
－ 7 － 

平平平平成成成成２９２９２９２９年年年年６６６６月遠野市議会月遠野市議会月遠野市議会月遠野市議会定例定例定例定例会会議録（第会会議録（第会会議録（第会会議録（第２２２２号号号号）））） 
 

平成29年６月12日（月曜日） 

────────────────── 

議事日程 第２号 

平成29年６月12日（月曜日）午前10時開議 

第１ 一般質問 

────────────────── 

   本日の会議に付した事件 

１ 日程第１ 一般質問（細川幸男、佐々木大

三郎、菊池巳喜男、小林立栄、菊池美

也議員） 

２ 散  会 

────────────────── 

出席議員（17名） 

１ 番  小 林 立 栄 君

２ 番  菊 池 美 也 君

３ 番  萩 野 幸 弘 君

４ 番  瀧 本 孝 一 君

５ 番  多 田  勉 君

６ 番  菊  池  由 紀 夫 君

７ 番  佐 々 木  大 三 郎 君

８ 番  菊  池  巳 喜 男 君

９ 番  照 井 文 雄 君

10 番  荒 川 栄 悦 君

11 番  菊 池  充 君

12 番  瀧 澤 征 幸 君

14 番  細 川 幸 男 君

15 番  浅 沼 幸 雄 君

16 番  多 田 誠 一 君

17 番  安 部 重 幸 君

18 番  新 田 勝 見 君

────────────────── 

欠席議員 

  な  し 

────────────────── 

事務局職員出席者 

事 務 局 長  村 上  猛 君 

次 長  佐 藤 邦 昭 君 

主 査  及 川 憲 司 君 

────────────────── 

   説明のため出席した者 

市 長  本 田 敏 秋 君 

副 市 長  飛  内  雅  之 君 

経営企画部長兼
政策推進担当課長 

 鈴 木 英 呂 君 

経 営 企 画 部
地域経営改革担当部長  竹 内 正 己 君 

総 務 部 長 兼
防災危機管理課長 

 鈴 木 惣 喜 君 

健康福祉部長兼健康福祉の里所長 
兼地域包括支援センター所長  菊 池 永 菜 君 

産業振興部長兼
連携交流課長  大 里 政 純 君 

農林畜産部長兼
六次産業推進担当部長  古 川  憲 君 

環境整備部長  佐 藤 浩 一 君 

環 境 整 備 部 
まちづくり再生担当部長  千 田 孝 喜 君 

市民センター所長  石 田 久 男 君 

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

 小 向 孝 子 君 

消防本部消防長  小 時 田  光  行 君 

会計管理者兼会計課長  鈴 木 純 子 君 

子育て支援センター所長兼
総合食育センター所長  多 田 博 子 君 

教 育 部 長 兼
中高連携サポート室長  澤 村 一 行 君 

教 育 長  中 浜 艶 子 君 

代表監査委員  佐  藤  サ ヨ 子 君 

選挙管理委員長  藤 村 正 子 君 

農業委員会会長  佐 々 木  敦  緒 君 

────────────────── 

   午前10時00分 開議   

○議長（新田勝見君）  これより本日の会議を

開きます。 

 これより本日の議事日程に入ります。 

────────────────── 

   日程第１ 一般質問   

○議長（新田勝見君）  日程第１、一般質問を

行います。 

 順次質問を許します。 

 14番細川幸男君。 

   〔14番細川幸男君登壇〕 

○14番（細川幸男君）  通告に従い、一般質問

を行います。 

 2008年度から公立小学校５、６年生に外国語

活動として、2011年から必修活動となり、今回
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の改正案は外国語活動として低学年の３年生か

ら実施、今までの５、６年生の外国語活動は、

正式に英語教科化にする予定と聞いております。

初等教育の段階から、グローバル化にする社会

情勢に対応するため英語教育を充実し、世界の

中で戦える人材育成をする狙いと思います。東

京オリンピックが開催される同じ年の2020年か

ら実施する計画で、小学校の英語学習が日本で

も、ようやく先進国並みの教育環境になるでし

ょう。 

 現在、日本で教えている英語の単語数は3,08

0語と少なく、隣国の韓国は8,200語、中国は6,

150語、台湾は5,180語、フランスは小学校１年

生から、ドイツは小学校３年生から英語教育を

開始しております。このように、世界の教育情

勢は英語が国際語として主流です。 

 日本の教育指導要領等の内容に大きなギャッ

プがあり、特にスピーキングにおいて日本人の

点数がなぜか低いのです。日本はノーベル賞の

受賞者数は世界で２番目、大国アメリカの次に

ノーベル受賞者数の日本です。日本人に能力・

学力がないとは思えません。下村文部科学相は、

国内でも既に小学校１、２年から英語教育を実

践し、研究開発している学校が相当数あると述

べ、今後、英語学習の早期開始を検証していく

と述べております。 

 しかし、英語教育の開始時期を早めて実施す

るには懸念も多く、もっとも大変なのは教員の

確保と資質が問題視されているようです。国内

世論は、まずは英語より国語を充実すべき、小

学校から英語を始めても上達しない理由がある。

英語は学生時代の試験用などなど賛否両論があ

ります。 

 私の思いとすれば、将来、多くの遠野の子ど

もたちには世界中を駆け回り、平和活動に参加

させたいのですが、参加活動後の就職先とか日

本の生活はどうするかなどなど問題があって、

そう簡単にできる平和活動ではありません。さ

りとて困っている国を見て見ぬふりはできず、

日本だけが繁栄する時代背景ではなく、日本だ

け生き延びることも無理なことでしょう。それ

がゆえに、全世界が共に助け合いグローバルな

平和活動の実行が必要であります。 

 話はそれましたが、子どもたちの頭脳が一番

記憶できるのによいのは10歳前後と言われ、小

学校３年生から英単語の学習は効率が高く最適

年齢であります。さらに、ＰＴＡも子どもたち

と一緒に遠野を訪れる外国観光客にお願いをし、

英語の先生になってもらい、短い時間でも挨拶

程度の簡単な英語を親子で教えていただき、生

の英語を自主体験し、外国人と直接会話をする

ことで、子どもたちは度胸と自信が身につき外

国人コンプレックスも吹き飛ぶでしょう。外国

人と親友になれば、文通も始まり英語会話も好

きになり、視野が広がり国際交流の始まりです。

遠野にも国際人がふえること思います。 

 さらに、外国観光客にも楽しい遠野の思い出

がふえ、よき噂が噂を呼び波及効果によって外

国人観光客がふえ、遠野が国際中心地に生まれ

変わるかもしれません。いずれにしろ、遠野っ

子は郷土の宝であります。よさを引き出し、遠

野の子どもたちには落ちこぼれのないよう、全

生徒が元気に楽しく学校生活を終えることを願

うわけです。 

 本日、お尋ねしたいのは、小学校の外国語教

育は経験のない教員や英語に自信のない教員も

いると聞いています。大丈夫なのか、教育委員

会としてどのように取り組むのかお尋ねします。

さらに、小学校外国語教科化による外国語学習

のスタートが、小学校３年生からになり、また

学習時間も現在の３倍になる、そのことによる

効果をどのように捉えているかお尋ねします。 

 簡単でありますが、これで私の一般質問を終

わります。 

○議長（新田勝見君）  どうぞお座りください。 

 中浜教育長。 

   〔教育長中浜艶子君登壇〕 

○教育長（中浜艶子君）  細川幸男議員の御質

問にお答えします。 

 御質問の１点目である、小学校教員の外国語

教育の指導力については、平成32年度完全実施

の新学習指導要領改訂において、小学校の３、
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４年生に外国語活動が導入され、５、６年には

教科としての外国語が導入されることから、小

学校教員の外国語教育に関する指導力の一層の

向上を図ることが重要であると考えます。 

 このことについては、平成30年度から新学習

指導要領の先行実施が始まるのを前に、文部科

学省では中央研修を受けた推進リーダーを中心

に、地域や学校内で全教員に研修する計画を進

めています。本市の小学校でも学校ごとに研修

を計画し、指導力の向上を図っています。 

 さらに、遠野市では今年度から小学校外国語

活動アドバイザーを設定し、各校の研修の支援

及び個々の教員の研修の場を保障する取り組み

を始めました。モデルとなる授業を提供し授業

のポイントを示すとともに、疑問や悩みに応え

る研修会となっています。また、今年度より岩

手県の教員採用試験の小学校教員の試験内容に、

英語のリスニングや英語の問題が出題されるな

ど、採用の上での改善も進んでいます。 

 続いて、小学校英語の教科化による効果につ

いてお答えします。 

 グローバル化する社会の中で、言語や文化が

異なる人々と主体的に協働していくことができ

るよう、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や、我が国の伝統

文化に関する深い理解、異文化への理解等を育

むことが重要であると考えます。特に、英語に

よるコミュニケーション能力の向上が喫緊の課

題です。 

 そこで学校教育では、英語を使えるようにす

ることを目標にし、最終的に高校では、英語で

幅広い話題について発表や討論ができるように

したいと考えています。そのために、英語学習

のスタートを早め、発達段階を考慮し、小学校

では英語の音声に慣れ親しみながら、英語の素

地を育むこと。また、緩やかに文字に触れ、

「読むこと」や「書くこと」も経験することは

とても重要であり、そのことでより一層中学校

での英語学習へ円滑に接続することができます。 

 小学校での学習をもとに、中学校ではいろい

ろな経験を通じて得た、遠野のよさやすばらし

さなどを英語で発信する体験や学習を通じて、

遠野への理解を深めるとともに、コミュニケー

ション能力の向上がさらに進むと考えています。 

 このことがひいては、本市が目指す「ふるさ

と遠野や日本、世界の発展に貢献する人材の育

成」、価値観や言語の違う人々とも理解し合え

るコミュニケーション能力を身につけた人間を

育み、遠野の未来の発展につながるものと考え

ます。 

○14番（細川幸男君）  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）  改めましておはよ

うございます。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、２点について

一問一答方式により一般質問を行います。１点

目は、「遠野市の財政状況と対応策について」、

２点目は「観光振興対策について」市長の御見

解を伺います。 

 まず、１点目の質問である「遠野市の財政状

況と対応策について」は、財政に関するいろん

な分析表が公表されておりますが、普段余り聞

きなれない難解な用語になっておりますので、

可能な限り簡潔で分かりやすい御答弁をお願い

いたします。 

 今年度も“もっと知りたい「遠野の予算」”

という表題で、市内全戸に冊子が配布されてお

ります。既に市民の皆さんも読まれて御承知の

ことと存じますが、記載内容については、市長

の施政方針や予算の特徴、そして主な事業内容

がわかりやすく簡潔に紹介されております。 

 また、テーマも「羽ばたく！遠野スタイルチ

ャレンジ予算」としておりまして、産業振興と

子育て支援を最優先にして、中心市街地の核と

なる市役所本庁舎の周辺整備などによる「まち

なか再生」、そして、地域課題の解決や住民自

治の推進による「地域コミュニティの再構築」

などに、果敢にチャレンジするとい意気込みを

感じ取ることができます。市民の皆さんは大い

に歓迎し、期待しておられることと思います。 
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 私自身もこの取り組み姿勢と意気込みを評価

し、期待しているところであります。ぜひこれ

らの事業を着実に実践して大きな成果を上げて

いただくようエールを送らせていただきます。 

 さて、既に御案内のとおり平成21年４月に

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」

が施行されたことによりまして、各自治体には

健全な財政を維持する経営能力が問われるよう

になっております。 

 そこで伺いますが、現在の遠野市の財政状況

は健全、安全であると言えるでしょうか。ある

いは、心配な面もあるということなのかどうか、

その辺について伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま佐々木大三郎

議員から一般質問を承りました。一問一答とい

うことで財政事業、そして、さらには観光振興

という２点に絞っての一般質問と承りました。 

 その第１点の、財政の状況でありますが、こ

のわかりやすく、そして簡潔にということであ

りましたので、これはやっぱり財政というもの

は非常に専門用語が多い分野でもございますの

で、それをわかりやすくという部分におきまし

ては、なかなかこれもまた私自身の力量も足り

ないのかなと思って、質問を承ったところであ

りますけれども。 

 この、まず一つは、健全であるのかというこ

とに対するお答えとして申し上げたというふう

に思っておりますけども、いろいろ総務省もは

じめ、県もこの地方自治体、「基礎自治体」と

言われる我々市町村の財政事情につきましては、

さまざまな指標あるいは数字を用いて、いうな

ればチェックもしておるということになるわけ

であります。 

 御案内のとおり当市の財政事情は、交付税に

かなり頼っているというような状況にあるわけ

でありまして、これを例えばわかりやすくとな

れば、親からの仕送りを一つ財源としながら市

政の運営を行っているということにもなろうか

というようにも思っておりますけども、その親

の国自身がさまざまな財政事情も大変厳しくな

ってきており、交付税等も人口減少に伴い、こ

れも減ってきているということも一つの現状で

ございますので、かなり厳しく、そして、また、

いい意味での緊張感を持って財政運営をしなけ

ればならないかというように思っておるところ

であります。 

 これまでもでございますけども９月議会には、

５つの実質赤字比率等も含め、それぞれの連結

実質赤字比率といったような数値でもって、９

月議会には報告しなければならない。これは５

種類の一つの数字があるわけであります。 

 そういったことも含めまして、そういった一

つの数字、さらにはいろいろな借り入れも含め

ながら、いろんな事業の精査等も含めながら対

応しているわけでありますけども、この一つの

数字としてみた場合に、実質赤字比率、普通会

計におきまして、あわせた全会計に生じている

赤字の基礎を示すということになっておるわけ

でありますけども、これを見ましても遠野市の

財政事情は、どちらも黒字決算であったという

ことを含めれば、27年度もそうでございますけ

ども、黒字決算であったということになれば、

健全の範囲内であるということが言えるのでは

ないかなというように思っているところであり

ます。 

 この借入金の返還額の大きさといったような

もので、財政規模に対する一つの指標があるわ

けでございますけども、これも遠野市は11.4％

という数字になっておりまして、18％以下の11.

4％になっているということを見ても、健全と

いう一つの形で捉えることができるのではない

かなというように思っているところであります。 

 将来負担比率といったようなものもあるわけ

でございますけども、これもいうところの35

0％以下という数字の中にございまして、この

将来の負担比率などを見ても、遠野市は79.1％

という数字になっているところでございますの

で、いずれも健全範囲内の一つの数字として、

財政運営を行っているということになるのでは

ないかなと思っておりますので、それをもって、
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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）  御答弁では、遠野

市の財政状況は厳しい財政状況、環境にあるん

だけれども、いろんな指標から判断すれば健全

範囲にあるという御答弁でありました。確かに

御説明にありましたけれども、実質公債費比率

は11.4％で借金をするときに、国の許可を必要

とする18％以下にあります。また、将来負担比

率も基準値以下にありますので、健全範囲にあ

ると言えるかもしれません。 

 しかし、最近数年間は借入金、いわゆる借金

の増加によりまして、実質公債費比率は増加傾

向にあるわけであります。また、今後は人口減

少によりまして地方税や国からの交付金の減少

が危惧されますし、当市の貯金である主要３基

金残高も取り崩し傾向にありますので、財政状

況の悪化が私は懸念されるところであります。 

 このことに対して、市長はどのような御所見

お持ちなのか、再度伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいまの御質問にお

答えいたしますけども、数値をもちまして11.

7％という数字を申し上げながら、財政健全の

範囲内の中におけるということを申し上げたわ

けでありますけども、公債費比率、この部分も

いろいろな大型事業を行ってきております。 

 しかし、その大型事業もできるだけいうとこ

ろの補助金、あるいは交付金といったものを活

用しながらということで、あるいは有利な起債、

それを導入しながらということでかなりの緊張

感を持って、そのような事業運営に当たってき

たと、財政運営に当たってきたという状況でご

ざいまして、今、主要３基金、よくいう主要３

基金、健全財政５カ年計画を策定しながら、そ

の中でどう収支バランスをとりながらというこ

とを常に意を持ちながらやっているわけであり

ます。 

 そして、起債という公債費比率の部分もある

わけでございますけども、その起債もきちんと

その部分における有利な起債ということを、常

に意識しながら対応しているという状況にござ

いまして、ちなみにこの主要３基金の年度末残

高を一つ申し上げますと、この目標額である、

目標額であるというのは健全財政５カ年計画の

中における目標額の中におきまして、現在、29

億3,000万円の額を確保しているところでござ

いますので、健全財政の範囲内での一つの主要

３基金を含めながら、改めてこの健全財政５カ

年計画を常に見直しをしながら、こういった硬

直化しない、また財政的にもきちんとした健全

財政を維持するように、さらに、繰り返しにな

りますけども緊張感を持った行財政運営を行っ

てまいりたいというように考えているところで

あります。 

○議長（新田勝見君）  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）  平成27年度の経常

収支比率は87.1％で、ここ10年間の中では最も

悪い結果にあります。この経常収支比率という

のは、財政の弾力性の度合いを判断する指標の

一つになるわけですが、地方税や国からの普通

交付税など毎年の収入に対して人件費や借金返

済に要する公債費、さらには生活保護、福祉、

医療に要する扶助費、いわゆる義務的経費など

毎年経常的に支払う経費がどれくらい使われた

かの割合を示す指標のことであります。したが

いまして、この指標が100％に近いほど一時的

に必要となった経費や投機的経費に回す余裕が

ないということになりますので、この経常収支

比率を適正値に改善する必要があるわけであり

ます。 

 もっとわかりやすく話しますと、平成29年度

の一般会計予算は、総額で177億9,000万円です

が、このうち自主財源である市税と繰越金・諸

収入は48億円ということで、全体の予算に占め

る割合がわずか27％と乏しく、依然として国や

県の交付金、補助金に依存する財政状況が続い

ております。 

 一方で、当市は少子高齢化と人口減少によっ
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て税収が減る半面、2020年問題と言われる団塊

世代の高齢化などによって社会保障費は増加傾

向にあります。また、合併特例期間の終了や国

勢調査人口の減少などによって、国からの交付

金も減少傾向にあります。このような状況下で

は、この経常収支比率はますます悪化し、将来

的に財政の硬直化を迎えるものと認識します。 

 そこで伺いますが、この財政の硬直化を未然

防止するために、市長はどのような対応策を考

えておられるか伺います。先ほどの答弁内容と

一部重複する部分もあると思いますが、その分

は除いて御答弁お願いします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  お答えいたします。 

 この財政の健全化といった場合におきまして、

ただいま経常比率の話がありました。いろいろ

質問の中でも、この経常比率がかなりの部分と

して硬直化を招いているのではないだろうかと

いう話があったわけであります。 

 ちなみにちょっと数字を申し上げますと、経

常収支比率という中におきます都道府県では約

80％、そして市町村では75％を上回らないこと

が望ましいというようにされてきておりますけ

ども、最近の一つの実態といたしまして、これ

は非常に大事なことだと思いますけども、平成

27年度の決算で見た場合において都道府県の全

国平均は93.4％、そして市町村は90.0％という

形で抑えておりまして、岩手県内の平均は89.

4％というそのような数字として、一応抑えて

いる。 

 そういった数字の中で遠野市を見ますと、当

市は87.1％ということでございますから、ただ

いま申し上げました国あるいは県、あるいは県

内市町村の平均の数値から見ると87.1％という

ことで、どうにかこうにかって言えば言葉があ

れですけども、経常収支比率等のいうところの

指標の範囲内に収めているということになろう

かというように捉えているところであります。 

 ただ、ただいま御質問の中にありましたとお

り、この部分をどのように抑えて行くのかとい

うことが、これはやっぱり健全財政にとっては

極めて大事なことでありまして、歳入歳出の一

つのバランスを常に考えていかなければならな

い。さらには、この歳入の確保として市税収納

プロジェクトチームなどを立ち上げながら、税

収も含めながら収入の確保といったことにも全

力を挙げている。 

 さらには、議会議員の皆様の一つの理解をい

ただきながら、３年周期で使用料、手数料とも

見直しをしながら、少しでも収入を確保すると

適正化。一方においては、ふるさと納税、この

ようなものにも試みながら少しでも歳入をふや

すというそのような方向でいろいろ取り組んで

いる。これの一つの積み上げが歳入といったも

のに一つつながって来るんではないのかなとい

うように思っているところでもあります。 

 そうして、また一方においては、いうところ

の歳出をいかに抑制していくかということにも

なるわけでございますので、ただいま歳出抑制

といったような中で、これもそれぞれのあらゆ

る角度から、その事業効果も含めながら適正規

模にというところに抑えていくという部分で、

バランスを常に考慮した中におきます一つの健

全財政を維持すると。そのためには経常支出比

率を少しでもというそのようなことで、さらに

努力を重ねてまいりたいというように考えてい

るところであります。 

○議長（新田勝見君）  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）  財政状況を改善し

健全財政を保持するには、端的にお話をします

と歳入をふやして歳出を減らすということにな

ると思います。ただ、一般家庭の家計とは違い

まして、行政には赤字覚悟での市民サービスの

維持向上という責務があるわけであります。し

たがいまして、行政サービスのレベルを落とさ

ずに収支バランスを図るためには、歳入の増加

に努める必要があります。当市はこの解決策と

しまして、緊急的優先課題ということで「地域

経済の振興と雇用の確保」ということを掲げて

おります。 
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 そこで、この「地域経済の振興と雇用の確

保」について、具体的にどのような施策を進め

ようとしておられるのか、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）  ただいま御質問の中に

ありましたとおり、この歳入をいかに確保しな

がら、歳出をといっても、その歳出も事業効果、

まあ、よくいう費用対効果という言葉の中でや

っぱりバランスを取った歳出予算を組んでいか

なければならないということは、これは当然な

わけであります。 

 ただ、費用対効果とばっかり話をしておって、

やっぱり行政でありますから住民福祉あるいは

教育、環境といったような問題につきましては、

やっぱり一定の予算をきちんと確保しながら、

一つのコスト効果というものをそこに見出すと

いうことに持っていななければならないかとい

うように思っておりますけども。 

 ただいま御質問のありましたとおり、この地

域経済の一つの活性化、これは非常に大事なこ

とであります。これは税収につながるというこ

とになるわけでありますから、より健全な歳入

確保ができるということにもなってくるわけで

ありますから、産業振興あるいは経済の活性化、

これはどうしても取り組まなければならない最

優先課題であろうかというように承知しており

ます。 

 そういったことを含めまして、第二次遠野市

総合計画の中におきましては、御質問のありま

したとおり産業振興と雇用確保を最優先課題に

位置づけたということであります。この第二次

総合計画の中におきましては、28事業、約８億

4,000万円を投じまして、産業振興と経済の活

性化を図ろうとそのような形での予算を組ませ

ていただいております。 

 そして、また２年目となる本年度におきまし

ても、30事業、約６億7,000万円を一つ投じま

して、ＩＣＴを活用した働き方、暮らし方の新

たなスタイルを創造する「遠野型ふるさとテレ

ワーク」といったような推進事業を、あるいは

台湾との交流などを行う「海外もの・こころ」

この交流事業を中心とした六次産業化、さらに

は、地域の経済の活性化といったものに取り組

むといったような、交流人口の拡大といったも

のにも取り組んでいるという中に予算を組ませ

ていただいております。 

 さらには、平成30年、これは間もなくであり

ますけども、東北横断自動車道、釜石秋田線、

釜石自動車道の全通が、それに合わせる形で国

道340号のトンネル化が進むことがほぼ確実に

なっておりまして、そういったことも踏まえま

して「遠野風の丘」道の駅、風の丘のさらなる

グレード、機能充実といったようなものに。 

 また、一方におきましては、遠野東工業団地

のさらなる拡張、その中における雇用あるいは

定住人口の確保という中に予算を計上しながら、

それの環境づくり、若者の雇用、そして定住と

いったことに含めて地元定着を促すための取り

組みを展開をしているということになろうかと

思っております。 

 特に、若者の定着、これは大きな事業でござ

いますので、その部分におけますただいま申し

上げたようなことにつきまして、メリハリのあ

る事業を展開しながら、そこにおける税収の確

保、いうなれば歳入の確保、やっぱり産業振興

であり、経済の活性化といったものであれば人

口定住と、その移住も含めての人口定住と交流

人口の拡大といったことに持っていくことが、

当市に求められている一つの大きな課題ではな

いかなというように承知いたしているところで

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）  いろいろと具体的

な事業内容を御紹介いただきましたが、これら

のうちの大型の事業は、以前からの継続事業と

いうふうに私は理解しておりますが、そういう

中にあって新規ということで御紹介がありまし

たが、「テレワーク推進事業」これは、雇用創

出の面で大変効果があるものだというふうに私
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も認識いたしているところであります。 

