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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。

本日の会議に入る前に議長としてお願い申し上

げます。議会運営委員会では、一般質問の通告

のあった10人に対しまして、本日５名、あした

５名と人数を配分しておりましたけれども、遠

野市出身の芥川賞作家で市民栄誉賞に決定いた

しました若竹千佐子さんから、あした午後４時

に市長を表敬訪問したい旨の申し入れがあった

ことから、議会としての対応を協議いたしまし

た。それで、一般質問の人数を、本日６人、あ

した４人と変更することといたしましたので、

御理解と御協力をお願いいたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の欠席の届け出は、16番多田誠一君であ

ります。 
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────────────────── 

   日程第１ 一般質問   

○議長（新田勝見君）  これより本日の議事日

程に入ります。 

 日程第１、一般質問を行います。 

 順次質問を許します。４番萩野幸弘君。 

   〔４番萩野幸弘君登壇〕 

○４番（萩野幸弘君）  会派躍進とおの所属の

萩野幸弘でございます。質問に入る前に一言申

し上げます。 

 先ほど議長からも御紹介がございましたが、

皆様御周知のとおり、本市出身で千葉県木更津

市にお住まいの若竹千佐子氏が執筆した「おら

おらでひとりいぐも」が、第54回文藝賞並びに

第158回芥川賞を受賞いたしました。さらには、

先日開かれた一般財団法人遠野市教育文化振興

財団顕彰式においても若竹氏の功績に対し遠野

市民文化賞が授与されております。 

 これらの吉報は、遠野市及び市民にとっても、

この上ない喜びであり、誇りですし、何よりも

夢と希望と感動をもたらしてくれたことに、心

から感謝を申し上げます。 

 若竹氏におかれましては、今後もますます御

活躍をされまして、さらなる飛躍あらんことを

御祈念申し上げる次第でございます。 

 それでは、ただいまより通告に従い、一問一

答方式にて一般質問をさせていただきます。 

 はじめに、都市機能の集約化に対する本市の

スタンスについてと題し、質問をしてまいりま

す。 

 本市における今年度の一般会計予算187億4,9

65万7,000円の内訳を見ますと、地方交付税の

割合は39.4％と、約４割に達し、地方譲与税、

国庫支出金なども合わせ、外部から入ってくる

お金は６割を超えます。残りの４割弱が自主財

源となりますが、代表格である市税でさえ14.

1％と１割半ほどにとどまります。 

 このように数値で見ますと、本市の財政にお

ける外部依存度の高さが浮き彫りとなっており

ます。 

 本来なら自主財源比率を高めることが理想な

のですが、実際は国や県の交付金などにかなり

の割合で頼らなければ、健全財政を維持できな

いというのが、本市に限らず、ほとんどの地方

自治体の実態ではないかと思っております。 

 そんな中、１月23日火曜日付の日本経済新聞

に「まち機能集約後押し」という大見出しで、

国が地方における都市機能の集約化を後押しす

る方針を示した旨の記事が掲載されておりまし

た。 

 国土交通省が地方でのコンパクトシティ化を

加速させる狙いでまちの都市機能を凝縮させ、

公共サービスの効率化を図ることを目的とした

もので、自治体が都市開発できる面積の１割以

下に中心地を集約する場合、補助金や規制緩和

で手厚く支援する一方、機能が分散する自治体

は、取り組みが不十分として補助金を減らすと

いうものです。 

 今御紹介した記事を、本市も当然ながら把握

しているものと思いますが、このような国の方

針に対し、率直にどのような御感想をお持ちで

しょうか、否定的なのか、肯定的なのかについ

て、理由も含めて伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  萩野幸弘議員の一般質

問にお答えいたします。 

 冒頭、若竹千佐子さんの芥川賞受賞の件につ

いてお話がありましたけども、先般22日、帝国

ホテルにおきまして授賞式がありました。私も

市長として御招待がありまして、その授賞式に

参加いたしましたけども、1,000人以上の方々、

まさに、芥川賞、直木賞を受賞した多くの小説

家の皆様、あるいは文学界の皆様が多数出席さ

れておりまして、若竹さんが受賞の喜びを壇上

で、まさにあのお人柄のとおり、とつとつと申

し上げていたのが非常に印象的でありまして、

多くの方々が、若竹さんのお人柄に本当に好感

を持ったという部分の中を目の当たりにしてま

いりました。審査委員会の委員長のお話をお聞

きいたしますと、63歳でもってデビューという

中におきまして、大変なる実力でありますと、
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満場一致でありましたと、そして、あの力は本

物でありますという、そのような委員長さんの

お話も承ることができました。まさに、萩野幸

弘議員がただいまおっしゃいましたとおり、市

民の名誉であり誇りであるということを、私も

感じてきたとこでございますので、一般質問の

冒頭でありますけども、御質問にお答えする前

に、そのことを御紹介いたしまして、市民栄誉

賞、先ほど議長のお話の中におきましても、あ

すの日程を変更しながら、若竹さんの表敬を議

会としてもというお話を伺いました。大変うれ

しく思っている次第であります。改めて議員各

位の御高配に感謝を申し上げながら、まさに、

市民一丸となって若竹さんのこの栄誉を称え、

そしてまた、遠野を全国に、世界に発信する、

そのような機会にも持っていきたいものだなと

思っているとこでございますので、よろしくお

願いを申し上げたいと思っております。 

 さて、１問目の質問でありますけれども、コ

ンパクトシティという中におきまして、交付税

の、そしてまた、新聞の報道でも、この部分の

取り扱いについては、いかがなものかという中

で、市長の感想をという御質問でありました。 

 この中におきましては、これまでもコンパク

トシティという取り組みにつきましては、人口

減少や少子高齢化対策など、それぞれ変化する

中におきまして、社会、あるいは経済、さらに

は環境といったようなものを、バランスを保ち

ながら、より効果的で、そして、持続可能な社

会を構築していくため、必要な一つの仕組みづ

くりであります。 

 その中で、いうところのコンパクトシティと

いうまちづくりを進めるという方向になってい

るわけでありますけども、このコンパクトプラ

スネットワークといったような言葉で、国土交

通省は定義づけておりまして、やっぱりコンパ

クトとネットワークの中でよりよい、ただいま

申し上げましたとおり、社会、経済、あるいは

環境といったものに、きちんと立ち向かうよう

なよりよい環境がつくれるということになるん

ではないのかなというように思っているところ

でありまして、よく言う中心部と郊外部という

捉え方になるんじゃないかなと思っております

し、特にも、当市の場合は、農山村地域も抱え

ているという分におきまして、農山村地域の集

落を支えるために、どのようなネットワークを

構築するかとなれば、交通ネットワークといっ

たものも、非常に極めて大事な一つの仕組みづ

くりとして位置付けれるんじゃないのかなと。

また、グリーン・ツー・リズムといったような

切り口の中で交流人口をふやしていくという部

分も、その中に見出さなければならないという

ように思っているところであります。 

 この国交省のほうにおきます取り組みの中に

おきましては、一つのまちづくりを進める場合

におきまして、いうところの通常事業と、それ

から、都市再構築戦略事業といったものに位置

づけられておりまして、当市の場合は、都市再

構築戦略事業というよりも、通常事業の中で位

置づけた中で、遠野のまちづくりを進めるとい

う分については、いうならば適しているんじゃ

ないだろうか。 

 と申しますのは、戦略事業ですと、非常に要

件が厳しいと。人口集中地区の要件が、１平方

キロメートルあたり4,000人以上であるとか、

あるいは交通要件、鉄道、バスのピーク時の運

行本数が片道３本以上あるとか、そのような鉄

道とかバスが、そのような条件が厳しいもので

ございますから、通常事業の中で取り組むとい

うことが必要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して、補助率が約40％、

都市まちなか再生事業の中に、いうところの１

期、２期に分けまして、この通常事業の中でア

プローチをしながら、中心市街地の再開発とい

ったものに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ございますので、その仕組

みと位置づけを申し上げまして、答弁とさせて

いただきます。 

○議長（新田勝見君）  ４番萩野幸弘君。 

   〔４番萩野幸弘君登壇〕 

○４番（萩野幸弘君）  わかりました。通常事

業の中で取り組むということで、まずは、この
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国交省の姿勢というものをしっかりと正面で捉

