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   午前10時00分 開議   

○議長（新田勝見君）  おはようございます。

これより本日の会議を開きます。 

 これより本日の議事日程に入ります。 

────────────────── 

   日程第１ 一般質問   

○議長（新田勝見君）  日程第１、一般質問を

行います。 

 順次質問を許します。15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  おはようございます。

政和クラブの浅沼幸雄でございます。通告に従

いまして一般質問を行います。 

 私からは、市長に対しまして当市における認

知症の現状と今後の取り組みについてを、教育

長に対しましては、遠野市における教職員の労
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働環境の実態と改善策についての大項目２点に

ついて質問いたします。 

 それでは、まず第１点目であります。この認

知症の問題につきましては、ちょうど１年前の

６月定例会の一般質問でも私が取り上げました。

まだ、１年しかたっていないのに、また、同じ

テーマでと思われる方もいらっしゃるかもしれ

ません。 

 しかし、どうしても他人ごととは思えないの

です。ごく身近な人に認知症の症状が見られた

り、あるいは還暦を過ぎた自分もいつ発症して

もおかしくない。それだけ、いつでも、誰にで

も起こり得る可能性を否定できないと考えるか

らであります。 

 それではまず、当市における認知症の現状に

ついて市長にお伺いいたしたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  浅沼幸雄議員の一般質

問にお答えいたします。 

 認知症問題ということで、１年前もこの問題

を取り上げておったけれども、どうしても人ご

ととは思えないと。そういった中にございまし

て、言うなれば、みずからもこういった認知症

がいつ発症するかわからないというような、そ

のような切実な思いの中からの質問だというふ

うに承ったところであります。 

 それは、誰しもが向き合わなければならない

一つの課題でもあるということになるわけでご

ざいまして、この現状を申し上げますと、これ

は１年前に申し上げている数字からまたちょっ

とふえているわけでありますけれども、実際、

ふえているわけでありますけれども、この65歳

以上の要介護者数は2,091人、前年度から189人

ふえているというひとつの状況であります。そ

して、そのうち認知症、今、課題として取り上

げています認知症の症状を有する者、これは1,

215人で、前年度から、前の質問からというこ

とお話ありましたけれども、前年度から48人ふ

えているという状況にあります。 

 要介護者認定者のうち58.1％、約６割がこの

認知症という症状を示しているということでご

ざいますから、この認知症高齢者は増加してい

るという状況にあろうかというふうに思ってお

ります。 

 ただ、このような現状をただ放っておくとい

うことじゃなくして、さまざまな形でいろんな

フォローをしているという体制をとりながら、

いろんな形での施策を展開をしているという状

況にございますので、御了解賜ればと思ってお

ります。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  ちょうど１年前の答弁

の中で、平成29年の４月、ことしの４月なんで

すけれども、から取り組む予定と話されており

ましたけれども、認知症サポート医、お医者さ

んを中心とした認知症初期集中支援チームの現

状、その認知症の初期集中支援チーム、ことし

の４月から取り組むという答弁だったんですけ

れども、今現在どのような状況になっているの

かについてお伺いします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいまの先ほどの答

弁で、これらの現状の中で放っておくわけにい

かないというような話を申し上げました。放っ

ておくわけにいかないという言葉が私は適切か

どうかということは、いうなれば非常に関心を

持ってきちんと対応していかなきゃならない、

施策を展開していかなきゃならないという意味

でございますので、ひとつ御理解いただきたい

と思っておりますけれども、この認知症サポー

ト事業を展開するサポート隊といったものを立

ち上げまして、この認知症への対応として非常

に大切なことは、できるだけ、いうところの初

期の状態でこの認知症のあれを抑えるというこ

とが極めて大事だと。そういった中にございま

して、このサポート隊というものを立ち上げま

して、その支援チーム、これを立ち上げて、こ

の平成29年４月から認知症サポート隊というサ

ポート医、これは中央診療所の山口先生であり
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ますけれども、山口先生に就任していただきま

して、その山口先生を中心といたしました支援

チームを立ち上げながら、いうところの認知症

の方々やその介護者の方々にきちんとフォロー

するというような体制を立ち上げて展開をして

いるということでございます。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  本年の５月26日付の地

元紙なんですが、この認知症に関して非常にい

い記事が載っておりましたので、これ私の持ち

時間の範囲の中で全文読み上げます。 

 見出しが「認知症を支える社会へ」。当事者

が体験報告。 

 記事なんですけれども、世界各地からの参加

者が認知症をめぐる取り組みを話し合う第32回

国際アルツハイマー病協会国際会議が、４月、

京都市で開かれた。77カ国、地域の約3,800人

が参加、「ともに新しい時代へ」をテーマに、

認知症の人が安心して暮らせる社会のあり方な

どについて議論を交わした。 

 認知症の当事者の参加は、過去最多の200人

以上、自身の体験を語る姿が印象的だった。

「認知症と診断されたら」と題したワークショ

ップでは、各国の当事者が登壇。 

 オーストラリアの男性は、仕事をなくし、車

の運転もできなくなった。けれど、認知症の友

人ができ、できることは何かを考えるようにし

ていると苦しみを乗り越えようとする気持ちを

あらわした。 

 英国の──イギリスですけれども、男性は、

認知症は、死を意味するわけではなく、一緒に

生きていくものだと考えられるようになった。

できなければ、誰かがケアしてくれる。隅っこ

に隠れている必要はない。どの国もさまざまな

課題を抱えるのは同じだが、前向きに闘う当事

者の姿が国を超えて関係者を勇気づけ、共感の

声と拍手が沸いた。いかに認知症の人を社会で

支えるか。 

 各国で進む研究や取り組みも数多く紹介され

た。認知症の人に介助犬を提供するオーストラ

リアのプロジェクトもその一つ。１年間継続す

る中で、犬に癒されることが安心感につながり、

犬の散歩が外出の習慣になったといった効果が

見られたという。それが本人の社会活動の促進

や自立、自信にも結びつき、自宅での生活を維

持できるようになった人も出てきたと報告され

た。 

 福岡県大牟田市では、認知症啓発の絵本を作

成し、市内の小中学校で13年前から出前授業が

続けられてきた。受講生は計１万人を超え、こ

れをきっかけに介護施設での体験学習や行方不

明者の捜索訓練への参加など、認知症の人をサ

ポートする地域活動に参加する子どもがふえた

という。 

 認知症の当事者や家族が望むのは、本人の意

思がとうとばれる共生社会だ。39歳で若年性ア

ルツハイマー病と診断され、当事者団体のメン

バーとして活動する仙台市の会社員、丹野智文

さん（43歳）は、私は認知症になったことを悔

やむのではなく、ともに生きる道を選んだ。認

知症の人や家族が安心して暮らしていけるよう、

みんなで支え合う社会をつくりましょうと大き

な声で呼びかけた。 

 同じ欄の違う記事で、「診断を受けた妻とカ

フェ臨時開設」という小見出しで、この４月に

京都で開かれた国際会議の会場には、認知症の

当事者が客をもてなすカフェが臨時で開設。国

内外から訪れた人々が入れたてのコーヒーや干

し柿などを味わい、交流を楽しんだ。 

 店主を務めたのは、亀尾栄司さん（69歳）と

通子さん（68歳）。普段は、鳥取県米子市の古

民家を改装したスペースを週に一度借り、認知

症の人と家族の会鳥取県支部の仲間と一緒に

「まちなかカフェわだや小路」を運営する夫婦

だ。 

 ６年前に妻が若年性認知症の診断を受け、最

初はひきこもり状態だったと栄司さん。だが、

同支部の人らと出会い、2015年４月に認知症カ

フェを開設して運営する中で、事態が好転して

いったという。カフェは、認知症の人が主体と

なって切り盛りすることで、気軽に誰でも立ち
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寄れる場に、同じ境遇の夫妻も毎週来てくれる

