと思います。 

 結いの市については、その位置づけ、存在価

値、営業目的を利益や数字だけに求めるべきで

はないと感じました。交流人口拡大を目的とし

た情報発信の場という大切な面もありますが、

農業振興策の一つとして抑えるべきだと思いま

す。万が一撤退という判断を下した際、その理

由が数字によるものであったならば、それは新

規就農者、若者に対して無責任なことでありま

す。別の販路、出荷先をしっかり確保してくだ

さい。 

 伝統野菜をつくれ、つくれ、景観を守れ、食

を守れといっても収入がなければ話になりませ

ん。食いぶちがなければ子育てもできません。

当然、生産者、直売組合とふるさと公社の努力

は大前提となります。その上で農業振興、次世

代の担い手を育む場、若手農業生産者の研修の

場として捉えれば、結いの市は中長期的な視点

から見ても有要な場所であると考えます。 

 また子育てをテーマとした保育関係者との懇

談会の中で、私が特にも印象に残ったやり取り

を紹介します。 

 市長が休憩する場所が必要では、お昼寝の時

間に保育士さんもゆっくり休んだほうがいいの

ではという趣旨の問いかけに対して、当の主任

保育士からは、子どもたちを寝かしつけた後ほ

どその時間内にやっておかなければならない業

務が山ほどあるという旨の答えが返ってきまし

た。 

 書類仕事や保護者との連絡帳への書き込み、

毎月の催しなど、保育士の長時間労働が問題に

なっています。議員という役をいただいて、運

動会、避難訓練、お遊戯会、卒園式など、地域

の保育園行事にお招きをいただきます。いつも

子どもたちのかわいい様子を見て活力をもらっ

て帰ってきます。娘が通園していた時分は大事
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な娘ばっかり見ていました。でも別の角度から