えて、本市に当てはめて、しっかりと実情に沿

った対応をされていくという、どちらかといえ

ば、否定よりは肯定的な形で考えているのかな

と、私は理解をいたしました。 

 その記事の中に、先ほど言った日経新聞の記

事の中にこうも書いてありました。 

 コンパクトシティについては、全国357の自

治体が具体策を検討中で、全国約５割の自治体

が都市機能の集約化を計画しているとも書いて

おりました。 

 先ほどは、通常事業の中で取り組むというお

話は、答弁は伺いましたが、本市のじゃあ具体

的にどういった状況なのか、他市と比べて、ど

ういった状況なのか確認をいたします。 

○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）  本市の状況はどうなの

かという質問でございました。また、今御質問

にありましたとおり、全国の状況でありますけ

ども、都市再開発に向けた、都市集約適正化に

向けた具体策の検討、いうならば、いわゆる立

地適正化計画の作成の最新の状況ということに

なりますと、計画作成中が384カ所に及んでお

りまして、うち計画作成済みが116市というこ

とになっておりまして、これを見ますと、県内

では、花巻市、それから、盛岡市、北上市が、

現在計画作成中と、そのうち、作成済みという

のは花巻市だけになっているとこでございます

から、本市におきましては、10年、20年後を見

据えた、立地適正化計画の一つの作成にはまだ

着手はしておりませんけども、いうところの検

討中と位置づけの中にございまして、先ほど冒

頭申し上げしたような一つの中におきまして、

国としっかり連携をとりながら、10年、20年後

を見据えたまちづくりといったものに取り組ん

でいくための計画策定という方向に持ち込んで

まいりたいというように考えているところでご

ざいますので、御了承願います。 

○議長（新田勝見君）  ４番萩野幸弘君。 

   〔４番萩野幸弘君登壇〕 

○４番（萩野幸弘君）  県内を見ても、まだ作

成しているところは少ないんだなという印象を

受けました。 

 コンパクトシティ化については、さまざまな

考えがあろうかと思いますけれども、本市の場

合は、東京23区全部合わせても、それ以上の約

1.3倍の広大な面積がございます。そんな中に、

わずか二万七千数百、２万8,000人弱の人口し

かおらず、上下水道などの生活インフラなどの

維持管理、あるいは今もまさに皆様も大変な思

いをしておりますが、除雪経費等の面などで考

えれば、都市機能をなるべく集約化させたほう

が、財政的にも市民の皆さんの利便性にとって

も有益だとは思います。 

 しかし、一方では、永遠の日本のふるさとを

標榜する本市にとっては、豊かな自然や農村・

田園風景の維持、各地に伝わる郷土芸能の継承

と考えると、都市機能を集約させることは、遠

野らしさの否定につながりかねません。 

 先ほどまでの答弁を伺いますと、まだ、肯定

的ではありながらも、具体的なところは見えて

いないような形ではありますが、市長としては、

どちらを優先するかというよりも、何か別な手

段をお考えなのか、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つ

きましては、非常に悩ましいと申しますか、正

直申しますと悩ましいという感じを受けている

わけでございますけれども、いずれ計画はしっ

かり持たなければならない。中心市街地の再開

発ということに大きく踏み込んでおります。本

庁舎もこのとおり中心市街地に議員各位の御理

解のもとに持つことができました。ここを発進

基地としながら、いうところの町場の再開発と

いうほうに持っていくためには、コンパクトシ

ティという考え方は持たなくてはならない。 

 しかし、このコンパクトシティプラスネット

ワークという部分におきまして、コンパクトプ

ラスネットワークという考え方ということを踏

まえれば、私は、やっぱり遠野のまちづくりと
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いったようなものは、いうところの40年前にさ

かのぼるわけでありますけども、カントリー

パーク構想といったものにつきまして、地区セ

ンターを中心としながら、さまざまなコミュニ

ティと大切にするというまちづくりを行ってき

たという歩みがあるわけであります。 

 したがって、この都市機能を含めて、中心地

に集約するという部分は、ある程度の部分とし

ては効率性を考えれば、それも進めていかなき

ゃならないという中で、この立地適正化区域内

の一つの計画は持たなければなりませんけども、

そのときには、国の制度をうまく活用するとい

う部分は持ちながら、一方においては、やっぱ

りこの地区センターのさらなる拠点化を図りな

がら、小さな拠点をネットワーク、この小さな

拠点をネットワークという言葉は、一つ話を言

いかえれば、コンパクトプラスネットワークと

いう言葉にもなるということを思えば、遠野の

まちづくりは、そのバランスの中でやっていく

という部分が、やっぱり、そのように見出す、

そして、そのための知恵を出していかなきゃな

らない。市民合意もその中で得ていかなきゃな

らないことになるんじゃないのかなというよう

に、私自身は思っているところでございますの

で、よろしくお願いをします。 

○議長（新田勝見君）  ４番萩野幸弘君。 

   〔４番萩野幸弘君登壇〕 

○４番（萩野幸弘君）  まさに、今、市長が触

れておりました地区センター、ここが、私が取

り上げた大きなテーマの一番本丸の部分なんで

すが、今、市長もおっしゃいました、本市は現

在地区センター機能の見直し、充実化に向けた

取り組みを進めております。私も基本的にはこ

の方針を歓迎する立場でありまして、各地区セ

ンターを中心に活発なコミュニティ活動が展開

され、遠野市全体の活性化に結びつけてほしい

ものと、私も願っております。 

 ただ先ほど御紹介したコンパクトシティを推

進する国交省、いわゆる国の立場、これを平た

く解釈しますと、仮にこのまま地区センター機

能の充実を進める選択をした場合は、国から都

市機能の集約化を進める政策と真逆じゃないの

かというふうに受けとめられかねないと思いま

すが、市長の御見解はいかがでしょうか。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  これは、国との連携の

中で、先ほど申しました、戦略、それから、通

常型と２つの考え方があるわけでございますけ

ども、遠野市としては、通常型の中でアプロー

チをしたいという話を先ほど申し上げました。

これは、やっぱりコンパクトプラスネットワー

クという考え方の中におきましては、遠野がか

つて進めてきておった田園都市構想といったも

のと重なるものがある。十分そこは具体的な合

理性を見出すような計画として持てるんではな

いのかなというように思っているところでござ

いますので、地区センターの機能をきちんと評

価し、コミュニティをしっかりその中で確保し

ながら、中心市街地再開発の中で、一つの拠点

化をその中で見出し、そこをネットワークとい

う中で、遠野のまちづくり全体を底上げしてい

くということに、そこで交流人口、あるいは移

住、定住人口、そういったものを確保しながら、

雇用の場を確保するという中において、人口減

少にも一定の歯どめをかけるような手だてがそ

の中に見出せるんじゃないのかと、というより

も、見出さなければならないと、そのような中

で、ひとつ地区センターのコミュニティとして

の機能を充実する方向に、さらに意を強めてま

いりたいと思っておりまして、今般の平成30年

度の当初予算の中にも、その分における予算も

盛り込ませていただいたということを申し上げ

て、答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  ４番萩野幸弘君。 

   〔４番萩野幸弘君登壇〕 

○４番（萩野幸弘君）  わかりました。国交省

では、全体の面積の１割に集約するといってい

るのであって、何も１カ所にとは言っていませ

んので、市長の恐らく考え方としては、中心市

街地、あるいは市内11カ所の地区センターを中

心として、それを例えばですけど１割に、トー
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タル、遠野市広いですから、その中の１割に抑