ようになったそうだ。 

 通子さんも一緒に料理をつくったり、歌った

りして楽しみながら、互いを支えネットワーク

が築かれつつある。栄司さんは、仲間と一緒に

来られ、たくさんのお客さんも来てくれてよか

った。この国際会議に仲間と一緒に出席できた。

そして、カフェにお客さんも来てくれてよかっ

たと満面の笑みで語ったと。 

 長くなりましたけれども、私は、この記事読

んだときに、認知症って恐れるものではないと

いうことを感じたんですよね。仮に誰がなって

も、本当にみんなで支え合ってやれるんだとい

う実績もこの記事を通して感じたんですけれど

も、遠野市では来年、第７次遠野市高齢者福祉

計画、そして、７期遠野市介護保険事業計画、

いわゆる遠野ハートフルプラン2018を策定、策

定といいますか、来年からその第７期を迎える

わけなんですけれども、このプランの中で、認

知症に関しては、どのように取り組んでいかれ

るのか。まだ、プランできていないかもしれま

せんけれども、考え方をお伺いしたいと思いま

す。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま認知症の問題

に一つの大きなキーワードがあったというふう

に思っております。「恐れることはない」って

いう、そのような言葉の中で、京都で行われた

アルツハイマーのひとつの国際会議の様子が詳

しく今紹介がありました。 

 これは、５月の26日の地元紙にも報道された

というふうに私もちょっと記憶いたしておりま

すけれども、認知症を支えるという見出しの中

で、ただいま御紹介がありましたとおり、それ

ぞれ世界各国共通の課題としてあると。それも

高齢だから認知症だじゃない。若年性アルツハ

イマーという中においては、若くしてもなると

いう一つの状況にある。そういった中における

薬などもさまざまな形で開発が進んでいるとは

言っているわけでありますけれども、やはり発

症は避けれないという現実があるわけです。 

 発症が避けれない、だから、大変だではなく

して、それに果敢に挑戦している。介助犬の問

題、あるいは鳥取県の方のカフェの一つの中で

触れ合うという中において、果敢にそういった

アルツハイマー、あるいは認知症に挑戦する方

がいる。それを地域の方々が、あるいは周りの

方々がそれを支えているということにつながり、

それがやっぱり生きる喜びというものに持って

いくという部分が、その学会の中でもいろいろ

事例として紹介されたということ。 

 その一つの見出しの中で支えるという部分が、

先ほど２問目の質問でありましたとおり、サ

ポート隊といったものにも私は一つの遠野市と

しても位置づけることができるんではないのか

なというように思っております。 

 確かに、要介護者のうちの約６割近くが認知

症だという一つの現実があるわけでありますけ

れども、それでもってひきこもり、あるいはと

じこもりということにならない。どんどん出て

いって、それをみんなが見守り支えるという体

制さえとっておけば、やはりそういった症状を

発症したとしても、十分生きる力というのは、

その中に見出すことができるんじゃないのかな

というのは、学会でそれぞれ各国共通の問題と

して取り上げられたのじゃないのかなというふ

うに思ったところであります。 

 そういったことを踏まえまして、このハート

フルプラン2018ということになるわけでありま

すけれども、これをどのように位置づけている

かということになれば、やっぱりハートフルプ

ランの中においても、地域包括ケアシステムの

着実な推進を図るということが、やっぱり一つ

大きな柱としてなければならないかというよう

に思っております。 

 団塊の世代、これは私もその代表的な世代の

一人なわけでありますけれども、この75歳とな

る2025年、2017年ですから、もう間もなくとい

うことになるわけでありまして、カウントダウ

ンが始まっていると。なれば、先ほど現状を申

し上げましたとおり、ふえているわけでありま
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す。 

 これはいろんな薬が開発されたとしても、発

症を抑えるという部分あるかもしれませんけれ

ども、やっぱり数ということになれば、それも

ある意味においては限界がある。これはやはり

支え合うというような一つの、あるいは見守る

というような一つの仕組みをやっぱりきちんと

つくるということが自治体の中にも求められて

きている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、地域包括支援センターの取

り組みをひとつきちんと。そして、特に初期、

発症初期にきちんとケアをするという部分がや

っぱり基本であろうかというように思っており

ますので、こういったチームあるいはサポート

隊、あるいは専門医の先生方の御指導をいただ

きながら、医療や介護サービス、そして、特に

この部分においては介護者の方の負担も非常に

大きいわけでございますから、その負担を軽減

する。やはり「地域が家族」と。「いつまでも

元気」といったようなキーワードをやっぱり大

事にしていかなきゃならない。 

 この「地域が家族」「いつまでも元気」とい

うこのキーワードも私はすごく大事な認知症と、

ふえる認知症に対する対応とすれば本当に大事。

地域でみんなで見守るんだという部分をしっか

りとした仕組みに持っていくという、そのよう

な一つの仕組みとしてこのハートフルプラン20

18、位置づけいたしまして、しっかりとした計

画を立て、それを着実に展開をするという方向

に持っていきたい。 

 当市は、おかげさまで健康福祉の里という部

分の中におけるいろんなマンパワー集団が、そ

こに拠点を構えておりますので、そこの部分を

今度は地区センターという小さな拠点の中にお

けるネットワークとして構築しながら、その地

区センターも安心・安全、あるいは見守り、あ

るいは支え合うというような仕組みの中で一定

の役割を果たすという部分におけるネットワー

クをきちんと構築しながら、繰り返しになりま

すけれども、発症しても心配ないぞというよう

な一つの環境をやっぱりつくっていくというこ

とがやっぱり大事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、御了承い

ただければと思っております。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  今の答弁の最後のほう

で、発症しても心配ないよという仕組みをつく

っていくんだという非常に心強い答弁だったと

思います。 

 先ほど私が引用した記事の中で、福岡県大牟

田市の絵本を作成して小中学校に出前授業とい

う。これは本当に小さいときから認知症をはじ

めとしたいろんな社会的弱者という表現が適当

かどうかわかりませんけれども、に対しての子

どもたちの取り組みとか考え方、非常に役に立

つんじゃないのかなと感ずるんですけれども、

そのものずばりではなくても、そのハートフル

プラン2018、この考え方というのを、これは教

育委員会との話し合いもあると思うんですけれ

ども、取り入れてはどうかなという気もするん

ですけれども、その点についての市長の考えを

お伺いします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいまの質問は、い

うところの読書活動を通じながらという部分で、

これは私は非常に大事な一つの仕組みだという

ふうに思っておりますので、やっぱりこのさま

ざまなものに触れる、あるいは聞く、あるいは

体験するということもこの対策については極め

て大事だというふうに思っておりますので、教

育委員会等々とも十分な連携を図りながら、一

つのこの対策といったものについてきめ細かく

という部分で対応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、御了承い

ただきたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  ぜひ、教育委員会のほ

うでも多分、認知症に関してだけではなく、人

間教育の上でもいろんなプラスがあるのではな
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いかなと感じますので、検討していただきたい

なと思います。 

 前の答弁の中で、認知症サポート医、診療所

の山口先生を中心にした認知症初期集中支援

チーム、今動き出しているということだったん

ですけれども、市長の答弁の中にもあったんで

すけれども、この認知症は本当に初期の発見、

それから、治療──治療といいますか、投薬が、

治りはしないけれども進行をとめられるという。 

 認知症初期集中支援チームは、これは遠野に

限らず県内全国どこでも取り組み始めている仕

組みなんだと認識しておりますけれども、29年

度、今取り組んでみて、実績出てくると思いま

すけれども、この初期集中支援チームの広げて

いくという考え方は、どうなのかなというとこ

ろをお聞きしたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  進行を抑えるという部

分も一つの対応とし、そのためにさまざまなサ

ポート、それから、初期に集中的に対応しなが

ら、そこでとめてしまうと、いろいろな進行を

とめてしまうということも極めて大事だという

ことは、いろいろさまざまな方々からお聞きす

ると大事な一つの対応でございますよと聞いて

おりますので、言うなれば、症状がちょっと出

てきたなという部分におきましては、集中的に

という部分において、この支援チームなどを中

心にしながら、やっぱり重点的に、その進行を

抑える。あるいはとめるという、そのようなひ

とつの対策と申しますか、対応も必要ではない

かなと考えておりますので、その点は、この専

門医であります山口先生、非常にきめ細かく対

応しておりますから、中央診療所の山口先生を

中心にいたしまして、そういった初期対応とい

ったものについてもきちんと重点的な対応を支

援チームの中で対応していきたいというふうに

考えているところであります。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  その認知症、市役所の

担当で言えば福祉の里なんですけれども、考え

てみたときに、やっぱ市役所横断的にどこの部

署も関係してくるのかなという、これは認知症

に限らずそういう部分は多いと思いますけれど

も、それぞれの部で、あるいは課で認知症とい

う切り口からいろんなことを考えてみたらどう

なのかなと。全然関係なさそうなんですが、改

めて考えてみると、意外と関係あることも出て

くるかもしれない。それが、逆にいろんなこと

に取り組むヒントになるかもしれないというと

ころもあるんですけれども、その点については、

市長はどのようにお考えでしょうか。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この認知症の発症とい

うものを取り巻く場におきましては、いろんな

要因が、さまざまな原因が。それをきちんとど

ういう状況の中で遺伝的なものはあるのか、体

質的なものはあるのか。いろんな要因があって、

特にアルツハイマーの分など若年性といった場

合につきましても、やっぱり単なる高齢だから

認知症だということじゃないということは先ほ

ど申し上げたとおりでありますから、いろんな

要因を、やっぱり分析するというようなものも

ひとつ極めて大事な対応じゃないのかなという

ふうに思っておりますので、ただ、発症したら

と、繰り返しになりますけど、発症したから

云々じゃなくして、やっぱりその辺のやっぱり

個々のケースをきちんと把握しながら、やっぱ

り生い立ち、あるいは生活サイクルといったよ

うなものをきちっと踏まえながら、やっぱりそ

れにあわせた一つの向き合う対応をやっぱり

ケース・バイ・ケース、きめ細かくということ

に尽きるんじゃない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、御了承いただき

たいと思っています。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  多分、一般質問で同僚

議員がいつだったか言った言葉の中に、「障が

い者の方々が過ごしやすいまちというのは、健
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常者にとっても過ごしやすいんだよ」というニ