 といいますのは、このテレワークというもの

はＩＣＴ技術、要するにパソコンとかテレビ会

議システム、高速通信回線などの情報通信技術

を活用して、自宅とかあるいはリモートオフィ

スなどの遠隔で仕事ができるということで、特

に、最近では情報通信会社あるいは情報通信機

器メーカーは、このテレワーク事業について全

社を挙げて積極的に導入する傾向にあります。 

 そこで伺いますが、遠野市では、ことし２月

に旧土淵中学校の未来づくりカレッジ内に、大

体1,400万円程度を投じまして、テレワークセ

ンターを整備したところでありますが、このセ

ンターを開設した狙いは何だったでしょうか。

また、このセンターを有効に生かすために、市

長はどのような事業を考えておられるのか伺い

ます。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  このテレワーク、これ

も新しい働き方、生活サイクルに応じた一つの

仕組みづくりとして、大変興味を持っておりま

す。 

 そのような中で、ただいま御質問のありまし

たとおり総務省のモデル事業を導入し、未来づ

くりカレッジ旧土淵中学校のほうに、この「ふ

るさとテレワーク事業」を導入をいたしたとこ

ろであります。これは県内では初めての一つの

プロジェクトであったわけでありますけども、

この中におきまして、今ちょっと数字を申し上

げますと、東京に本社のある大手企業の会社の

方が一人駐在いたしまして仕事をしているとい

う状況であります。 

 そして、実施した２月から５月までの状況で

ありますけども、利用者が今のところ３人、そ

れから見学者が27人、そして、この利用者の拡

大を図るためのさまざまなＰＲ等のパンフレッ

ト等も用意しながら呼びかけている、情報発信

を行っているところでありますけども、現在の

ところ２月からでありますから２月、３月、４

月、５月で４カ月で、ただいま申し上げたよう

な数字になっておるということであります。 

 今後の計画といたしましても、少なくてもこ

のサテライトオフィスといっておる中におきま

して、首都圏の企業や、あるいは大学等を中心

にテレワークを体験し、実施しながら、これの

利用拡大に努めてまいりたいというように考え

ております。ちなみに、これも完全なテレワー

クということにはならないかと思ってはおりま

すけども、一日市通りに展開しております萩原

印刷さんの場合なども、この光通信を活用しな

がら、こちらで組み立てを行い本社のほうでそ

れを完成させ、そして製品にするという一つの

事業を展開されておると。 

 これも情報通信技術を見事に利活用した、地

方と都市との連携の中における事業展開ではな

いのかなというふうに思っておりまして、この

ような部分が、これからの一つの動きとして、

サテライトオフィスをテレワークをうまく使い

ながら遠野に地方に求め、そしてそれを一つの

都市部との連携の中からいい商品を、付加価値

のついたさらなる商品をという部分に持ってい

くという部分につきましては、これは一つの時

代の流れとして捉えることができるのではない

かなというように思っておりますので、今後と

も、このテレワーク事業につきましては重大な

る関心を持ちながら、ライフスタイルが都市部

の若い方々のライフスタイルも変わってきてい

る。 

 企業もまた一つのリスク管理も含めて大分変

ってきているということになるわけでございま

すから、そういったためには、このテレワーク

事業の展開する一つの未来づくりカレッジなど

も、その一つの受け皿であったわけであります

けども、施設の有効活用を利用しながら、その

ようなサテライトオフィスを設けて、それを一

つのＩＣＴというものを利活用しながら、働き

方のあるいはライフサイクルに応じた一つの雇

用の場を、遠野のほうにも展開できるというふ

うに持っていきたい。これは地方創生の大きな

柱というのにもなるんじゃないかなと思ってお

りますから、遠野としてもこの地域情報の推進
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については、一つこれは私から言うことではご

ざいませんけども、先進的な取り組みをしてい

ると評価をいただいておりますから、その方向

でさらに努力を積み重ねてまいりたいというよ

うに考えています。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  今、御答弁にあり

ました萩原印刷さん、まさにこのテレワークを

うまく活用した仕事の事例だと思います。この

テレワークは、先ほどから話しているとおり、

自宅などにいながら遠隔で仕事ができますので、

遠野市にとっては大きな意義と効果のある事業

であると認識しております。 

 参考までに、この効果の内容について述べさ

せていただきますと、一つには、女性や高齢者、

障がい者などの就業の機会が拡大しますので、

少子高齢化対策が推進することになります。そ

して、若者の地元定着やＵＩＪターン者の増加

が期待できますので、人口増加と地域活性化に

もつながってまいります。 

 そして、３つ目としましては、企業にとって

も有効な人材の確保やコストの削減、生産性の

向上、オフィスの危険分散化による災害時の事

業継続といった大きなメリットが考えられます

ので、このことからテレワーク事業は、市民の

収益向上になり、地域振興と活性化、税収の増

加につながりますので、ぜひ首都圏の企業に対

してもっと積極的なＰＲと誘致活動が必要であ

ると認識しますが、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）  誘致活動をということ

でありました。 

 ただいま御答弁で申し上げましたとおり、こ

の一つの企業の働き方改革という部分におきま

して、やっぱりさまざまな情報通信技術を活用

しながらという部分で、このネットワークを活

用するということが一つの動きとして出てきて

おりますし、ライフサイクルという中で、特に、

都市部の若い方々の一つの価値観、あるいはも

のの見方といったものも大きく変わってきてい

ることを踏まえれば、そこにきちんとターゲッ

トを絞りながら、地方でも存分にその能力を発

揮できるような一つの仕事ができるよという部

分における環境整備に、さらに努力を重ねなが

ら情報発信を行い、そのような一つの企業を、

あるいはそのような人を遠野に呼び込むという

ことに、さらにさらに努力を重ねてまいりたい

というように考えているところであります。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  次に、総務省がこ

のたび公表した財政状況資料集の内容から、遠

野市の財政状況はどのような状況に置かれてい

るかについて伺います。 

 平成28年度分の決算状況については、まだ公

表されておりませんので、27年度分の決算状況

をもとに質問させていただきます。この財政状

況資料集には決算状況について、いろんな角度

から比較分析された内容が示されておりますが、

この中から気がかりな項目について質問させて

いただきます。 

 地方公共団体の財政力を示す遠野市の財政力

指数は、全国平均値や岩手県平均値と比較して、

極端に低くなっております。そして、全国の類

似団体の順位も54自治体中45位と下位に位置し

ております。 

 平成29年度の一般会計予算全体に占める自主

財源比率27％の状況では、このような結果も致

し方ないというふうに考えますが、しかし、一

方で、人口１人当たりの人件費、物件費は22万

3,000円、になっております。これを全国平均

と比較しますと、全国平均は12万1,000円、約

半額であります。じゃ、岩手県平均はといいま

すと14万4,000円、これらと比較しますと遠野

市は大幅な割高になっていることがお分かりい

ただけると思います。また、類似団体の順位は

54自治体中52位と最悪状態にあります。この人

件費、物件費がほかの自治体と比較して割高に

なっている要因について、市長はどのように捉

えておられるのでしょうか。 
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 また、これらの状況を鑑みた場合、私は遠野

市の事業運営状態は非効率的で、生産性が低い

と判断せざるを得ませんが、市長の御見解を伺

います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいまの御質問にお

答えを申し上げます。 

 人件費、物件費を含めてそれぞれ数字を上げ

ながら、一人当たりの物件費等も含めての御質

問でありました。こういったことは、ただいま

申し上げましたような数字につきましては、私

も承知しておりますし、またそれも一つの事実

であります。 

 そういった中で、一つ私の認識を申し上げま

すと、人件費と物件費の一つの考え方といった

ものを捉えた場合に、１人当たりの数字も結局

出ておりましたけども、需用費の非効率化を疑

っているという言葉は非常にあれでございます

けども、大方の数字から見るとちょっとあれじ

ゃないかという部分を御指摘されたのではない

かなというように思っておりますけども。 

 これにつきましては、私はいろんな要素を加

味しなければならない。54番中例えば51位だか

ら云々ということではなくして、やっぱりその

中身として、ひとつ冷静な分析は必要ではない

のかなというように考えているところでありま

す。物品費という一つの位置づけをいたしまし

ても、例えば東日本大震災の一つの中における

経費なども１億、３億、５億とかかっているわ

けでございます。そのような経費も一時的なも

のとしてその中に組み込まれて、数字としてあ

らわれてきているとなるわけでございますから、

これなども震災からもうきのうで６年３カ月に

なっているわけでございますから、この部分に

ついてもだんだん経費としては落ちてくるとい

うか、計上をされないでくるということになり

ますし。それから、もう一方におきましては、

例えば寒冷地であるがゆえに除雪費などのよう

なものも、どうしても避けて通れない経費で出

てきている。 

 そのようなさまざまな要素を考えながら、や

っぱり遠野市ならではの地理的な、あるいは気

候的なさまざまな要因の中をきちんと整理した

上でなくて、それが、そういったいろんな要素

も含めて一つの数字として表れているというこ

とでございますから、その中身をもう少し冷静

に分析しながら、その数字の厳しさをある意味

で言ったら捉えていくということのほうが、私

は大事じゃないのかなというように考えている

ところであります。またそれが非常に大事では

ないのかなと、１人当たりこうだと、だからこ

うだということには決してならない。 

 例えば、人件費の部分に限りますと、先ほど

経常支出比率の話を申し上げましたけども、こ

の29年４月１日、遠野市の職員は合併当時より

も115人少ない344人となりました。 

 この一つを見ますと17年度当時は、この人件

費の決算額ベースで見ますと、約38億円であっ

た人件費が、今は平成27年で見ますと約30億に

なってきているということでありますから、こ

の定数管理を厳しく行いながら、これだけの人

件費を抑制してきたということも、ある意味に

おいては一つの効率的な取り組みの中における、

一つの成果として御理解もいただけるのではな

いかなというように思っているところでござい

まして、そのようなことを一つこれからも厳し

く対応しながら、人口と産業構造が大きく変わ

るわけでございますから、それに対応するよう

な人件費なり、物件費なりといったもの。 

 特に、物件費などは当市に置かれている状況

を、繰り返しになりますけども冷静に分析しな

がら、その中における、これはどうしてもやむ

を得ない、あるいは一時的なものだと。これは、

もう例えば除雪費などのその時の気象条件によ

って大きく変わるわけでございますから、その

ようなことを踏まえながら、常に弾力的なバラ

ンスのある一つの財政運営といったものにも、

なお、繰り返しになりますけども、いい意味で

の緊張感を持ちながらという部分で取り組んで

まいり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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○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）  市長の意図すると

ころ、説明内容はよく理解できました。 

 ただ、私が言いたいのは、遠野市も頑張って

いるんだけど、よそはもっと頑張っているんで

すよ。その辺をぜひ御理解いただきたいと言う

思いで話したつもりであります。であれば、具

体的な事例を示しながら質問させていただきま

すけれども、県内の類似自治体である二戸市、

それから八幡平市、これと比較しても遠野市の

職員数は多めになっております。特に、管理者

である部・課長、あるいは主幹の数が極端に多

い状態にあります。極端です。さらに八幡平市

は部長を配置しておりませんし、課長と主幹の

数も遠野市と比較して少なくなっております。 

 よって、これらのことが人件費、物件費が割

高になっている要因であると、私は認識してい

るところですが、市長の御見解を伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  他市の状況と比較して

という部分で、二戸市とか八幡平市の状況もた

だいまお話がありました。 

 私どももそういった類似団体の動向につきま

しては、常に関心を持ち、また注目をしながら、

その状況を把握しながら遠野市としてどうあれ

ばいいのかということで、常に対応しているわ

けでございますけども、それぞれ市の考え方が

あろうかというふうに思っております。 

 今、遠野市の場合は管理職と言われる部・課

長は約全職員の２割ということになっておりま

す。そのような中で対応するわけでございます

けども、これは、私は一つの考え方として、よ

くいうモチベーションという話がよく片仮名語

ございます。で出てくるわけでございますけど

も、職員の意欲を、さらにはこの市民の皆様の

目線、視点に立ってどうあればいいかというこ

とを常に考えていくという部分におきましては、

市長が一人であっても、やはり部・課長がその

自覚と責任と、そして、また権限を持ちながら

仕事を展開していくということも、私は極めて

大事な仕組みづくりだというように捉えている

ところであります。 

 そういった点では、この２割という数字をど

う捉えるか。管理職が多いからその分は人件費

にというだけではない。その中における一つの

効果としていうところの住民サービス、市民

サービスさまざまな現場で判断しなければなら

ないといったものが、この部分の中で管理職と

いう一つの仕事の仕組みの中で、それに機能を

するということにきちっと持って行くというこ

とが、スピードとタイミングを間違わないよう

な、そのような行政執行にもつながるというこ

とも、一方においてはあるのではないのかなと

いうことも常に考えた上での、そのような組織

と人的配置をしながら取り組んでいるというこ

とでございますので、その点につきましては、

佐々木議員からも一つ御理解をいただけるので

はないのかなというように思っているところで

あります。 

 特に、現場は多様化、それから高度化が進ん

でおり、また、待ったなしの課題もあるという

分になれば、やっぱりこの管理職といったもの

はきちんと、繰り返しになりますけども、自覚

と責任と権限を持ちながら、それぞれやってい

くという部分の仕組みに、もっときちんとした

ものに持っていきたいと。 

 そのためには、この本庁舎の改修にあわせ、

いうところのコンパクト化、スリム化といった

ものにも、もう一方においてはその方向に持ち

込みながら、管理職の一つ一定の抑制も図って

いくということも、当然ながらやっていかなけ

ればならないということになると思います。そ

の辺のバランスの取り方といったものにつきま

して、知恵と工夫と、あるいは職員の資質の向

上といったものもその中に求めざるを得ないの

じゃないのかな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）  まあ、なんとなく
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私には理解できませんでしたので、さらに質問

をさせてもらいますけども。今の御答弁の中で

いろんな考え方、事情もありますし、あるいは

職員のモチベーション、それも高めなくてはい

けないというようなことから、管理者の数が多

くなっているかもしれませんけども、私の経験

と感覚からすれば、管理者が多くなるというこ

とは、当然人件費がかさんでまいります、仕事

の指揮命令系統が複雑化しますので、仕事の非

効率化と逆に職員のモチベーション低下につな

がるのではないかなというふうに思います。ま

た、市民にもわかりにくい組織になってしまい

ます。したがいまして、私の考えは、組織とい

うものは可能な限りフラット化と、簡素化すべ

きだというふうに考えますが、市長の考えを伺

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）  佐々木大三郎議員の経

験からという話がありました。 

 時代は日々一刻どんどん、どんどん変わって

きております。そして、また一方、情報通信技

術というようなＩＣＴ技術もどんどん、どんど

ん進化をしてきております。したがいまして、

従来の組織としてのあり方といったものもその

中に問われている。 

 ただいま管理職が約２割、人件費の部分とい

う中で一つのお話がありました。私も一つの考

え方を申し上げました。そして行政といったよ

うなものの中における、この住民サービス、あ

るいは市民の目線に立ってさまざまな行政ニー

ズに応えていくという部分におけるこのマンパ

ワーを、どのようにいうなればモチベーション

を維持しながら市民の皆様の負託に応えるかと

いうことになれば、やはり、ただいま申し上げ

ましたとおり、これまでもいろいろな組織も立

ち上げ、あるいは職も設けながらやってきまし

た。 

 そういった中で、それらを新たな本庁舎が９

月にはオープンするということも前提におきな

がら、ことしの12月までには、この組織のあり

方、ただいま申し上げましたとおり私も市長と

いう職の中ではさまざまなことに試み、また、

いろいろ挑戦をしてきたということも踏まえな

がら、組織のあり方をどのように持っていくか。 

 わかりやすい組織にしながら職員が本当に、

いうなれば指示、命令も含めあるいは情報の共

有も含め、一体何がここでどのような判断をす

べきなのかということを、きちんと対応できる

ようなコンパクトで、スリムで、そしてまたシ

ンプルなそのような行政組織に持っていこうと

いう中で、いろいろこれまでの経緯を踏まえな

がら検討を重ね、できれば、この12月市議会ま

でには、来年４月に備えた行政組織のあり方に

つきまして、条例改正等の一つの手続きに入っ

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、議員各位の御指導と御教授もま

たいただければということも申し上げまして、

答弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  今の市長の御答弁

内容から、私、大三郎の考え方は古いのかなと

いうふうに感じ取りました。ならば、伺います

が、ほかの自治体と比較して、管理者を多くし

なければならない特段の理由はあるでしょうか。 

 私の認識は、管理者は多ければいいというも

のではなくて、むしろ少ないほうが職員は自分

の責任と判断に工夫を加えながら、効率的な仕

事に努めますし、こんなことが、すなわち自然

に人材育成にもつながると私は思っております。 

 また、一般的にですが、管理者ではなくて課

長補佐、あるいは係長が元気な職場には活力が

あり、職場環境も明るい傾向にあります。した

がいまして、作業効率も高まるというものであ

ります。もう一度、管理者が多くなければなら

ない理由について、市長の考え方を伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま先ほどの質問

の中で、何か勘違いされているようであります。

何も古いんだと言った覚えはありません。時代
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はどんどん変わってきているんだと言ったわけ

です。だから、シンプルで、そしてまた、わか

りやすい組織にしようと、14カ所にも組織が分

散してきていると、６年間、震災後。 

 そうすると、その現場、現場でやっぱり対応

しなければいけない課題もあるという中で、課

長頼むぞと、あるいは所長頼むぞという部分も

やらざるを得なかったわけであります。しかし、

今度、おかげさまで再編となって庁舎が、そし

て職員が待ちに待って不便があったんだけども、

１カ所に集中してくる。本庁舎機能が機能をす

ると。 

 そして、健康福祉の里と市民センターと、そ

して新たに市民の皆様の大変な御理解をいただ

いて建設できました本庁舎を中心にという中で、

市民サービスに対応できるという環境が整った

わけであります。そうすれば、おのずと組織を

シンプルにし、そして簡素化しながら、わかり

やすい組織に持っていくということは、当然の

流れなわけであります。 

 だから、その一つの検討の中におきまして、

管理職もおのずと減らざるを得ないし、また減

らさなければならないというのは、これ当然の

流れなわけであります。 

 今まで、ただふやしてきたではないかといっ

ても、遠野市の置かれている状況の中にあって

は、待ったなしであったわけであります。それ

は仕方がないんだというわけにはいかなかった

という部分も考えれば、繰り返しになりますけ

ども、課長頼むぞと、所長頼むぞと、しっかり

やってくれというそういう組織運営をせざるを

得なかったということも背景にあったというこ

とを、私は古い考え方といったことは一言も言

っていないんです。どんどん、どんどん時代は

変っていっているんですよ。 

 その時代に、お互いに知恵を出しながら、ど

うそれに対応していくのかなという我々の知恵

が問われているということになるのではないか

なというように思っておりますので、これまで

の経験を踏まえて、これからの組織のあり方に

つきましても、よろしく御指導をいただければ

ということを申し上げまして答弁といたします。 

○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12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。 

 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）  休憩前の市長の御

答弁では、震災の被害でもって庁舎を分散しな

くてはいけなかったと、そういうことから管理

者の数も多くなってしまっているという御答弁

であったかと思います。まあ、確かにそれはわ

からないでもないです。 

 ただ、もしそうであれば、少なくても今年度

９月には新庁舎ができるわけですから、ことし

の４月の人事で減らすこともできたかと思いま

すけども。ただ、時間の関係もありますからこ

れ以上は質問はしませんけども、いずれこのこ

とだけはしっかりと申し上げておきたいと思い

ます。 

 次の質問ですけども、財政状況資料集により

ますと、人口1,000人当たりの遠野市の職員数

は平成27年度で、11.15人であります。全国平

均は6.96人、約半分です。岩手県平均はどうか

といいますと、8.32人。そして類似団体の順位

は54自治体中44位ですので、遠野市の職員数は

大分多いことになります。 

 もちろんこの分析表は総面積や人口密度、行

政サービス内容などについて考慮されておりま

せんし、当市は定員管理計画に基づき削減をし

てきていることは理解し評価もしているところ

であります。しかし、今後ますます厳しい財政

状況に陥ることが予想されますので、事業の選

択と集中や組織改革による職員数の適正化に努

めるべきと考えます。 

 そこで、職員数削減に向けた私の考えを２つ

提案させていただきます。まずその１つには、

事業の軽減化に向けて民間委託や民間移譲、指

定管理者制度への積極的な移行について、さら
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に取り組むべきと考えますが、市長の考えを伺