えて、各地区の中でも各地区ごとに集約をして、

何とかインフラとか、そういったものの維持管

理も含めて、二兎追うというような形かなと、

私も何とかそれを国のほうにも働きかけて、や

っぱり新しい国のスタイルということで、認め

ていただければ、やはり、そういった戦略もあ

りかなと思っておりますので、ぜひ今後ともそ

の戦略をしっかりと訴えて、ものにしていただ

きたいなと思います。 

 どちらにしても、地域住民の声、これをしっ

かりと受けとめながら、適正、適切な行政運営

に努めていただきたいと願いまして、大項目１

点目の質問は終わりにしたいと思います。 

 次に、大項目２点目、産業振興と都市計画区

域の考え方についてと題し、質問してまいりま

す。 

 昨年８月29日火曜日に開かれた議員全員協議

会で、市当局より遠野東工業団地の拡張整備に

ついての計画が示されました。 

 整備面積30.4ヘクタールに、概算事業費28億

3,800万円を投じ、事業期間は、平成28年度か

ら32年度までの５年間、周辺道路・水道などの

整備を含めるとさらに５年、平成37年度までの

一大プロジェクト事業であります。 

 東北横断自動車道釜石秋田線が、平成30年度

に釜石まで全線開通の予定となったことを受け、

議会でもこれまでさまざまな議論が交わされ、

本市にとっては、素通りとかストロー現象など、

過疎化や経済の衰退に陥るといったマイナスの

危惧も多々指摘されてまいりました。 

 しかし、今回当局は、本市に企業進出しやす

い状況になったというプラスの見方で、この遠

野東工業団地の拡張整備計画をまとめ、本市が

今後も持続、繁栄するためのチャンスとして、

東北横断自動車道を前向きに捉えた攻めの戦略

を進めようとしております。私も大いに期待を

寄せておりますが、その反面、今後心配される

のが人材確保であります。 

 全国的に有効求人倍率が上昇し続ける中、本

市も同じく１次から６次までの全産業において

人材不足が深刻化しております。その状況をな

いがしろにしたまま、工業団地整備でさらに規

模拡大する企業や新規参入企業がふえたとすれ

ば、人手不足がますます深刻化するのは、誰の

目から見ても明らかであります。 

 したがいまして、遠野東工業団地拡張整備計

画の事業を進めるに当たっては、人材確保対策

も同時進行で行わなければ全く意味がないと私

は断言したいと思います。 

 この点においては、市長も、施政方針演述の

中で、同様の指摘や決意を述べておりますが、

その具体策について市長のお考え、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）  この東工業団地のプロ

ジェクトにつきましては、これまでもいろいろ

議員各位にも御説明をしながら、着実に前にと

いうことで、今御質問の中にありましたとおり、

攻めの姿勢で対応している。その中においては、

一つ大事なことなんだけども、一方においては、

人材確保なども同時並行できちんと進める。そ

のためのプログラムはどのように持っているの

かと、そのような御質問と承ったところであり

ます。 

 これは、私もさきの所信表明の中で申し上げ

ましたとおりでありまして、この部分を、よく

いう地理的、知性的、この優位性をいったもの

をどう捉えながら、チャンスとして捉えながら、

このピンチに立ち向かっていくというような、

そのような認識を申し上げたところであります。 

 したがいまして、このピンチとチャンスとい

ったものをどのようにバランスをとるかという

ことが、一方においては攻めと、それから、同

時並行で進める人材確保といった問題が、同時

並行で進めるという、その一つのことを、この

言葉はあらわしているんじゃないかなというよ

うにも、私自身も、そのような認識のもとで、

この言葉を使っているということを、まずもっ

て御了承いただければというように思っており

ます。 
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 そのような意味におきましては、例えば、萩

野幸弘議員の中の御指摘のあったことについて

は、私も同じような認識であるということは、

冒頭申し上げるわけでありますけども、その中

におきまして、平成27年12月市議会の一般質問

におきまして、生産年齢人口について、萩野幸

弘議員と議論を交わしたということを思い起こ

すわけでありますけども、今回は、それに伴い

まして、人材不足、あるいは人手不足といった

ものに、どのようにという部分で質問をいただ

いたということになろうかというように思って

おります。 

 産業振興・雇用の確保は、いうところの平成

15年の総合産業振興センターというのを打ち出

したことを思い起こすわけであります。平成も

30年でありますから、15年前になりますけども、

総合産業振興センターという一つのプロジェク

トを打ち立て、そして、平成17年でありますけ

ども、農業活性化本部アグリステーション遠野、

通称アストという組織を立ち上げながらさまざ

ま取り組んでまいりました。いうところの一つ

の内発型の産業振興にいろいろ努力しようと、

みんなで立ち向かおうという中で、そのような

組織も立ち上げながら試行錯誤をしてきたと。

そういった中においては、これも私は大事にし

なければならない言葉であると思っているんで

すけども、アスト100億円達成プロジェクトと

いったものを立ち上げながら、100億円を目指

して農業振興も立ち向かっていこうじゃないか

というような、それら取り組みにもいろいろ取

り組んできたという経過があるわけであります。 

 そういったことを踏まえながら、平成18年に

は、それぞれ現在の農業商工観光課といったも

の中に、それぞれ地域連携雇用推進室であると

か、あるいは雇用定住環境整備室であるとか、

商工観光課の中にそういう室も設けながら、人

材確保といったものにもいろいろ取り組んでき

たという、そのような経緯をもう一度謙虚に振

り返りながら、そして、それらを踏まえながら、

今申し上げましたとおり、攻めと、そして、人

材確保といったような一つのプロジェクトを、

バランスのある形で展開していくということが、

今一番求められているのではないのかなという

ように思っております。 

 この環境は刻一刻変わってきております。刻

一刻変わってきておりまして、特にも、遠野東

工業団地構想の場合におきましては、プロジェ

クトの場合におきましては、高速ネットワーク

としての復興支援道路として、震災前は、かな

り、それこそ全線開通ということについてはか

なりハードルが高かった。それが、復興支援道

路として、一気に全線開通というように前倒し

になったと、これは、正直なところ、複雑な感

情は持たざるを得ません。あれだけの災害と犠

牲を出さなければ、命を守る道路といったよう

なもの、あるいは、地域の活性化を図るための

道路といったものが、つくってもらえないのか

という分におきましては、非常に私自身も市長

という仕事を通じながら、その矛盾にぶつかっ

ているわけでありますけども、しかし、一方に

おいては、あれだけの災害があり、あれだけの

犠牲が出たという中に道路が通った、よかった

じゃなくして、それをやっぱり、コスト効果、

ストロー効果として生かしていかなければなら

ない。そのための東工業団地という位置づけの

中で、県もそれに全面的に協力をするという一

つのプロジェクトに持ち込んだという部分にお

いては、攻めという部分においては、その中で

しっかりと位置づけることができるんじゃない

のかなと。 

 しかし、一方においては、その人材確保も含

めて、人手不足のプロジェクトも含めて、これ

をどのようにするかとなれば、今まで進めてき

た一つの経過をしっかりと検証し、総括をしな

がら、その場合における一つの遠野の地理的位

置づけ、いずれ、沿岸では宮古、それから、釜

石といったような物流のコンテナ、これガント

リークレーンという貨物専用の大型コンテナク

レーンといったようなものも大きく様変わりを

してきているということを聞いておりますので、

そういったことを踏まえながら、物流の拠点と

しての遠野の位置づけというものをその中に見



－ 32 － 

出していく、そうすることで、企業の活動が、

いうなれば、企業が人を呼ぶという方向になっ

てくるという部分を、我々は座して待つんじゃ

なくして、それこそ積極的に打って出て、人材

を、あるいは人手を、あるいは雇用を確保して

いくという部分に遠野の活性化を見出すという、

そのようなプロジェクトにしっかりと腰を据え

て取り組んでまいりたいというように考えてい

るところでございますので、まさに、まち・ひ

と・しごと創生法の基本理念をしっかりと生か

したまちづくり、地域づくりといったものに、

産業振興といったものに取り組まなければなら

ないかというように思っております。 

 雇用の一つのことを考えますと10年前、平成

25年10月でありますけども、有効求人倍率が0.