ュアンスの、質問の中でそういうことを述べら

れたと記憶しております。 

 これは、多分認知症に関しても同じことが言

えるんではないのかなと。やっぱり認知症の

方々が過ごしやすい遠野市というのは、健常者

の方々も過ごしやすい遠野市になるだろうとい

うふうに想像されますので、ぜひ認知症に関し

ましては、特段、力を入れて取り組んでいただ

きたいなと思います。 

 それでは、次に、大項目２点目、遠野市にお

ける教職員の労働環境についてであります。 

 本年これも同じ、くしくも５月26日付の地元

紙の記事なんですけれども、今度はいっぱいは

読みません。 

 見出しが、「教職員労働改善に本腰」「県内

５労組団体キャンペーン実態共有へ来月から」。

もう一つ見出しあります。「７月にシンポ、一

般にも公開」。見出しがコラムの中に４つある

んですけれども、書き出しが、「教職員の長時

間労働が社会問題となる中、県内の５労働組合

団体は６月から教職員の働き方改革に向けたキ

ャンペーンに本腰を入れる。県内では2012年、

過労死ラインとされる月平均残業80時間を超え

て勤務した女性教諭が脳疾患で死亡するなど、

関係者は危機感を強める。教職員の勤務実態を

広く共有し、労働者としてのあり方を考える機

会とする」という書き出しです。 

 それでは、質問しますけれども、遠野市の教

育委員会では、当市における教職員の労働環境

の実態をどのように認識されているのかについ

てまずお伺いします。 

○議長（新田勝見君）  中浜教育長。 

   〔教育長中浜艶子君登壇〕 

○教育長（中浜艶子君）  浅沼幸雄議員の御質

問にお答えします。 

 市立小中学校の教職員の労働環境に関する実

態につきましては、平成24年４月から各学校長

が所属職員の土曜、日曜を含めた時間外勤務の

状況を把握、取りまとめの上、年２回、教育委

員会に報告することとしております。 

 平成28年度における教職員１人に係る１カ月

当たりの時間外勤務は、小学校については約33

時間、中学校については約46時間という結果に

なっております。 

 １カ月を20日勤務したとして換算した場合、

教職員１人当たり、小学校では１日に約１時間

40分、中学校では１日に約２時間20分の時間外

勤務をしているということになります。平成27

年度以前につきましても、これとほぼ同じ結果

で推移している状況です。 

 中学校の教職員の時間外勤務が小学校の教職

員より多くなっています。特に、中学校では、

６月、10月に増加する傾向にあることから、こ

れは中総体、新人戦のある時期と重なるという

ふうに捉えております。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  小学校の先生が週33時

間、中学校が46時間、正直申し上げて思ったよ

り少ないなと。もっともっと数が多いんじゃな

いかなと思っていました。 

 小中学校の先生の時間外の定義というのは、

例えば、市役所ですと８時半から５時15分です

か。それ以外は時間外となっていますけど、ど

のようになっているんですかね。 

○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）  勤務時間は、各学校

によって設定は違いますけれど、例えば、８時

15分から５時までの勤務ということになります

と、その８時15分前から出勤して仕事をしてい

る。それから、５時以降についても勤務してい

る。その時間を含めて時間外勤務ということに

なります。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  定義についてはわかり

ました。にしてもやっぱりもっと先生方は、時

間的に、特に、中学校の先生方で運動部なんか

の顧問やっている方々なんかは、結構、例えば、

土日とかも練習試合とかで、そういうのは超過
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勤務には入らないんですか。 

○議長（新田勝見君）  中浜教育長。 

   〔教育長中浜艶子君登壇〕 

○教育長（中浜艶子君）  先ほどもお話しまし

たが、土曜日、日曜日、その部活動の時間もそ

の時間外勤務というふうに換算しているところ

です。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  わかりました。もう少

し私も勉強、この部分については勉強してみま

す。 

 それで、この時間て、超過勤務、時間外の時

間というのは、他の市町村に比べてどのような

状況になっているんでしょうか。 

○議長（新田勝見君）  中浜教育長。 

   〔教育長中浜艶子君登壇〕 

○教育長（中浜艶子君）  他の市町村にあって

も、ほぼ同じような傾向にあるものと思ってお

ります。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  話は戻るわけなんです

けれども、そうしますと、最近、世間一般で話

題になっている、あるいはさっきの新聞に引用

しましたけれども、「教職員労働改善に本腰」

と、この見出しというのは、何を指して言って

いるというふうに教育長はお考えでしょうか。 

○議長（新田勝見君）  中浜教育長。 

   〔教育長中浜艶子君登壇〕 

○教育長（中浜艶子君）  これはやはり勤務そ

のものに、そのクラブ活動もそうですし、さま

ざまな今業務が入ってきます。生徒指導の問題

であるとか、それから、さまざまな今教育課題

にも対応していかなければいけません。クラブ

が終わって、６時までのクラブ活動が終わって

帰ってくる。そうすると、その時間だけではな

くって、その教材研究もしなければならない。

それから、生徒指導上の問題にも対応しなけれ

ばならない。そういうクラブ活動そのものに対

するものもそうですけれど、さまざまな対応が

求められるという、その多忙さということに対

する課題ではないかなというふうに考えており

ます。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  何か話に聞くと、いつ

までも学校に残っていられないので、自宅に持

ち帰って、例えば、テストの丸つけやったりと

かっていう、これははっきりとした裏づけのあ

る話ではありません。うわさ話のレベルですか

ら、これに対する答弁は要らないんですけれど

も、まんざらうそでもないような感じもするん

ですよね。俗に言う、民間会社であれば、サー

ビス残業、市役所でもサービス残業という言葉

は当てはまると思いますけれども、その表に見

える部分と陰に隠れている部分というのがある

ような気がするんですよね。 

 先ほど教育長は、多忙、時間的なものだけじ

ゃなく内容的なものもという答弁だったと思う

んですけれども、この解決する一つの方策とし

ては、きのう同僚議員が「チーム学校」の話出

ましたけれども、それに対する答弁、質問、答

弁聞いていて、多分、それに尽きるんじゃない

かなと思って聞いていました。 

 ぜひ教職員の方々が遠野に赴任したときに、

これが本当に自分が教師になった初心、多分最

初先生になるときに、いろんな志持ってなった

と思うんですけれども、その志を遠野っていう

ところはすごくちゃんときちっと酌み取ってく

れて生かせるところだなと感じるような取り組

みをしていければいいんではないのかなと、こ

う思うんですけれども、その点についてはどの

ようにお考えでしょうか。 

○議長（新田勝見君）  中浜教育長。 

   〔教育長中浜艶子君登壇〕 

○教育長（中浜艶子君）  きのう小林立栄議員

から質問がありました。「チーム学校」という

ことです。この「チーム学校」のねらいとする

ところは、教員が本来担うべき業務に専念でき

る環境をつくりましょうということです。要す

るに、先生がいろんなものを抱えて、今いろん
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なことを抱えてきているところなんですけれど、