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）  職員の適正化という分

についての御質問でありました。 

 いろいろな提案ということでありましたけど

も、ただいま申し上げた数字は、御質問のあり

ましたとおり面積であるとか、いうところの行

政ニーズといったものにどのように捉えるのか

ということが加味されていないまま、単純に割

り出した数字であるわけでございますから、そ

れをもって多いという形にはできないだろうと

いうように私は捉えております。 

 いろんなものの考え方があります。そしてま

た、この一つの仕事のあり方として、民営化の

問題も含めアウトソーシングという言葉も使わ

れているわけでございますから、そのような方

向の中で、いかにこの行政ニーズにきちんと対

応でき、サービスを落とさない方向で質の充実

を図りながら、その事業を実施するという部分

におけるあり方を、いろいろ検討していかなけ

ればならない大きな市政課題の一つではないか

なというように承知しております。 

 なお、ただいま質問ではないということであ

りましたけども、お話のありましたそれぞれな

ぜ４月に実施しなかったんだということにつき

ましては、それは考えないわけではなかったの

です。やろうかとも思ったわけでありますけど

も、逆に６カ月間、かえって現場が混乱すると

いう、そういう職員のあの時それぞれ聞き取り

をいたしました、職員からも。そうしたら、も

う少し慎重に検討をしながら、来年の４月にき

ちんとした組織にしたほうがいいというような

多くの職員の考え方でありましたので、それに

従ったということも、質問ではありませんでし

たけども、それを申し上げておきたいというよ

うに思っているところであります。 

○議長（新田勝見君）  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）  業務のアウトソー

シング化につきましては、別な見方、考え方を

すれば、職員がやるよりは、逆によその民間会

社でやったほうが、行政サービスのレベルが向

上すると思いますので、ぜひ前向きに御検討を

いただきたいと思います。 

 ２つ目の提案は、議員のタブレット端末の活

用についてであります。 

 このことによる効果は、紙で資料を配布する

ことがなくなりますので、紙の量やコピー代金

を減らすことはもちろんのこと、資料配布にか

かわる職員の手間暇、要するに稼働が軽減され

ることになります。 

 また、資料の更新、差しかえが瞬時に行われ

るようになりますし、資料をクラウドに置くこ

とによりまして、いつでもどこからでも資料を

閲覧し、調査できるというメリットもあるわけ

であります。そしてまた、議員同士の連絡や、

議会事務局、当局からの連絡も簡単、かつス

ピーディーで効率的になりますので、職員数と

コストの削減が期待できるのであります。 

 以上から、議員にはタブレット端末を速やか

に導入して、コスト削減に努めるべきと考えま

すが、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）  この職員数の問題と事

務の効率化も含めてタブレット導入ということ

につきまして、進めるべきじゃないかというよ

うなお話がありました。 

 これは、議会改革特別委員会のほうでもいろ

いろ議論されているというように聞いておりま

すので、その議論の内容と申しますか状況をよ

く把握した上で、どうすれば、このコスト効果

も含め、削減効果も含め、行政と議会のかみ合

わせの中における議論ができるのかという部分

におきます、このタブレット効果をどう評価す

るのかということにつきましては、先進事例等

もあるようでございますから、議会改革特別委

員会の審議の状況を十分報告を受けながら、最

終的にはコストの問題と、あるいは組織の問題

との中で、どう位置づけるかということになろ
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うかというように思っておりますので、今、進

行形の中における取組の状況であるという部分

におきましての認識をお示しいたしまして、答

弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  ただいま市長の御

答弁にありましたとおり、コスト的にどのよう

に違ってくるのか、さらには議会運営面で、ど

んなメリット、デメリットがあるのか、その辺

をよくよく御検討いただいて前向きに対応して

いただきたいと思います。 

 そういうことで、次の２点目の質問に入らせ

ていただきますけども、２点目の質問は、観光

振興対策について伺います。この観光振興対策

については、これまでも各委員会などいろんな

席で質問させていただいておりましたが、観光

客の入り込み数の減少に全く改善の兆しが見え

てきませんので、改めて市長に質問させていた

だきます。 

 まず、私の思いはいつも話していることです

が、遠野市の基幹産業は農林畜産業ですが、今

後の当市の存続と振興のためには、このことに

加えまして観光産業にもっともっと力を入れて

交流人口の拡大と、市民の所得向上に努めなけ

ればならないと認識いたします。 

 遠野市は、平成27年度に第２次遠野市総合計

画を策定しまして、平成28年度から実行に着手

しているわけですが、この中の観光振興策では、

官民一体となった観光計画の立案や、国際的な

集客の推進、観光情報とメニューの充実、そし

て受け入れ機能の強化について掲げております。 

 また、平成28年度のスローガンは、「遠野ス

タイル・スタートダッシュ」を掲げております

し、29年度は「未来へ羽ばたき挑戦する１年」

という大変勇ましい内容になっております。 

 しかし、肝心の観光客の入り込み数の実績は

といいますと、平成22年度の65万人をピークに

しまして毎年減少傾向が続いております。特に、

平成28年度は計画値54万人に対して実績45.3万

人と激減しております。最近６年間では19.7万

人、30％も減少していることになります。 

 そこで伺います。観光客の入り込み数につい

て、なぜここまで激減しているのでしょうか。

また、増加する兆しも見えてこないのはなぜな

のか。その辺、市長に伺います。 

○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）  観光振興についてとい

う中で、激減しているということであります。

65万人が45.3万人まで減っているという質問の

中で御質問がありました。 

 私どももそのとおりというように数字的に把

握をいたしているところであります。東日本大

震災という６年３カ月前の状況の中から、さま

ざまな一つの減ってきたと言われますけども、

徐々に回復基調にはきているという部分は、か

すかな手ごたえだけどもあるということは、一

つ事実として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して、ただ、これは遠野

市だけの状況ではなくして、県内の観光客の入

り込み数を見まして、例えば平成22年度、約2,

787万人、平成28年度が2,745万人で減少傾向に

あると、岩手県自体も、県内自体も。そして、

この県央なり県南エリアでは増加傾向にあるん

だけども、県北・沿岸エリアでは減少傾向にあ

るという状況になっております。 

 その流れの中で、また一方においては、昨年

は台風10号といったものも大きく影響したとい

うこともあるわけでございまして、この当市の

観光客の入り込み状況そのものを、昨年、平成

27年の一つの状況と比較いたしますと、12.5万

人の減となっているということでございますか

ら、非常に厳しい数字になっているということ

は御指摘のとおりであります。 

 しかし、これは他の県内も同様な傾向にある

と、「だからいいんだ」ということでは決して

ないんだけども、遠野市だけの減少ではないと

いう部分を考えれば、やはりインバウンドも含

めいろいろな観光客、例えばどうしても遠野だ

けに来るわけではないので、このコースをある

いはメニューをといった部分の中で、もっとも



－ 22 － 

繰り返しになりますけども、オール岩手の中で、

やっぱりさまざまな商品開発をしながら、魅力

のある観光コースといったものをしながら情報

発信をしていくということ。 

 そしてまた、受け入れに当たっては、この間

もある観光業者の方とちょっと話をしたんです

けども、それから40歳以上の女性の方々をター

ゲットにした観光づくりが大事ですよというこ

とをちょっと言われましたので、そのようなこ

とも含めながら魅力のある観光地づくりといっ

たものに、なお意を用いてまいりたいというよ

うに考えているところであります。 

○議長（新田勝見君）  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）  観光客が減少して

いるのは、よそでも同じような傾向にあるのだ

という御答弁でありました。私は違うと思いま

す。後ほどこの件は質問をさせてもらいますけ

ども。 

 その前に、以前に本田市長は、観光客の入り

込み数の減少原因について「組織と制度と意識

の間に壁があるんだ」という御主旨の発言があ

ったと記憶しております。まあ、私もそれはそ

うなんだろうなというふうに思っていたところ

なんですが、しからば、これをこの改善に向け

て、どのようなことをなさってこられたのか。

また、どういう改善効果があらわれてきている

のか伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  前のこの中におきまし

ても、何も観光問題ばかりではありませんけど

も、組織とこの制度とこの意識に大きな壁があ

るというのは、何も観光振興だけではありませ

ん。 

 遠野という一つの中におきまして、総合力を

示すということであれば、この組織と制度と意

識の壁を取り払わなければならないということ

が、当然の状況なわけでありますけども、なか

なかそれに持っていけないという部分のじれっ

たさと、いらだちもあるということも正直に申

し上げるわけでありますけども、それを超えて

いかなければならないかというように私も思っ

ております。 

 そのようなことも含めながら、「オール遠野

で」という取り組みをしようということで、組

織を改めて立ち上げております。さらにはイン

バウンド、インバウンドといっても、ただこれ

をばらばらにやってはだめだということで、

「遠野のもの・こころ海外交流推進委員会」と

いうのを立ち上げまして、それぞれの観光協会

も含め、いろいろな組織が入りまして一緒にな

ってやろうという方向で進めているという中で、

この組織と制度と意識を何とか壁を取り払って、

魅力のある観光地づくりといったものに取り組

むような方向で、さらにさらに連携を深めてま

いりたいというように考えているところであり

ます。 

○議長（新田勝見君）  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）  日頃、行政や観光

協会の皆さん、市民の皆さんはいろいろなこと

を工夫しながら遠野駅前でお客様をお出迎えし、

郷土芸能などを披露して歓迎していただいてい

ることは十分、承知しているところであります。

また、お客様からも好評を得ていることも、事

実であります。しかしながら、このことが入り

込み数減少の抜本的な解決策に至っていないの

も事実かと思います。このような現実を捉えま

して、今後どのような解決策を講じようとされ

ているのか伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま御質問にあり

ましたとおり、本当に市民の皆様やいろんな団

体の方々がさまざま工夫しながら、いろんな切

り口の中で魅力のある交流人口の拡大と、観光

客の誘致に取り組んでいるということは十分承

知をいたしております。 

 やはりこれを、ばらばらにするわけにはいか

ないという部分で、そういった民間の方々、あ

るいは志のある方々の意欲を、背中を押してや
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ると、あるいは肩をたたいてやるという部分の

中における取り組みを、さらに行政の立場とし

ても観光協会であるとか、ふるさと公社である

とか、そういった関係機関と十分連携をとりな

がら、そういった方々に対する一つの応援と、

それから一緒になってやろうというような環境

づくりに、さらに意を尽くしてまいりたいとい

うように考えているところであります。 

○議長（新田勝見君）  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）  先ほどの市長の御

答弁の中に、観光客が減っているのは何も遠野

だけではなくて、全国的にもそのような傾向に

あるんですよという御答弁がありました。確か

に私もそのとおりだとは思います。 

 ただ、増加傾向に転じている地域もあります

し、閉鎖寸前まで追い込まれながらも起死回生

のアイディア、あるいは取り組みによって観光

客が急増しているという事例もたくさんありま

す。全国にはたくさんあります。県内にもあり

ます。 

 その解決策の内容につきましては、関係者の

皆さんは御存じのことと思いますので、具体的

な事例は紹介しませんが、共通して言えること

は、一つには地域の宝の再発掘と再評価を行っ

ているということであります。２つ目は、観光

事業者と行政、市民などとの連携によって受け

入れ態勢をしっかりと整えると。この２点だと

思いますが、この内容につきましては、既に当

市も取り組んでいるところでありますけども、

よそでは、これに加えましてＩＣＴ技術、です

から、ツイッターとかフェースブック、ブログ、

ＳＮＳをうまく活用しまして、情報の発着信が

可能になるような環境整備を図っているという

ことでございます。 

 さらには、ＮＨＫなどのマスコミをうまく活

用して観光情報の発信を行っているということ

であります。さらには、ＪＡや旅行会社、ほか

の自治体と連携して観光情報の発信、あるいは

誘客活動を積極的にやるように努めているとい

うことであります。全く、実に巧みな取り組み

をよその自治体は行っているというふうに私は

認識しておりますが、この点について、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）  ２点あげながら、１つ

の取り組み事例を、その中に情報通信などをう

まく活用しながら情報発信をと、これは当市も

やっているわけです。Ｗｉ─Ｆｉのステーショ

ンを設置をいたし、そのような中で取り組んで

いるわけでありますから、やっていないわけで

はない。 

 ただ、それがもう一つの発信力としてインパ

クトのあるものに、まだちょっと、しかし遠野

という一つのイメージの中に他の団体のほうか

らは、「遠野はよくやっているな」というお話

をよく言われるわけでありますから、その辺を

素直に受けとめながら、であればどうすればい

いかということを、やっぱり今の御質問の中に

ありましたことを踏まえながら、関係者一丸と

なって、さらに強いインパクトのある発信をし

ながら、実は４月の29日、ＳＬが今年度初めて

の中で入ってまいりました。ＪＲの盛岡支社長

と一緒にお迎えしたわけであります。降りてき

たお客様の中にスマートフォンを向けながら写

真をという話をしました。そうしたらポーラン

ドの方でありました。 

 リアルタイムで発信はもう既にヨーロッパに

発信をされているわけであります。そのような

時代でありますから、やっぱりこういうことを

十分踏まえながら、遠野の情報発信のあり方、

観光地としての魅力の発信のあり方、さらに、

さらに工夫を重ねてまいりたいというように考

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）  確かに市長御答弁

のとおり、遠野はＷｉ─Ｆｉを構築しておりま

す。私が言いたいのは、インフラ設備を構築し

たからいいのではなくて、それを上手に生かせ

るように情報発信をするか、あるいはよそから
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情報が入って来るような環境をつくる必要があ

るということを申し上げたいのでありますので、

ぜひ御理解いただきたいと思います。 

 次に、観光客の減少がこれからもずるずると

進んでしまいますと、ふるさと公社をはじめ観

光業に携わる方や、商店街の収益はさらに悪化

しまして、最悪閉店という事態も想定されます。

このようなことに陥らないようにするためにも、

適切な対応策が望まれますし、加えまして市長

のトップセールスということも重要であるとい

うふうに考えます。 

 あえて話すまでもなく、遠野市長と遠野市の

知名度は全国的にも高いことは、自他ともに認

めているところであります。ぜひ、市長にはこ

の知名度と遠野の強みをうまく生かせるような

広告塔になっていただきたいと思いますが、い

かがでしょう。 

○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）  私のトップセールスの

問題につきましては、去る３月議会におきまし

ても委員会で御質問をいただいたということを

記憶しておるわけでありますけども、これは、

大事な、大事な一つの私の役目でもあり、責務

でもあるかというように考えているところでご

ざいますので、幸いにも、いろんな全国あるい

は海外という中における一つの市長としてのト

ップセールスという場も結構あるわけでござい

ますから、そういった場を利用いたしまして、

当面、何人でも呼び込むような方法で、みずか

ら先頭に立って取り組んでまいりたいというよ

うに考えております。 

 ついこの間でありますけども、香港の旅行会

社の大手の方が遠野にまいりまして、私もお昼

を一緒に食べながら、さまざまな形で御指導を

いただいたわけでありますけども、これもまた

一つのトップセールスではないかなというよう

に思っておりますから、そういう機会を利用い

たしましていろいろ広告塔という話がありまし

たけども、その役目を果たしてまいりたいとい

うよ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）  そろそろ時間が参

っているようですので、まとめさせていただき

ますけども、観光客が減少している現状につい

て、あるいは課題についていろいろ述べさせて

いただきましたが、遠野の課題について一口で

言いますと、私思うには、インバウンド営業、

すなわち待ちの営業だけにとどまっているので

はないかなというふうに思います。 

 やはりもっとこのことに加えまして、アウト

バウンド営業である外部への積極的な情報発信

と営業活動が必要ではないでしょうか。先日、

岩手日報紙に、ふるさと公社の経営状況につい

て掲載されておりました。皆さんも既に読んで

おられると思いますが、その内容は、利用者が

減少し、売り上げも低迷しておりまして、経営

改革の正念場を迎えているという御指摘であり

ました。 

 同様に、市内の産直や博物館、商店街も観光

客の減少に伴いまして、収益面に大きなマイナ

ス影響が出てきております。このことにより、

市内のにぎわいや活力の低下も危惧されるわけ

ですが、この件について市長の御答弁お願いし

ます。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  減少、減少、だから大

変だ大変だというそのような一つの中で捉える

のではなくして、やっぱりいろんな形で環境整

備も身の丈の中でやっているわけでありますか

ら、それを踏まえながら、であればそれこそど

のような形でのもてなしも含め、あるいは食事

の内容も含め、お土産品の開発も含め、あるい

はコースも新たな設定も含め、さまざまな形で、

文字どおりあらゆる角度から一つの魅力のある

観光地づくりという中におきましては、遠野は

まさに「日本のふるさと遠野」としての極めて

すばらしい景観、あるいは地域資源をいっぱい

持っているわけですから、郷土芸能も含めた、

それ等を組み合わせながらそれを自信を持って、
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誇りを持って発信できるかということにつきま

して、これも今般のやり取りの中でも何度も交

わしておるわけでございますけども、文字どお

り各立場、各機関がそれぞれの立場を尊重しあ

いながら、総合力で発信をしていくという、そ

のような一つの対応を急いていかなければなら

ないのかなというように考えているところでご

ざいますので、大変であることは大変なんだけ

ども、それを言っておっても解決ならない。そ

のための一つの環境づくりに、文字どおりソフ

ト・ハードこれをきちんと組み合わせてまいり

たいというよ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）  市長には、やっぱ

り観光客の減少に歯どめがきかずに、ずっと続

いているという現状を、真摯に受けとめていた

だいて、みずからが率先、垂範でもって行動を

していただきたいと思いますし、また、今年度

からは観光客がたくさんふえることを期待しま

して、私の質問を終わります。 

○議長（新田勝見君）  次に進みます。８番菊

池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  市民クラブ、２番手

菊池巳喜男でございます。市民の福祉の向上を

目指し、市民と議会、そして執行機関と議会の

活性化と充実を図っていくという立場で質問を

させていただきます。 

 それでは通告に従い、一問一答方式で、１項

目めでは「人口減少の中での地域づくりについ

て」、２項目めについては、「産婦人科医確保

対策の現状と今後の考え方について」の２点に

ついて市長に質問を進めてまいります。そして、

３項目めには、「いじめ問題の現状と予防対策

について」を教育長に質問を行ってまいります。 

 質問に入る前に、去る５月８日平成に入って

から県内最大規模の山林火災が釜石市平田地区

において発生いたしました。幸いけが人やうち

の住家の被害はありませんでしたが、県や市な

どは今月６日、焼失面積が413ヘクタール、被

害総額が７億4,500万円との被害状況を公表い

たしました。消火活動には岩手県知事の災害派

遣要請により、自衛隊岩手駐屯地から高射特科

大隊を主力とする災害派遣部隊を釜石市に派遣

し、火災現場は人員や消防車が近づくのが困難

な場所であることから、第９飛行隊のＵＨ─１

や第１ヘリコプター団及び航空自衛隊三沢ヘリ

コプター空輸隊のＣＨ─47等、14機のヘリコプ

ターが県の防災ヘリと連携して賢明な消火活動

を実施されました。 

 そして、その際には、遠野市の運動場をヘリ

ポートとして使用されました。このことは改め

て沿岸地域の後方支援基地としての役割の重要

性が示されたものと感じているところでありま

す。また、その際、遠野市民におかれましても

早朝のヘリコプターの騒音に苦情も出されず、

災害に向かう自衛隊に応援をなされたというこ

とに、御礼を申し上げる次第でもあります。 

 それでは最初の質問を市長に対して行ってま

いりたいと思います。 

 最初に、人口減少のなかでの地域づくりにつ

いてでございます。 

 この質問事項については、以前、平成27年12

月議会において「遠野市の人口減少をどのよう

に考え、対策を講じていくのか」と題して一般

質問を行っておりますが、今回は、総務省の地

域力創造アドバイザーである「牧慎太郎」氏の

講演を同僚の議員とともに聞く機会がありまし

て、関連して再質問の形で質問をさせていただ

きたいと思っております。 

 最初に、人口減少が進んでいることですが、

どこに問題があるのかということを考えていき

たいと思っております。人口問題を地球規模で

考えると、人口増加が大問題であります。特に

も人類が生きていくのに必要な水や食料、エネ

ルギー資源が現在から将来において不足し制限

される事態も発生することが考えられておりま

す。 

 その中で、日本の場合、そして我が遠野市は

どうなるのか、改めて考えてみたいと思ってお

ります。 
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 人口の年齢構造と地域バランスが悪い状況が

日本、そして遠野市でも同じくあらわれている

のは、既に御存じのとおりであります。さきに

発行されました遠野市統計書の平成28年版を見

ても依然と変わらない形で人口ピラミッドが掲

載されておりました。 

 それを見ると、団塊の世代と言われる戦後の

世代が大きく伸びて、特にも20歳以下の子ども

層が少なくなっているのが目に見えて顕著にあ

らわれております。このことが、少子高齢化が

進行しているピラミッドは承知のことでござい

ます。 

 遠野市の場合を見ますと、近年の１年間の人

口動態から判断すると、出生と死亡の自然動態、

転入と転出の社会動態であらわされているわけ

でございますけども、生まれてくる方と死亡し

ていく方では、死亡していく方が３倍の数で年

間300人ほどが減少、そして転入と転出でも年

間100人程度の転出者が多くなっておりまして、

トータルで年間400人ぐらいの人口が減少して

いる現状でございます。このことは、出生する

赤ちゃんの減少と、今も東京一極集中により若

者が流出し、地方や大都市周辺での高齢化が激

増している現状が見えてくるところです。 

 さきの講演では、この現状下でも生産性向上

でＧＤＰを維持できれば、むしろ豊かな日本の

社会が実現すると話されておりましたが、市長

はこの少子高齢化の問題をどう捉えているか、

改めて伺いたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  菊池巳喜男議員の一般

質問にお答えいたします。 

 一問一答ということで、まず、この人口減少

問題をどう捉えているのかと、これはこれまで

も、当議場でも何度も議論を重ねてまいりまし

た。日本そのものが人口減少に転じているとい

う状況の中にありまして、特に、地方にあって

はそれが顕著に出てきているということも、こ

れもお話の今質問の中にあったとおりでありま

す。 

 そういった中で、地方創生といったものの中

で、「まち・ひと・しごと」という一つの中で、

地方にもこの人口減少に一定の歯どめをという

中で、さまざまな取り組みが行われたというこ

とになっているわけでありますけども、どうも

取り組みそのものも市町村間で競わせるという

方向になんかいってしまったような感じがしな

いわけでもありません。 

 これは、都市と地方のあり方、特にも都市一

極集中という一つのこの構造的なものに、いか

に、いうなれば望ましい国土のあり方というこ

とで、どのようにメスを入れ、そしてまたどの

ような政策を打ち出すのか、特にも税制上の問

題なども非常に大きいのではないのかなという

ふうに思っておりまして、地方への移住、ある

いは交流人口の拡大といったようなことを、も

う少しいうなれば根本的な一つのあり方の中で

検討していくべきもう時期に来ているんじゃな

いのかなというふうにも考えているところでも

あります。 

 そういった中で、遠野市としてもこの地域間

の人口バランスということも当然考えていかな

きゃなりません。そのようなことも含めまして、

先ほどの佐々木大三郎議員との一つの一般質問

のやりとりの中でもありましたけども、いうと

ころの行政体制をどうするのか。それから、さ

らには観光振興などを通じながら、地域経済の

活性化をどう図っていくのかということの中で、

いうところ人口減少に立ち向かうという一つの

手応えを感じるような対応をしていかなければ

ならないんじゃないのかなというふうに考えて

いるところでございますので、遠野東工業団地

の造成を含め、あるいは風の丘の機能充実も含

め、産業振興と雇用といったものをどのように

きちんと位置づけるかということによって、こ

の人口減少に立ち向かう遠野市としての一つの

あるべき姿をそのなかから見出してまいりたい

というふうに考えておるところであります。 

○議長（新田勝見君）  ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  「まち・ひと・しご
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と」は一定のめどを立てながら進め、産業振興