41だったわけであります。しかし、現在、平成

29年12月、昨年の12月、２カ月前でありますけ

ども、1.98まで上昇している。これは、ただい

ま申し上げましたとおり、人材あるいは人手不

足といったものが、この1.98という数字にもあ

らわれていることはよく承知しておるところで

ございますから、それを踏まえて、さらなる総

合力でもって、この部分におけるアプローチを

しっかりと行うと。しっかりと行うということ

は、そういう環境もつくっていかないと、住環

境もつくっていかなきゃならないという部分の

中で、これも今般の予算の中で、家賃補助のよ

うなものの財源をやりくりしながら、少しでも

定住人口を確保しようというような手だてを講

じ、予算として計上しているということも申し

上げて答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  ４番萩野幸弘君。 

   〔４番萩野幸弘君登壇〕 

○４番（萩野幸弘君）  この人材不足に対して

は、市も平成30年度、新年度の一般会計予算の

中で、産業振興・雇用の確保として、主要事業

58事業、14億2,506万6,000円を計上し、遠野東

工業団地の整備と合わせて、１次から６次まで

の産業を含めた労働力の確保に集中して取り組

むと表明をしておりますが、私が言いたいのは、

肝心なのは、スピード感と即効性だと思います。 

 今、市長の答弁の中で、企業が人を呼ぶとい

う発想も確かにございますし、経過を検証しな

きゃないというのもわかります。今現在、家賃

補助とか、具体的な策も講じている、それもわ

かります。 

 ただ、私からすれば、もっと仕掛けていかな

いと、やっぱり数打ちゃ当たるとは言いますが、

何かまだ弱いような気がします。自然の成り行

きに任せていくのではなくて、どんどん市のほ

うから、行政のほうからも仕掛けていくと、そ

うしないと、成果になかなか結びついていかな

いんではないかなと。 

 私が事前御提案した外国人特区、要は遠野だ

けじゃなくて、近隣の市町村も含めて今人手不

足であります。ですから、他市から持ってくる

というのはなかなか厳しいことだろうと。ただ、

世界の人口はふえております。となれば、やは

り、今実習生制度という国の制度で、いろんな

国の方々が日本に来て実習という形で労働力の

一助になっておりますが、それの特区を例えば

本市でやって、例えば３年という限られた時間

じゃなくて、労働ビザをしっかりと取得して、

ある程度長く遠野で働ける。例えば、そういう

のをどんどん仕掛けていったらどうかなと。私

は、そうしないとなかなか、いや、工場は誘致

したけども人がいないということではいけない

と思いますので、ぜひそういったスピード感と

即効性というものも、さらに追及していってほ

しいと思います。 

 今具体策一つ言いましたが、さらに御提案を

交えて次の質問なんですが、遠野東工業団地の

周辺地区、具体的には、上郷町、あるいは青笹

町を中心したイメージでお考えいただきたいと

思いますが、ベットタウンとして整備してはい

かがという案でございます。 

 社宅や店舗、開業医など各種の生活インフラ

を整備して、誘致企業に人材を伴ってお越しを

いただくと、財源は、国や県の交付金のほか、

状況によっては、ＰＦＩ、公共施設の建設、維

持管理を民間の資金に頼るというやり方ですが、

あるいは、今よく言っているクラウドファディ
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ングなど、そういった財源をもとに、なるべく

民間活力で事業展開できれば理想ですが、それ

が難しい場合は、行政で整備をして貸し出し、

いずれは、誘致企業に売買譲渡するとか、そう

いったことを視野に入れてお考えになってはい

かがでしょうか。 

 これは、単なる人材確保だけではなくて、そ

の地元地域にとっても過疎化・高齢化の抑制、

活性化対策にもつながる事業だと思いますが、

この案に対する率直なお考えをお伺いいたしま

す。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この産業振興・雇用の

確保という分においては、スピードと即効性と

いうお話がありました。全く同じような認識で

あります。そういった点においては、いうとこ

ろ、座して待つんではない。条件が整った、道

路も整った、工業団地のほうにも、県の全面的

な協力もいただいたって、それでよしじゃない。

どのようなタイミングの中でスピード感を持っ

て、いろんな対策なり、あるいはいろんな施策

を推進していくかということにつきましては、

言葉としてスピードと即効性というのは非常に

大事な言葉だというふうに思っておりますので、

それを十分意識しながら、それぞれの今般、当

初予算の中にも計上している各種施策はもちろ

んでありますけども、ただいま御質問の中にご

ざいましたとおり、このＰＦＩやクラウドファ

ンディング事業といったようなものを展開しな

がら、いうところの民間活力といったものをそ

の中に見出していく。これが、やはり遠野市に

とっても、すごく大事な一つの取り組みではな

いのかなというふうに思っているとこでござい

まして、このＰＦＩの取り組み、あるいはクラ

ウドファンディングのような制度をうまく取り

組みながら、多くの方々から資金を確保しなが

ら、いうところの定住人口を確保していくと。 

 上郷町、青笹町、あるいは宮守町のほうに、

住宅団地構想も持っているわけでありますし、

かつての雇用促進住宅も新たな民間の事業運営

ということになっておりますから、そういった

ものを利活用、あるいは市営住宅そのものの一

つの老朽化したものを更新するというプロジェ

クトも、計画的に進めなきゃなりませんので、

そういった部分の中における民間活力の導入と

いったようなものを、繰り返しになりますけど

も、やっぱりスピードと即効性を持ちながら、

この分においても、ある程度アクセルを踏んで

活動させていかなきゃならない、大事な取り組

みの一つであるというように承知いたしている

ところでございます。 

○議長（新田勝見君）  ４番萩野幸弘君。 

   〔４番萩野幸弘君登壇〕 

○４番（萩野幸弘君）  スピードと即効性、ぜ

ひこれを一つのキーワードとして、攻めに攻め

て、ぜひ成果を上げてほしいと思っております。 

 遠野東工業団地に関しては、この後、同僚議

員も通告でしておりますので、そちらでさらに

議論を深めていただくことにいたしまして、私

はこの程度にとどめたいと思いますが、次に、

工業団地造成もそうですけれども、一般的にで

すが、土地利用に際しては、都市計画の用途指

定や農振除外などの手続を踏む必要が多々ござ

いますが、この点における市内全地区の実情に

ついて質問を移してまいります。 

 先般、土淵町山口地区の「おらぼのながめづ

くり」地域活動が、日本ユネスコ協会の未来遺

産に登録されました。日ごろより地域住民が一

致団結をし、地道に活動を続けてきたたまもの

と、心からお祝いを申し上げる次第でございま

す。 

 このような景観保全活動はとても大事ですが、

遠野市全体を見渡しますと、保全すべき地域だ

けでなく、時代の流れとともに大きく環境が変

わる地域もあり、そのような地域における土地

利用上の課題も少なくないと日ごろから感じて

おります。 

 例えば、農地転用で宅地化する中に耕作放棄

地が点在し、中途半端な土地開発で利便性や景

観が損なわれていたり、住居や工場などの建物

を建てたくても用途地域などの制約で土地の有
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効活用ができず、いわゆる塩漬けとなっている

土地などは、景観上だけでなくて、経済上も大

きな損失を生じるのではないかと思いますが、

本市の実態はどのようになっておりますか、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）  ただいま耕作放棄地も