先生が本来担うべきものは、生徒指導であった

り、学習指導である。それに専念できる環境を

つくりましょう。そのためには、専門スタッフ

を学校に配置します。それから、地域も大きく

学校を支えていきます。そうして、「チーム学

校」として子どもたちに向き合っていきますと

いう取り組みでありますので、今、委員がおっ

しゃったように、教職員の業務改善に向けた大

きな取り組みとして期待されるところであり、

私たちも教育委員会としても取り組みを進めて

いかなければいけないというふうに思っていま

す。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  先生を退職された方々、

退職されてからも、いろんなことに携わって活

躍しておられる方がほとんどでございますけれ

ども、そういう方々、それから、先生じゃなく

ても、民間の会社あるいは役所、いろんな団体、

退職された方々、「チーム学校」にとって非常

に頼りになる存在じゃないのかなと。 

 いろいろとサポートする方々、してもらえる

方々はいると思うんですが、実際、仕事、なり

わい持っている方々というのは、やりたくても

できないというのが現実だと思うんですよね。

だから、その辺、時間が、自由な時間がいっぱ

いあるというのは、失礼な言い方かもしれませ

んけれども、比較的そういう自由な時間をとれ

る方々っていうのは、改めてそういう「チーム

学校」の支援するサポーターとしていろいろと

考えてみるのも必要なのかなと思うんですけれ

ども、それについてお伺いします。 

○議長（新田勝見君）  中浜教育長。 

   〔教育長中浜艶子君登壇〕 

○教育長（中浜艶子君）  今、議員おっしゃっ

たとおりです。もう経験を生かして、存分に子

どもたちと向き合っていただきたいというふう

に考えています。 

 現在、退職した教員の中には、市内でも教育

相談員として、あるいは数学の教科支援員とし

て活躍なさっている先生方もおります。本当に

学校として大きく支えていただいたりというこ

とを痛感しているところです。 

○15番（浅沼幸雄君）  終わります。 

○議長（新田勝見君）  次に進みます。 

 ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  市民クラブ所属の瀧本

孝ーです。東日本大震災での庁舎本館挫屈全壊

被害により、緊急避難的に宮守総合支所の議場

にお世話になって６年。ここの議場での最後の

質間者となりますが、事前通告に従い、今回は

市長には、この定例会を最後に９月から議場や

議会事務局の機能が新庁舎へ移転となるため、

「宮守総合支所の今後と、さらなる地域活性化

について」と題しての１項目を、そして２つ目

の項目は、永遠の日本のふるさと遠野における

景観保全と農地との関連性に鑑み、「就業農家

や人口減少社会における中での「農地を守る」

ということについて」と題し農業委員会会長に、

それぞれ一問一答形式で質問をさせていただき

ます。 

 ところで、一昨日は東日本大震災・大津波の

発災から６年３カ月の月命日でありました。あ

の大災害・原発事故から少しずつ復興は進んで

いると思われますが、今なお大変な思いをされ

ている被災者の皆様には甚だ申しわけない限り

ですが、私たちの記憶の中にあの日の出来事を

しっかりと心の中に刻んでおかなければならな

いのに、時間の経過とともに、あれだけの出来

事が少しずつ遠ざかっていく感も否めません。

しかし、風化させてはならないことは明白であ

り、次の世代への継承は課せられた命題でもあ

ります。 

 さて、その東日本大震災で被災・解体撤去さ

れた東舘の本館にかわり、現「とぴあ」庁舎の

南側に建設中の新庁舎も、請負建設業者様をは

じめ、あまたの職人さんや技術者の人々の手に

よって形となり、一部仮囲いや保護シートも外

されて仕上げ段階となり、徐々にその姿を現わ

してきました。 
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 完成まで２カ月を切りましたが、発災直後か

ら間髪を入れず、全国からの救助隊の後方支援

基地として官民一体となって支援活動を続けて

きた市長は、失った本館庁舎の生まれ変わりと

も言える新庁舎の工事の進捗状況をどのような

思いで見つめて来たのか、その心の内をのぞい

てみたい気もしますが、市民の心のよりどころ

となり、「永遠の日本のふるさと遠野」を発信

していく拠点としての新庁舎の完成を心待ちに

している多くの市民の一人でもあります。 

 さて、本題の質問に入らせていただきます。 

 今定例会を前にした５月30日の議員全員協議

会や市長記者懇談会の場でも発表された、宮守

総合支所２階、市役所西館、あすもあ遠野１階

の計３カ所と周辺施設の改修計画案が7,200万

円の改修事業費を伴って本庁舎整備に伴う関連

施設の利活用についてということで示されまし

た。 

 この中で、特にも東日本大震災で市役所本館

が挫屈全壊の判定により使用不能・解体となり、

緊急避難的に議会機能が総合支所である旧宮守

村の２階の議場を使用して、これまで「遠野市

議会」として現在に至った６年余でありました。

この間、官民を挙げ全国からの沿岸被災地後方

支援拠地として被災地の支援に取り組み、遠野

の支援のあり方が、これから予想される大規模

災害時における全国モデルになったとの評価も

いただきました。 

 その中で、建設候補地などを含めたさまざま

な議論と、復興特別交付税などの財源も活用し

て新庁舎の建設に取り組んだ結果、完成を来月

末に控えてその姿が現われてきております。 

 時の流れとは言え、宮守総合支所から議会機

能が離れてしまうことは宮守町民の一人として

まことに残念ではありますが、議会機能移転に

よる９月以降の宮守総合支所２階の活用方針等

について、改めて市民をはじめ町民への周知の

ためにお尋ねをいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  瀧本孝一議員の一般質

問にお答えいたします。 

 先般、いろいろ公表いたしました本庁舎が開

所、供用開始に伴う跡地の利活用という問題が、

やはり大きな市政課題であります。 

 そういったことを含めまして、その環境整備

のために、今議会に約7,200万ほどの予算を計

上させ、環境整備をしようという形で御理解を

いただきたいという中でお示しを示しているわ

けであります。  

 思い起こせば、ただいまの御質問にありまし

たとおり、６年３カ月前の３月11日に本庁舎中

央館、これには議会機能が３階の中に位置づけ

られておったわけであります。それを失い「と

ぴあ」庁舎に仮庁舎として設け、そして、直ち

に議長をはじめ議員各位に御相談を申し上げな

がら、ここ宮守総合支所に議会機能をというこ

とを４月の６日に決定をしたという中で、６年

余この場でもちましてさまざまな市政課題にい

ろいろ議論を交わしてきたという、この場所で

あるわけであります。 

 これが、この９月３日の新庁舎、本庁舎の開

所に伴いまして、その宮守総合支所における議

会機能も役割を終えるということがカウントダ

ウンが始まっているということになる訳であり

ます。 

 この宮守総合支所は、宮守村、鱒沢村、達曽

部村が合併し宮守村としての歴史を刻みながら、

昭和48年の７月にこの宮守村役場が建設された

と。既に40年以上が経過しているというこの建

物であります。 

 50年以上、半世紀近くここの場所でもちまし

て、宮守村という歴史を刻んできたという非常

に宮守町民にとっては大事な大事な建物であり、

場所でもあるということを踏まえれば、この議

会機能が移転したことに伴っての部分をどのよ

うに利活用するかという部分もやはりきちんと

これまでの経過を踏まえながら対応していかな

ければならないんじゃないのかなというふうに

思っております。 

 今、昨年４月に小さな拠点をネットワークに

という形でさまざまな一つの地域の底力を示す
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仕組みをつくり上げ、そしてまた、それがかす