を見据えながら見ていきたいというような趣旨

の答弁だったと思っております。 

 それで、次の問題といたしまして、人口の少

子化と高齢化の課題、この関係についてどう捉

えているのかということをお聞きしたいと思っ

ております。 

 日本における出生数は1949年（昭和24年）で

は270万人、1973年（昭和48年）では209万人、

そして昨年2016年（平成28年）では98万人とい

うことで、100万人の大台を初めて下回ったと

いうことで、減少の一途をたどっているという

ことでございます。遠野市の場合も同様に減少

していく出生数は明らかだということでござい

ます。 

 日本の人口は、近年おおむね横ばいの傾向に

はあるというようなデータもありますけども、

これからの最近の推計では、2058年には１億人

を割って、高齢化率は40％の水準になるとされ

ております。北海道夕張市では既に高齢化率が

50％になった旨が新聞報道にもございました。 

 このことに伴って、日本の生産年齢人口の減

少も進んでおります。1995年（平成７年）8,71

7万人でありました生産年齢人口が将来2065年

には4,529万人ということで減少する傾向が紹

介されておりました。 

 これを踏まえ、知的付加価値を創造する人材

の育成、そして女性や高齢者の活躍をいかに盛

り上げていくことが大切であり、人口総数の維

持を目標とせず、持続可能な出生率を重視する

必要があると講演では述べられておりました。 

 特に、地域コミュニティの拠点として、各小

学校単位の児童に着目するコミュニティスクー

ル、過疎地域でも18人掛ける６学年ができる小

学校を守っていくことが必要と話されておりま

したが、この人口の少子化と高齢化の課題、そ

して、このような過疎地域での問題を、市長は

さらにどう捉えているのかを伺いいたします。 

○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）  この人口減少で、さま

ざま日本の中における人口減少の数値がどのよ

うに動いていくのかということにつきましては、

ただいまの御質問の中でいろいろ述べられてお

りました。そのとおりであります。 

 そういった中で、私自身はこの問題につきま

しては、やはり日本の望ましい国土のある方と

いうことを考えながら、余りにも東京一極集中

のこの構図をやっぱり変えていかなければなら

ないかというふうに考えております。 

 ある意味ではいい意味での開き直りなるかも

しれませんけども、地方のほうがしたたかな底

力を持っている。もろいのは都会なわけであり

ます。震災が起きる、災害が起きる、パニック

になる。帰宅困難者という中で大変な人があふ

れる。ある方が言いました。それまでしてうち

に帰らなきゃなんないのかと。というような中

で、なぜああいう混乱をするんだというような

話がありました。 

 そういうようなことを踏まえれば、都市の持

つこの構造的脆弱さ、そしてまた、地方の持つ

底力、しっかりとそこを見据えながら、望まし

い国土というものをどのようにということを今

の段階で考えていかなきゃならない。もちろん

遠野市として基礎自治体としての市町村は努力

することは当然であります。頑張らなければな

りません。 

 しかし、やはり構造的なものをどのようにと

いう部分は、やはり国がしっかりと考えるべき

問題ではないだろうかということを常に思って

いるところでございますので、地方の一つのあ

り方を示す中において、国のあり方を我々のほ

うからもさまざまな形で発信し行動していくと

いうことも、また一方においては大事じゃない

のかなというふうに考えておるところでござい

ますので、その方向でこれかも、私自身も活動

してまいりたいというふうに考えておるところ

であります。 

○議長（新田勝見君）  ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  国の力も必要だとい

うようなことのようでございますが、少子化の
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次は高齢化の問題もございます。 

 高齢化の課題について質問を、次にさせてい

ただきます。 

 日本人の平均寿命は84歳と言われております

が、2040年代前半には高齢化率も減少に逆に向

かうと言われております。その中で社会保障費

の増加、特にも介護・医療費の2025年問題とし

て団塊の世代が後期高齢者になる時期に入り、

75歳以上の医療費は現在世代の５倍以上とも推

計されております。病気や寝たきりの予防、過

剰な検査や投薬、延命治療の抑制も考えられる

と話されておりました。このことは、医療費の

抑制、そして、いかに生きがいのある人生に導

くかが肝要であるかを問われたものでもありま

した。 

 話はちょっとそれますけども、昨年、「あえ

りあ」で、市政11周年記念講演で歯周病が取り

上げられました。非常によい企画だったなと思

っております。全ての病気は口から入る。定期

的な口腔検査、口の中の検査により健康な体を

いかに支えていくかを考えさせられました。 

 そこでまず、市長に質問いたしますが、市長

は定期的に歯医者さんに行かれておりますか。

歯が痛くなってから行かれるんでしょうか。ど

ちらでしょうか。まず、その質問をします。 

○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）  この高齢化で歯医者さ

んに行っているかという、ときどき行っており

ます。やっぱり劣化をしてきているという部分

においてはやっぱりちゃんとメンテナンスをし

なければならないというふうに思っておりまし

て、定期的に歯医者さんには行って、手入れを

していることを申し上げておきたいというよう

に思っております。 

 昨年、八重樫先生がきましたね。歯周病につ

いてのいろんな、やっぱりそれも認知症である

とか、高齢化といったものに対し避けて通れな

いものについては、やっぱり歯からという中で

いろいろな講演もあったということを私も記憶

しておりますけども、大事であります。 

 高齢化という部分は、これは避けて通れない

と。37.8％というのが遠野市の高齢化率であり

ますから、私は、ただ、この高齢化率といった

ようなものを捉えた場合に、先ほどもありまし

たとおり、世界で最長寿国が日本なわけであり

ますから、この高齢化という65歳をもって高齢

化という数字もいかがなものかということを、

やっぱりしっかりと見据えた対策を、あるいは

対応をしていかなければならないのじゃないの

かなと。 

 ちなみに担当のほうに、70歳以上で高齢化率

をはじき出したら遠野市の高齢化率はと話いた

しましたならば28％、じゃ、後期高齢者75歳を

もって高齢化率という一つの数字をはじき出せ

ば幾らかと言ったならば22％という数字が出て

まいりました。そうすると37％と28％と22％と

捉えれば、遠野の高齢化率は幾らだとなれば、

例えば28％ですと言えば70歳を一つのあれにし

ながら、やっぱり70まではみんなで頑張ろうと

いう一つの、その中における高齢化対策をいろ

いろ打ち出すとなれば、健康づくりといったよ

うな問題がやっぱり大きな施策の柱になろうと。 

 だから遠野市は人づくり、地域づくり、健康

づくりといったようなものを一つの３つの柱に

しながら、そこを一つのスローガンにしながら

地域コミュニティを大切にして、みんなでこの

一つの地域を守り、自分を守り、健康ですね、

守り、そしてまた、一方においては地域を守っ

ていこうという、そのような対応を一つの仕組

みとして立ち上げたというのは昨年だったとい

うことでございますので、これを確実に一つの

仕組みとして持っていきたいものだなというよ

うに思っております。 

○議長（新田勝見君）  午後１時まで休憩いた

します。 

   午前11時58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。 

 ８番菊池巳喜男君。 
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   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  午前中に引き続き人

口減少の中での地域づくりについて御質問を進

めてまいります。 

 午前中は、少子化と高齢化の課題をどう捉え

ているかということでお昼になってしまいまし

た。市長に対しては、歯医者さんのことを話し

てしまいましたけども、いずれ歯が体全体の健

康を維持しているんだということで、遠野市の

課題、それから、これからの遠野市をきちんと

切り盛りしていただくためにも、体の健康を一

番大事にしていただきたいという趣旨で、市長

に質問をさせていただきました。 

 これは質問ではございませんけども、歯の歯

周病に対しましていろいろなデータがございま

す。例えば香川県で歯医者さんがやっている人、

やってない人を年間医療費を計算しましたとこ

ろ、やはりやっていない人、やっている人を10

万円がやはり医療費が少なくなっていると。も

しくは小学校のデータでも、小学生が歯のブラ

ッシングをやっている学級と、やってない学級

とでは、インフルエンザになる確率がどのぐら

い違うかということを、やはりやっている学級

は45％が学級閉鎖、やってないところが80％の

学級閉鎖いうようなデータもあるというような

ことでございます。 

 先ほど来から2025年問題、団塊の世代がたく

さん後期高齢者になっていくわけでございます

ので、当然、１人当たりの医療費も上がってい

くのもそうとおりでございます。国のデータに

よると65歳から75歳の高齢者１人当たり、１年

間の医療費は、おおむね55万円ということなそ

うですが、75歳以上の高齢者になりますと、90

万円を超えるというデータがあるわけでござい

まして、かからなくてもいい病気にはかからな

いようにする。かかっても重くならないように

する。この対策をきちんとやっていくというこ

とが必要ではないのかなと思います。 

 全ては口の中から、なぜこんなことを言える

かというと、いろいろ今、申したとおりでござ

いますので、遠野市でもいろいろデータがある

かと思いますけども、その辺いろいろと考えて

いただければなと思っております。 

 口は栄養が入ってきますけども、毒もばい菌

も入っていくということで、口で炎症を起こす

と体全体血管でつながっているわけでございま

すので、先ほど来の病気、具体的に言うと糖尿

病とか脳梗塞、心筋梗塞、さらに肺炎、そして

がんのリスクも高くなるということで、体中に

関係してくるということがわかってきておりま

す。 

 医療政策を柱に健康でいられる市民、市を目

指しながら医療費がこれからいやおうなしに上

げっていくわけですので、本当に必要な方に医

療費を回してやって、この難しい社会保障の医

療費を乗り越えていく、これも一つの高齢化の

対策ではないのかなと私なりに思うところでご

ざいます。 

 それでは、次の少子化の問題に入らせていた

だきます。 

 日本全体での出生率の減少、合計特殊出生率

も年々減少しておりましたが、日本全体で申し

ますと、幾分改善されているという数字が発表

になっております。 

 2005年（平成17年）で1.26が2015年（平成27

年）では1.46というような数字になっていると

いうことですが、遠野市ではどうでしょうかと

いうことで、平成23年には1.85でございました。

そして平成27年には、逆に1.64ということで減

少傾向にあるというようなデータがございます

が、希望出生率は1.8以上と言われております

し、国の目標もそのようになっておりますけど

も、背景には、未婚・晩婚化が非正規雇用によ

り増加されているということが言われておりま

す。正規雇用の場合は、希望出生率は減少して

いないというデータもあるということですが、

この辺いろいろなデータもあるかと思いますけ

ども、市長はどのように考えているのかをお尋

ねいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいまに質問にお答
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えをいたしますけども、前半ありました歯科検

診の件につきましては、最もなことだというふ

うに思っておりますので、遠野もきめ細かくこ

ういった高齢者の方々の歯科検診、それに伴う

予防という部分につきまして、これまで以上に

力を入れてまいりたいというふうに考えており

ます。 

 また、私の健康を心配しての歯科にちゃんと

かかっているかいう部分につきましては、本当

に謙虚に素直にお聞きしながら、健康管理には

努めてまいりたいというふうに考えておるとこ

ろでございますので、よろしくお願いを申し上

げたいと思っています。 

 ところでこの出生率の問題で1.64という数字

がありました。これは私もある意味においては、

この日本全体の問題だとは言いながらも、遠野

のこの平成23年度は188人生まれておったとい

う部分が、そして平成24年は190人、25年は186

人、平成26年には162人、平成27年には163人、

そして昨年、平成28年は131人ということにな

っているところでありますので、少子化という

荒波が、もろに遠野も来ておるというそのよう

な状態にあるわけであります。 

 ただ、これを手こまねいているわけではない、

やっぱりこの第２次遠野市総合計画におきまし

ても、産業振興と雇用ということを大きく打ち

出しながら、もう一方の柱として、子育てとい

うことをうたい込んでいるわけであります。

「子育てするなら遠野」という部分を、しっか

り切れ目のない対策を講じようということでや

っているわけでありますけども、これが最終的

には少子化といったものに少しでも歯どめをか

ける、一つの施策になるのではないのかなとい

うふうに思っておりますので、これを議員各位

の御理解もいただきながら、施策の充実をとい

う方向に持っていきたいというふうに思ってい

るところであります。 

 これは先般、保健医療福祉連携の懇談会があ

りまして、200名近い方々が集まってそれぞれ

医療機関、福祉関係、そしてさまざまな行政関

係が集まっての交流会がありました。その際に、

課題だと捉えるんじゃなくして、課題に伴う事

業や、それこそ施策を充実強化すれば、それが

希望につながるという、そういうフレーズを私

は挨拶メモの中でいただきまして、まさにこれ

だと、ただ、手こまねいているわけにいかない。

課題だとばっかり言っておられない。 

 そこの課題に対してどういう施策を、あるい

はどういう事業を起こしていくのか、あるいは

そこにピンポイントでどういう予算を確保して

いくのかということによって、それが課題が希

望につながるという部分を、私自身も大事にし

てまいりたいというふうに考えているところで

ございますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  教育民生常任委員会

で、今年度研修を富山県の南砺市に行ってまい

りました。その中では子育てもしかりでござい

ますけども、子育ての前の婚活支援事業と定

住・移住対策の取り組みについてということで、

研修する機会がございました。 

 南砺市内のショッピングセンター内に、市民

協働課が前進しました婚活支援係を新設した

「南砺で暮らせません課」、「か」は何々課の

「課」ですが、そういう課をつくって「あなた

と私を結ぶ赤い糸プロジェクトＡＩＰ４８」と

いうことで、いろいろ名前のこういうＡＩＰと

いうのは赤い糸プロジェクトのことなそうでご

ざいますけども、新年度中に48組のカップル誕

生を目指すという意味で、そういうネーミング

でやられているということを研修してまいりま

した。 

 そういう積極的な市もあるというようなこと

を御紹介しながら、次の人口減少の中で地域力

をいかに高めていこうとしているのかというこ

とに入らせていただきますが。 

 この前の一般質問で、若者が遠野市内で安定

した職場を確保し、地元にできる環境として各

町に市営住宅が必要ではないのかということを

問いました。これは平成27年の12月の私の一般

質問でしたけども、そのことに対して市長は、



－ 31 － 

若者定住エリアとして、遠野東工業団地の拡張

を視野に、上郷町を中心にそこで就労する若者

の居住環境整備、さらに宮守町には子育て住宅

の整備を予定していくという答弁がございまし

た。このことについて、その後の進捗状況等を

お知らせ願えばと思います。 

○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）  その後の進捗状況とい

う御質問でありました。 

 御案内のとおり東工業団地のほうの造成事業

につきましては、今、さまざまなこの仕組みづ

くりにおきまして、県と誠心誠意協議を重ねて

おりまして、規模からしても県とがっちりタッ

グを組むことが極めて大事なプロジェクトじゃ

ないのかなと思っておりまして、物づくり拠点

としての位置づけという方向で、話し合いを重

ねているという状況であります。 

 そういった中で、この東工業団地の周辺にと

いうよりも、遠野市に雇用といったような問題

をとなれば、市営住宅のようなもの、あるいは

用地の提供のようなもの、そのようなものにも

手当てをしなきゃならない。これは企業のほう

からも雇用を確保するためには、やはり子育て、

あるいは介護といった問題にどうアプローチし

ていくのかという遠野市の取り組みについて、

もう少しきちんとした情報が欲しいということ

も言われておりますので、それをきちんと資料

として整えながら、この定住人口の確保、雇用

の確保、そこでやっぱり子どもが産み育てられ

る環境といったものを、その中で見出していか

なければならないかというふうに考えておると

ころあります。 

 また、宮守町のほうにつきましては、子育て

するなら遠野というのは一つのイメージの中で

というよりも、まちづくりの中におきまして、

ｍｍ１の向かい側の用地、これを昨年取得をい

たしまして、いうところの住宅用地として利活

用する方向で、いろいろ構想の具体化に踏み込

んだということでございますので、そのような

手立てもこれからもたゆまず取り組みながら一

つ一つ、これは財源との相談でありますけども、

環境整備を図ってまいりたいというふうに考え

ておるところでございますので、進捗状況とい

うことでございましたので、それをもって答弁

といたします。 

○議長（新田勝見君）  ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  環境整備をこれから

宮守、そして上郷で進めていくというようなこ

とで、非常に若者の定住という形では必要なも

のでございます。 

 各町には、公共施設がまだまだ空き家になっ

ている状況もございます。そこを市営住宅にと

いうことも考えられないことはないわけでござ

いますので、あるものは活用しながら、そうい

う定住に向けた活動をしていただければなと思

っております。 

 それでは２番の産婦人科医確保対策の現状と

今後の考え方についてお伺いいたします。 

 最初に、市内の産婦人科医確保に向けた現状

と対策はどのようになっているのかということ

で伺ってまいります。 

 遠野市では、子どもを産み育てることに夢が

持てるまちづくりに取り組み、助産院「ねっ

と・ゆりがご」や病児等保育施設「わらっぺ

ホーム」を開設し、出産や育児支援策に取り組

んでまいっております。このことは、県内や日

本中からも熱い視線で注目を集めております。

岩手県でも周産期医療情報ネットワーク「いー

はとーぶ」を活用し、医療機関との連携体制の

構築に取り組みながら、妊産婦健康診査費用の

助成、妊産婦通院助成などの支援も継続してい

ると聞いております。 

 その中で、かつては普通に産婦人科医が遠野

市内にも在住しておりましたが、遠野市や県内

各地の市町村でも産婦人科医の不在状況が続い

ており、産婦人科医確保に向けまして関係する

大学、もしくは大学への派遣要請、そして即戦

力医師の招聘に日々努力されていると思います

が、現状はどうなっているのか。まず、改めて

市長にお伺いしたいと思います。 
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○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  産婦人科医のこの確保

対策についての現状はどうなっているのか、改

めてお聞きしたいというそういう御質問であり

ました。 

 この産婦人科医の問題につきましては、ただ

いま質問の中にも触れておられましたとおり、

さまざまな形でこの少子化という中で、あるい

は医師不足という一つの時代の流れの中にあり

まして、それぞれの地域は同じような課題を抱

えているというのが現状であります。 

 ちなみに平成18年度、お産を扱う医療機関の

数が平成18年は45施設ありました。県内には45

施設ありました。平成28年度は、これは32施設

になっているということで、ここの10年間で大

きく減少しているという状況にあるわけであり

ます。 

 そういったことを踏まえまして、現状であり

ますけども、これまでも御案内のとおり何度も

これについてはお話をしているわけであります

けども、14年からは遠野市に産婦人科医がいな

くなったということも踏まえまして、交通費の

助成、それから、さらには「ねっと・ゆりが

ご」というのを平成19年12月に立ち上げまして、

ことしがちょうど10年になるわけでありますけ

ども、「ねっと・ゆりがご」で、少しでも安

心・安全に近づこうという仕組みをつくり上げ

たということであります。 

 この10年間でこの「ねっと・ゆりがご」が大

変大きな役割を果たしたということも一つの事

実として我々は素直に受けとめなければならな

いのかなと思っておりまして、この助産院がこ

の妊産婦を守るために、それぞれのこの御質問

にありましたとおり、この周産期医療情報ネッ

トワーク「いーはとーぶ」と、うまく連携を図

りながら一つの役割を果たしているという事実

にもあらわれております。 

 それから、助産師さんのきめ細かいフォロー、

指導が妊産婦の皆さんのこのメンタルな部分に

おけるさまざまな個別指導が、大変不安を解消

するという部分において、非常に効果が出てき

ているという部分も大きな成果ではなかったの

かなと。ただ、急に生まれそうになったという

そのような妊婦さん、この分につきましても、

この「ねっと・ゆりかご」が大きな役割を果た

しておりまして、消防の緊急隊員とうまく連携

を図りながら、二つの命を母と子の命をつない

だという事例もありまして、これが安全に、そ

して、この円滑な一つのシステムになっている

という部分もこれまた評価されることではない

のかなというふうに思っております。 

 また、思い起こせば６年３カ月前の東日本大

震災の際も、沿岸被災地からの妊産婦の皆さん

のフォローを「ねっと・ゆりかご」の助産師さ

んとあのネットワークが、いうなれば役割を果

たしたということも忘れてはならない、一つの

成果ではなかったのかなというふうに思ってお

ります。 

 そういった現状の中で、いうところのさまざ

まな産婦人科医の確保対策には取り組んでいる

わけでありますけども、まだ結果として得られ

ていない。というよりも、この産婦人科医を県

の医療局のほうでもいうとこの拠点化を図ろう

という、そのような方向になりまして、これは

ネットワークで結ぶという方向に大きく舵を切

っておりますので、そういった大きな仕組みの

中で、遠野の一つの仕組みも「ねっと・ゆりか

ご」のノウハウを生かしながら、どうすれば安

心・安全により近づくのかという部分の構築と、

それからもう一つは、と言いながらも10年間

「ねっと・ゆりかご」の中でさまざまなノウハ

ウを積み上げてきたという一つの経過がありま

すから、それを踏まえて専用のというか、専門

のというかホームページを立ち上げまして、遠

野ではこういう一つの構想のもとにというより

も、「安産の里遠野」という一つの構想の中で、

周産期医療も含めてそういう環境の中にあるし、

そういうマンパワーもあるし、そしてまたそう

いう一つのノウハウもある。 

 だから、遠野に来て遠野病院に勤務という選

択肢もある。あるいは開業という選択肢もある
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という中で、ホームページの中で全国にそうい