含め都市計画上におけるさまざまな用途指定の

本市の状況は、実情はどうなっているのかとい

う御質問でありましたので、それこそ中途半端

な答弁をしてしまいますとあれでございますか

ら、数字等もございますので、具体的に数字を

上げまして、担当の環境整備部長のほうから、

実情について御答弁申し上げますので、御了承

願いたいと思っております。 

○議長（新田勝見君）  環境整備部長。 

   〔環境整備部長佐藤浩一君登壇〕 

○環境整備部長（佐藤浩一君）  命によりまし

てお答えいたします。 

 現在の遠野市の都市計画区域は、昭和56年３

月に定められており、行政区域の4.1％に当た

る3,420ヘクタールの区域を指定しており、用

途地域は改正された都市計画法及び建築基準法

が施行された後の平成７年に現行の339ヘク

タールを指定しております。用途地域は、本市

においても用途規制に沿った土地利用と秩序あ

るまちづくりが図られてきております。 

 用途地域が定められていない都市計画区域は、

従来からの宅地のほか幹線道路、生活道路沿線

に店舗や工場が立地し、背後地に農地や、農地

から転用された住宅地、その他雑種地などが混

在し、多くの農地においては農業振興地域が設

定された土地利用となっております。 

 現在高速道路の整備により、インターチェン

ジ周辺地域において開発可能性が高まり、都市

計画区域の拡大と遠野東工業団地の整備に関し、

工業系の用途地域として指定する手続を進めて

おります。 

 これまで用途地域内であっても農地は多く存

在し、一部には農地としての土地利用がなされ

ていない状況もあります。 

 しかし、目的とする用途として地域を指定し、

建築物の用途制限があり、建物が建築されてき

ていることから、用途地域では用途に合致しな

い建物は、法律上、建築できないことになって

いることを御理解いただきたいと思います。 

 景観の保全については、平成18年度に策定し

た遠野市景観計画により、主に用途地域内は都

市景観領域、それ以外は農村景観領域及び自然

景観領域として位置づけられており、建物を建

築する場合には、景観領域のガイドラインに基

づいた指導啓発活動などを行っております。 

 今後、社会情勢の変化に対応すべく、必要な

場合には用途の見直しを図りながら、無秩序な

開発の抑制、秩序ある土地利用や景観を保全し、

持続可能なまちづくりを推進していく予定とな

っております。 

 以上であります。 

○議長（新田勝見君）  ４番萩野幸弘君。 

   〔４番萩野幸弘君登壇〕 

○４番（萩野幸弘君）  現状まだ肌感としまし

て、やはり、まだらといいますか、何か住宅地

の中に結構耕作放棄地があるなとか、ここに工

場を立てないんだけど、何か制約があって立て

れないんだよなというようなお話も聞いたもん

ですから、こういった質問をしたわけですが、

例えば、それ以外にも、過日、新聞で、政府が

各地で深刻化する所有者不明土地問題の対策に

本腰を入れ始めたと、所有者不明土地、これは、

本当に非常に日本全国的に問題になっているよ

うでございます。東日本大震災の被災地でも所

有者不明土地が障害となって復興事業がおくれ

たりとか、自治体の用地取得の妨げとなるなど、

事態が深刻化し、政府も対策を急ぐと、そうい

う考えを示しているようですが、こういった問

題も含めて、やはり、この土地利用に関しては、

こちらも、やはり攻めの姿勢というか、遠野市

はこうあるべきだというものが必要ではないか

なと。それを、やっぱり表面化させて、御理解

をいただいて、開発に当たっては、民間もそれ

に沿って進めていただければなという思いです。 
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 この所有者不明土地問題については、これも

また同僚議員がこの後取り上げておりますので、

そちらのほうでしっかりと議論をしていただく

ことにいたしまして、私のほうからの質問は差

し控えさせていただきますが、このテーマのま

とめの質問ですが、先ほどお話しした都市機能

の集約化、冒頭で質問した、これにも関連しま

すが、いわゆるそのときそのときで見直すこと

も大事なんですけれども、今後のまちづくりを

どう進めるかという意味においては、それを明

確化、いわゆる可視化する、例えば遠野市まち

づくりデザイン、そういったものを早急にまと

めて、今の実態と照らし合わせて、いや、これ

はこのままいったらまずいぞとか、そういうも

のをしっかりと把握して、適切な措置を講じ、

今後に向けた効率のよい土地活用、あるいは景

観保全につなげていくというような、これもま

た攻めの姿勢が大事だと思うんですが、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）  先ほど土地利用のさま