かなでありますけれども、手応えを感じるよう

な状況になってきております。 

 ６月４日でありましたか、もう既に59回の回

数を数えます町民運動会、どうしても天候とグ

ラウンドコンディションの中で宮守と小友と青

笹につきましては、町民運動会は行われなかっ

た訳でありますけれども、その他の地域は大変

な熱気で運動会が行われておりました。まさに

世代を問わず、あるいは男女を問わず元気にグ

ラウンドを走り回るという歓声が上がっておっ

たわけであります。その町民運動会の中におき

ましては、やはり地区センターがそのスタッフ

の中心として取りまとめていったという一つの

姿も私もその現場で確認をさせていただきまし

た。 

 そのようなことを踏まえながら、この宮守総

合支所の一つの位置づけといたしましては、や

はり今問われているのは、地域の底力をどう示

していくのか、活力をどう示していくのか、さ

まざまなノウハウは、あるいは歴史を、あるい

は培ってきた伝統を、それを次の世代にどのよ

うにつないで、それを一つの教訓として地域お

こし、地域の活力、そういったものに、あるい

は情報発信といったものにどう生かしていくの

かということが問われているかというように思

っております。 

 今、平成の大合併の中で、町や村の歴史が消

えたという中で、朽ち果てているひとつの町や

村の姿が全国でかなりの数が見られると。これ

は総務省のほうでもそのことを話をしておりま

す。 

 この平成の大合併が、町や村が消えたという

中で、それをどのようにフォローしていったの

かという部分において、やはりいろんな意味で

の教訓を示しているんではないだろうかという

話もいろいろ交わされているということも考え

れば、私は宮守町のこの大きな歴史、その昭和

の合併から半世紀以上の歴史といったものを踏

まえながら、それをきちんと歩みを、あるいは

歴史を、あるいは伝統を培ってきたさまざまな

ひとつの立ち向かってきた姿をやはり次の世代

にきちんと伝えるということも大事な役目とし

てあるんではないのかなというふうに思ってお

りまして、この宮守町のこの２階フロアを中心

といたしまして、10年前、12年前、合併当時い

ろいろ交わされた言葉を思い出しているわけで

ありますけれども、当時、宮守村には千年の森

構想というのがありました。そして、それを次

の千年というものを踏まえながら、宮守の底力

をということが盛んに交わされていたという中

で、合併というところにたどりついたという経

緯を思い起こせば、例えばということでありま

すけれども、仮称でありますけれども、千年の

森伝承館といったような一つの位置づけの中で、

この宮守町の総合支所の２階に宮守町のさまざ

まな歴史、田瀬ダムももう既に70年、80年とい

う歴史を刻んできております。この田瀬ダムも

安心・安全のためには大変な機能を果たしてい

るという部分の中における田瀬ダムの一つの歴

史、あるいはめがね橋の一つの取り組み、さら

には、達曽部のワサビの一つの取り組み、さら

には、情報ビジネス校が独立運動まで行ったと

いうような一つの歴史もあります。馬力大会、

これも今や宮守町にとっては最大のイベントと

なって、この６月25日にはこの馬力大会も行わ

れる。まさに馬産地遠野としての発信、大変な

発信力があるわけであります。 

 さらには、それぞれのこの宮守の取り組みを、

ＳＬ銀河、これもそのとおりであります。その

ような、一つのそれぞれの歩み、例えば、これ

また繰り返しになりますけれども、行ったり来

たりになりますけれども、消防団のラッパ隊な

ども今や全国に遠野市消防団ラッパ隊として名

をとどろかせている背景には、宮守村消防団ラ

ッパ隊があったということもきちんと踏まえて、

それを次の世代にきちんと伝えるという部分に

おきまして、保存、展示、そして、伝承という

一つのコンセプトの中で、この宮守総合支所の

２階フロアを活用したい。 

 さらには、これは、先ほど浅沼議員の質問に

もありましたとおり、いろんな支え合うという
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一つの地域ぐるみでの活動がこれからますます

必要になってきますので、そのためには、多く

の団体、機関、さらにはボランティアの方々の

一つのよりどころもひとつ必要じゃないかなと

いうふうに思っておりますので、そのようなさ

まざまな地域活動に取り組んでいる多くの機関、

団体、ボランティアの方々の一つのよりどころ

もこの場所に求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、これは単なる

市が決定することじゃない。町民の皆様のいろ

んな意見を聞きながら、それを一つ一つ形に持

っていくという形に進めたいというふうに考え

ておるところでございますので、文字どおり、

これさまざまないろんな切り口、あるいは企画、

アイデアもあろうかというふうに思っておりま

すので、そのような点も御指導いただければと

いうことを申し上げて答弁とさせていただきま

す。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  宮守村の歴史をきちっ

と後世に伝えるという意味から千年の森伝承館

という、仮称ではありますが、そういう方向で

持っていきたいというお話でございました。 

 その（仮称）千年の森伝承館というテーマで、

旧村にまつわる貴重な資料の展示、防災活動の

拠点、各種団体活動の拠点というコンセプトで

改修がなされるという計画でありますが、その

活用方針を示すに当たり、支所が存在する地元

などとはこれまでに協議の場を設けたり、ある

いはワークショップ的なものを開催したりして

の方針決定をしたものなのかどうか、お尋ねし

ます。もしまだ何の協議もしていない場合には、

今述べたような地元との話し合いやワークショ

ップ的な集いを開催する計画はあるのかについ

てお尋ねをいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま申し上げまし

たようなコンセプトの中で組み立てて具体化を

図っていかなきゃならない。ただ、これは市が

一方的に決める話ではない。やはり町民の皆様、

あるいは関係機関団体の皆様の意見を丁寧に聞

きながら、その中でいろんな知恵とアイデアを

寄せながら、どうすればいうところの一つのコ

ンセプトにひとつきちんと合致した魅力のある

利活用につながるのか。 

 単なる保存、展示というだけではない。やは

り利活用と。そうすれば、小学生や中学生の生

徒諸君の社会学習の場として、郷土に誇りを持

とうという一つの中における、そのような学習

の場、あるいは、子育て中の方々も含めながら、

そういった世代の方々に地域を支えようという、

そのような一つの力、エネルギーを与えるよう

な場所、さらには、老人クラブや高齢者の方々

を中心として、やっぱり過去我々もこのように

頑張ってきたんだと、もっと頑張ろうというよ

うな、そのような新たな意欲を持たせるような、

そのような空間をこの場に持っていきたい。 

 そのためには、やはり一つ一つ丁寧に、今

ワークショップという話ありましたけれども、

やはり宮守地区センターあるいは鱒沢地区セン

ター、達曽部地区センターという形での一つの

機能が展開しておりますから、そこを中心にい

たしまして、それぞれの住民の皆様の各界各層

の皆様の意見を丁寧に聞きながら、やはり双方

向の中で議論をしながら一つ一つ具体化に持っ

ていきたい。 

 したがいまして、この7,200万ほど計上して

いるわけでありますけれども、これにつきまし

ては、きちんと積算をし、これでいこうという

ことになったときには、また、いろいろ議員各

位にも御説明をしながら予算執行していくとい

うことに、そのような一つの手順になるんでは

ないのかなというふうに思っているところでご

ざいますから、それも含めて御理解をいただけ

ればというふうに思っております。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午前10時58分 休憩   

────────────────── 

   午前11時08分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議
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を再開いたします。 

 ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  引き続き質問をさせて

いただきます。 

 先ほどは、地元や関係者と丁寧な議論をしな

がら進めていただけるということで納得をいた

しました。 

 この宮守総合支所は、旧村役場として昭和48

年に建設されたことが定礎に記されております。

既に43年から44年が経過し、経年劣化による傷

みも大きくなってきております。 

 同じころに建設されたと認識をしている隣接

する総合体育館も大規模な改修工事が予定され、

使用制限の状態にありますが、中学校のクラブ

活動への対応など、できるだけ早い時期の工事

完了を望むものであります。 

 公共施設総合管理計画については、きのうも

同僚議員の一般質間で質疑が交わされたところ

でありますが、市では公共施設総合管理計画を

平成27年度に策定し、これからの時代における

公共施設やインフラの整備のあり方を示してお

ります。 

 施設ごとの個別計画は現在取り組み中で間も

なく公表されるようでありますが、この中にお

いて、宮守総合支所の位置付けというか、今後

の改修なり、改築なりの長期的な計画はどうな

っているのか。支所２階の利活用と改修計画が

先行している中で、そのあたりの見解をお尋ね

いたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この施設のあり方につ

きましては、きのう菊池美也議員と公共施設総

合管理計画の位置付けと総合計画に伴う個別計

画につきまして、いろいろ議論を交わしたとこ

ろであります。 

 その中で解体、あるいは処分、さらには長寿

命化、あるいはさまざまな一つの切り口の中で

再利用といった部分を含めてのいろんな分類の

中から一つ取り組んでいくと。10年間で約３割

ほどは、言うなれば、ある意味においてはきち

んとした整備をしなければならないんじゃない

かという数値目標も総合管理計画の中で示した

ということをお示しを申し上げたわけでありま

す。 

 そういった中で、この宮守総合支所は、いう

ところの行政機能を担う庁舎として、言うなれ

ば、長寿命化をする方向の中で利用するという

ふうな位置づけの中に個別計画上もきちんと明

確に位置づけられるんではないのかなというふ

うに、そのような認識のもとに先ほど申し上げ

たような構想を一つ具体化したいということを

申し上げたわけでありますけれども、よりよい

行政サービスを提供あるいは住民の皆様の利便

向上のための一つの拠点として、いうところの

一つの設備といったようにつきまして、環境整

備を整えていきたいというふうな、そのような

位置づけとして考えているところであります。 

 また、宮守体育館については、できるだけ早

期の着工をというようなお話がありましたけれ

ども、この宮守町体育館につきましても、長寿

命化するという方向の中で予算を計上し、可決

をいただいているところでありますので、これ

もできるだけ早く着工しながら、利用者の皆様

の、あるいはクラブ活動のための一つのよりよ

い環境として利活用できるような方向で、これ

もきちんと今年度中に対応したいというふうに

考えているところでございますので、御理解を

いただければというふうに思っている次第であ

ります。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  長寿命化の方向で、よ

りよい行政サービスの方向で考えているという

ことでありました。 

 既に人口減少時代に入って久しいわけであり

ますけれども、あと30年もすれば、日本の人口

は急激に減って、現在の３分の２の8,000万人

台になるとも言われています。 

 これまで市では、中心市街地活性化のまちづ

くりに取り組み、中心部の遠野駅前のあすもあ
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や旅の蔵、とぴあ庁舎、新庁舎の整備をはじめ、