った遠野に産婦人科医として招聘する取り組み

に、また改めてそれこそ、きちんと重点的に取

り組むような仕組みを立ち上げてみたいという

ふうに考え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思います。 

○議長（新田勝見君）  ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  「ねっと・ゆりか

ご」、助産院という形をホームページで「安産

の里」という形で全国に紹介しながら、産婦人

科医の招聘も含めながら取り組んでいきたいと

いうようなお話でございました。産婦人科医を

招聘するのもしかりでございますけれども、産

婦人科医を養成するということも一つの施策で

はないのかなというふうに考えております。 

 「子育てするなら遠野」のキャッチフレーズ

があります。この少子化の中で、安心して地元

で子どもを産み育てる環境をつくっていく必要

があるということでございます。そのためにも、

地元に産婦人科医が必要と考えております。 

 そんな中で、産婦人科医の養成をしていくよ

うな施策は考えられないんでしょうか。医師全

体のお医者さん全体を養成する奨学金制度はあ

るということでありますが、中でも産婦人科医

の養成する奨学金制度に特別枠を設けるとか、

何か得点を設けて、産婦人科医になる方を見出

すということも必要ではないのかなというふう

に考えますが、市長の見解を伺いいたします。 

○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）  この産婦人科医の養成

も含め、医師の養成そのものが大きな課題とい

うことになっておりまして、それぞれ市町村が

単独で取り組むというよりも、市町村がそれぞ

れ連携を図りながら、奨学金制度を充実させな

がら、地方にもきちんとした医師を確保すると

いう仕組みができているわけでありますけども、

医師そのものがやっぱり集約化という方向に大

きく舵を切っております。 

 特にも産婦人科の場合は、絶対数が少ないと

いうことから、集約化と、ネットワークをつく

りながらという部分に、そういう仕組みに大き

く動いているところでございますので、養成と

いう中で、産婦人科医だけでの養成の中で遠野

市が単独でという部分については、否定はしま

せんけども、そういう仕組みがあってもいいと

いうことはわかりますけども、どうなんだろう

と。 

 やはりこの少子化問題は、単なる遠野市だけ

の問題ではない。あるいはこの産婦人科医不足

の問題は、これまた単なる遠野市だけの問題で

はない。45あった施設がもう35まで減ってきて

いるという状況の中にあり、そしてまた、産婦

人科医を集約化しながらその産婦人科医療を守

ろうと、周産期医療という部分の中におけるネ

ットワークをつくろうという一つの動きがある

わけでございますから、やっぱりそういった点

では、やっぱりオール岩手、そういう一つの仕

組みの中で、それぞれの市町村の役割というも

のをそこに見出しながら、県あるいは岩手医科

大学、あるいはそれぞれの医師養成大学といっ

たところと、医師養成機関などを含めながら、

どうすれば必要な産婦人科医が確保できるのか

という部分を、やはりトータルな一つの視点の

中でものを考えていくことのほうが大事じゃな

いのかなと。 

 先ほど話しました周産期医療ネットワークの

情報ネットワークの「いーはとーぶ」なども、

動き出しておりますから、そのためには遠野の

「ねっと・ゆりかご」というのは非常に評価が

高いものとし、続けられておりますので、そう

いったことを含めながら、一方においては遠野

市として産婦人科医を確保するという部分につ

ける活動は、これまで以上に強化しながら進め

ていきますけども、養成ということになれば、

遠野市単独という問題よりも、全市町村という

のをオール岩手の中で、一つの仕組みを考えな

がら必要な産婦人科医を確保していくという部

分のほうに持っていくほうが、より効率的であ

り、また必要なことではないのかなというふう

に私自身は認識をしておるところでございます
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ので、御理解いただければというふうに思って

おります。 

 繰り返しになりますけども、その養成という

部分について遠野市が単独でということは頭か

ら否定するわけではない。だけど、まだもう少

し考えないと、要するにみんなとスクラムを組

むほうが大事じゃないだろうかということとを、

申し上げたいということでございます。 

○議長（新田勝見君）  ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  遠野市よりも岩手全

体で、ネットワークを組みながらというお話も

ありました。いずれ産婦人科医の招聘、私は必

要だということで、それに共通な点はそのとお

りだと思いますので、よろしくこれからも全力

を尽くしていただきたいなと。 

 ある全国紙の新聞には、少子化の危機感が伝

わらないよというような記事が載っておりまし

た。日本の人口は、これから激減、局面に入っ

てくるんだと。どんなに防衛力を強化しようと

も国民が生まれなくては、国家は存続し得ない

というような記事が載っておりました。まさに

そのとおりでございます。何とか人口の減少に

歯どめをかけつつ、皆さんで施策を出し合いな

がら頑張っていきたいなという、それは議会で

あろうが市民であろうが、執行部であろうがみ

んな同じだと思いますので、力を合わせてやっ

ていきたいと思っております。 

 では、最後の問題、いじめ問題の現状と予防

ということで教育長に伺ってまいります。 

 特に、いじめ問題が発生しているわけではご

ざいません。このことを取り上げたというのは、

いずれ宮城県であろうが青森県であろうが、岩

手以外ではこのごろいじめ問題が新聞沙汰にな

っている現状でございます。小・中学校でいじ

め問題はいつでも切実な社会問題となっている

ということで取り上げさていただきました。 

 いじめからの自殺へと、その都度、事件の教

訓が語られております。教訓が生かされずに同

じような事件が繰り返されているのも事実であ

ります。 

 遠野市内の小・中学校においては、これまで

いじめからの自殺というような重大な事案はな

いと理解しておりますが、その道の指導者は、

いつでもどこでも起こり得る事件と話されてお

ります。現在のいじめの現状は、どのようなも

のになっているのか、データがもし示されるん

であれば、その辺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）  菊池巳喜男議員の質

問にお答えいたします。 

 平成28年度の遠野市内の小・中学校における

いじめの状況についてですが、現在調査中であ

りますので、平成27年度の状況についてお答え

いたします。 

 平成27年度のいじめの認知件数は、小学校74

件、中学校44件、合計で118件となっており、

前年度と比較して42件増加しています。平成28

年度においても、増加傾向にあるものと見込ん

でおります。全国的にも同様の傾向が見られる

ところです。 

 件数が増加した要因については、各学校で児

童生徒や保護者を対象としたアンケートを実施

するなど、積極的ないじめの認知に努めており、

児童生徒の発するいじめのサインを見逃さず、

適切に実態を把握して対応している結果と捉え

ています。 

 平成27年度の文部科学省の通知でも、いじめ

の認知件数が多い学校について、いじめの初期

段階のものも含めて積極的に認知し、その解消

に向けた取り組みのスタートラインに立ってい

ると肯定的に捉えています。 

 これら認知されたいじめ事案については、か

らかいや、ひやかし、無視するといった内容の

事案が多く、学校が速やかに事実関係やその背

景を確認して、話し合いや指導等の対応により、

解消されています。 

○議長（新田勝見君）  ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  ただいま、データは

27年度、まだ28年度は調査中だというようなこ
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とでございますが、小・中学校合わせて27年度

は118件ということで、前年度ですか、比較す

ると42件が増加したというような答弁がござい

ました。28年度においても、そういう増加傾向

にあるんではないのかなという答弁でございま

した。そのいじめの認知の関係もあるかと思い

ますが、初期段階で積極的なそういう把握をし

ていくんだというような答弁でございました。

私もそのとおりだと思っております。やはり、

深刻にならない、本当の初期段階のそういう対

策が必要だというふうに思っているところでご

ざいます。 

 次に、そのいじめ予防と対策につきまして、

方針に変更がないのかというようなことでお伺

いしたいと思います。 

 いじめは、いじめを受けた児童の権利を著し

く侵害して、心身の健全な成長と人格の形成に

重大な影響を与えるのみでなく、その生命・身

体に重大な危険を生じさせるものでありまして、

決して許されるものではないということでござ

います。 

 この前、平成28年の遠野市教育ということが

発行になっておりますが、いじめ対策の基本的

な考え方、いじめ防止の対策に関する基本理念、

定義、いじめ防止に向けた方針が述べられてお

りました。これからのいじめ予防と対策につい

て、これらに方針は変更が今後ないのかという

こと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）  全国的にいじめによ

る痛ましい事案が後を絶たないことから、本年

３月に国の基本方針の一部が改正されました。

その改正の主な事項は６点です。 

 １つ目、いじめの認知についての改定で、こ

れまでのいじめの認知対象外となっていた「け

んか」を「けんかやふざけ合い」であっても、

見えないところで被害が発生している場合もあ

るため、いじめの定義に加えるというものです。 

 ２つ目、いじめ防止基本方針についての改定

で、いじめ防止等の取り組み状況を学校評価の

評価項目に位置づけるとされたことです。 

 ３つ目、学校のいじめ対策組織・いじめの情

報共有についての改定で、教職員が把握したい

じめの情報を学校内で共有しなかった場合、い

じめ防止対策推進法の規定違反になり得ること

とされたことです。 

 ４つ目、いじめの未然防止・早期発見につい

ての改定で、道徳教育や特別活動の充実につい

て規定されていることです。 

 ５つ目、いじめへの対処についての改定で、

認知したいじめを解消する場合の定義について

詳細に規定されたことです。 

 ６つ目、法の理解促進についての改定で、保

護者や地域に対する周知について、ＰＴＡの協

力を得ることが明記されました。 

 こうした国の基本方針の改定を受けて、遠野

市及び市内小・中学校でも、いじめ防止等基本

方針の見直しが必要であり、本年度中に基本方

針の改定を各学校に指導したところです。 

 また、新聞等でも報じられましたが、３月に

遠野東中学校に市内３中学校の生徒会役員が集

まり、いじめの防止について、みずから考え話

し合う活動が行われました。この中で、いじめ

に真剣に向き合い、いじめをなくすための努力

を続けることを、子どもたちは確認し合いまし

た。 

 今後、各中学校のリーダーが中心となった活

動が学校全体に広まり、いじめを許さない学校

づくりが進むことが期待されます。教育委員会

では学校と連携して、こうした生徒の主体的な

いじめ防止の活動を支援し、子どもたちが安心

して学ぶことができる環境づくりを推進してま

いります。 

○議長（新田勝見君）  ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  この３月に国の基本

方針が変わったと。 

○議長（新田勝見君）  残り１分です。 

○８番（菊池巳喜男君）  ６つの変更方針が今

述べられました。遠野市内でもそれを受けなが

ら、見直しに向けてやっていくということのよ
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うでございますが、先生方にも共有をきちんと

していくというような中身もありましたけれど

も、最後にいたしますけども、いじめについて

先生方、現場にいる方々、これらを含めながら、

その辺確認はそのとおりだと思いますけども、

対応等何か情報があればちょっと最後に伺いた

いと思います。 

○議長（新田勝見君）  中浜教育長。 

   〔教育長中浜艶子君登壇〕 

○教育長（中浜艶子君）  本当に防ぎたいのは

自死であり、本当に守りたいのは人権である。

これは平成27年岩手県いじめ問題対策推進委員

会の中で確認されたことであります。岩手県で

も痛ましい事案が２件続きました。 

 これを受けて、もうこうしたことは２度と起

こさないぞという誓いを新たにした言葉でもあ

ります。その言葉は私たち一人ひとりが重く受

けとめて、子どもに向かっていきたい。子ども

の安全・安心をしっかり守れるようにしたい、

そういう学校であり、教育委員会でありたい、

そう思っています。 

○８番（菊池巳喜男君）  これで私の一般質問

を終わらせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  次に進みます。１番小

林立栄君。 

   〔１番小林立栄君登壇〕 

○１番（小林立栄君）  公明党の小林立栄でご

ざいます。通告に従いまして、一問一答方式で

質問をいたします。 

 今年度もＳＬ銀河の運行が始まり、週末には

心のこもったおもてなしをしている市民の皆様

の姿を多く見かけるようになりました。昨日は

駅前広場で「バケツでジンギスカン大会」が開

催されました。「ねまるべ遠野」の皆さんを中

心に多くの市内外の皆さんがボランティアで運

営をしておりました。駅を中心に多くの人が集

まり、中心市街地から元気を発信するすばらし

い取り組みであります。運営に携われた皆さま、

イベントに参加された皆様に感謝の思いを伝え

たいと思います。 

 それでは質問に入ります。老朽化に伴い、建

てかえの方針が示されている遠野駅舎の利活用

について質問いたします。 

 ３月定例会において、同僚議員から遠野駅舎

についての一般質問がございました。その答弁

の中で「遠野駅舎の未来を考える市民ワークシ

ョップ」で話し合われた活用のアイディアや、

将来に残したい遠野駅舎についての意見のまと

め作業に取り組んでいるところであるとござい

ました。 

 私個人の考えとしては、そのままの景観を残

したいという思いと、障がいのある方や御高齢

の方が安心して利用できるように、バリアフ

リーが充実するなら建てかえてもよいのではな

いかという思い。駅舎が少し小さくなっても、

その分、駅舎周りを一部放牧地にして、ポニー

駅長としてポニーを常駐させたらどうだろかと

か、駅舎への思いや考えは実は複雑で正直悩む

ところであります。市民の皆さんも、さまざま

な考えや思いがあると思います。ですが、いつ

までも先送りはできない、結論を出して前に進

めていく時期を迎えていると感じております。 

 先般の議員全員協議会に資料が提出されまし

た。市民の皆様も早く情報が知りたいと思いま

すので、改めてワークショップでどのようなア

イディアや意見があったのか、また、今後どの

ように取り進めていくのかをお伺いいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  小林立栄議員の一般質

問にお答えをいたします。 

 一問一答ということでありまして、駅舎問題、

去る３月議会でもいろいろ議論されたという中

で、その後の状況も踏まえ、市民の皆さんから

どのような声が起きているのかということにつ

きまして、いうところの状況なども説明をしな

がら、この駅舎問題を前に進めるべきではない

だろうかという、そのような質問であったとい

うふうに受けとめたところであります。 

 この駅舎問題につきましては、これは大きく

遠野市の中心市街地再開発の問題とも連動する

大きな課題であります。したがいまして、昨年
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の29年でありますけども、５月の23日に市民の

有志の皆様が「この駅舎の未来を考える会」と

いう組織を立ち上げていただきました。 

 これは単なる保存、現状のままということを

言うだけじゃなくして、この駅舎の少子高齢化、

あるいは人口減少、さまざまな交通インフラも

含めながら、どうあらねばならんのかと、何よ

りも遠野市にとってはまちづくりの根幹となる

駅舎であります。 

 しかし、また一方、ＪＲのほうでは乗降客の

安心・安全という部分も大きな課題であるわけ

でありますから、老朽化したものをそのままに

しておくわけにはいかない。一方においては解

体し袴線駅のようなものつくって安全・安心を

確保すれば、それで済むかとなれば遠野市の一

つのまちづくりの顔にもなるという部分があれ

ば、お互い知恵を出さなければならないんじゃ

ないのかなという中で、未来を考える会の皆様

が、昨年５回にわたってワークショップを開き

ながら、いろんな知恵とアイディアをそこに寄

せていただきました。 

 これは先般の資料の中でも御説明したとおり

でありますけども、例えば子どもから高齢者ま

でゆっくりできるフリースペース、さらには子

育て世代の交流や情報交換ができる居心地のよ

いカフェのようなものを、さらには、この学生

が集える自習室なり図書館、自然に交流を生む

銭湯やあるいは足湯のようなものもあってもい

いんじゃないかといったようなもの、さらには

地域型コンビニ、そのような機能を設備するよ

うな店舗があってもいいんじゃないかといった

ような問題。あるいは観光情報、食・土産ある

いは交通の提供、そういった観光情報、さらに

は簡易宿泊、24時間トイレ、子育て使用トイレ

などさまざまな切り口から駅舎問題を考えてい

いんではないだろうかと。遠野の駅舎にそれぞ

れ便利で安心だというような機能が加わること

によって、交流人口の拡大にも大きく寄与する

んではないだろうかというような、大変貴重な、

また、なるほどというような意見・提言がそれ

ぞれ寄せられました。 

 それらを踏まえまして、先般、６月の６日で

ありますけども、未来を考える会の会長と私と

二人でもちまして、盛岡支社の大内社長を尋ね

まして約１時間にわたり、このワークショップ

の皆様からの提言あるいはアイディアを御説明

しながら、遠野市としてのまちづくりの中にお

いて、特にも中心市街地再開発という大きな５

年、10年かかるスパンの中における大きな事業

に中に、駅舎がどのように位置づけようとして

いるのかということにつきまして、私どもの思

いとワークショップの皆様の熱い思いを支社長

のほうに詳しく説明をしてまいったところであ

ります。 

 ただ、説明をしたというわけにはいきません

ので、お互いメンバーをそろえてＪＲ側と遠野

市側とで共通のテーブルについて、どうあれば

あそこの駅舎を遠野市の思いとＪＲ側の一つの

ニーズと、どこで近づくことができるのかとい

うことのついての話し合いの場を持ちたいとい

うことで、正式に申し入れを行いまして、大内

支社長のほうから、じゃ、メンバーのほうにつ

いてはこれから事務的に６月あるいは７月中に

でもメンバーをそろえていろいろ話し合いをし

ましょうという、そのような合意を得てきたと

いうことでありますし、またそれを踏まえて、

例えば駅舎の問題といってもいろんな調査もし

なきゃなりませんから、調査の一つの耐震診断

も含めて、どのような形で十分になればさまざ

まな調査の費用もかかるので、それについては

ＪＲ側のほうとしても考えておりますという話

もいただいておりますので、その辺のところを、

きちんと組み立てた協議の場を６月、７月中に

でも立ち上げ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。 

 なお、これらの経過につきましては、未来を

考える会の皆様の全体会を開いて、丁寧に御説

明を申し上げたいというふうに考えておるとこ

ろでありますので御了承いただければと思いま

す。 

○議長（新田勝見君）  １番小林立栄君。 

   〔１番小林立栄君登壇〕 
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○１番（小林立栄君）  これからＪＲとの協議

もよりに具体的になってくると思われます。ぜ

ひ市民の皆さんに対して適時・的確な正確な情

報提供をぜひ求めます。 

 さて、この遠野駅舎の未来の活用をみんなで

考え、語り合うことは大事なことでございます。

ですが、やはり語るだけでは駄目だと思います。

遠野駅舎の未来のために、今、私たちにできる

ことがあるのではないんでしょうか。 

 多くの市民の皆さんに通勤や通学、日常の生

活の中で鉄道やバス、公共交通を実際に今、利

用していただく。そのために利用しやすくなる

ためのいろいろな企画をする。そういったこと

も大事だと思います。 

 また、観光やビジネスで鉄道を利用して遠野

に来ていただけるようにＳＬ停車場プロジェク

トの確実な推進であったり、あるいは釜石線を

使って来てくれた方に対しては、お食事券やお

土産券を宿泊した方に贈呈をするといった、企

画そういったものにも取り組んで行く必要があ

ると考えます。 

 また、ワークショップで話し合われたアイデ

ィアの中で、今、取り組めるアイディアはない

のでしょうか。駅舎の一部を実際に今お借りを

して、アイディアを前倒しで実現をさせて、実

際に駅舎を活用していく必要もあるのではない

でしょうか。今できる駅舎の活用、公共交通の

利用促進についてのお考えをお伺いいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ワークショップの中に

おいて、市民の皆様のいろんな知恵やアイディ

アが寄せられたという部分で、それをただ手こ

まねいているわけにはいかないという部分にな

れば、やっぱりこれもよく私が使っている言葉

でありなすけども、スピードとタイミングを失

しないような手立てが必要だというふうに思っ

ておりますので、このワークショップに寄せら

れた意見の中で、ただいま、今の施設をどう利

活用できるのか。どのような方向に行くのかと

いう部分を、これから検討しなければなりませ

んから、今どのように利活用できるのか。 

 あるいは利用してもらうためのインセンティ

ブと申しますか、いろんな条件整備をどのよう

に持っていくのかという部分につきましては、

これはやはり同時並行で検討していかなきゃな

らない課題というふうに思っておりますので、

いろんな意見・提言が寄せられた部分につきま

しては、本当になるほどなという部分が結構あ

りますので、そこを取捨選択しながら、やれる

ところはやっていくというという柔軟な対応で、

ＪＲ側の協力と理解も得られるような方向で、

誠心誠意話し合いをしていきたいというふうに

思っております。 

 ＪＲ東日本というのは大規模であります。大

規模でありますから、やはりその辺のところを

どのようにきちんと向き合うかとなれば、やっ

ぱり多くの市民の皆様の力をバックにして、そ

してＪＲという巨大企業と立ち向かわなければ

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、丁寧な説明と、そしてまた合意

形成をしながら取り組んでまいりたいというふ

うに思っておるところでございますから、御理

解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）  この駅舎の活用を含め

た公共交通の活性化、これは地域の活性化であ

り環境に優しい持続可能な社会を築いていく上

で、とても重要なことでございます。さらなる

推進を求めてまいります。 

 次の項目に進みたいと思います。 

 現在、日本が世界に誇る省エネ、低炭素型の

製品、サービス、行動など、温暖化対策となる

賢い選択を促していく国民運動「ＣＯＯＬＣＨ

ＯＩＣＥ」が推進をされております。６月定例

会からはみてのとおりノーネクタイでありまし

て、夏場のクールビズと冬場のウォームビズは

定着をしてきた感がございます。そのほか、エ

コカー、エコ家電の購入など、生活スタイルに

エコを選択する方もふえております。 

 「我々地球の住民は、同じ一つの宇宙船に乗
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る乗組員です。同じ空気と水、エネルギー資源