ざまな実情については、環境整備部長から実情

について御答弁申し上げました。所有者不明の

一つの問題についても、後でまたこの問題は議

論されるということで、今お話がありましたけ

ども、これも大きな課題になっているというこ

とは、御案内のとおりでありまして、これも放

置していくわけにはいかないという部分で、国

もかなり積極的に動いていると。これも、ス

ピードと即効性の中で、やっぱり人口減少とい

ったような問題、少子化といったような問題、

余りにも、東京一極集中といったような問題を

考えれば、やっぱりこういった法規制も含め、

土地利用そのものを、国土の土地利用をどのよ

うにという分におきましては、このような部分

が前に立ちはだかっている、現場では。したが

って、これを、やはり法制度を整備する、ある

いはいろんな権利調整もその中で行っていくと

いう部分においては、やっぱりもう急がなけれ

ばならない大きな課題ではないかなというよう

に思っているとこでございますから、そのこと

を踏まえ、御質問の中にありましたとおり、ま

ちづくりデザイン、これをどのようにという分

にあっては、やっぱり攻めの中でというように

なれば、この遠野市まちづくりデザイン、これ

は本当に大事なことであります。これまでの一

つの市民の皆様の御理解も、また、議員各位の

御理解もいただきながら、中心市街地の再開発

についてもこれまでも取り組んできた。これを

しっかりしたものに、次の20年、30年につない

でいかなきゃならないとなれば、やっぱりまち

づくりデザインというものをしっかりと持たな

ければならないということは言うまでもないと

いうように思っているとこでございまして、コ

ンパクトシティプラスネットワークというとい

う言葉の中で、先ほど来議論を交わしてきてい

るわけでありますけども、それを踏まえながら、

やはりきちんとしたまちづくり計画を持たなけ

ればならない。 

 平成27年度に、国土利用計画遠野市計画とい

ったものを策定をいたしております。遠野市全

体における将来の展望を視野に入れた土地の利

用計画に基づき、農地、あるいは森林、さらに

は商業、工業、住宅、あるいは流通といったよ

うなものの各種計画等と整合性を図ろうという

分においても、計画と連動させながら、より効

率のよい、あるいは効果が上がる、土地の利用

計画、これを持たなければならないかというふ

うに思っているとこではございます。そのため

には、環境保全、景観保全ということももちろ

ん視野に入れながら、しかし、視野に入れなが

らというバランスをとりながら、攻めと、それ

こそ守りと申しますか、その辺のバランスをし

っかりとる。景観とか環境はひとつ守りという

ことになるかと思いますけども、攻めと守りの

バランスをとるのが、遠野のまちづくりだとい

う部分を、しっかり見据えた計画を立てながら、

この土地の総合的な利用といったものにも踏み

出してまいりたいと、改めて決意をしていると

こでございますから、よろしく御理解をいただ

きたいと思っております。 



－ 36 － 

○議長（新田勝見君）  ４番萩野幸弘君。 

   〔４番萩野幸弘君登壇〕 

○４番（萩野幸弘君）  わかりました。私とす

れば、例えば、やっぱり見える化させたほうが

いいと思うんです。遠野市のまちは、こうあっ

てほしいというものを見える化して、それに対

して市民の意見を聞く。例えばですけれども、

桜をたくさん植えて、本州で一番、日本全国で、

極端にいえば一番遅い桜であります、遠野市は。

ですから、５月の連休に合わせて、桜がもう遠

野盆地一帯に埋め尽くすことで、全国から、あ

るいは世界各国から観光客が訪れるみたいな、

そういった理想とかいろいろ、ここの地域には、

こういうものがある、この地域は永遠に保全し

なければならない財産だとか、そういうのを見

える化して、遠野のユートピアといいますか、

そういうものを夢と希望を持たせてはいかがか

なと思いますので、ぜひそういったまちづくり

デザインを進めていただければいいのかなと考

えております。 

 次に、大項目３点目に移ります。地方創生に

係る連携協定についてと題して伺います。 

 本市は現在、地方創生に関する遠野スタイル

創造・発展総合戦略の実現に向けて、民間銀行

３者及び損保会社１者と相互に協力し合いこと

を目的に連携協定を締結しており、この締結時

期等はばらばらですけれども、一番早くて、平

成28年２月ですから、もう２年余りが経過して

おります。 

 取り組み内容としては６項目ほどあるようで

すが、現時点で、その項目ごとにどのような進

捗状況なのか、成果の有無もあわせて伺います。 

○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）  それぞれ地方創生に係

る取り組みにつきましては、いろいろまち・ひ

と・しごと創生法という中におきまして、これ

もよく言う産学官金労言という言葉があるわけ

でございますけども、それをうまく取り込みな

がら、総合力を発揮しようという中で、今、今

般の議会にも産業振興条例、それに伴う基金造

成といったようなものも提案を申し上げている

とこでございまして、これは、やはり、遠野、

先ほど来議論になっております攻めの姿勢の中

で、地場企業を含め、誘致企業を含め、１次産

業、２次産業、３次産業、それが６次産業とい

う部分の中に連携を図っていくという分におけ

る産業振興のために、今申し上げましたとおり

のいろんな関係機関がうまく連携をとるという

ような仕組みづくりに、今持ち込んだというこ

とでございますので、これは、単なる地方創生

法があったから持ち込んだじゃなくして、六次

産業推進本部をはじめ、さまざまな試行錯誤し

ながら、萩野幸弘議員をはじめ、議員各位から

もいろんな形で御指導、御指摘をいただきなが

ら取り組んできた。しかし、なかなか前に進ま

ないとう熟知たる思いも私自身もあった。しか

し、それはやっぱり超えていかなければならな

いという中で、改めて条例を制定しながら、そ

の中にやりくりをして基金を造成しながら、先

ほど来、一つのキーワードになっておりますけ

ども、攻めの一つの産業振興施策を展開してま

いりたいものだなと思っているとこでございま

すので、よろしくお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  ４番萩野幸弘君。 

   〔４番萩野幸弘君登壇〕 

○４番（萩野幸弘君）  この連携協定６項目あ

るようでございますが、市のホームページを確

認する限り、この６項目締結されている４社全

部同じ内容でありますが、その取り組み内容に

ついて、協定を結んでいる先ごとに、違いとか

特徴があるんでしょうか、その点について確認

します。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  先ほどの御質問の中で、

ちょっと私、抽象論の中で申し上げたわけであ

りますけども、取り組み内容、それぞれ項目に

対して、進捗状況と成果といったものはどうな

っているかということの御質問に対する具体的

な答弁をちょっと申し上げてなかったんではな

いかなというふうに思ったとこでございますか



－ 37 － 

ら、ただいまの一つの連携協定に今後の見通し

も含めて、これにつきまして、具体的にやっぱ

り進捗状況と取り組みの状況についてでござい

ますので、担当の経営企画部長のほうから、こ

の進捗状況と成果、さらには今後のこの協定の

見通し等につきまして御答弁申し上げますので、

ひとつ御了承いただければというように思って

おります。 

○議長（新田勝見君）  経営企画部長。 

   〔経営企画部長兼政策推進担当課長鈴木

英呂君登壇〕 

○経営企画部長兼政策推進担当課長（鈴木英呂

君）  命によりましてお答えいたします。 

 連携協定の取り組み項目は、遠野スタイル創

造・発展総合戦略の重点プロジェクトの内容を

基本としております。 

 雇用確保のための内発型・外発型商工業の振

興に関することでは、東北銀行から地域経営改

革担当部長を招き、市内の第三セクターの経営

改革や木工団地の経営指導を行っております。 

 タフな農林畜産業の６次産業化と新たな仕事

の創出に関することでは、提携先の金融機関の

資金を活用し、市内の法人または個人に対する

利子補給のほか、台湾の裕毛屋への特産品の輸

出、アメリカの市場への調査及び復興フェアへ

の出品に当たっての支援をいただいております。 

 観光振興と交流人口の拡大による「で・くら

す遠野」の定住の促進に関することでは、遠野

市空き家リフォーム事業助成金の利用者への利

率引き下げの取り組みを行っております。 

 子育てするなら遠野の推進に関することでは、

ことし１月開催の保育・教育現場における危険

予知訓練セミナーへの講師派遣をいただいてお

ります。セミナーには、市内の保育園、認定こ

ども園、幼稚園の実務担当者25名が参加してお

ります。 

 遠野スタイル創造・発展総合戦略においては、

重要業績評価指標、いわゆるＫＰＩでございま

すが、17項目を設定しております。指標の達成

に直接結びつく取り組みとして、６次産業関連

効果額については、目標数値17億円を達成して

おり、協定を生かした民間企業へのノウハウを

取り込んだ成果を上げております。 

 空き家リフォームへの財政支援や、保育・教

育現場に対する技術や知識の支援についても、

定住の促進及び子育て環境の充実に向けた効果

的な取り組みと言えるものだと認識しておりま

す。 

 高齢者の自立と社会参加の促進に関すること

などについても、行政の視点だけではない新た

な取り組みについて、民間のノウハウや知見を

取り入れております。 

 そして、協定の取り組みについて、相手方別

にその違いや特徴があるのかという御質問でご

ざいますが、全ての分野に対応可能であるよう

に、協定の内容は同じ項目となっております。

現在、協定締結している４者のうち３者が民間

銀行であることから、取り組みの特徴としては、

産業振興に関するものが多くなっております。 

 産業振興にかかわる内容として、連携協定の

相手企業が、それぞれに得意とする分野のノウ

ハウを生かした取り組みを進めております。 

 例えば、東北銀行とは、地方創生連携協定を

結ぶ以前の平成25年12月26日に、農林水産業の

活性化に関する協定を締結しているため、農林

畜産業への支援を中心とした取り組みをいただ

いているというところでございます。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午前11時00分 休憩   

────────────────── 

   午前11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。 

 ４番萩野幸弘君。 

   〔４番萩野幸弘君登壇〕 

○４番（萩野幸弘君）  休憩前は連携の６項目

について説明をいただきましたが、私個人的に

は、行政単独で難しい事業も民間と連携するこ

とで、実現可能になるケースもふえるかなとい

うことでは、市民にとってもいいことかなとは

思います。 

 ただ、民間というものは、ボランティアだけ
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ではもちろん成り立たないわけですから、経営

に結びつく何らかのメリットというものがある

からこそ連携しているのかなと想像するもので

すが、今さらながら基本的なことですが、そも

そもこの連携協定を結ぶ、お互いのメリットと

いうのは何だと認識されておりますでしょうか。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  先ほどの質問の中にお

きまして、経営企画部長のほうから、進捗状況

等について詳しく状況について御答弁申し上げ

たところであります。 

 こういった中におきまして、メリットといっ

たものは何だろうかということを思った場合に、

この遠野スタイル創造・発展総合戦略等をもち

まして、10の未来デザインというところを打ち

出しながら、まさに打って出ると、攻めるとい

う中におきまして、さまざまな取り組みを行っ

ている。 

 しかし、これは今般の議会の中でも、萩野議

員といろいろやりとりをしているわけでありま

すけれども、行政が、市が頑張っても金融部分

においては、多くの方々のひとつの協力をいた

だかなきゃならない。 

 先ほどの答弁と同じことを申し上げるわけで

ございますけれども、まち・ひと・しごと創生

法の中における産学官金労言というこの取り組

みは、私は非常に大事にしなければならない仕

組みの一つではないのかなというように認識を

いたしているところであります。 

 いろんな民間企業等の知見とノウハウといっ

たものを導入するということは、これは遠野に

とっても、すごく、すごく大事な取り組みの一

つではないのかなと、ゆえに、産業振興条例っ

ていったようなものも、その中に位置づけたと

いうことにあるわけでございますから、民間企

業等においても、我々行政の立場にとっても、

非常にこのノウハウと知見はすごく大事、また、

資金も大事だと、また必要としている。 

 さらには、企業側においても社会貢献活動、

これはＣＳＲという一つの言葉の中で言われて

おりますけれども、社会貢献活動も企業側に求

められているところにおきましては、お互いメ

リットがあるということで、捉えてよろしいん

じゃないのかなと思っておるところでございま

すから、この仕組みをしっかりとしたものに持

ち込むために、また一丸となって取り組んでま

いりたいというように考えておるところでござ

います。 

○議長（新田勝見君）  ４番萩野幸弘君。 

   〔４番萩野幸弘君登壇〕 

○４番（萩野幸弘君）  本市の場合は、４者の

うち３者が金融機関ということですので、メリ

ットの具体例として一つ例として取り上げます

が、例えば指定金融機関制度というのがありま

すが、そういったものを見直してみるのも一つ

の案かなと考えております。 

 確認としては、指定金融機関、法律上は１銀

行ということですから、１行だなということで

理解をして、次の質問に移りますが、もし違う

んであれば、訂正をしていただきたいと思いま

すが、今の指定金融機関そのものに言及する意

図は全くございませんで、制度自体のあり方や

考え方、これにはさまざまな御意見があるよう

で、私もそれを伺うにつれ、それ一考の余地が

あるかなと感じましたので、ここで取り上げさ

せていただきます。 

 指定金融機関とはそもそも何ぞやというと、

地方公共団体の公金の収納や支払い業務を行う

ために、議会の議決を経て指定された金融機関

のことをいいまして、都道府県は必ず指定しな

ければならないのに対し、市町村は任意となっ

ております。 

 原則として、１地方公共団体当たり１金融機

関に限られますが、例外として複数の金融機関

を輪番制で交代させる方法もあります。 

 この指定金融機関については、一般的にです

けれども、一般的には公金の収納・支払いにか

かわる手数料は無料だったり、役所に派遣され

る行員の人件費も、全額金融機関側の負担で派

出させているというのが一般的なようですが、

本市の場合は若干一部有料だったり、派出経費
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も応分負担とかあるようですけれども、あくま