宮守町においても中心部のｍｍ１を取得してい

ただき、ホームセンターの誘致や宮守地域活性

化センターとして、本年３月にリニューアル

オープンしたところであり、ＳＬ銀河関係の展

示、６月には図書館機能の移設など、住民交流

の場として整備をしていただきました。 

 また、今後は子育て住宅の整備も予定されて

おり、ありがたく感謝と評価をするものであり

ますが、一刻も早く事業へ着手し、完了して子

育て世代の居住につながらなければ、何を今さ

らということにもなりかねないと思われますの

で、今後の事業展開を少しでも早くやっていた

だきたいというふうに思われます。 

 しかし、それはそれとして、中心部から離れ

た周辺地域、宮守町で言えば鱒沢・達曽部地域

のような周辺地域の活性化への取り組みが、ま

すます人口減少や高齢化が進む中で重要度を増

していることは明白であります。 

 カンフル剤と言えるような根本的な解決策は

なかなか難しいと思われますが、地区センター

を核とし、地域資源を生かしながら、これらの

地域を含む宮守町全体の活性化をどのように図

っていくのかについてお尋ねいたします。 

○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）  ただいまの御質問の中

で、中心市街地の再開発、あるいは宮守町のｍ

ｍ１を中心とした中心部の、いうなれば拠点整

備という中で、早目にこういったのは着実に進

めてほしいと。それはそれとしてという中で、

周辺の地域の活性化をどのように図っていくの

かという一つの御質問でありました。 

 昨年、いろいろ議論した一つの結果といたし

まして、昭和の村というひとつのイメージの中

から、鱒沢地区にも達曽部地区にも地区セン

ターを配置し、必要とするマンパワーもその中

で配置したという中で、いろいろ取り組んでお

ります。 

 これはただ配置したからいいんじゃなくして、

その地域の活性化のための一つの町民、地域住

民の方々の英知を集めて、一つ活性化のための

モデル事業と申しますか、それを展開しようと

いう中で、上郷と松崎と小友にいろんなモデル

プランを策定をしていただきました。 

 それがそれなりに地区センターが、あるいは

行政がというよりは地域住民の方々がみんな集

まりましての議論の結果として活性化のための

一つのプログラム、いわゆるマスタープランを

一つ持とうという方向になったわけであります。 

 これをやはり鱒沢も達曽部もそれぞれつくり

ながら、それに対する一つの具体的なイメージ

をそこに膨らませていくという部分の中で活性

化を図る。達曽部、ワサビもあるじゃないかと、

稲荷穴もあるんじゃないかと。そういったこと

をどう生かすか。点を線にしながら、ひとつ面

的な展開を図っていこうという部分が鱒沢と。 

 まもなく5,000人から6,000人集まる馬力大会

が始まるわけであります。全国に、あるいは東

北各県、北海道にまで発信されているような大

変なエネルギーのある発信力のあるひとつのイ

ベントも行われるということになるわけでござ

いますから、その辺のところをうまく取り込み

ながら、どのようにその今申し上げましたよう

な周辺の活性化を図っていくかとなれば、いろ

んな素材が、いろんな地域資源が、いろんなさ

まざまな底力として示せるような、その住民の

皆様のパワーをどう酌み上げすると仕組みとし

て、そしてまた、活力として生み出すのかとい

う部分になれば、やはりきちんとした一つの地

域活性化のためのモデルプランのようなものが

あれば、それに向かっていこうということにな

ってくるかというふうに思っておりますので、

地区センターを中心に、そのような活性化のた

めのマスタープラン、それをつくり上げながら、

それに少しでも近づくような方向で全面的にフ

ォローしてまいりたい、あるいはバックアップ

してまいりたいというふうに考えているところ

でありまして、繰り返しになりますけれども、

小さな拠点をネットワークにしながら、ひとつ

大きな遠野の底力へ持っていくというひとつの

ストーリーを大事にしていきたいというふうに



－ 73 － 

考えたところでございますので、中心部だけが

よければいいという発想ではない。それを核に

しながら、大きな遠野としてまとまりのある力

に持っていこうという部分に持っていきたいと

いうふうに考えているところでございますから、

さらなる御指導をいただければとお願いをいた

しまして答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  小さな拠点をネット

ワークにということで、これからの遠野の地域

づくりのあり方にも触れていただきましたが、

最後の質問になりますけれども、今、御答弁を

半分いただいたような気がします。 

 しかし、今までの質問は宮守町にかかわって

の活性化についてでありましたが、きのうから

の一般質問における人口減少や高齢化問題につ

いての質疑は、危機的状況になりつつあるこれ

からの大きな社会問題のあらわれの認識から来

ているものと思われます。 

 きのうの菊池巳喜男議員の質間にも関連しま

すが、高齢化の急進展、人口減少時代における

今後の市内全体のまちづくりについて見解をお

尋ねいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この人口減少社会とい

う避けて通れないひとつの時代の流れにどう立

ち向かうかという部分におきましては、やはり

大きな課題を我々地方は背負っているという部

分はそのとおりであろうかというふうに思って

おりますけれども、私は、都市と地方というひ

とつの対局する軸でものを見た場合におきまし

ては、やはりしたたかな底力を持っているのは

地方だというひとつの自信と誇りを持ちたいな

というふうに思っているところであります。 

 いろんな意味で高齢化社会、あるいは都市構

造としての非常に災害に、あるいはいろんなさ

まざまなちょっとした雨が降れば、ちょっとし

た雪が降ればパニック状態になるというような

経験上見れば、やはり地方のほうがしたたかな

底力を持っているという部分にいい意味での自

信と誇りを持ちながら、やはりこの人口減少に

立ち向かうひとつの姿を魅力のある地域として

見出せば、私はこのライフスタイルあるいはラ

イフサイクルという部分の中で、都市部の若い

方々のその価値観が大分変わってきているとい

うことが、随所でそれは指摘されております。 

 それがインターネット、あるいはスマートフ

ォンといったようなひとつの情報通信技術、Ｉ

ＣＴを活用して、どんどん発信されている。そ

うすれば魅力のある住みやすい土地であれば、

単なる収入だけではないひとつの魅力といった

ものを見出せば、ひとつの地域の活性化という

部分の中におけるマンパワー、移住、あるいは

それが定住という方向に持っていけるという部

分がひとつの我々のひとつの役目として、そう

いうものを担うひとつの環境が我々地方にはあ

るのではないかな。 

 ただ、これがそれぞれ競争の論理になってい

るわけであります、市町村ごとに。そうじゃな

くして、やっぱりネットワークを構築しながら、

お互いのよさを認め合いながら、あるいはお互

いの足らなさを補い合いながら、そしてまた、

地域の中における魅力を発信していく。岩手あ

るいは遠野、遠野であれば広域的にひとつもの

を見ながらという部分の中で発信をしていく。

そこで交流人口の拡大も図っていく。 

 さらには、観光振興といったものにもきちん

とつなげていくという部分がやっぱり我々に求

められている一つの大きな課題ではないのかな

というように思っておりますので、よく言う縦

糸と横糸を組み合わせれば、立派な反物になる

と。我々の一つの役割は、その縦糸と横糸をし

っかりと組み合わせ、力強いそれこそ簡単には

裂けない、そのような反物を編むということが

まさにネットワークであり連携ではないかなと

いうふうに思っているところでございますから、

その辺の考え方を大切にしながら、周辺市町村

との連携も深めながら、魅力のある地域づくり

にさらなるさまざまな環境づくりに取り組んで

参りたい。それが人口減少に立ち向かうひとつ
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の我々のひとつの答えとして、その中から何か

見出すことができるんじゃないのかなというふ

うに考えておるところであります。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  ぜひそのように進めて