を分かち合うべき乗組員です。」これは、ロシ

アの宇宙飛行士セレブロフ博士が生前に語った

言葉であります。私たちは、自然や社会からい

ろいろな恩恵を受けるとともに、みずからも周

囲に影響を与えながら生きています。私たち一

人ひとりの行動は環境を、社会を、そして未来

を変えるといっても過言ではありません。 

 そういった中で、「エシカル消費」という言

葉がございます。環境や社会、地域に配慮した

消費行動のことで、倫理的消費とも呼ばれるそ

うです。具体的には、リサイクル商品を購入す

る。マイバックを持参してレジ袋を使わない。

就労支援施設を含め、障がいを持たれた方がつ

くった品物を積極的に購入する。途上国の生産

者の方が公正な賃金や労働条件のもとに生産さ

れた商品を購入する。こういった取り組みがご

ざいます。身近なところでは、地元の商店街で

買い物をする、地産地消をすることもエシカル

商品に当たるそうです。 

 環境保護や貧困対策、さらに遠野の地域振興

にも寄与するエシカル消費を広げていく意義は

大きいと考えます。しかし、国の調査によると、

国内の認知度は６％と低い状況であります。 

 遠野市では、ふるさと遠野の環境を守り育て

る基本条例に基づき、第３次遠野市環境基本計

画を策定し、遠野型環境調和社会を目指して取

り組んでおります。遠野型環境調和社会を実現

していく上で、市民へのエシカル消費の周知、

推進は大変に重要であると考えます。 

 エシカル消費についての広報等やセミナーの

開催による周知、エシカル商品を集めた市場の

開催等、エシカル消費の推進、周知に対する市

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）  エシカル消費という一

つの切り口の中、これエシカルという片仮名語

でありますけども、ただいま御質問にありまし

たとおり、倫理的消費という一つの言葉の中で

表示されているというか、表記されている一つ

の消費行動であります。 

 これは、ただいま御質問がありましたとおり、

消費行動の中でいろんな環境に優しい、あるい

はもったいないという一つの中における一つの

取り組み、さらには環境に負荷のない、そのよ

うな一つの取り組みといったものがさまざまな

形で組み込まれているのはこのエシカル消費と

いう一つの行動指針ではないのかなというふう

に思っておりまして、この部分は非常に遠野市

にとっても大事な、大事な取り組みの一つとし

て位置づけることができるんじゃないかなと。 

 また、位置づけなければならないし、また位

置づけなければならないからこれからやるんじ

ゃなくて、これまでも遠野市とすればいろんな

部分でこのエシカル消費という倫理的消費とい

う言葉の中で、さまざまなことにチャレンジ、

環境問題についても環境保全計画を立てながら、

その中でどのような部分で市民が、事業主が、

あるいはそれぞれの交流人口のくる観光客が、

どのような方向で取り組まなきゃならないかと

いうのも環境指針の中で位置づけているという

ことでございますから、これまでもやってきて

いる部分をより確実なものとして認知度を高め

ていくということに私はなるんじゃないのかな

というふうに思っておりまして、全く新しいも

のに飛びつくという一つの新たな市民運動では

ない。 

 遠野市としても、これまでの「日本のふるさ

と遠野」として環境というものを大事にしなが

ら、あるいはもったいないという一つの言葉を

大事にしながらやってきたという部分に一つの

自信と誇りを持ちながら、この活動をより強化

していくことに私は位置づければ、このエシカ

ル消費という一つの言葉を具体化でき、また成

果も上げることができるんではないのかなとい

うように考えているところであります。 

 もったいないとか、おかげさま、あるいはこ

のおもてなしといったライフスタイル、これが

エシカル消費につながる一つの行動がこれまで

も培われてきたという、これは何も遠野市だけ

じゃなくて、日本としての一つの言葉として、
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それぞれの国民の中にも周知されている、また

認知されている一つの行動形態でございますか

ら、これをきちんと改めて位置づけるというこ

とであろうかというように思っております。 

 ただ、エシカルという消費ということになる

と、なんか難しい言葉だな、何か始まるのかな

ということになるわけでございますけれども、

よく考えればこれまでやってきた、もったいな

いとか、おかげさまであるとか、あるいはおも

てなしだとかという部分の中にそのエシカル消

費、倫理消費の一つのイメージがその中にきち

んと位置づけられているということを、改めて

私どももしっかりと受けとめなければならない

のかなというふうに思っております。 

 ちなみに、ただいま御質問ありましたとおり、

人への配慮という部分につきましても、遠野市

の中においては、例えばこれも障がい者施設か

らのこの物品等の調達の推進を図ろうとか、あ

るいは、それから地域の配慮として地産地消と

いうことで、先ほど御質問がありましたけども、

学校給食などは、この消費率というか地産地消

費は62.6％、これは重量ベースでありますけれ

ども、半分以上は地元のものを使っているとい

う部分もあるわけでございますから、これもエ

シカル消費と一つ連動する取り組みの一つでは

ないのかなというふうにも思っているところで

あります。 

 それから、マイバットの話であるとか、ある

いはさらには、この日本のふるさと遠野の環境

を守り育てる基本条例、これなども先ほどの答

弁の中に申しましたとおり、そのようなものも

着実に進めているところでございますから、そ

ういったところを一つ一つ取り組みながらとい

う部分で、このエシカル消費、倫理消費といっ

たものにやっぱり取り組み。 

 それからもう一つは、28年の小林議員からの

本会議の場における30・10運動、長野県の松本

市で行っている部分、どうだろうかと、もった

いない中に、あの質問が多くの市民の皆様に

「そうだよなというような」というような共通

認識が広まりまして、もったいないと、やっぱ

り出されたものはちゃんと食べようというよう

な30・10運動が確実に市民の皆様にも認知度が

広まっているということを踏まえれば、これも

エシカル消費という一つの倫理消費という倫理

的消費という言葉の中の一つの成果として位置

づけることができるんではないのかなと思って

おりますので、そのような運動と取り組みをき

ちんと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２時00分 休憩   

────────────────── 

   午後２時10分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 １番小林立栄。 

   〔１番小林立栄君登壇〕 

○１番（小林立栄君）  私たちは、永遠の日本

のふるさと遠野を将来像として掲げております。

少子高齢化、人口減少社会を迎えている現在、

10年後、20年後、30年後にわたって市民一人ひ

とりが住み慣れた場所で生きがいを持ち、安

心・安全に暮らしていける持続可能な遠野市を

築いていくことが、大変重要な時期となってお

ります。 

 そういった中で、現在、ＩＣＴの進展には目

をみはるものがございます。ＩＣＴは、日常生

活に必要不可欠なものとなり、さまざまな地域

課題を乗り越えていく上で、ＩＣＴの利活用は

必須のものとなっております。数限りないＩＣ

Ｔの中から、何が必要でどのように活用するの

か、それぞれの自治体に合ったＩＣＴを選択を

していく時代であると思います。 

 福祉・介護・医療・産業振興・教育・防災な

ど各分野において、生活に密着した市民お一人

おひとりの実生活に役立つＩＣＴの活用、また、

市職員をはじめ各分野で仕事に従事されている

方々の業務を効率化することで、マンパワーを

より発揮させることで、結果として市民福祉の

向上を図っていく、そういったＩＣＴの活用で

あることが大事であると考えます。 
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 何のためにＩＣＴ（情報通信技術）を活用す

るべきか、まずは、ＩＣＴの利活用についての

市長のお考えを総論的ではございますが、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、ＩＣＴの利

活用についての市長の基本的な認識ということ

についてのお尋ねでありました。 

 お答えする前に、先ほどのエシカル消費の答

弁の中で、地産地消率を私62.6％というふうに

話をしたというふうでしたけど、67.6％という

約７割近い数字として確保しているということ

でございますので、お詫びして訂正をさせてい

ただきます。 

 それでは、ただいまのこのＩＣＴの分につき

ましては、例えば御質問ありましたとおり、ど

んどん、どんどん進化してきております。そし

てまた、一方においては、少子高齢化という時

代の流れも押し寄せてきているという部分の中

であって、より安心・安全なその地域社会をど

う構築するかという部分につきましては、ＩＣ

Ｔの利活用が極めて大事であり、また重要であ

るということは、私自身も認識をいたしている

ところでありまして。 

 そのようなことも含めまして、この遠野とし

てこのＩＣＴの利活用といったものをどのよう

に組み立てたらいいのかという部分を、やっぱ

り防災もめ、あるいはいろんな地域の情報も含

め、遠野テレビのネットワークをどう利活用し

ながら進化する一方のこのＩＣＴの情報通信技

術を、どのように組み立てるかという部分おき

ましては、点ではないんだと、やっぱり遠野全

体としてものを考え、そしてまた、国や県の動

きとも呼応しながら、やっぱり効率的な組み立

てをしなければならないだろうという認識のも

とに、平成27年でありますけども、２月に岩手

県立大学の当時の副学長をしておりました柴田

先生を委員長といたしまして、ＩＣＴを活用し

たこの情報環境整備研究会を立ち上げまして、

あらゆる角度からこのＩＣＴをどのように利活

用するかという方向につきまして、検討を行っ

て、報告書もいただいているということでござ

いますので、この一つの当市が目指すＩＣＴビ

ジョン、遠野の強みを生かして各分野における

この利活用とインフラの整備を進めると、それ

が生活、あるいは社会、あるいは産業、教育と

いったものに、ひとつ持続可能一つの社会を構

築する一つの手立てになるのじゃないかという

ことで、こういったものを踏まえながら、この

きちんとしたインフラ整備を行ってまいりたい

というふうに考えておるところであります。 

 ただ、一気にはできませんので、その辺をど

のようにこう優先順位をどうしながらと、とな

れば「ねっと・ゆりかご」なども一つのＩＣＴ

を使った一つの仕組みであるわけでありますか

ら、ＩＣＴ健康塾なんかも、あれも一つのＩＣ

Ｔを活用した健康づくりということになるわけ

でございますから、そのような一つのこれまで

取り組んできたことをどのように、もう一方に

おいては進化させるのかということを、きちん

と踏まえた対応に持っていきたいというふうに

考えているところであります。 

○議長（新田勝見君）  １番小林立栄君。 

   〔１番小林立栄君登壇〕 

○１番（小林立栄君）  ＩＣＴの利活用は、ど

のように活用していくのかが、とても大事であ

ると思います。スマートデバイスつまりタブレ

ットです。タブレット端末やスマートフォン、

そういったものと、このクラウドをどう活用し

ていくかが重要になっていると私は認識をして

おります。 

 ここからは、分野ごとにＩＣＴを利活用した

将来像について、個別に幾つか質問をいたしま

す。 

 まず、初めに、自治体クラウドについて質問

をいたします。税務や国民健康保険等の住民情

報を外部のデータセンターで管理運営し、必要

に応じて通信回線を経由して利用する、そうい

った情報システムのことを自治体クラウドと言

います。 

 平成28年４月現在、クラウドを活用した業務
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処理を行っている地方公共団体は787団体で、

このうち312団体が他の団体、他の市町村であ

るとか県、そういった他の団体と共同でクラウ

ドを導入している現状があるようです。 

 職員の業務負担の軽減、費用コストの削減、

また、災害に強い行政体制の構築、データをバ

ックアップしております、ほかのところに情報

を集めておりますので、データのバックアップ

の確保、業務の継続性の構築、そういった効果

があるそうです。 

 また、行政の広域化・共同化を考えていくと、

自治体クラウドの導入、また、遠野らしいさら

なる推進についての検討は必要ではないかと考

えます。 

 自治体情報システムのクラウド化について、

これまでの遠野市の取り組みと今後の方向性に

ついてお考えを伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この自治体クラウドと

いうこの仕組み、ただいまの御質問にありまし

たとおり、これは時代が求めている一つの仕組

みであろうかというように、私は自身は認識い

たしております。 

 地方公共団体が情報システムを共有すると、

保有、管理するするということに一つのこの大

きなメリットがあるわけでありまして、遠野市

におきましても、これまでこの27年度に内部情

報システムといたしまして、財務会計と文書管

理等をクラウドへ切りかえまして22.6％のコス

ト削減効果を得たという一つの実績もあります。 

 これは、22.6％のコスト削減効果は５年間の

試算でありますけれども、そのような効果もあ

ったと。やっぱり共同で管理をする、あるいは

保有をするという、このクラウドの仕組みは非

常に大事なことではないかなというように思っ

ておりますし、一つのこれは遠野とすれば特殊

な事例になろうかと思っておりますけれども、

遠野テレビのネットワークを住田のほうに貸し

付けをしたと。住田のほうでは、デジタル放送

も含め、地域情報といったものが共有できる仕

組みに持っていったという部分も、これもいわ

ゆる一つの特殊な事例ではありますけれども、

クラウドでいうところの供用したという部分も

一つの事例として上げられるのではないのかな

というふうに思っております。 

 そして、そのこと、この共同利用の仕組み、

取り決めといたしましては、これからはマイナ

ンバー制度、これをどのように一つの自治体同

士で自治体情報セキュリティークラウドを構築

するのかということもこれから一つの課題であ

るわけでございますけれども、平成29年２月に

当市のインターネットのこの環境を切りかえた

ということでもありますから、これもひとつそ

ういう方向に持ち込んだということにもなるわ

けであります。 

 ネットワークのこういうところの常時監視と

いったようなもの、さらには単独の自治体では

導入が難しい一つの仕組みといったようなもの、

これはセキュリティーをどのように維持しなが

ら、構成自治体でもっていろいろ負担し合うと

いうことが低コストというものにもつながって

くるということになるわけでございますから、

自治体クラウド、これは、それぞれ連携を図り

ながら構築していくべき一つの時代が求める課

題ではないのかなというふうに認識いたしてい

るところであります。 

○議長（新田勝見君）  １番小林立栄君。 

   〔１番小林立栄君登壇〕 

○１番（小林立栄君）  続きまして、この市民

生活に直結をしているこの保健・医療・福祉・

救急救命等のそれぞれの分野の連携と協働、こ

れがますます重要となっております。この連携

と協働をＩＣＴの利活用で支えていく取り組み

ができないでしょうか。 

 心拍や血圧、体重、体温、血糖値といった

個々人のバイタルデータ、病名や検査結果等の

診療記録、また、薬の記録、そういった情報を

クラウド上に集めて、お医者さんや看護師さん

といった医療機関の方々、薬剤師さんはじめ医

薬機関の方、介護職員の方、介護施設の皆さん、

救急隊員の消防救急業務の中で、そういった情
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報をお互いが共有をし合う。家庭であれば、本

人や家族がタブレット等の端末を使って、そう

いった情報を閲覧して共有ができる。このよう

なＩＣＴの利活用も全国各地で広がりを見せて

きております。 

 それぞれの専門職の方が情報を共有すること

で、安全で切れ目のない診療やケアを受けるこ

とができる、サービスを提供することができま

す。 

 今後、保健・医療・福祉・救命救急等のそれ

ぞれの分野の連携と協働をＩＣＴの利活用で支

えていく仕組みの充実が必要になってくると思

います。この分野でのＩＣＴの利活用の将来像、

方向性について御所見を伺います。 

○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）  この自治体間の保健・

医療・福祉介護の分野、あるいは救急救命の分

野で、この部分ＩＣＴを利活用したこの将来像

といったもの、あるいは方向性といったものは

どうなっているのかということである。 

 実は、平成22年でありますけれども、この必

要性を認識しながら、近隣の市町村に呼びかけ

た経緯があります。ただ、平成22年であります

から、今から７年、８年前ということになるわ

けでありますけれども、なかなか正直なところ

反応が余り思わしくなかったという部分が正直

ありました。 

 ただ、その当時から、こういうところの保

健・医療・福祉の分野における情報の共通化と

申しますか、共有化という部分については、必

要性をそれぞれが認めておったわけであります

けれども、なかなかそこまで踏み込めなかった

という部分の中におきまして、実は今、大船渡

と高田と、それから、住田は、それこそ共有す

る方向で動いておりますし、あるいは、北上、

花巻、西和賀のほうもそれぞれこの保健・医

療・福祉の分野における共有化という方向にも

動き出してきているということもあるわけであ

りますので、それをよく踏まえながら、当市と

しても、その部分で、とくに気仙地区などは、

遠野の医療機関を使っている方も結構いらっし

ゃいますから、やはりその医療情報の共有化と

いうことも極めて大事な大事な仕組みづくりで

ございますので、その辺を踏まえながら、この

ＩＣＴの利活用をいたしましたこのネットワー

クの構築と、そして、情報の共有化ということ

につきまして、どうあれば一番効率的であり、

そしてまた、仕組みとして確実なものになるの

かと。それぞれが立ち上がったとなれば、それ

をどのようにうまくもっともっと広げるのか。 

 このＩＣＴという情報通信には、市町村境が

ないわけでありますから、その辺のところをき

ちっと踏まえた首長同士での理解度と、それか

ら、また担当者同士での一つの共通理解を踏ま

えながら、やはりそのような構築に持っていく

という部分は、これからのこれまた時代が求め

る一つの仕組みづくり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、特に

もう繰り返しになりますけれども、保健・医

療・福祉介護・救急救命といった分野におきま

しては、事命にかかわる問題でありますから、

やっぱりきちんとした情報の共有化ということ

を図る仕組みにやっぱりきちんとした体制整備

を行うということがやっぱり求められている一

つの課題ではないのかなというふうに考えてい

るところでございますので、その方向で努力を

してまいりたいというふうに考えているところ

であります。 

○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）  続きまして、地域活性

化につなげていくＩＣＴの利活用について質問

をいたします。 

 現在、地区センターの職員体制の強化、Ｗｉ

─Ｆｉ環境の整備、地域住民みずからが主体と

なって取り組む「地区まちづくり計画」の策定

に向けて取り組みが進んでいるところです。地

域コミュニティーの活性化にも、やはりこのＩ

ＣＴを利活用できると考えています。 

 地区センターや郵便局で、各証明書が発行で

きる。タブレットで翻訳をして、外国の方と会
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話ができる。読み書きが困難な方ともタブレッ

トを通じて意思疎通ができる。農作業にも活用

できます。 

 テレビ会議システムを利用して、地区セン

ターで、子どもたちの学力向上のために有名な

予備校の授業を受講できるようにする。さまざ

ま地域活性化に役立つ生活に密着したＩＣＴの

利活用方法があると思います。 

 そういった利活用方法を、しっかりと市民の

皆様に情報発信をする必要があると思います。

そして、地域の皆さんが各地域で必要と思われ

るＩＣＴを利活用していく。 

 こういったＩＣＴの利活用についての情報発

信、活用する際にタブレット等を貸し出すとか、

また、専門の人材を派遣するといったサポート

体制の整備も必要ではないでしょうか。 

 地域コミュニティー活性化にＩＣＴを利活用

できるサポート体制の必要性について、お考え

を伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  このネットワークを構

築しながら、ＩＣＴ技術を地域の活性化につな

げると。当市が取り組んでおります小さな拠点

をネットワークにしながら、地域コミュニテ

ィーを維持し、そしてまた、活力あるものにし

ようと。地域の底力をそこに発揮していこうと。

さらには、安心・安全の環境づくりをその中に

見出そうという部分におきましては、このネッ

トワークというものが極めて大事なキーワード

になろうかと思っておりまして、これは、人の

ネットワーク、あるいは地域のネットワーク、

それをつなぐのがＩＣＴというひとつの技術じ

ゃないかと。 

 ただいま御質問の中にありましたとおり、つ

なぐのは何だ。そのまたタブレット等を導入し

てＷｉ─Ｆｉといったような一つのステーショ

ンを設けるというのも、これもある意味におい

てはできるわけでありますけれども、これをど

う利活用するかというこのサポート体制を人的

にも、あるいはその利活用という部分における、

サポートする体制をどう構築するかという部分

をあわせて取り組まなければ、つくった、シス

テムをつくったのはいい、ネットワークを構築

したのはいい。しかし、それが余り使われなか

ったということになってしまったんでは、よく

言う宝の持ち腐れにもなりかねない、ひとつの

仕組みになってしまいますから、サポート体制

という言葉が今何度も質問の中で出ておりまし

た。これをどのようにという部分をやはりきち

んと育成もしながら、研修も行いながら、使い

勝手がいい、また、使う、また使わざるを得な

いというような、そのような方向に持っていく

ことがシステムを生かす一つの対応ではないの

かなというふうに思っておりますから、そのこ

とにも同時並行でしながら、このネットワーク

としてのＩＣＴを利活用し、地域の底力をとい

う部分において、そして何よりも安心・安全を

確保するという、その仕組みに持っていきたい

ものだなというふうに考えているところでござ

いますので、御了承いただければと思います。 

○議長（新田勝見君）  １番小林立栄君。 

   〔１番小林立栄君登壇〕 

○１番（小林立栄君）  市民生活に密着した市

民のためのＩＣＴの活用を進めていただきたい

と思います。 

 この市民に密着した、これはＩＣＴに限らず、

議会や議員活動も同じであります。議会の役割

である監視機能を今以上に発揮させていく、政

策の立案機能を高めていく、そして、市民の皆

さんの声や思いを市政に反映をさせていく、市

民福祉の増進を図っていくことのできる議会で

あり、議員でなければなりません。 

 現在、議会改革推進特別委員会を設置して、

議員一丸となって議会改革を進めております。

市民のための議会、議員であるために、ＩＣＴ

を活用して、議会力、議員力を高めていきたい

と考えています。 

 ＩＣＴの中で、特に、タブレットとクラウド

の持つ利点を最大限に生かして、議会活動、議

員活動を充実させてまいりたいと考えておりま

す。 
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 過去から現在まで、さまざまな法律や条例、

遠野市の計画など、持ち切れないほどの膨大な

資料があります。残念ながら全てを持ち歩くこ

とはできません。タブレットを活用することで、

議会で議論するときに、いつでも必要な資料や

情報を取り出すことができます。 

 何となくの記憶だけではなく、正確で適時必

要な資料を用いて、より深い議論が可能となり

ます。 

 さらに、膨大な紙資料を用意する必要がなく

なるので、紙代、印刷代といった経費を削減す

ることもできます。ちなみに、遠野市の現状で

試算をすると、年間約93万円の削減効果も見込

めるようでございます。 

 紙資料の削減は、経費削減効果だけではなく

て、私はもっと実は大事なメリットがあると思

っておりますし、そちらを重視したいと思うん

ですが、議会事務局職員の方の業務の改善、例

えば、印刷をする、ホッチキスでとめる、封に

入れて発送する、そういった事務的な業務を減

らすことができます。 

 業務を効率化できた分、議員と職員が一緒に

なって、市政課題を調査したり、政策を立案す

る上で法的な問題に対する業務の時間をふやす

ことが可能となります。つまり、総じて議会力

が向上をしてまいります。 

 また、市民の皆さんと対話をしているときに、

市の取り組みや計画など、正確な情報をお伝え

して、正しく説明することができます。市民の

皆さんと正確な情報を共有して市政課題につい

て、より具体的に一緒に考えることもできます。 

 災害が起こってしまったとき、日常生活の中

で危険な箇所が見つかったときなど、その場で

写真を撮って、担当課の職員や議員同士で正確

な情報をリアルタイムでやりとりをすることも

可能となります。 

 タブレットとクラウドといったＩＣＴを利活

用して、健全な政策論争ができる環境をさらに

充実させ、市民の代表機関として、市当局と切

磋琢磨できる議会力、議員力の向上に努めたい

と考えております。 

 こういったＩＣＴを活用した議員力、議会力

向上へ向けた取り組みについて、市長の率直な

思い、お気持ちで結構ですので、お聞かせくだ

さい。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  このタブレットあるい

はクラウドといった仕組みをという部分の中に

おきまして、今、小林議員からタブレット導入

につきまして、いうところのメリット、それが

いろいろ述べられました。全く、それはそのと

おりだというふうに思っております。 

 午前中の佐々木大三郎議員からも、このタブ

レット導入については、どうなのかという部分

の御質問をいただいております。慎重に考えた

いと。 

 それから、議会改革特別委員会のほうでもい

ろいろ議論されておるということでもあります

し、その結果もある程度見きわめなければなら

ない。 

 それから、もう一つは、平成27年の２月に立

ち上げております、先ほど県立大学の元副学長

の柴田先生を委員長とする研究会の報告書から

は、この議会へのタブレット導入等については、

５年をめどに導入を検討すべきではないかとい

うような報告書の提出もいただいているところ

でございますので、それとの一つの方向性でも

って、これを前倒しするのか。あるいは、経費

も今94万円とかという話が出ましたけれども、

このペーパーレスという部分の中においての、

その費用対効果の部分もある程度きちんと検証

しなければならないかというふうに思っており

ますし、議会に導入するとともに、当局側のほ

うにもそのタブレットを導入するという方向で

かみ合わせるというか、そのような方向に持っ

ていくのか。 

 それともまず、議会側のほうに導入を図るの

かという部分もそれぞれ議論をしながら、そし

て、また検証を加えながら判断をしていかなけ

ればならないかというふうに認識しているとこ

ろでございますので、今この場で、いつそれ導
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入するという方向には、率直なということでご