落ち着いてみることができるようになった今、

少し思うことが出てまいりました。 

 園長先生をはじめ保育士さんたちの働きぶり

は本当にすばらしいものがあります。保育士は

園児を本当に少しの汚れでもこまめに着がえを

させて清潔を保っています。季節の行事や遠足

もあります。ただ、それが長時間労働につなが

っているのなら、何かを変えないと若者が保育

士という職に憧れを抱いても実際に保育士にな

る人がふえてこない懸念があります。 

 仕事に追われ休憩時間もなく、もしかしたら

ストレスを抱えたまま、それでも笑顔を絶やさ

ず幼児・園児と触れ合っている。いいことなの

か。保育士業界では、行事の準備など子どもが

帰った後の業務は、自主的に個人的にやってい

ることだから勤務時間ではない。サービス残業

のようなものとされている慣習もあるようです。

季節ごとに子どもたちに絵を描かせたり、折り

紙で何かつくらせたりしないと親御さんからク

レームが来るんじゃないか、という心配・配慮

もあるのかもしれません。保育園評価の中に

「保育園では、活動発表（運動会・お遊戯会

等）や制作等の展示が適切に行われている。」

という項目があります。このような内容が協力

関係機関や保護者の代表者に評価されるのであ

れば、やらざるを得なくなります。それで保育

士の負担がふえているのなら見直してもいいの

ではないでしょうか。遠野の子育て政策は、保

育園に過度な負担を負わせ過ぎではないかと思

うところもあります。もちろん保育士さんたち

は子どもたちが大好きで、保育という職業に誇

りを持ってひたむきにやっていると思います。

ありがたいことです。けれど、今のように過重

労働が問題になっているのなら保育園に子ども

を預ける保護者の意識の改革、転換も必要だと

思います。親にとって保育園と一緒に子どもを

育てていく中で一番大事なのは、保育士さんに

よりよい心身の状態でゆとりをもって子どもの

世話に集中してもらうことだと思います。家庭

ですること、地域でやれることまで保育園に背

負わせているのでは、保育士の配置数をふやす

ばかりではなくて、安全面の確保はしつつも、

保育士の今の負担を減らすため、労働内容自体

をよりスリム化することについて市長のお考え

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）  この市長と語ろう会に

つきましては、ただいま第１問目でありました

とおり、自治会、行政区単位の中に入りながら、

16カ所、17カ所と回ったという話を申し上げま

した。もう一方においては、テーマ別という中

で農業と子育てについても３回ほど行っており

まして、そのうち子育てのこの語ろう会には、

菊池議員も親として出席されてさまざまな意見

交換をすることができたという部分を今思い出

しながら質問をお聞きいたしましたけども、そ

の中でやっぱり保育士の一つの例えば職場環境

といったものをどのように持っていくのかって

いうことも大きな課題ではないのかなというよ

うに思っております。 

 そういった中で、語ろう会の中でも親御さん

とも、あるいは保育士さんの皆さんともいろい

ろ語り合ったわけでありますけども、やはり仕

事量がふえているっている部分の中にどういう

職場環境をつくっていくかっていう部分におい

ては、やっぱり子どもさんが休むときは保育士

さんも休むというような中で、やっぱりやって

いくのを必要じゃないかなということで、ごろ

っと横になるような場所も欲しいよなという話

を申し上げたということが今の御質問の中にも

あったわけでありますけども、そのような中で

やっぱり職場環境の改善も行っていかなければ

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。 

 この保育園に勤めている保育士の皆さんは、

毎日朝早くから夜まで子どもたちのこの育ちを

第一に保育というものに従事していただいてい

ると、非常によくやっていただいているのでは

ないのかなと思っておりまして、敬意を表した

いというように思って、まさに子育てするなら
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ば遠野という、現場の従事者なわけであります