で一般的です。なぜ、こんなことができるのか

といえば、豊富な公金預金の運用、あるいは地

方債の引き受けなどの資金取引の収益で、経費

を相殺できるという見込みがあるからです。 

 結果的にお互いにメリットがあるから成り立

つ制度だというのは、これでわかりますけれど

も、であれば、遠野市は３行と結んでいますか

ら、全ての協定を結ぶ金融機関と平等に、その

恩恵があってもいいのではないかなと感じた次

第であります。 

 ただ、逆にこのようなメリットというのは、

もう過去のものになりつつあると、近年は資金

取引に該当する公金預金、地方債、長期短期資

金の貸し出しという資金の調達運用の両面で、

自治体のほうは入札を導入し始めて、より高い

運用益、より低いコストでの資金調達を目指す

動きに変わってきているということのようです。 

 この点、本市はどのような状況なんでしょう

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、この産官学

金労言の新たな仕組みづくりの中に、今チャレ

ンジしているということの中で、その中の一つ

指定金融機関の取り扱いについての御質問があ

りました。 

 質問の中にありましたとおり、地方自治法施

行令168条の第２項に、市町村は、「議会の議

決を経て、一つの金融機関を指定して、当該市

町村の公金の収納及び支払の事務を取り扱わせ

ることができる。」という規定の中で、仕組み

が成り立っているということでございます。 

 ただいま、質問の中で、それぞれ資金の調達、

さまざまな現状等についての御質問ございまし

たので、そういったことについては、当市はど

のような状況になっているかにつきましては、

この本会議場に会計管理者も出席しております

ので、会計管理者のほうから、具体的に当市の

状況について御答弁申し上げますので、御了承

願います。 

○議長（新田勝見君）  会計管理者。 

   〔会計管理者兼会計課長鈴木純子君登壇〕 

○会計管理者兼会計課長（鈴木純子君）  命に

よりまして、本市の状況についてお答えいたし

ます。 

 本市における公金の運用については、庁内に

設置しております公金管理委員会において、資

金運用計画を定め、安全性の確保を基本として、

大口定期預金利率の入札を行い運用をしており

ます。 

 金融機関からの借り入れを行う際も同様、よ

り低いコストとなるよう入札で借入先を決定し

ているところであります。 

○議長（新田勝見君）  ４番萩野幸弘君。 

   〔４番萩野幸弘君登壇〕 

○４番（萩野幸弘君）  わかりました。 

 というぐあいに、現在は、指定金融機関だか

らといって、公金を全て１行で運用することは

できないと、全部入札によって執行されている。 

 さらには、御周知のとおり、日銀、現在はマ

イナス金利政策を継続しております。最近の報

道を見聞きしても、黒田総裁は続投する可能性

が大ですので、今後も当分金融緩和政策が続く

ものと見込まれます。地方銀行にとってみれば、

メガバンクのように、海外業務で収益を上げる

ような構造にはなっていないケースがほとんど

ですから、預貸金利ざや、これは銀行の収益性

ですが、これを圧迫するということにもつなが

りかねない。 

 そもそも地方銀行というのは、大都市と比べ

て人口減少や資金需要も乏しく、そこに、この

運用難というのも重なれば、一般論ですけれど

も、金融機関を取り巻く現状は一層厳しさを増

すことが、誰でも容易に想像ができる。 

 こうなると、銀行にとっては、まさにデメリ

ット以外の何物でもないと、指定金融機関を続

ける必要性がないんじゃないかと。 

 それでもなおかつ指定金融機関を続ける理由

が何かなといえば、これは調べた結果ですけれ

ども、地域に根差した金融機関としてのステー

タス、あるいはプライド的なものではないかと、
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調べた限りではそう書いておりました。遠野市

の実際はどうかはまた別として、一般論です。 

 全国的にも、一部の自治体で、指定金融機関

のあり方を見直す動きがあるようですが、今御

指摘させていただいた理由から、本市もメリッ

トの公平性、平等性、逆にデメリットのリスク

分散というのを踏まえれば、この機会に、例え

ば、輪番制で複数の銀行を回すとか、指定金融

機関のあり方をいま一度再考してはいかがでし

ょうか、市長のご見解を伺います。 

○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）  指定金融機関の取り扱

い問題につきましては、ただいまそれぞれ私か

らも、あるいは会計管理者からも、当市の状況

については御答弁申し上げたところであります

けれども、ただいま御質問にありましたとおり、

金融機関の再編、あるいは低金利、さらには人

口減少といったものが、その中に追い打ちかけ

ていると。 

 さまざまな一つの大きな変動の波が、我々市

町村にも、あるいは金融機関にも及んでいると

いうことの実態を踏まえた中で、やっぱりこの

指定金融機関のそのあり方といったのも、いろ

いろ議論に上がってくるんじゃないかなってい

うように認識もいたしているところであります。 

 今、指定代理金融機関は４カ所、収納代理金

融機関は３カ所といった中に位置づけて、さま

ざまな御協力をいただいてところでございます

から、その辺の制度も含めながら、やはりこの

指定金融機関のあり方というところにつきまし

ては、いずれは、我々市町村のみならず、金融

機関の中における再編といったような一つの流

れ、特に、いろいろお話聞きますと、人口減少

といったものの中で、金融機関の再編なども避

けて通れないのじゃないかなっていうような、

あるいは日銀の低金利政策も、どこまでどうな

のかについても非常に流動的だということも聞

いておりますから、そんなことを加味あわせな

がら、一つの大きな市町村を取り巻く課題の一

つとして、捉えていかなければならない問題で

はないのかなというように認識するところでご

ざいますので、その認識を申し上げて答弁とい

たします。 

○議長（新田勝見君）  ４番萩野幸弘君。 

   〔４番萩野幸弘君登壇〕 

○４番（萩野幸弘君）  連携協定の質問の中で、

たまたま４社との連携の中で３社が金融機関だ

ということで、その一つの例として指定金融機

関を取り上げさせていただいたわけでございま

すが、そういう指定金融機関についてどう考え

ているのかを、この一般質問を機会に、各銀行

さんにアンケートでも、意識調査でも、せめて

まずやっていただいて、どうお考えなのかを把

握すること程度はよいのではないかなと思って

おります。 

 今回は、大項目３点につきまして、あらゆる

角度から遠野市のお考えや取り組み内容などに

ついて、さまざまな質問をさせていただきまし

たが、どの分野でも共通して訴えたいことは、

綿密な計画を立てて、それを着実に実行して、

その結果を十分検証した上で次の行動に生かす

ということ、つまりは、よく言うＰＤＣＡサイ

クルを回すということが、行政の運営に関して

も、ぜひ必要なことではないかなと思っており

ます。 

 ＰＬＡＮ、ＤＯ、ＣＨＥＣＫ、ＡＣＴＩＯＮ、

計画、ＤＯ、実行、ＣＨＥＣＫ、確認、ＡＣＴ

ＩＯＮ、反省に基づいて次の行動と、これを繰

り返していくことっていうのは、非常に大事で

ありますから、無計画で行き当たりばったりだ

とか、その場限りだとか、そもそも絵に描いた

餅で実行に移さないと、そんな行政であっては

もちろんいけないわけでございまして、市民を

はじめ、多くの方々に不安や不信感を持たれな

いように、あらゆる媒体を駆使して、事業の進

捗状況を常に発信しながら、活力みなぎる行政

運営を今後も引き続き展開をしていただきたい

と、そのように願っております。 

 与えられた時間も残り少なくなってまいりま

したので、とりあえず結びのつもりで、次の質

問に移ります。 
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 本市は、現在、今まで、先ほど議論させてい

ただいた連携協定を結んでいる先以外でも、民

間企業やＮＰＯ団体などと連携した事業展開っ

ていうのも一部で行っておりますが、それ自体

は否定するものではございません。 

 しかし、相手に配慮し過ぎて、本市の貴重な

財源や税金を必要以上に出費することは避けな

ければならず、そのツケは市民にはね返ってく

るということを忘れてはいけないと、私は思っ

ております。 

 ゆえに、協定を結ぶ際、あるいは連携して何

かをやろうとする際は、お互いに、市も民間も、

要するに当市も相手先もウイン・ウインの関係、

よく言うどちらもいいようにと、勝利者といい

ますか、ウイン・ウインの関係性を保ち、お互

いが納得し合いながら事業遂行できるような関

係性の構築、あるいは仕組みづくりが必要では

ないか、私は強く思っておりますが、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）  ただいま、萩野幸弘議