ざいますので、もう少し見きわめしながら、あ

るいは議論の経過を踏まえながら、あるいは先

進事例の一つの状況なども把握しながら、判断

するということになるの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

れをもって答弁とさせていただければと思いま

す。 

○議長（新田勝見君）  １番小林立栄君。 

   〔１番小林立栄君登壇〕 

○１番（小林立栄君）  最小の経費で最大の効

果を上げるようにしなければならない。これは

地方自治法にございます。やはりこういった点

からの議論も当然必要だと思います。 

 このＩＣＴ化、タブレットやクラウドについ

ては、もう時代の流れから、将来議会だけでは

なくて、職員の皆さんの働き方や業務にも大き

くかかわってくると考えられます。 

 今後も導入に向けた具体的なところを議会と

して、市当局の皆さんとも前向きに話し合って

いきたいと思います。御理解を願います。 

 それでは、ここから教育長に質問をいたしま

す。 

 教育現場において、タブレットやクラウドを

活用した授業の中で、反転授業と呼ばれる、授

業と宿題の役割を反転させる学習方法がござい

ます。 

 タブレットを使い、家庭で授業の予習をする。

そして、授業では、応用問題を解いたり、生徒

同士で意見を述べ合ったり、わからなかったと

ころを教え合う反転授業に取り組んでいる学校

もあります。 

 学校教育にＩＣＴを導入することで、学習意

欲の向上、学力格差の解消、討論する力を養い、

共同で学習に取り組めるというメリットがござ

います。しかし、学力の定着効果が本当に有効

なのか、成果が現時点では不明な部分がござい

ます。 

 先生方がノウハウを身につけるための指導体

制の整備の必要、Ｗｉ─Ｆｉ環境やデジタル教

材の整備、財源の問題など課題も多くございま

す。 

 学校教育でのＩＣＴ利活用について、教育長

のまず率直な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）  小林立栄議員の質問

にお答えします。 

 国は、21世紀にふさわしい学校教育の実現を

図るため、教育のＩＣＴ化に向けた環境整備を

推進しています。 

 主な内容は、教育用コンピューターの整備、

電子黒板、実物投影機、インターネットの接続

及び無線ＬＡＮの整備となっています。 

 当市の教育におけるＩＣＴ化整備状況は、パ

ソコン教室で一人一台のパソコンを配備し、電

子黒板は全小中学校へ各１台配備しています。 

 また、ほとんどの学校でパソコン教室以外の

各教室において、有線でのインターネットを環

境を整備しています。 

 校舎全体のＷｉ─Ｆｉが整備されているのは、

遠野中学校、遠野小学校、綾織小学校では一部

の教室で使用可能となっています。 

 タブレット端末については、昨年度、聴覚障

がい児のための教育の充実手段として要望があ

り、遠野小学校のきこえの教室にＷｉ─Ｆｉと

あわせてタブレット端末を１台整備しました。 

 また、遠野中学校では、外国人生徒のコミュ

ニケーション手段としてタブレット端末を活用

しています。 

 タブレット端末の全国的な活用事例を見ます

と、漢字練習や計算問題などのドリルソフト、

カメラ機能を利用した体育の授業などでの動画

撮影、タブレット端末で作成した内容の電子黒

板への投影による発表などに利用されています。 

 タブレット端末とＷｉ─Ｆｉの整備に当たっ

ては、子どもたちにＩＣＴが持つ利便性への理

解と機能を効果的に活用した、より理解が深ま

るわかりやすい授業の展開が求められます。 

 また、一定のレベルの授業を継続的に提供す

るためには、ＩＣＴ機器を効果的に授業に活用

できる教師等の人材育成を図っていかなければ
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なりません。 

 さらに、機器等の整備には、多額の費用がか

かること、必ずしも機器の耐用年数が長くない

ことから、更新に係る経費も考慮しながら、財

源の確保に努めるとともに、導入については計

画的に進める必要があると考えます。 

 当市全体では、タブレット端末やＷｉ─Ｆｉ

の整備はほとんど進んでいない状況にあります

が、県内小中学校の普通教室におけるＷｉ─Ｆ

ｉの整備は今後着実に進んでいきます。 

 タブレット端末やＷｉ─Ｆｉの整備につきま

しては、子どもたちにとってより適切な学習環

境の提供を意識し、学力向上の取り組みを進め

る上での効果などを検証しながら、導入につい

て検討してまいります。 

○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）  日本の教員、学校の先

生は、授業だけではなく、生活指導や書類作成、

部活動など幅広く受け持ち、世界一忙しいとさ

え言われております。 

 私は、このタブレットとＩＣＴを活用して、

教職員の皆さんの多忙な業務を少しでも軽減さ

せることができるのではないかと考えておりま

す。教育現場への導入とあわせて教職員の皆さ

んの働き方の改革となるようなＩＣＴの活用、

こういったものもぜひ御検討いただきたいと思

います。 

 また、あす一般質問で、教職員の長時間労働

については、テーマに取り上げられております

ので、そちらでの議論も楽しみにしております。 

 さて、この次期学習指導要領では、グローバ

ル化に対応するため、英語を小学５、６年で教

科化するほか、小中学校ともに討論や発表など

を通して、みずから課題を見つけて解決する力

を育成する「主体的・対話的で深い学び」が各

教科で導入されてまいります。論理的な思考力

を身につけるプログラミング教育も小学校で必

修化をされていきます。 

 いずれも基礎的な学力を形成するための学習

量を維持しつつ、授業の質を高めて思考力や判

断力を養うことに力点が置かれております。 

 この次期学習指導要領が成果を上げるために

は、教職員の皆さんが力を発揮できる環境が重

要となります。 

 そこで、「チーム学校」という取り組みがご

ざいます。貧困問題への対応、保護者や地域か

らの要望への対応、人口減少や少子高齢化社会

の中で、複雑化、多様化する学校現場が抱えて

いる課題に対応するため、部活動指導員やス

クールカウンセラー、福祉の専門スタッフ、地

域のさまざまな団体等と積極的に連携をして、

学校全体の組織力や教育力を高め、教員が子ど

もと向き合う時間、教員自身がスキルアップを

図っていける時間を確保できるようにする取り

組みを「チーム学校」というそうでございます。 

 遠野市では、部活動推進協議会をはじめ、地

域行事への積極的な参加、受け入れも行ってお

り、見守り活動等、地域とのつながりはとても

強いと感じております。 

 これまで築いてきた地域と学校との関係をも

とに、もう一歩踏み込んで取り組みをしていく

必要もあるのではないでしょうか。 

 遠野みらい創りカレッジと積極的に連携をし

て、プログラミング教育やテレビ会議システム

を利用した他地域との交流等ＩＣＴを活用して

いく。国際交流や環境教育では、遠野グローバ

ルプラザや遠野ユネスコ協会、遠野市教育文化

振興財団との連携強化を図っていく。読み聞か

せボランティアの皆さんとの連携も深めていく。

新たに丸つけボランティアとか、給食を一緒に

食べるボランティアなど、そういったものを新

たに募集をしていく。部活動指導員の活動の充

実を図る等々、教員が総合的な指導を担う学校

の特徴を生かしつつ、部活指導員や専門スタッ

フ、地域住民との連携協働できる体制をつくり、

「チーム学校」として複雑化・多様化する課題

に対応できる環境整備を進めるべきと考えます

が、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）  これからの学校は、
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社会や経済の変化に伴い、複雑化・多様化して

いる課題を解決していくために、教員とさまざ

まな専門性を持つ職員が、職務内容を明確にし、

それぞれの責任を果たしながら、一つのチーム

として連携・協働していくことが大切になって

きます。 

 遠野市では、市内小中学校に特別支援教育支

援員19名、教育相談員３名、特定教科学習支援

員３名、日本語指導講師２名を配置し、学校の

抱えるさまざまな課題に対して人的支援を行っ

ています。 

 さらには、県よりスクールソーシャルワー

カーやスクールカウンセラーなどの専門職員の

派遣を受け、「チーム学校」として、その課題

の解消に努めているところです。 

 また、学校や教員が、教育活動に重点的に取

り組める環境をつくるために、学校と家庭、地

域との連携・協働によって、ともに子どもの成

長を支えていく体制をつくることが必要になっ

てきます。 

 市内には、学校にかかわっていただける組織

や団体、地域の人材がおり、さまざまな場面で

連携・協力をいただいております。遠野市教育

文化振興財団や遠野みらい創りカレッジ、地域

教育協議会やボランティア活動団体のほか、特

色ある学校づくり事業では多くの地域の方々に

子どもたちの指導をしていただくなど、国が提

示する「チーム学校」より一歩進んだ、地域と

一体となった取り組みが、既に実施されている

ところです。 

 また、子育て支援施策の実施により、子ども

たちを育てる家庭へのサポートを充実させるこ

とで、子どもたちが、学校・家庭・地域のいず

れの場においても、安心して学び、生活できる

環境づくりが進んでいます。 

 このような遠野ならではの取り組みを継続す

るとともに、より緊密な連携を図ることで、教

員が子どもと向き合う時間を確保し、学校と地

域がよい関係を築いていくことが大切です。 

 先ほど議員がおっしゃったように、校長の

リーダーシップのもと、カリキュラムや日々の

教育活動が一体的にマネジメントされ、学校内

の人材のみならず、地域住民や社会教育団体な

どの学校外の人材にも協力いただき、子どもた

ちがのびのびと資質・能力を伸ばしていくこと

ができる教育環境の充実を図ってまいります。 

○１番（小林立栄君）  以上で一般質問を終わ

ります。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後２時48分 休憩   

────────────────── 

   午後２時58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）  政和クラブ所属の菊池

美也です。終戦直後から直近まで全国で生まれ

た赤ちゃんの毎年の数を示した棒グラフがござ

います。左側から右側に向かって時系列が流れ

ていくグラフですが、左端に高い山、これが団

塊の世代が生まれたところ、そこから、急速に

赤ちゃんの数が減って、その後もう一山ありま

す。団塊の世代がちょうど親になったころの第

２次ベビーブームです。親もたくさんいるから

子どももたくさん生まれた時期がございました。

それが、昭和40年代の後半です。私よりも少し

後ろの世代、実は、この人たちが40代後半に入

りつつあります。大体ですよ、大体一般的に女

性で言うと、子どもを生み終わった世代になっ

たということです。 

 これだけ親がたくさんいたのだから、子ども

もたくさん生まれてよかったはずなのに、生ま

れなかった。３つ目の山ができませんでした。

以降、日本の出生数は急速に減っていきます。 

 この結果、今何が起きているのかというと、

親適齢期の人の急激な継続的な減少です。出生

率は、ここ最近上がってきていますが、親の数

が減るので生まれる子どもの総数はふえません。 

 では、遠野はどうか。2017遠野市勢要覧統計

編の人口ピラミッドを見てみると、やっぱり女

性のほうが長寿なんだなと改めて認識しました
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が、男女ともボリュームがあるのは団塊の世代、

いわゆる逆三角形です。遠野でもきっと第２次

ベビーブームはあったのでしょうが、その後の

市外への人口流出、社会減で遠野の人口ピラミ

ッドには第２の山はありません。 

 さらに、20から24歳がぐっとくびれています。

これからまさに親になろうとしている世代です。

きっと遠野の人口は減っていきます。まちづく

り指標で1.92、1.94としている合計特殊出生率

が、例えば３なんかに爆発的に上がっても、今

後予想し得る期間は遠野の人口は減り続けます。

少子化対策をして、合計特殊出生率が高まって、

子育てを社会全体でサポートする遠野になった

としても、予測し得る期間は、遠野の総人口は

減ります。 

 だから、人口減少に対応する作戦を考えなけ

ればなりません。少子化対策、子育て支援、そ

して、産業振興、雇用確保を共通優先方針に掲

げると同時に、人口減少に向き合うためには、

これまでの発想の転換が必要となってきます。 

 20年後、50年後、100年後、どんな遠野であ

ってほしいか。50年後、100年後なんて大分先

のことだから自分は知らないよと言いたいとこ

ろですが、現在、私は48歳、よく考えてみると、

50年後は生きていると98歳なんです。十分あり

得ますよね。 

 先ほど紹介した遠野の人口ピラミッド、90歳

以上の男性が150人弱いらっしゃるんです。美

也は、どうも図太いと言われていますので、こ

こは生きているだろうと思うわけです。子ども

が２人おります。 

 日本は、今現役３人で１人の高齢者を養って

いますが、将来は２人で１人、１人で１人を養

う時代になります。私の息子と娘は生きていく

ことになります。 

 これを何とかしないといけない。何か望みは

ないか。そう考えると、50年後の現役世代とい

うのは、まだ、ほとんどが生まれていません。

ということは、この辺は可能性がある。何とか

できる。変えられない未来の部分と変えられる

未来とがあります。じゃ変えられるところを何

とか変えていくことが大事であろうと。 

 もう一つは、変えられない未来の部分にも何

か救いがあるんじゃないか。現役世代と言われ

ている生産年齢人口15歳から64歳には、障がい

者も引きこもっている人もみんな入っています。

今本当にみんなの力を生かせているかというと、

そうではない。 

 遠野にだってかなりの潜在パワーがあるのだ

ろうと考えます。そして、生かし切れていない、

もったいない最たるものは先輩方の能力です。

生産年齢人口は64歳まで、65歳で区切られてい

ます。 

 巳喜男議員の一般質問の中で、市長も答弁で

触れられておりましたが、実は75歳で区切ると、

１人で１人を養うと見えた絵がぐっと２人で１

人を養うというほうに近づきます。いつまで働

かせるんだと怒られそうですけど、大体これま

での日本は25年から30年たつと平均寿命も健康

寿命も５歳伸びています。そうすると、50年先、

100年先の60歳、70歳、80歳に対する見方は少

し変わってもいいのかなと。 

 潜在パワーはある。潜在パワーがあるうちに、

子どもが生まれやすい遠野をつくっていくこと

がこれからの大きな課題になってくるのだろう

と思います。 

 遠野市公共施設等総合管理計画は、変えられ

る未来の部分、公共施設を取り巻く未来を安

心・安全なものとし、よりよい行政サービスを

維持するために策定されたものだと理解してい

ます。 

 1954年（昭和29年）から19年間、日本は急速

な高度成長期に入り、人口も増加していたこと

から、庁舎や学校をどんどん建設していきます。

さらに、1980年代、昭和60年代から、いわゆる

バブル期と呼ばれる時期に入りました。多くの

公共施設が建設されました。 

 しかし、その施設の改修や更新時期・解体時

期が訪れ、さらに右肩上がりだった経済が鈍化

したことで、税収も入らなくなり、公共施設が

財政を圧迫し始めています。この減少は、遠野

だけではなく、全国ほぼ全ての自治体で抱えて
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いる問題です。余剰のハコモノは財政を脅かす、

危機感を共有しなければなりません。 

 私が、市議会議員という役をいただいてから、

これまで３人の先輩議員が、公共施設の維持管

理について、この本会議一般質問の場で議論を

交わしております。 

 平成27年９月に「公有財産の実態と効率的運

用に向けた方策について」と題し、多田勉議員

が、３カ月後の同年12月には、佐々木大三郎議

員が「公共施設の総合管理計画について」、そ

して、昨年平成28年12月には、政和クラブ所属

の浅沼幸雄議員が「遠野市公共施設等総合管理

計画について」と題して市長と一問一答を交わ

しております。 

 平成27年９月の御答弁では、人口減少が加速

度的に進んでいる中で、行政財産、普通財産の

総合的利活用についての考え方は、大きく発想

も変えなければならない。財源の裏づけをとり

つつ、長期的な視点での具体的な検討を見出す

ために、公共施設等総合管理計画の策定を急ぐ

という趣旨のことを、また、同年12月には、遊

休施設は、速やかに解体するものは解体する。

処分するものは処分するといったような判断を

し、タイミングを失しないようにスピーディー

な対応をとると市長は述べられております。 

 その後、平成28年３月に遠野市公共施設等総

合管理計画が策定されました。計画によると、

市の保有する施設・建物は358カ所、1,072棟、

１人当たりの床面積は、全国平均の1.94倍です。

遠野は人口の割に建物を持っているということ

です。 

 平成28年度の建物保有面積は27万9,530平方

メートル。ぴんときませんが、サッカー場の39

枚分だそうです。さらに４割を超える建物が整

備後30年以上を経過しています。 

 全ての建物を更新するには1,027億円が必要

だと試算されていました。本年度平成29年度の

当初予算額が、いななく177億9,000万円。1,02

7億円はおよそ６年分に相当します。 

 年度別の更新費用見込みの捧グラフを見ると、

ぽんと一番高いところ、一番長いところは４年

後の平成33年、平成33年には129億円の更新費

用が試算されています。10年間平均すると毎年

56億円の負担額、膨大な更新費用が必要になり

ます。 

 平成28年12月に市長は、公共施設等総合管理

計画を円滑、着実に推進するため、対象施設ご

との更新、長寿命化及び統合・廃止等の方針や、

長寿命化の工事の実施時期などを定める個別施

設計画を、国の策定目標は平成32年度だが、遠

野は前倒しして28年度内の策定に向けて取り組

んでいるところである。丁寧な説明の中で、市

民合意を得ながら個別計画をそれぞれの形に持

っていきたいと答弁しておりました。 

 市内のハコモノを一体的に管理することの重

要性について市長がどのような認識をお持ちな

のか改めて伺いをいたします。また、計画に基

づいたハコモノ施設の除却・長寿命化などが本

年度から動き始めているわけですが、計画を推

進していく上で新たに見えてきた課題などがあ

りましたら、あわせてお聞かせ願います。 

○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）  菊池美也議員の一般質

問にお答えいたします。一問一答方式でありま

す。 

 質問の中に、前提という中で、この人口の動

向がいろいろ述べられました。日本全体の人口

の動向、さらには、いうところの団塊の世代、

そしてまた、昭和40年、1960年、70年代の第２

次ベビーブーム時代のその動向等も含めながら、

いかにダイナミックというか、ドラマチックに

日本の人口といったものが推移してきたのかと

いうことが詳しく数字の中で述べられておりま

した。 

 いうところの戦後、そして、戦後から立ち上

がるという高度成長、そして、高度成長が終わ

り、バブルに入り、安定成長時代に入り、もう

平成も29年。昭和から平成という中に大きな人

口の動きがあったということは、ただいまの御

質問の中にも明らかなとおりであります。 

 特に、戦後この市町村という一つの基礎自治
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体のあり方といたしまして、戦後から立ち上が

り、そして、先進国というよりも、近代国家と

いうよりも、その新たな国づくりという中で、

昭和の合併がありました。大きく合併も昭和の

合併が動いたわけであります。そして、その中

におきまして、高度成長時代の中に、さまざま

な形での公共施設というものが整備をされてき

たという経緯もあります。 

 社会インフラ整備、単なる建物だけではない。

ハコモノというものだけではない。社会資本イ

ンフラ整備といたしまして、道路、ライフライ

ンとしての上下水道、さまざまな形のものがい

ろんな形で市町村という現場の中に構築されて

きたという一つの経過があるわけであります。 

 そして今、平成17年、2007年、８年ころに大

きく平成の大合併がありました。そして、三千

二百、三百あった市町村が1,800台まで再編さ

れたというような大きな一つの流れがあったわ

けであります。 

 その中におきまして、いろんな、いうところ

の公共施設が遊休施設と化してしまったという

部分がそこにある。いつの間にか、その高度成

長時代にいろいろ整備してきたものが、老朽化

という一つの流れもその中に追い打ちをかけた

という一つの経過を振り返れば、公共施設等総

合管理計画をきちんと立て、その中で使えるも

のは使える、解体するものは解体する。あるい

は、それこそ計画を立てながら、その優先順位

をしながら、使うのか使わないのかということ

をしていく一方において、長寿命化という、そ

のような流れにも持っていかなきゃならない。 

 その中で、昨年、一昨年でありますけれども、

国土強靱化法というような法律も制定されまし

た。社会インフラを少しでももたせるという部

分において、長寿命化という中で、橋だとか、

あるいは道路だとか、そういうようなものを少

しでも補強しながら、安心・安全を確保しよう

というような新たな法律の動きも出てきたとい

うのも、これも時代が求める一つの流れではな

かったのかなというふうに思っております。 

 そういったことで、美也議員のほうから、私

のこれまでのこの問題に対する各議員から対す

る答えというか、答弁を丁寧に今述べていただ

きました。今改めてそれぞれやりとりしたこと

の緊張感を思い出していたところであります。 

 おかげさまで、遠野市として公共施設等総合

管理計画を打ち立てることができました。そし

て、ただいま御質問にありましたとおり、解体

するもの、あるいはそれぞれ利活用をするもの、

あるいは貸し付け等を行いながら利用してもら

うもの、さらには補強しながら長寿命化するも

のという中で、今個別計画を今打ち立てている

という状態になってきているところでございま

して、基本的には、やはりコストがかかるとい

うことを考えれば、健全財政５カ年計画と連動

しながら、そのコスト、どう考えるのか。解体

するにしてもコストがかかるわけであります。

それから、利用するにしても、また、コストが

かかるわけであります。さらには、長寿命化す

るとしても、またそこにはコストがかかるとい

うことになるわけでございますから、市民の皆

様の一つのニーズを丁寧に把握しながら、どの

ような形で利用していくのか。 

 これは、決して、先ほどの小林議員とのやり

とりの中の言葉を使うわけじゃありませんけれ

ども、やっぱりもったいないという精神もその

中に持たなければならないということになれば、

どう利活用するのかという部分も、そういった

一つの考え方の中で公共施設ともに位置づけな

きゃならない。 

 しかし、この時間の経過とともに、もうどう

しようもないと、もうこれは解体しかないとい

う部分はあるわけでございますから、解体をす

る中において、今度はその土地をどう利用する

のか。 

 私は、いつも思っているんですけれども、行

政財産としての目的を持った一つの庁舎である

とか、市営住宅であるとかという行政財産、そ

の行政財産としての役目を終わった普通財産と

いったものの使い分けを一応は、もちろん一つ

の定めでありますから、それの定めの中で使い

分けをしていかなきゃならないということは当
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然でありますけれども、そういったことを踏ま