から、そういった点で大事にしなきゃならない

かという、その中で保護者が保育園に期待する

ことも理解まさにしなければならない、これは

当たり前であります。しかし、そのことが過度

な勤務状況になるということ、また一方におい

ては考えなきゃならない、そこをどうバランス

を取るかという部分がすごく大事で、これはお

医者さんの場合なんかも言えるわけです。過密

勤務っていう中におきまして、なかなかお昼食

べる時間がないほど患者さんが来るという中で、

お医者は本当に大変だという部分もあるわけで

ございますから、そのような一つのお願いする

ほうと受けるほうとお願いするほうとの関係を

もう少しお互いに理解し合えるようなそんな関

係もつくっていかなきゃならないんじゃないの

かなと。 

 よりよい保育環境の提供をということで、例

えば遠野の場合もいろいろ保育協会を中心に考

えているという状況でございますので、そこと

の連携をうまく図りながら、より密接な連携を

図りながらそれを具体化していくということに

なるではないのかなというように思っておりま

して、保育士の確保と業務改善で負担軽減を図

り、今まで以上に保育に専念しやすい環境づく

りといったものに持っていかなきゃならない、

これはテーマ別懇談会でも意見として出ており

ます。 

 一つの例でありますけども、９月補正予算で

子育て支援員の育成に係る研修予算も可決をい

ただいているということでございますので、こ

れもまた一つの対応策ではないのかなというよ

うに思っておりまして、この支援員の役割は、

朝夕の混雑するこの登園時間帯、子どもさんが

園に来る登園時間帯などに、保育士と一緒に乳

幼児を保育することができるという制度であり

まして、これも負担軽減といったものにつなが

る一つの仕組みではないのかなというようにも

思っております。 

 また、この12月、この９月補正予算で計上い

たしましたけども、12月から支援員になるため

に必要な研修を開始いたしまして、研修終了後

には随時現場に入ってもらうというような方向

に持っていきたいというふうに考えております。 

 保育園で働くスタッフの方々にとっては、何

が一番よいことなのか、そのことが子ども育ち

の環境改善にどうつながるのかということにな

れば、まさに保育協会を中心とする保育事業者

の皆様と密接な連携を取るという一つの対応が

求められるんではないかなと思っておりまして、

またこれも特にという中にありますけども、保

育協会では、保育士の給料等のこの処遇改善や、

保育現場の業務改善による負担軽減を図りなが

ら、保育の質的向上に向けた取り組みなどを、

さまざまな角度から現在検討しているように聞

いておりますので、これらの密接な連携を取り

ながら、子育てするなら遠野という一つの組織

があるわけでございますから、そこと連携を図

りながら、ただいま申し上げました、お話あり

ましたような一つの環境改善に取り組んでいく

ということをお互い連携し合いながら進めてま

いりたいというふうに考えているところであり

ます。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後３時00分 休憩   

────────────────── 

   午後３時11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。 

 ２番菊池美也君。 

   〔２番菊池美也君登壇〕 

○２番（菊池美也君）  働く独身女性を対象と

したある調査によると、仕事と出産とを天秤に

かけたら、仕事を取る傾向が大きいという結果

が明らかになったようです。また女子大学生に、

将来の理想を尋ねると、仕事をしながら早く結

婚して、早く子どもを持って働き続けたい。で

も、現実は、生涯独身だと思うと多くが答えて

います。仕事と育児は両立できなさそう、女子

大生の多くが感じているのです。働きながら子

どもを産み、育てることの難しさは、今に始ま

った認識ではありませんが、両立が完全に難し
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くなったとき、女性は子どもを持つことより、

キャリアの継続を優先する傾向であることをこ

の２つの調査は示しています。 

 乳幼児を保育園に預けると、名前を書いた紙

おむつを何枚、ビニール袋を何枚、口拭きタオ

ルとよだれかけを各何枚ずつ、お着がえセット

が幾つ、記入済みの連絡帳、それからお昼寝用

のお布団など、持ち物リストに記載されている

これらのものを準備し、毎朝これらを詰め込ん

だ大きな通園バッグを背負って、乳幼児を抱っ

こして通園しなければなりません。布団につい

ては、季節によって週１の交換とか月１回の交

換ということがあるようですが、そして勤務後、

悪臭を放つおむつや洗い物を持ち帰って、子ど

ものお世話をして、返却時の混同防止のために、

捨てられるであろうおむつに子どもの名前をま

た書き込むんだそうです。泣きそうになるそう

です。 

 子育て応援を宣言していながら、なぜ汚物を

持ち帰らせなければならないのかわかりません。

子育ては大変なんだと認めて、こんなハードな

こと、親だけでできるわけがない。だから周り

が手を貸そう。おむつやタオル、シーツ類は保

育園が支給するものを使い、汚れ物は保育園で

洗濯。使用済みおむつの処分も保育園で、毎日

手ぶらで通園し、手ぶらで帰宅する。保護者に

対して最低限のことしか求めない、こういった

遠野型保育園はいかがでしょうか。 

 子どもを持つことはすばらしいこと。確かに

喜びは大きいけれど、子どもを持つことで自由

な時間とか自由になるお金が失われてしまうの

ではないかという不安と感覚を多くの若い女性

が持っています。このことを認めなければいけ

ません。仕事と育児の両立は難しい。できない

ものはできないんだと。愛を育み、結婚して家

庭を築き、子どもを産み育てることで失われる

ものがあるのなら、それは全て遠野が補填しま

すと女性にメッセージを送り続けることが応援

だと思います。さらに言えば、たとえ夫が途中

でいなくなっても、仕事を失っても、あなたの

子育ては大丈夫ですよというメッセージが女性

に届いてこそ、合計特殊出生率が上昇する、産

んでも大丈夫という遠野になるのではないでし

ょうか。保護者の負担を減らし、一つ一つ育児

事情をよくしていくことの積み重ねが遠野の少

子化改善の一助になると思われますがいかがで

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）  ただいまの御質問をお

聞きしながら、まさに子育てとは何だろうと、

親とは何だろうと、夫婦とは何だろうというよ

うな、そしてまた家族とは何だろうというよう

なことをお聞きしながらいろいろ私の頭の中を

去来いたしました。まさに夫婦愛携えて子育て

をする部分の中にあって、自分らが責任をもっ

て子育てをという部分がやっぱり一つなければ

ならないということが一つあるのかなと。 

 しかし、一方においては、社会生活なり、さ

まざまな仕組みが大きく変貌をしてきておりま

す。きょうの質問の中にも出ておりましたけど

も、やはりこのいろんな経済的な負担という部

分の中で、どのようにその家庭を持つのか、新

婚生活という中で、経済的な負担の中で、なか

なか新婚っていうか結婚に踏み切れないってい

うそのような貧困という問題もあるぞというの

が小林議員のほうからも出ました。そこにどの

ように我々がアローチしていくのかという部分

の中で、一つの夫婦、あるいは家族といった中

で愛携えてかわいい子どもを責任を持って育て

るというのがまた一つのあり方。しかし、今お

話ありましたとおり、その中でいろんな負担が

強いられる、そしてまた菊池議員のほうから、

お母さんに、女性の方にいいんだと、安心して

産み育てろというメッセージをきちっと出すと

いうことも大事じゃないだろうかと。それが出

生率を上げ、そしてまた少子化というところに

歯どめをかけるという部分で大事なんだという

なれば、これも子育てするなら遠野としてやら

なければならない大きな一つの事業でもあり施

策としても位置づけなきゃならないだろうとい

うように思っております。 
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 ２問目の中で、保育園のこの保育士さんの勤