いただきたいと、一緒にまちづくりにかかわっ

ていきたいというふうに思っております。 

 次の質問に移ります。２つ目のテーマは永遠

の日本のふるさと遠野における景観保全と農地

との関連に鑑み、「就業農家や人口減少社会に

おける「農地を守る」ということについて」と

題し、農地法によって農地を所管する農業委員

会会長にお尋ねをいたします。 

 質間に入るに先立ち、一昨日の地元紙の県南

版に額入りの表彰状を誇らしげに抱えた会長の

写真が掲載されていましたが、５月29日に都内

で開催された第９回耕作放棄地発生防止・解消

活動表彰式において、本市農業委員会が「耕作

放棄地をつくらない・出さない」を合言葉に、

地域を巻き込んだ耕作放棄地発生防止・解消活

動を展開した結果、平成18年から27年までの10

年間で109.9ヘクタールの再生につなげ、非農

地通知も含め232.4ヘクタールの耕作放棄地を

解消した活動成果が認められ、農村振興局長賞

の栄誉に浴されたことに対し、お祝いを申し上

げます。 

 この平成18年から27年までの10年間は、会長

が市職員であった農業委員会次長や局長時代の

退職される１年前までの期間であったと認識を

していますが、改めて活動された関係者の皆様

には敬意を表する次第です。 

 新聞記事の中には、ＪＲ釜石線の沿線に菜の

花を植え、美しい景観づくりにも貢献したとも

書かれていましたが、耕作放棄地などの農地な

らまだしも、県が管理する一級河川の堤防河川

敷に、確認したところでは相談や申請等の許認

可事務はされていないとのことで、菜の花の種

をまき、景観上は美しく見えても河原の動植物

生態系への影響や堤防機能管理のあり方に疑念

が生じた事例もあったことも忘れてはなりませ

ん。 

 さて、農地を含めた所有する士地は、一般的

には自分のものであるという認識が普通である

と思われますが、実際には国から土地を借り、

固定資産税を払って使用させてもらっているの

が現状であると言い換えることもできます。 

 これからの時代、土地の継承・相続に関して

も少子高齢化の急速な進展や、後継者・相続者

の途絶・断絶等でさまざまな間題の発生が懸念

される状況となりつつあるのが現実だと思われ

ます。 

 農地に関してもしかり、農家は農地を所有し

ている限り廃業はできないことになっていると

聞き取りの段階で御教授を受けましたが、これ

までのやり方を国の制度として割り切った対応

をするのではなく、農業委員会として当事者に

密接に対応するとともに、身近な間題として捉

え、時代や現状に合わせながら検証と対応を図

り、発信していく時が来ているのではないかと。

さらには後継者や相続者の途絶が間題視されて

いる中で、極めて大きな課題に発展しつつある

のではないかと私は考えています。 

 最初の市長への質問の人口減少社会の課題に

リンクする部分もありますが、これからの農業

政策の一環として、人が生きて行く源の食糧を

生産し、豊かな自然環境や景観形成と貯水ダム

的機能をあわせ持つ「母なる大地である農地」

のあり方は、私を含めた多くの農家はもちろん

のこと、農業に直接関係しない一般市民はもと

より、都会の人々をも含めて今後ますます大き

な間題になってくると思われることから、以下

順次質問をさせていただきます。 

 まず、本来の所管は農林振興課と伺いました

が、連携して事業に取り組んでいるということ

と、農地管理の専門部署であることから、農業

委員会の視点から見た農地中間管理事業におけ

る市内農家の農地に係る出し手と借り手による

受委託の件数や農地面積などの変動の現状と農

家戸数の変動の推移をお尋ねいたします。 

○議長（新田勝見君）  佐々木農業委員会会長。 

   〔農業委員会会長佐々木敦緒君登壇〕 
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○農業委員会会長（佐々木敦緒君）  瀧本孝一

議員の一般質問、農地中間管理事業における市

内農地の貸し借りの現状と農家戸数の推移につ

いての御質問に御答弁いたします。 

 市が農地管理事業を受託してから３年間、農

地を借りたいと意思表示があった農家数は77戸、

面積は687ヘクタールの中で、貸し出しをする

と意思表示があった農家数443戸、256ヘクター

ルの面積が、農地中間管理事業によって結びつ

き集積されたと承知しております。担い手への

集積率は38.6％と認識しているところでござい

ます。 

 遠野の農家数等の推移でございますが、農林

業センサスから、農業者の数は合併時の平成17

年度は１万2,810人、10年後の平成27年度は7,6

71人と5,139人が減少しております。農家の数

は、同様10年間で1,010戸減少し、1,987戸とな

ってございます。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  やはりこの10年間で大

幅に農家人口や戸数は減っているということ。

農地中間管理事業には、３年間で担い手への集

積は38.6％となっているという数字が表わされ

ました。 

 次に、やはり個人的な印象ではありますが、

農家戸数や耕作者の減少、耕作放棄地や遊休農

地が年を追うごとに増えていると感じます。こ

のような状況を組織としてどのように認識され

ているのか。また、今後急速に進展すると言わ

れている人口減少時代に、農地の適正な維持管

理について農業委員会としてどのように対処し

ていこうとしているのかについて見解をお尋ね

いたします。 

○議長（新田勝見君）  佐々木農業委員会会長。 

   〔農業委員会会長佐々木敦緒君登壇〕 

○農業委員会会長（佐々木敦緒君）  遠野市は

５年後までに農地の65％を担い手に集積する計

画と承知してございます。これまでの実績は、

圃場整備実施後の好条件な農地が、宮守川上流

地区やこがらせ農産等、農事組合法人へ集積さ

れ、集積率は県内でも中間と理解してございま

す。 

 集積が進まない理由として考えられることは、

平場の圃場整備済みの農地所有者は、農業機械

もそろっていることから、家族型経営の継続が

可能で、農地の貸し出しは望まないこと。山間

地や中山間地域では、貸し出しを希望する農家

が多いものの、区画が小さく耕作道が狭い、湿

田等の条件悪等によって借り手が見つからない

ことから、地域農業マスタープランに搭載され

ないことからと捉えております。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  わかりました。 

 次に、甚だ勉強不足ではありますが、農業委

員会の使命は、農地法の第１章総則、第１条の

「この法律は、国内の農業生産の基盤である農

地が現在及び将来における国民のための限られ

た資源であり、かつ、地域における貴重な資源

であることに鑑み、耕作者みずからによる農地

の所有が果たしてきている重要な役割を踏まえ

つつ、農地を農地以外のものにすることを規制

するとともに、農地を効率的に利用する耕作者

による地域との調和に配慮した農地についての

権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調

整し、並びに農地の農業上の利用を確保するた

めの措置を講ずることにより、耕作者の地位の

安定と国内の農業生産の増大を図り、もって国

民に対する食料の安定供給の確保に資すること

を目的とする」の目的条項、及び第２条の「こ

の法律で「農地」とは耕作の目的に供される土

地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土

地で、主として耕作または養畜の事業のために

採草または家畜の放牧の目的に供されるものを

いう」の定義条項に規定されているとおり、農

家や耕作者から農地という土地の権利を守り、

国内の農業生産や国民への食料の安定確保に資

するための法律であると認識をするものであり

ます。 

 改めて組織の長として「農地を守る」という

ことの意義や、役割りの重要性の認識について
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見解をお尋ねいたします。 

○議長（新田勝見君）  佐々木農業委員会会長。 

   〔農業委員会会長佐々木敦緒君登壇〕 

○農業委員会会長（佐々木敦緒君）  当市の経

営耕地面積は、2015年農林業センサスで3,570

ヘクタールと公表されました。５年前の調査か

ら914ヘクタール減少しております。これは、

農業者の高齢化及び後継者の相続放棄、厳しい

農業情勢から担い手が減少し耕作が放棄された

こと、大型店等の進出による転用の増加が起因

していると思っております。 

 国民へ食糧を提供する基盤である農地の確保

と有効利用は、大変重要なことでございます。

そのため、違反転用や耕作放棄の防止を目的に、

日常の監視活動はもとより、毎年市と連携して、

農地の利用状況調査を実施しています。 

 実施後は、耕作放棄した所有者へは耕作再開

を促す通知を、森林化し再生することが困難な

農地の所有者には、農地以外へ地目変更をする

か等の意向調査を実施するなどして、優良農地

は是が非でも維持していこうということの方針

でございます。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  耕作面積が減っている

中で、優良農地は是が非でも残していこうとい

う方針と伺いました。 

 次の質問に移ります。一例を挙げてお尋ねを

いたしますが、先ほどの会長の答弁にもありま

したが、地目が農地でありながら現状は長年耕

作放棄され荒れ放題となり、原野や山林と化し

た農地については、非農地通知を発付して現状

に適合した地目に変更登記をするように、対象

者に指導・助言をして登記簿上、耕作放棄地の

面積減少に努めていると理解をしていますが、

この認識で間違いがないかを確認いたします。 

 その上で、このような現状追認型の地目変更

制度を、高齢や後継者の途絶などの理由から、

農地の耕作ができない、農業から手を引きたい

という農家に対し、現況は耕作放棄などで荒れ

ていない土地でも、将来を見越して自発的申請

等による、山林や原野等への地目変更ができな

いものかについてお尋ねをいたします。 

○議長（新田勝見君）  佐々木農業委員会会長。 

   〔農業委員会会長佐々木敦緒君登壇〕 

○農業委員会会長（佐々木敦緒君）  地目変更

は、軽々にできるものではございません。農地

法第２条の２の規定では所有権者、または耕作

者は当該農地の農業上の適正、かつ効率的な利

用を確保しなければならないとされております

ので、農地は耕作することが義務であります。 

 農地から山林・原野等に地目変更するには、

農業委員会の許可が必要であります。ただし、

農業振興地域に指定された農地及び10ヘクター

ル以上規模の一団の農地、土地改良事業等の対

象となった良好な営農条件を備えた第１種農地

は、原則許可することができません。 

 平成20年４月15日、国は荒廃農地の発生・解

消状況に関する調査要綱を定めましたので、こ

の要領にのっとり調査及び事務をとってござい

ます。 

 調査後の事務は、農地に再生が可能と判断し

た耕作放棄地の所有者へは、みずから耕作再開

するか、農地中間管理事業を利用するか等の利

用意向調査書を発送します。既に森林化し再生

して耕作することが困難と農業委員会で判断し

た農地の所有者へは、復元してみずから耕作す

るか、または非農地通知の交付を申請するか等

の意向調査書を送付します。 

 非農地通知の交付を望むと回答した所有者の

対象農地は、再度、農業委員が複数で現地調査

をし、再生不可能と確認された場合、農業委員

会総会で議案として審議し、非農地と認定され

た場合には、非農地通知書を交付しますので、

通知書と印鑑証明を法務局へ持参すれば、農地

以外の地目に変更ができるという制度になって

ございます。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  農地は、軽々しく地目

変更はできないということであります。そして、

農地は耕作する義務があるということで、なか
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なか耕作できなくなったり、後継者が途絶した