えながら、やはり処分するものは、言葉として

は処分という言葉は余り使いたくないんですけ

ども、解体し、処分するものは処分をするとい

う部分の中においての、やはり一つの流れをき

ちんとつくっていく。 

 そのためには、総合計画を立てたんで、それ

に伴う個別計画をきちんと立て、これまでの質

問の中でやりとりした経過の中で、いよいよ実

行に移すという、そのような時期にも来たのか

なというような認識でいるところでございます

ので、答弁としては具体的な答弁にはならなか

ったかもしれませんけど、その方針には、これ

までのやりとりの経過を踏まえていよいよ行動

に移さなければならないタイミングに遠野市も

入ったんだということをこの総合管理計画の中

で我々も改めて確認をしたということを申し上

げて答弁とさせていただければと思います。 

○議長（新田勝見君）  ２番菊池美也君。 

   〔２番菊池美也君登壇〕 

○２番（菊池美也君）  個別計画がこれから定

まるというか、先ほどのさきの先輩議員とのや

りとりの中では28年度に策定をするという答弁

をいただいていると思うんですが、個別計画は

まだ完成されていないということになりますか。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  全体計画を28年度に策

定したわけでありますから、29年度はその個別

計画をきちんと立てながら、できれば８月中に

でもひとつきちんと立てながら、そして、実行

に移していくと。ただ、その実行に移しても簡

単には実行できない。やっぱり健全財政５カ年

計画との整合性を図っていかなきゃなりません

から、その辺をきちんとしながら、処分あるい

は解体、あるいは利用、長寿命化といったよう

な方向に持っていくということになるんじゃな

いのかなというふうに思っておりまして、繰り

返しになりますけれども、総合管理計画を打ち

立てたということを踏まえて、実態が明らかに

なったわけでありますから、個別計画をきちん

と立てながら行動に移していくという、そのよ

うな時期にあるということであります。 

○議長（新田勝見君）  ２番菊池美也君。 

   〔２番菊池美也君登壇〕 

○２番（菊池美也君）  私の受け方というか、

もう一回、議事録を確認させてもらいたいと思

うんですけど、28年の３月、だから、27年度中

に遠野市総合計画が策定されて、28年の12月の

やりとりの中で28年度中に個別計画をという、

僕はそういう認識をとっていたんで、ちょっと

改めて議事録のほうを確認させていただきます。 

 第２次総合計画の遠野市の人ロビジョンを見

てみますと、８年後の平成37年には人口が２万

2,391人、生産年齢人口が１万1,163人まで減少

します。生産年齢人口が１万1,000人台の時代

が過去の遠野にあったんでしょうか。単純に働

く世代が減るということですので、税収が減る

ということになるのではないか。では、公共施

設をどの程度まで減らさなければならないのか。 

 公共施設等総合管理計画の「人口及び財政規

模を踏まえた適正規模及び目標」という項のと

ころには「今ある施設のうち、少なくとも３割、

85カ所、294棟の建物については、他施設との

統合または廃止等の見直し策について具体的に

検討していく必要がある」という表現がなされ

ています。 

 ３つのうち１つをなくさなければならない。

私たち現在の市民は、将来の市民に対して無責

任であってはなりません。私たちは将来へ負担

を残さないという責任があります。 

 「少子高齢化に伴う需要の変化などにより、

利用状況の芳しくない施設及び機能が重複して

いる施設については、議会、市民及び有識者の

意見を取り入れつつ、他施設との複合化及び用

途廃止等の検討を進める」と、計画の統合・廃

止の推進方針には記載されています。 

 少し古いものになりますが、自治体公共施設

の有効活用研究会という団体の政策提言を引用

させていただきます。 

 ハコモノは、全国に膨大なストックとして蓄

積されている。自治体が管理運営するハコモノ
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の中には、高度成長期の税収増や国の景気対策

などに乗じて建設されたものが少なくない。こ

の結果、建設後の運営管理コストがかさみ、自

治体財政を圧迫している例が後を絶たない。 

 こうした事態に陥っている自治体に共通して

いるのは、首長、議員、住民を含む地域全体の

コスト意識が希薄で、利用価値の低いハコモノ

を建設し、採算性のとれない事業に歯どめをか

けることができないという現象である。なぜこ

うした非合理的な政策判断が繰り返されるのか。

それは大きく、政治的、制度的、経営的要因に

よると考えられる。 

 例えば、政治的要因の一つは選挙であるとか、

政治的要因には、国庫補助金の足かせや公会計

制度の問題。会計制度については、今回の公共

施設等総合管理計画と新地方公会計と連動しま

すから、この問題はある程度クリアされるので

はないかなと期待しています。 

 経営的要因には、マクロの視点とミクロの視

点をあわせ持った人材不足などなど、ハコモノ

の有効活用が進まない要因がいくつか上げられ

ています。 

 その中で最大の要因が、ないよりあった方が

いいという住民感情だそうです。行政サービス

の大部分はハコモノで行われる。このため、ハ

コモノの数が多ければ多いほど、行政サービス

の量がふえてくると住民の多くが考えてもおか

しくはないのではないか。 

 しかし、そうしたハコモノの多くは、これま

で収支計算を行って整備されているわけでなく、

住民や議員の「ないよりあった方がよい」「隣

の自治体にあるからうちも持つ」といった意識

を反映した政治判断でつくられてまいりました。

こうした判断の積み重ねがハコモノ本来の設置

目的、使命をゆがませてきた面があろうかと思

います。つまり、ハコモノをつくることが目的

化してしまったという部分があります。 

 施設数を計画期間で10年間で３割減らす。こ

の難しい課題をどのような方策で解決に導いて

いこうとしているのか。特に、この住民感情の

部分についてお考えを伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この管理計画の中にお

ける一つの実態と、それから、その中に盛り込

まれたさまざまな数字が今の質問の中にそれぞ

れ述べられておりました。全くそのとおりであ

ります。 

 そういった中で、この10年間で３割の施設を

言うなれば、解体すると申しますか、そのよう

な方向に持っていくという一つの目標数値を持

ったわけであります。ハコモノという中で、住

民の皆様のニーズに応えながら、それぞれ整備

をしてきたと。また、一定の役割を果たしてき

たということは事実であります。 

 みんな、ただお金があるから、高度成長時代

だから、ただつくってきたことではなくして、

それぞれつくる理由があり、また、必要とする

それなりの合理的な理由もあり、整備をしてき

たと。 

 私は、こういったものにつきましては、さま

ざまな執行当局の中における一つの判断という

ことも求められるわけでありますけれども、議

会という場におきまして、きちんと理解を得て

議決を経て整備をしてきたんだということも、

またもう一つ、ひとつきちんと理解をいただか

なければならないかというように思っておりま

す。 

 無駄なものをつくってきたんではないかと、

必要のないものをつくってきたんじゃないかと、

だから、こうなったんではないかというような、

そんな論法にはならないだろうと。やっぱりそ

れぞれの時代と、それぞれの状況の中において、

必要であったからつくってきたと。しかし、や

っぱり一方、時代はどんどんもう大変なスピー

ドで流れてきている。そこにただいま何度もお

話、美也議員のほうから出てきておりますけど

も、人口減少という避けて通れない大きな流れ

が、その中にまた加わってきた。そういう中で

公共施設といったもののあり方がまた問われて

いるという中で、さまざまなこのあり方をどう

整理をしていくのかとなるわけであります。 
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 したがいまして、この10年間で３割という数

字を持ったという部分の中におきまして、それ

をどのように取り組むかとなれば、やっぱり丁

寧な説明と、市民の皆様、住民の皆様の合意、

納得、それをいただきながら、やっぱり対応し

ていくということに尽きるのではないのかなと

いうように思っておりますので、市長と語ろう

会、あるいは議員各位も地域住民との懇談会な

どもいろいろ行っているわけでございますから、

そういった中で市民の皆様の合意形成をしなが

ら、やはりこの総合管理計画に基づいた一つの

公共施設の望ましいあり方、そしてまた、不要

不急なものについては、コストをかけないとい

うような、そのような厳しい視点も持ちながら

対応していかなければならないというふうに思

っておりますので、極めて原則的な、あるいは

基本的なスタンスになろうかというふうに思っ

ておりますけれども、丁寧な住民合意、市民合

意を経た上で対応を進めてまいりたいというよ

うに考えているところであります。 

○議長（新田勝見君）  ２番菊池美也君。 

   〔２番菊池美也君登壇〕 

○２番（菊池美也君）  住民感情の部分のお答

えとして、その丁寧な説明、そして、合意を得、

納得をしていただくということを答弁いただき

ましたけど、その合意をして納得していただく

ためには、ある程度の材料が僕は必要になって

くるんだと思います。それが、個別的な施設の

管理計画ということになってくるんだなと考え

ています。 

 それを踏まえた上で、「なぜ、公務員はコス

ト意識が希薄なのか」というコラムがございま

す。紹介いたします。 

 民間の場合、固定費と変動費をコスト情報と

して把握する。これに対し、自治体の場合、自

身の人件費が一体幾らで、それに付随する間接

費が幾らで、しかも、自分のオフィススペース

の減価償却費がどのくらいあるのかについて思

慮している職員は極めて少ない。そうすると、

次のようなことが起こり得る。 

 例えば、年間給与600万円、間接費込みで800

万円の職員を想定する。１、事業調査費として

200万円を計上、２、この事業調査に担当者１

人が１年間かかわることになったとする。この

事業調査のト一タルコストは1,000万円、事業

調査費200万円プラス年間人件費800万円になる。 

 事業費は表面上200万円だが、人件費800万円

が隠れているため、200万円の事業が、実質1,0

00万円の事業であることが顕在化しない。人件

費は全て、総務費へ振り入れられるため、各部

局が予算要求する時には事業費イコール変動費

しか要求しないことになる。 

 自治体の財政・事業担当者は、予算編成で相

当苦労されているはずだが、実は、その苦労は

表面上のコスト、つまり、変動費のみを対象に

しているにすぎない。公会計上の限界とも言え

る。固定費と変動費、減価償却費を含めた人件

費を把握することが、ハコモノの有効活用にと

って重要である。 

 施設にかかるコスト、大規模修繕費や減価償

却費、維持管理費等と事業運営にかかるコスト、

人件費や業務委託費、物件費などの両面のハコ

モノコストの構造と問題点などを明確化にする

ことによって、コストと比較してサービス、便

益が適正か過大かとか期待された効果を生んで

いるんだろうかとか、収支差額から当年度の

サービスコストの全てが税収で賄えたんだろう

かとか、事業を継続すべきか否かなど、市民の

皆様の具体的な評価がはじめて可能になってく

るのだろうかと思います。 

 市民合意を得ながら、個別計画をそれぞれの

形に持っていくには、施設ごとのコスト情報と

実態情報の開示が必要になってくると思います。

対象施設ごとの賃借対照表、行政コスト計算書、

資金収支計算書、純資産変動計算書、いわゆる

財務４表が作成されるものなんでしょうか。対

象施設ごとの土地・建物の状況、利用状況、運

営状況といった実態情報のデータ化と人件費・

事業事務費などのコスト情報の集約・整理が、

その個別の施設ごとに作成されるものなのかど

うか。それがないと市民の判断材料というのが

ないと思うんですね。 
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 そういった財務４表とコスト情報、実態情報

の集約が含まれた計画になるのかどうか、個別

の施設の部分ですね。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）  ただいまコストという

ものをどのように捉えながら、丁寧な説明をし、

市民の合意を得ていくのかという部分におきま

して、いろんな人件費の問題から管理費の問題、

いろいろ出ました。そういった中で、言うなれ

ば200万に1,000万をというような一つの事例な

ども出されているわけであります。 

 そういった一つのものの価値判断と申します

か、コスト意識というものを持ちながらという

部分は、これは当然でありますし、また、それ

を必要といたします。 

 したがいまして、このデータベース化という

一つの言葉の中で、ただいま申し上げました、

お話のありましたようなものをきちんとコスト

がどれぐらい、そしてまた、維持するためには

どれぐらい、人件費も含めてどれぐらいという

ような部分の中で、それをきちんとデータベー

ス化しながら、それを踏まえて図面、さらには

将来の周辺の状況も含めながら、この施設はこ

のようになりますよ、この施設はこうなります

よということを個別に、丁寧にとなれば、繰り

返しになりますけれども、いろんな数値をデー

タベース化するということは、これは避けて通

れない。やっぱりやらなければならない。その

中で、ある意味では厳しい判断もしなければな

らないし、あるいは、ちょっと先送りもしなき

ゃならないかもしれない。 

 しかし、もう一方においては、新たな手法の

中で、この施設の利活用ということも考えると

いうのは、一つの選択肢もその中で持っていか

なきゃならないという部分が個別に見えてくる

んではないのかなと。 

 したがいまして、行政の場合は、でもこの部

分におきましては、私はかなりコスト意識とい

うものは出てきているんではないのかなという

ふうに捉えているんですけれども、たまたま甘

いぞと言えばそれは甘いかもしれません。 

 しかし、大分その単なる予算が通ったから使

えばいいんだじゃなくして、その施設をどうい

うていう部分の中におけるコスト意識は大分高

まってきているんではないのかなというふうに

思っておりますから、それをきちんと踏まえな

がら、そのコスト意識といったものを十分認識、

あるいは共通理解が深まってきているというこ

とを踏まえて、今度の個別計画の中においては、

それをきちんと説明をしながら、地域住民、市

民の皆様の理解をいただくという、そのような

方向に持っていく。 

 そのためには、繰り返しになりますけれども、

データベース化を図っていくということが基本

となるのではないかなと思っておりますから、

それに取り組みを加速させていきたいというふ

うに考えております。 

○議長（新田勝見君）  ２番菊池美也君。 

   〔２番菊池美也君登壇〕 

○２番（菊池美也君）  公共施設等総合管理計

画には、施設の維持管理に係る実施方針が７つ

掲げられています。 

 （１）点検・診断等実施方針、（２）維持・

修繕・更新等の実施方針、（３）安全確保の実

施方針、（４）耐震化の実施方針、（５）長寿

命化の実施方針、（６）統合・廃止の推進方針、

（７）管理体制の構築方針。 

 それぞれの中でコストの削減、市長も今答弁

でありましたコスト意識の共通理解とか、そう

いった方針が含まれておるようですが、それは

それで当然だと思います。 

 一方、私の考えを申し上げます。一方、同じ

コストでよりよいサービスを提供するとか、必

要な施設ならば、もう少しコストをかけて、よ

り大きい便益を出すという視点も大切なのでは

ないかなと思っています。 

 施設が保有している能力を十分発揮できてい

るのか、空きや利用低下に対して、タイムリー

に再利用などの機能が働いているのか、設置目

的のとおりに活用されているのか、サービス内

容は妥当かなど、施設状況、利用状況、運営状
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況についてコストとパフォーマンスを比較考量

し、有効活用の判断を取り入れることも、時に

は、ケースによっては、その施設によっては施

設維持の方針には必要ではないでしょうか。お

考えを伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま御指摘のとお

りだというふうに考えております。 

 やっぱりどのような形となれば、例えば、一

つの昨年、一昨年でありますか、青笹のほうで

市から貸し付けを受けながら「かたるべ」とい

う一つのプロジェクトを立ち上げて、市民、町

民の皆様のよりどころとなって、有効に利活用

されているという部分もあるわけでございます

から、そのような部分の中で、やっぱり選択肢

を幅広く持ちながら、この公共施設の利活用と

いったようなものについての対応も幅広く考え

て、あるいは民間にもいろいろ利活用してもら

うという部分も含めての選択肢は幅広く持ちな

がら、どうすれば一番その施設が有効活用でき

るのかというようなところの選択肢は、かなり

ウイングを広く持つことが大事ではないのかな

というふうに思っておりますから、御指摘のと

おりについては私も同感であります。 

○議長（新田勝見君）  ２番菊池美也君。 

   〔２番菊池美也君登壇〕 

○２番（菊池美也君）  市役所は、市内で一番

の土地持ち、家持ちです。延べ床面積50平米未

満の施設やアーケードなどの壁のない建築物、

単独の倉庫などを除いても、公共施設等総合管

理計画の対象となる公共施設は282カ所、981棟

もの数に上ります。 

 施設を管理しているそれぞれの部署の縦割り

の推進ですと全体感がなかなか見られないわけ

で、全庁的な計画推進と進捗管理が非常に大事

になってくると思います。 

 計画では、「総務部内の財産管理部署におい

て一元的に進行管理を行います」と表記されて

います。人員をふやさず、これまでの業務の合

間に計画の進行管理に当たるということなんで

しょうか。 

 ハコモノ課題を優先的に取り組まなければな

らないと市長の認識、そのような感じで承りま

した。近い将来、財致が硬直化して、遠野なら

ではの政策、事業の実現が難しくなるかもしれ

ません。必要性の高い公共施設、学校とか、水

道とか、下水道など、なくてはならない行政

サービスまでもが良好な状態で保てなくなる危

惧もあります。 

 施設の経費を総点検し、無理、無駄を省き、

市民が生涯安心して暮らせることができるまち

づくりをすることが必要です。変えられる未来

のために財政の硬直化は避けなければなりませ

ん。 

 公共施設等総合管理計画、10年間の計画です

けど、戦略的に推進するために、10年間という

よりも、公共施設が存在する限り、この施設の

管理という課題は未来永劫続くものだと思いま

す。公共施設マネジメント専門の担当部署を設

置する必要はございませんでしょうか。 

○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）  この総合管理計画を立

てながら、個別計画を立てて実行にという部分、

先ほどもお話しましたけれども、この判断をす

る場合に、データベース化をすると、コスト意

識をきちんと踏まえながら、データベース化を

するということで、このＩＣＴという情報通信

技術の話も今般いろいろ取り上げられておりま

すけれども、これを利活用しながら、データ

ベース化をし、それを共有すると。共有をしな

がら、それぞれの部署におきまして、それをど

のようにもう一回向き合うかということは、そ

の共有さえすれば、それができるわけでありま

すから、それを市の内部には地域経営会議とい

う一つの大きな会議というか、合意形成の組織

もありますので、そういった中できちんとそれ

ぞれの施設の状況を把握しながら判断をし、い

うところの対応を進めていくとなろうかという

ふうに思っておりますので、専門のマネジメン

トをする専門の部署をという御質問でありまし
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たけども、これから、これの組織のあり方も、

それこそスリム化、コンパクト化あるいはシン

プル化という中で合意形成をしながら、指示命

令あるいは情報の共有といったものを図ってい

くという流れの中に持っていきたいというふう

に思っておるところでございますから、この情

報通信技術、そういったものをうまく取り込み

ながら、現状をみんなで共有しながら、優先順

位なり、その必要性なり、あるいは緊急性なり

といったものをそれぞれ地域経営会議という、

そういう場の中において判断をしながら、議員

の皆様のほうへも丁寧な説明を行いながら対応

していくということになろうかというふうに思

っておりますので、今の財産管理の部署の中で、

当面進めながら、もしもその実施の段階で、や

っぱりもしもどうしてもやっぱりマネジメント

をきちんとコーディネートする部署が必要であ

るというような判断に立ったときには、それは

柔軟な対応ということになろうかと思いますけ

れども、現時点では今の方向の中で進めていき

たいというふうに考えているところでございま

すので、御理解をいただければというふうに思

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）  これから個別の施設の

計画がまとまってくるということですが、今現

状は、やっぱり遠野の公共施設のコストとか実

態情報というのは、全然市民の皆様には知れ渡

っていないわけです。情報公開これからどんど

ん必要になってくると思われます。 

 個別計画がまとまって、統合廃止の推進方針

にのっとって厳しい判断と市長おっしゃいまし

た。結局、統合廃止しなければならない施設が

出てくるわけです。そのジャッジを下した施設

について、その地域の皆様にはどのようなタイ

ミングで、どういった方法でお知らせするんで

しょうか。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  地域の皆様にどのよう

な方法でということは、あるわけでありますけ

れども、これはやっぱりいろんな方法があると

思います。 

 例えば、一つとすれば、市長と語ろう会とい

うようなひとつの切り口もありますし、地区別

に地区センターを中心にありますし、あるいは

今の財政事情なり、さまざまなことを市政課題

をあれするような市政懇談会のようなものを、

いろんな場面場面で丁寧な説明をということに

心がけてまいった。 

 ただ、この部分について公共施設の総合管理

計画の中においてというよりも、やっぱり個別

にそれぞれの地域の事情がありますから、それ

をうまくマッチングするような、そのような形

での説明会を必要とあらば、その施設の解体あ

るいはということになったときは、ちゃんと理

解いただくような、やっぱり個別の課題として

地域のほうに入っていくということになるんで

はないのかなと思っておりますが、一にも二に

も丁寧さと、そして丁重さと、そして、わかり

やすいという部分の中に、ただそれは説得力の

ある説明をしなければなりませんので、説得力

のあるとなれば、今のいろんなデータ、あるい

は基礎数値、あるいはコストといったようなも

のをきちんと分析した上で、それをお示しする

という見える化を図ってまいりたいというふう

に考えております。 

○議長（新田勝見君）  ２番菊池美也君。 

   〔２番菊池美也君登壇〕 

○２番（菊池美也君）  膨大なその管理コスト

がこれからかかっていくという計画でびっくり

する数字も出てきていますけれども、それをや

らないと結局、遠野は今後成り立っていかない

可能性も出てきてしまうということですよね。 

 市民の皆様には、その辺も十分理解してもら

った上で、そして、理解してもらうためには、

やっぱりそのより具体的な個別計画というのが

必要になってくるんではないかなと思います。 

 そのタイミングとして、僕は前もって知らし

めていたほうがいいのかなと思います。全体が

まとまった段階で、時期はまだ未定だけれども、
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この計画の期間中にはこういった、この施設は

統廃合があるかもしれませんよとか、その時間

がある中でうまくどうしていこうかとかという

地域の皆様からの意見とか、それこそ合意形成

に至るまでのより丁寧な説明もできるんではな

いかなと思います。そのタイミングというか、

そこをもう一度お伺いします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  タイミングということ

でありました。したがいまして、いろんな広報

を通じたり、あるいはさまざまなその地域に限

定すれば、地域住民の皆さまにわかりやすく紙

情報でも示すということも必要だというふうに

思っておりますから、いずれも突然じゃなくて、

ちゃんと前もって、そのようなものをプログラ

ムを組んで、繰り返しになりますけれども、丁

寧に対応してまいりたいというふうに思ってお

りますので、突如話が来て、結論ありきだった

ということがないように持っていきたいという

ふうに思っておりますから、十分留意したいと

いうふうに思っております。 

○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43分 散会   

 