務、職場環境の改善についても申し上げました。

またこれは菊池議員もよく承知のことなわけで

あります。したがって、どのような形で産み育

てる、安心して産み育てる、男性の役割は何な

のか、女性の果たす役割は何なのかという中で

特定するんじゃなくて、男女共同参画社会とい

う一つの仕組みがもう日本の中においても定着

しているわけですので、男性の役割、女性の役

割っていったものをその中できちんと持ちなが

らやっぱり対応していくっていうことが、やは

り一つは基本としてなければならないのかなと

いうようなことを、御質問をお聞きしながらお

聞きしたわけであります。これは出産と育児に

対するメッセージ、これをきちんと、やっぱり

粘りより強く発信していく必要があるというこ

とは、ただいまの御質問のとおり必要性を感じ

ております。 

 そしてまた一方、この仕事と育児の両立が大

変である、これも十分、繰り返しになりますけ

ども認識しております。子どもを健やかに育て

ることの第一義的責任は親にあるが、総じて育

児の中心を担っているのは女性であるというこ

ともこれもまたその現実であるわけであります

から、その負担が大きくなっている傾向にもな

いだろうかということもまた考えていかなけれ

ばならない、まさにそのとおりであります。 

 しかし、この課題には、繰り返しになります

けども、この家族の中で父親のこの育児の必要

不可欠なことであるという部分における父親の

育児参加が不足しているのでないのかなという

部分もやっぱりもう一方にはあるというそのよ

うな中で、市ではこれもささやかな取り組みの

一つかもしれません。しかし、また放っておく

わけにはいかないという部分によっては、出産

前からパパママ教室を開催しながら、父親の育

児参加、この意識向上にも取り組んでいるわけ

でありますけども、さらに父親のこの育児参加

が促進されるよう、意識啓発の中における取り

組みをさらに強め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、そのようなた

だいまの御意見を踏まえながら、さらにきめ細

かく、であればどうしたらいいのかということ

を考えていきたいというふうに思っております

ので、よろしくお願いを申し上げて、答弁とい

たします。 

○議長（新田勝見君）  ２番菊池美也君。 

   〔２番菊池美也君登壇〕 

○２番（菊池美也君）  次の質問の答えを先に

市長答弁したのかなと思いますけれども、僕の

質問を改めてさせてください。 

 ４つ目の質問に入ります。その前に一言つけ

加えたいことがありますので申し述べさせてい

ただきます。 

 保育園は、働く親御さんの負担を減らすため

の場所です。なのに、へとへとに疲れた仕事帰

りに、幾ら大事なお子様とはいえ排泄物を持ち

帰るなんていうのはそれこそ罰ゲームだと思い

ます。 

 結婚する、しないは個人の意思が尊重されま

す。子どもを産む、産まないもあくまでも家族

の自由な選択です。ただ、結婚には犠牲がつき

ものだという考えは間違っています。結婚や出

産で確かに生活は変わります。でもそれはあく

までも変化というフラットなもの、最初から犠

牲というネガティブな言葉を当てはめるものは

いかがだろうか。 

 そして、大人はいろんな場面で世の中で支え

なければならないほど子育ては大変なんだとい

う議論を交わしています。決して生まれてきて

くれたあなたたちのことを邪魔だとかいらない

とか思っているわけではありません。勘違いし

ないでほしい。既婚者世代として、若い人たち

には結婚イコール犠牲ではないということを伝

えます。親として、子どもたちには、君たちが

いてくれることでうれしさ、楽しさ、喜び、生

きがいが得られること、君たちのことを家族は

本当に大好きなこと、君たちはかけがえのない

存在であるということを伝えて、ここから最後

の質問に移ります。 

 最後の質問は、先ほど市長が少し触れていた

だきましたが、新米父親産休についてという
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テーマでございました。 