りした場合の対応が本当に困ったもんだなとい

うふうな思いで答弁をお聞きしました。 

 さて、話は少し古くなりますが、先輩議員が

平成28年３月定例会の一般質間において、市長

には「景観資源の保全と再生可能エネルギー対

策について」、そして農業委員会会長には「農

地の適正管理対策への取り組みについて」と題

し、質疑が交わされております。 

 お二人とも旧村時代や新遠野市において、農

業委員会事務局長を歴任された方であり、農業

政策や農地に関する手続等に通じたプロであり、

その質疑のやりとりは私ごときの素人にはなか

なか入り込めない高度な内容のものであったと

記憶をしています。 

 本市は、福島第一原発事故の放射線汚染事故

によって寺沢高原などの採草放牧地をはじめ、

個人の農地の風評被害の対策から、膨大なエネ

ルギーと多額の費用を費やし、農地・採草放牧

地の除染を進め、高原牧場や個人採草地の再生

を図って来たことは記憶に新しく、基幹産業で

ある和牛・畜産振興に大きな役割を果たし、県

内でもトップクラスの実績を誇っていると認識

をしております。 

 このことから、農地法の定義である農地・採

草放牧地の重要性の認識についてお尋ねをいた

します。 

○議長（新田勝見君）  佐々木農業委員会会長。 

   〔農業委員会会長佐々木敦緒君登壇〕 

○農業委員会会長（佐々木敦緒君）  市内の高

原は、家畜粗飼料資源の確保並びに家畜の増殖

を目的に、牧野組合等法人を設立して運営され

ていましたが、時代の変遷により、県行造林等

の造林事業、さらには観光施設用地や風力発電

施設の用地、あるいは北上山系開発事業等によ

って、その一部が採草放牧地に整備され、市内

の畜産農家に粗飼料の提供及び放牧地として、

重要な役割を果たしていると認識いたしており

ます。 

 採草放牧地の大部分は、各牧野組合が所有す

る民有地でございます。除染に当たっては、そ

れぞれの牧野組合に協議がなされた後に、作業

が実施され再生された農地と承知してございま

す。所有者の牧野組合は当然のことながら、採

草放牧地として牧野組合と賃貸契約をされてい

る市も、安全で安心な財産及び資源になったと

安堵していると捉えているところでございます。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  高原の採草放牧地は、

重要な役割を果たしているという旨の答弁でご

ざいました。 

 平成28年１月９日の地元紙に、本市が誇る寺

沢高原や貞任高原にドイツ資本企業による、国

内でも例を見ない規模の太陽光発電の計画があ

ると報道されました。この件に関してもお二人

の間で質疑が交わされ、「パネルの設置面積は

1,000ヘクタール、うち農地面積は600ヘクター

ルほどと聞いている。許可や協議が成立した場

合には、農地法申請書が提出されると想定して

います」と答弁されていますが、その後の当該

営農型発電計画の進捗状況を把握しているので

あればお答えを願いたいと思います。 

 また仮に申請があった場合、本市の畜産・酪

農業にとって極めて重要な位置を占めている採

草放牧地という農地を守っていかなければなら

ない農業委員会会長としての立場と、一方にお

いて地元ではみずから主となって事業に参画表

明している牧野組合組合長でもある立場には齟

齬が生じていると言わざるを得ません。その太

陽光発電計画に対し、その相反する立場や職責

などの整合性の認識について見解をお尋ねいた

します。 

○議長（新田勝見君）  佐々木農業委員会会長。 

   〔農業委員会会長佐々木敦緒君登壇〕 

○農業委員会会長（佐々木敦緒君）  寺沢や貞

任高原のソーラー発電事業計画は、私も購読し

ている地元紙「岩手日報」の報道により承知し

てございます。事業の進捗状況は把握できてい

ないのが現状でございます。 

 民間の一牧野組合のことを、市議会での一般

質問に困惑をしてございます。この件につきま



－ 78 － 

しては、平成28年市議会３月定例会で菊池充議

員の一般質問に答弁しましたから、議事録に記

録されていると認識しますが、繰り返しになり

ますが、きっちりと答弁させていただきます。 

 組合の代表と農業委員会会長の立場として、

齟齬、物事が嚙合わないのでないか、あるいは

整合性等の認識についての質問と承りました。 

 農業委員会に関する法律第31条で、議事参与

に関する制限が定められてございます。農業委

員会の委員は、自己または同居の親族もしくは

配偶者に関する事項については、その議事に参

与することができないと規定されております。

よって委員本人や同居する家族が所有する農地

または何らかの代表をしている農地にかかわる

議案の審議には参与できず、審議時には退席す

ることになりますので、全く間題がないことで

あります。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  私も議事録は一通り目

を通させていただきました。確かに、その今言

われました議事参与規定によって排除されると

いうようなことが書いてありましたけれども、

農業委員会会長と牧野組合組合長、立場的には、

農地・採草放牧地を適正に守らなければならな

い立場と、太陽光発電事業に参画し、地域活性

化を名目にした賃貸料をもくろみとする事業推

進の相反する立場、片足でブレーキを踏み、片

足でアクセルをふかしているというような立場

ではないのでしょうか。 

○議長（新田勝見君）  佐々木農業委員会会長。 

   〔農業委員会会長佐々木敦緒君登壇〕 

○農業委員会会長（佐々木敦緒君）  ただいま

の質問、印象操作とも思われかねませんので、

きっちりと答弁させていただきますが、一農業

委員が土地を貸す、売る、または借りる、必ず

ある事案でございます。そのときには、その該

当する農業委員は、その総会の場から退席をす

るということで審議をしていきます。会長の私

じゃなくても必ずある課題であります。 

 市議会議員の皆様も、仮に会社の役員、また

は、経営者であった場合において、その契約内

容が議論されるときには、この市議会の議場を

退席することになるのではないかと、私は承知

してございます。 

 したがって、何ら問題ないことでございます

ので、双方の役職を全うしていきたいというの

が私の思いでございます。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  全く問題ないというこ

とでありますが、別に印象操作をした思いはひ

とつもありません。利害関係者が退席するとい

うことも十分承知をしております。しかし、公

職選挙法で選任された公職でありますし、片や

農業協同組合法で所管されている組合長という

ことで、それもそういうことでもあるために、

誤解を招かないほうがいいのではないかなと思

いで質問をさせていただきました。 

 最後に、遠野市が掲げる「永遠の日本のふる

さと遠野」の景観保全と、農地が果たす景観へ

の重要性や関連性についての見解をお尋ねをい

たします。 

○議長（新田勝見君）  佐々木農業委員会会長。 

   〔農業委員会会長佐々木敦緒君登壇〕 

○農業委員会会長（佐々木敦緒君）  春には水

が張られ、一面鏡のような水田、田植え後は緑

になり、秋には黄金色、そして広い緑の草原、

赤や黄色のリンゴ園、それを包み込む緑の山林、

これらが調和して民話のふるさと遠野の田園風

景を醸し出していると思っております。 

 農業委員会では、日本のふるさとを標榜する、

農村景観を構成する農地の維持と景観を守る意

味でも取り組んできた耕作放棄地へ菜の花やエ

ゴマ栽培活動、搾油しての商品化、毎年実施し

ている農地利用状況調査を通した、指導等解消

事例が国から評価され、先ほど瀧本議員から御

紹介いただきましたとおり、５月の29日に東京

で開催された全国農業委員会会長大会の席上に

おいて、全国第２位となる農村振興局長賞を受

賞したところでございます。 

 これを励みとして、今後とも、市、関係機関
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団体と連携しながら農地パトロールを継続かつ

強化し、今まで農業委員会で共有してきた合い

言葉、「耕作放棄地をつくらない・出さない」

運動を継続し、農村景観の保全に努めていく所

存でございます。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  それを願いまして、私

の一般質間を終わります。 

○議長（新田勝見君）  これにて一般質問を終

了いたします。 

────────────────── 

   休会の議決   

○議長（新田勝見君）  お諮りいたします。６

月14日及び15日の２日間は、委員会審査のため

休会いたしたいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新田勝見君）  御異議なしと認めます。

よって、６月14日及び15日の２日間は休会する

ことに決しました。 

────────────────── 

   散  会   

○議長（新田勝見君）  以上で、本日の日程は

全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。御苦労さま

でした。 

   午前11時53分 散会   

 



－ 80 － 

 