 夫婦で分かち合うべき育児や家事の負担が女

性側に偏りがちなことは事実です。 

 働くママの多くが、毎日、大きな通園バッグ

を持ち帰り、大量の汚れ物を洗い、新たなタオ

ル類やおむつを持って、出勤前にお子さんを保

育園に送り届けています。 

 企業内保育所という施設があります。遠野に

もあるようですが、今は閉所状態なのかな、通

うお子さんがいないから。で、例えば共働きの

御夫婦で、奥様の勤務先にも、そして旦那さん

の勤め先にも、幸いにも企業内保育所が整備さ

れていたとします。企業内保育所は同じように

お二人の働き口のそばにそれぞれあるでしょう

が、さあ、どっちに入れようかとなったら、お

母さんのほうを選んでしまうと思います。 

 女性は約９カ月の妊娠期間中、体からいや応

なく母になることを自覚するんですよね。残念

ながら、男にはわかりません。赤ちゃんを授か

ることは、御夫婦にとって、家族にとってうれ

しいこと、喜ばしいことです。でも、遠野の妊

婦さんは健診を受けるために大きなおなかを抱

えて１時間強もみずから車を運転しなければな

りません。これからの時期はますます大変です。

遠野のお母さん方は、妊婦の段階からもう既に

苦労し、我慢し、不安を抱えるんです。第１子

の妊娠、出産、子育てで我慢し苦労をしている

お母さんがもろ手を挙げて次のお子さんを授か

りたいと考えますか。サポートしてくれる存在

として、女性が社会と男のことを信用できない

から、子どもを産まなくなった。男は何をやっ

ているんだという話だと思います。 

 大多数の男たちには、子どもをその手に抱く

日まで自分は父親なんだと体感する機会があり

ません。 

 私も、振り返ると出産というイベントに気が

向き過ぎて、その直後から始まる毎日の子育て

には全く考えが及んでいなかったと思います。

これからは父親にも育児をさせなくてはいけま

せん。でも男を父親にすることが難しいし、育

児をする父親になることが難しい。だからこそ

それを支援しなければなりません。 

 育児・介護休業法は、平成28年３月に改正さ

れ、一部を除き、平成29年１月１日、お正月か

ら施行されます。新たに育児を理由にした半日

単位の休業が取得できるようになります。また

対象となる子の範囲も広がり、養子縁組里親も

育児休業取得が可能となります。 

 男性の育児参加を推進する育メンプロジェク

トなるものが厚生労働省主導で立ち上がってい

ます。男性育休取得率の向上を目的としたもの

です。しかし、現在その取得率はわずか３％未

満、その理由として、育メンプロジェクトの公

式サイトでは、男性が育児することへの男性本

人、職場、社会の抵抗感、育児は女性がするも

のという意識、仕事の進め方などが挙げられて

います。しかし、取得率の低い要因がほかにも

あるとも言われています。今回の一部改正によ

って就業環境を害することのないような防止措

置義務を企業に課すことが新規に設けられまし

たが、男性育児休暇の申し出を拒否した場合の

企業に対する罰則はありません。育休中の所得

も労使での取り決めに任されています。育休希

望を言い出しにくい状況下で、労使交渉をしな

ければならない。日々激務をこなす父親にして

みれば目まいがするような厄介さだと思います。 

 お子さんが生まれた際、お祝い金を支払う自

治体もありますが、第１子誕生時の新米パパに、

パートナーと力を合わせて子どもの世話をする

ための新米父親産休を、遠野独自に仕組み立て

て、まずは３日間でも与えてみるのはいかがで

しょう。 

 合計特殊出生率が上昇傾向にあるフランスで

は、この期間を「赤ちゃんと知り合うための期

間」と表現するらしいのですが、きっと遠野の

男が育児する父親に変わる第一歩になるはずで

す。 

 子どもは社会にとって必要な存在です。子ど

もの誕生よりも大事な仕事はそうはないと思い

ます。わらすっこ条例第12条、事業者の責務の

２項で「事業者は子育て期の従業員が仕事と子

育てを両立できるよう職場環境づくりに努めな
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ければなりません。」と定めています。男の意

識を変える、男を父親にするための支援が必要

ではないでしょうか。家事を手伝うのではなく、

自分なりのポジションに立って育児に携わる意

識を持った父親をふやすため、雇用現場におい

ても子どもの出産で父親が休むことが絶対不可

侵の休暇となるような気運の醸成が必要だと考

えます。 

 今は、夫婦間の子育ての負担がお母さんに偏

っています。これからは母親に偏りがちの子育

ての負担を少しでも父親に振り分けないといけ

ません。男性が育児することへの男性本人・職

場・社会の抵抗感を払拭し、育児は女性がする

ものという意識を変革しなければなりません。

女性が働きながら子どもを持つのは大変なこと

で、それを助ける父親のこともちゃんと支援し

よう、それでも２人だけでは大変なのだから、

社会で地域で雇用現場で全力で支援することが

合計特殊出生率の増加に寄与するのではないで

しょうか。市長のお考えを改めて伺います。 

○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）  先ほどの３問目の中で

安心して産み育てるというメッセージを女性の

方に発信するということが必要じゃないかとい

うことで、私ちょっと一つの考え方として申し

上げました。今度は、今男性の役割として、育

児休暇という、育メン休暇といったような、そ

して育メンプロジェクトといったようなものも

含めながら、その辺の一つの仕組みをきちんと

すべきではないだろうかというような中におけ

る御質問であったというふうに承知いたしまし

た。 

 この中で、この新米父親の産休についてとい

う一つの切り口の中から今いろいろ申し上げて

おりました。この育メンプロジェクトというも

のが法制化されながら、公式サイトでもいろい

ろ訴えているという部分があります。この父親

の育児参加が大切であるということは、これは

もう時代の流れ、そしてまた一つの社会構造も

そのようになってきていることでありますから、

これは一つの避けて通れない課題でありまして、

先ほどもちょっと認識を申し上げたところであ

りますけども、その方向でまた考えなきゃなら

ないっていうことは、先ほど申し上げた答弁の

繰り返しになるわけでありますけども、そうい

う認識でいるということであります。 

 そのために、父親が働いている、いうところ

の事業所なり、あるいはこの職場の一つ協力も

得なければならないということになるわけであ

ります。やっぱり意識を改革していかなきゃな

らないということになるわけであります。 

 そしてこの市内の事業所74カ所にアンケート

をお願いしたというそのような数字があります。

回答があったのは半数ほどの55.4％という一つ

の数字として41事業所から回答が寄せられたと

いう。 

 その中でちょっと見ますと、アンケートの中

で、事業所の子育て支援のこの取組状況として、

産前産後休暇を導入している事業所が約８割、

育児休暇を導入しているのが約７割という形に

なっております。アンケート調査を踏まえ、こ

の12月から事業所訪問をまた予定をしていると

いう中で、やっぱり事業所、あるいはこの意識

の一つの啓発といったようなものも行っていか

なきゃならないんじゃないかなと思っておりま

して、母親の産前産後休暇や育児休業、さらに

父親が妻の出産や育児など、休暇が取得しやす

い環境づくりに必要なものは何かとなった場合

においては、やっぱり企業への奨励金、あるい

は人材確保なのか、あるいは休業中の保護者へ

のこの経済支援なのか、まさにケースによって

いろいろ違ってくるんではないかなと思ってお

りますので、そのケース・バイ・ケースといっ

たあれでございますけども、ケースによってど

のような一つのこの有効策につながる手立てを

講じるのかっていうなれば、いろんな角度から

やっぱり検討していかなければならないのかな

と、ちょっと抽象的な言い方になりますけども、

個々のそれぞれのさまざまな角度から検証しな

がら、ただいまのこの育児に男性が参加する、

あるいは育児休暇が取りやすい、そしてまた３
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番目の御質問の中でお答えしましたとおり、夫

婦は、家族は、あるいは地域は、職場はといっ

た中で、みんなでそれぞれの立場の中で子育て、

産み育てることができる、安心して産めるんだ

というそのような一つの環境をどのようにつく

っていくとなれば、夫婦だけの問題ではないと

いう部分の中で、やっぱり社会全体の仕組みの

中でいろいろ検討していくっていう時代にもう

入ってきているんじゃないのかな、また既に少

子化という中でそのように入っているんだなっ

てあれば、基礎自治体としての市町村として人

口減少といったものに歯どめをかけるためにど

のような手立てを講じたらいいのか、法律があ

るからそれでいいっていうわけにはいけない。

それをどのように啓発しながら、そこに対する

いろんな課題をどのように、いうところの手立

てを講じていくのかっていう部分を検討してい

かなきゃならない、それがいうなれば子育てす

るなら遠野という一つの役割の中に見出してい

かなきゃならないかと思っておりますので、た

だいまお話ありましたとおり、産み育てるとい

う環境づくりの中における一つのいろんな手立

てを、ソフト、ハードということになろうかと

いうように思っておりますけども、遠野市とし

てのできる限りの対応を精いっぱい対応してい

きたいというふうに考えているわけであります

けども、やはりこれもこういう議会という公式

の場で、私の立場で申し上げるのはあれでござ

いますが、やり繰りをどうするかっていうこと

につながってくるわけでありますので、やっぱ

り思い切ってどこかをスクラップしながらこう

いう少子化という問題に対する大胆な手立てを

講じるという部分においては、財源の再配分と

いったようなこともやっぱり視野に入れたやっ

ぱり議論、検討はしてくる時期にも来ているの

かなというような認識を持っているところでご

ざいますので、その認識を持って答弁といたし

ます。 

○議長（新田勝見君）  ２番菊池美也君。 

   〔２番菊池美也君登壇〕 

○２番（菊池美也君）  私の質問書が悪かった

のか、これまでの市長の答弁、いただいた答弁

の中では、これからどうしていくんだっていう

具体な答弁が少なったんじゃないかなと思いま

したので、通告では先ほどの質問が最後であり

ましたけど、もう一質問追加させていただきま

す。 

 わらすっこ条例がありますし、基金もありま

す。それから全庁横断的な推進本部も組織立て

られています。総合計画で合計特殊出生率等の

将来目標値っていうか計画値も定められました。

「子育てするなら遠野」っていうスローガンの

もと遠野が動いています。子育て応援の宣言の

まちっていう横断幕が市内数箇所に掲げられて

おりますが、市長みずからの言葉でその宣言を

聞いてみたいと思います。これまでの、先ほど

の答弁の中で、私の質問の答弁の中で「いろん

な角度から検討」とか「仕組みをきちんと」と

か「強く発信」とか「十分認識しています」と

か「お互い連携を取りながら」っていう、もう

一歩踏み込んだ表現での子ども・子育て世代へ

の応援への言葉を改めて聞かせていただきます

でしょうか。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  まさに子育て世代に対

する強いメッセージをという部分になろうかと

思っております。総合計画を立てた、緊急優先

課題の中で子育てするなら遠野というのを緊急

優先課題にしたといっても、やっぱりそこでど

ういう具体的な施策を、あるいはどういう手立

てをという部分をやっぱり見出していかなきゃ

ならないという中で、これもこの中でいろいろ

申し上げてましたとおり、やはり限られた財源

の中でどういうやり繰りをするかとなれば、こ

の少子化という問題、あるいは人口減少という

問題はかなり深刻に捉えていかなきゃならない。

ただ深刻に捉えるということは、大変だという

捉えるというんじゃなくして、日本全体が縮小

社会に入って人口減少という中に入っていくわ

けでありますから、いろんな仕組みをその中で

考えていかなきゃならない。だから、日本全体
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がそういう方向に行くんだから仕方がないんだ

じゃなくして、遠野という一つの地域をどのよ

うに活性化していくかとなれば、やはり私がよ

く話してますとおり、赤ちゃんの泣き声が聞こ

える遠野の里にしたいという部分があるんであ

れば、であれば、どのような施策なり遠野スタ

イルっていうんであれば、どのような一つの子

育てというものにおける事業をどう打ち出して

いくかと、打ち出すといっても打ち出すばっか

りじゃなくて、そこにはやっぱりある程度形に

するためには必要な財源がある、それをどうや

り繰りするかとなれば、これも同じことを言う

わけでありますけども、どこかを一つスクラッ

プ・アンド・ビルドという中で、再配分という

中で財源を生み出しながら、若い世代の方々、

心配しないでくださいと、遠野は大丈夫、子育

てするなら遠野ですよというような力強いメッ

セージを何とか打ち出したいというふうに、そ

のように思っているその気持ち、その思いは十

分持っているつもりでありますので、これから

それを一つ一つ形にしていくように全力を挙げ

て取り組んでいきたいというふうに思っており

まして、先般の子育て世代のお母さん方、お父

さん方のやり取りも、家をどうするのか、乳幼

児健診をどうするのか、あるいは保育園の環境

をどうするのか、本当にいろいろな課題がまさ

に出ました。そのあたりはいわゆる男性として

の立場の意見も出たという部分をただ聞きっ放

しにしないでそれを一つ一つ積み上げてそして

形にするというところで、全力を挙げてまいり

たいというふうに思っておりますので、その決

意を申し上げて答弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  休憩します。 

   午後３時39分 休憩   

────────────────── 

   午後３時40分 開議   

○議長（新田勝見君）  会議を再開します。 

 菊池美也君。 

   〔２番菊池美也君登壇〕 

○２番（菊池美也君）  私の質問悪かったです。

僕に対しての宣言ではなくて、宣言というのは

意見や方針などを表明することですよね。子育

てしている世代の皆さんに、市長が子育てを応

援しているんだっていうそれをより具体的に宣

言していただけませんでしょうか。気持ちはあ

るんだよじゃなくて、何を、例えばどの部分で

私に宣言するんじゃなくて、テレビを介した、

テレビの先にいらっしゃる子育て世代に宣言し

ていただけませんか。応援の言葉を市長みずか

らの言葉で言っていただけませんでしょうか。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  決意とか思いだけじゃ

なくして、何か子育て世代に対する一つの具体

的な、こうやるんですよということをもう少し

きちんと答弁の中で発してきてというそのよう

な御質問ではなかったのかなというように思っ

ております。 

 もちろん、子育てするなら遠野の中でのファ

ミリーサポート支援制度であるいとか、支援員

であるとかいろんな中における手立てを講じて

ております。それから、また一方、この小児科

医師の確保の問題、あるいは産婦人科医の確保

の問題も含めながら、なかなかそれを形に、特

に産婦人科医はまだ招聘できなくているという

一つのもどかしさの中にもあるわけでございま

して、それを一つ一つどうにか、何とか前の方

向に前の方向に、少しでもいい方向にっていう

中で懸命に努力をしているということと、それ

から子育てするなら遠野推進本部の中でもっと

もっといろんな事業をやっておりますから、こ

の事業をもっと子育て世代の方々にも周知し、

わかりやすく伝えるように、この間子育てする

なら遠野推進本部のほうに話しました。いろい

ろやっていることはわかるし、さまざま工夫し

ていると、しかしそれを子育て世代の方々よく

承知してないという現実があるぞと、だから、

遠野テレビのとおのっこバンザイであるとか、

そのようなものを少しバージョンアップしなが

ら、そこで子育て世代の方々に具合的に発信を

する、あるいは子育てするなら遠野ということ

を標榜しているんだから、遠野広報には１ペー
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ジその部分で子育て世代に対する具体的なアプ

ローチなり、相談なり、さまざまなことを手立

てを周知するようなページを取ったらいいんじ

ゃないかと、あるいは今の時代だからインター

ネットの中に子育てするなら遠野のホームペー

ジも設けていいんじゃないかといったような話

でさまざま議論をし検討をしているところでご

ざいますから、その辺を通じながら、小っちゃ

な試みではあるけども、やっぱりこのようにや

っているんだぞということを子育て世代の方々

に丁寧にかつわかりやすく、そしてまたもう一

方にあった大胆に再配分しながらどういう施策

が講じられれば一番いいのかと、特に子どもの

遊び場の問題なんかももう各地から安心して遊

ばせる場所がないという声が出てきております

から、これもできれば平成29年度の当初予算の

中においても何らかの形でしたいと思っており

ますし、この12月補正にも運動公園のほうに遊

戯施設を設けるという部分も、かすかな予算で

ありますけどもそれも計上しているところでご

ざいますから、そのように手をこまねいてるわ

けではない、まず一生懸命頑張っているという

部分を、また気持ちだけがと言われそうでござ

いますけども、それに頑張りたいというように

思っておりますので、よろしく御理解をいただ

ければと思っております。（「子育て世代に関

するね」と呼ぶ者あり）子育て世代でね、はい。 

○２番（菊池美也君）  終わります。 

────────────────── 

   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３時44分 散会 