員からひとつの今後の取り組みについても、お

互い納得のいくウイン・ウインの環境の中で、

よく好んで私言葉として使っているわけであり

ますけど、総合力を示しながら遠野産業振興、

経済の活性化、さらには、活力を見出すように

という部分の中における御質問の中で述べられ

ておりました。全く認識は同じであります。 

 そういった中で、やはりお互い納得し合うよ

うな、丁寧なプロセスといったものがやっぱり

大事にしていかなければならないのじゃないか

なっていうように思っているところであります。 

 繰り返しになるという部分の中で、その話は

もう既に聞いているっていう部分もあるわけで

ありますけれども、わかっていそうでわかって

もらっていないという部分も、中にはやっぱり

感じるところがありますので、これからも十分

丁寧な説明と合意形成で、十分意を用いながら、

先ほど申し上げましたとおり、いうところのま

ち・ひと・しごと創生法の流れを、基本理念を

しっかりと生かした産業振興といったものに、

遠野スタイルの中で果敢に挑戦をし、またタイ

ミングを失しない形での一つの施策の展開とい

ったものを、スピード感を持って行うという部

分につきまして、さらにさらに意を用いて、試

してまいりたいというように考えておるところ

でございますので、その決意の一端を申し上げ

まして答弁といたします。 

○４番（萩野幸弘君）  終わります。 

○議長（新田勝見君）  次に進みます。２番小

林立栄君。 

   〔２番小林立栄君登壇〕 

○２番（小林立栄君）  公明党のこ・ば・や・

し・た・つ・え・い、です。下手な手話ではご

ざいましたが、実は年末から年始にかけまして、

遠野市ボランティア活動センター主催の初級手

話講座初心者コースを受講いたしまして、挨拶

など基本的なことを、少しですが、理解し身に

つけることができました。 

 実際に聴覚に障害を持たれた講師の先生と、

少しですが、挨拶を交わしたり、手話を通して

コミュニケーションが図れたときは、大変にう

れしく感じました。しかし、その反面、自分の

伝えたいこと、思いが伝えられないつらさ、じ

れったさ、せつなさも同じく感じることができ

ました。 

 ３月３日は耳の日だそうです。３月４日には

耳の日を記念して、岩手県聴覚障害福祉大会が

みやもりホールにて開催されると伺っておりま

す。私も参加してみたいと考えております。 

 手話をはじめ、意思疎通支援については、後

ほど質問をさせていただきます。 

 それでは、通告に従いまして、１問１答で質

問してまいります。 

 市長は施政方針演述の中で、人口減少が進む

中においても、持続可能なコミュニティをしっ

かり構築し、遠野の歴史、文化、地域資源を生

かし、地域の雇用を創出し、地域力を高めてい

かなければなりませんと述べられました。私も

基本的に同じ考えであります。 

 そこで、どのようなお考えで、具体的に取り
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組みを進めていかれるのか、テーマを大きく２

つに絞って質問してまいります。 

 大項目１点目、文化の継承・創造について質

問いたします。 

 今月、日本ユネスコ協会の未来遺産に土淵町

山口集落の文化的景観を集落全体で継承する活

動が登録されたことを受け、登録証伝達式が開

催されました。山口集落の住民の皆様の地域へ

の思いや行動が評価されたものであり、同時に

遠野市としての文化政策も評価されたことだと

喜ばしく感じております。 

 しかし、人口減少が進展する中で、文化を継

承、創造していくには、今後、地域住民だけで

なく市内外を問わず、より多くの人たちの力が

必要となります。多くの人たちを巻き込んでい

かなければなりません。そのためにまずは、遠

野の文化芸術、郷土芸能について、さらに多く

の人々に興味を持っていただくことが大事であ

ります。 

 さて、遠野物語と遠野物語拾遺の全418話の

中に、かっぱの話は６話、ザシキワラシが７話、

山男山女の話は30話、そのほかにも数多くの怪

異な話がおさめられております。 

 以前、遠野文化研究センターが開催した、ま

ちなか妖怪探検に参加させていただいたのです

が、お金をお財布に残しておくと、次の朝には

もとどおりになっているという不思議な財布を

幽霊がくれたという話の舞台である柳玄寺橋で

あるとか、善明寺に伝わる天狗の牙など、まち

の中をゆっくりと散策をして楽しい時間を過ご

すことができました。妖怪の存在は、子どもか

ら大人までわくわくさせる、興味を引く、楽し

くさせる力があります。 

 気軽に遠野を知る、遠野を選んでもらう、遠

野を楽しんでいただくための入り口として、き

っかけとして遠野の妖怪の存在は非常に大事で

はないでしょうか。この妖怪に活躍をしていた

だいて、市内外問わず、遠野ファン、遠野の文

化の継承、創造にかかわっていただける担い手

をふやしていける可能性があるのではないでし

ょうか。 

 遠野の妖怪たちの存在、利活用について市長

の御認識をお伺いいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  小林立栄議員の一般質

問にお答えいたします。 

 遠野の活力という部分におきまして、遠野の

持つ遠野ならでというこの文化、この急ピッチ

の中から、活性化を見出すという分におきまし

ては、今御質問がありましたとおり、妖怪の存

在も大きいと。 

 かつて水木しげる先生、妖怪を文化というジ

ャンルに高めた最大の功労者でありますけども、

水木しげる先生が、妖怪は人間と共存する、喜

怒哀楽をはっきりと示すのが妖怪であり、全く

喜怒哀楽を示さないのは、それは幽霊だと、し

たがって、人間としっかりと共生し合うのが妖

怪だという話をお聞きしたことがあります。 

 これが妖怪というものを文化にまで高めた一

つの大きな言葉ではないのかなというように、

私は水木先生からその話を聞いて思い出すわけ

でありますけども、今の御質問もそのような点

を踏まえて、遠野の活力をもっともっとこのよ

うな切り口からというような御質問であったか

というように思っておりますので、今さまざま、

山口集落の話も出ました。その辺を取り組んで

おります文化研究センターの部長のほうから、

今の取り組み状況について、現状を踏まえて答

弁を申し上げますので、御了承願います。 

○議長（新田勝見君）  遠野文化研究センター

部長。 

   〔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

館長小向孝子君登壇〕 

○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）  命によりお答えいたします。 

 遠野には、柳田國男の『遠野物語』をはじめ

として、佐々木喜善や伊能嘉矩が収集したさま

ざまな記録や伝説が残されております。また、

語り部の語る昔話も遠野の大きな魅力になって
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おります。 

 遠野に伝わる伝説や昔話には、妖怪に関する

話も多く残されております。 

 小林議員の御指摘にあるように、『遠野物

語』と遠野物語拾遺には、天狗５話、かっぱの

話６話、ザシキワラシの話が７話、山男山女の

話が30話、雪女の話が１話など、多くの妖怪の

話がおさめられております。 

 平成26年８月から９月に、遠野観光マーケテ

ィング委員会が実施した、来訪者実態調査、満

足度調査によりますと、遠野を訪ねようと思っ

たきっかけの第１位は、かっぱ、ザシキワラシ

に会いにという理由が最も多いことが分かって

おります。 

 遠野の魅力の一つは、柳田國男が序文で「此

書は現在の事実なり」と書いているように、妖

怪の登場する『遠野物語』の舞台を今でも旅を

することができることであります。 

 『遠野物語』や妖怪をきっかけとして、その

背景にある遠野の風土や、歴史など多様な魅力

を発信していくことは、遠野に興味を持ち、遠

野の文化の継承、創造にかかわっている担い手

をふやしていく有効な戦略の一つであると認識

しております。 

 今後、持続的な展開を見据えた場合、さまざ

まな試みとその検証が必要であると考えており、

特に、遠野らしさやイメージを基本としながら、

多くの世代に受け入れられるようなコンテンツ

開発を積極的に行っていく必要があると考えて

おります。 

○議長（新田勝見君）  ２番小林立栄君。 

   〔２番小林立栄君登壇〕 

○２番（小林立栄君）  今、御答弁をいただい

たとおり、文化を継承することと、現代社会に

融合させながら文化を創造、つくり出していく

守る部分と変化をしていく部分のバランスが重

要だと思います。 

 妖怪という資源を資源として消費するだけで

はなく、新たに価値を創造する、生み出す取り

組みをされている団体があります。 

 岩手日報紙上でも報道されておりましたが、

遠野の妖怪アイコンフェスティバルとして、市

民、特に子どもたちに現代の遠野の妖怪の絵を

描いてもらい展示をする。また、地元の商店に

も御協力いただいて、その絵を遠野の地元の商

品、特産品にラベルシールにして張りつけ販売

をする。自分の描いた妖怪が地域の役に立って

いると感じたら、やはりうれしいと思います。

地元への愛着を深め、まちづくりへの参加意識

を育てる取り組みであります。 

 このように、妖怪を活用した地域活動に対し

て、資金面であったり、広報での協力など、具

体的な支援の仕組みをつくり、妖怪の利活用を

推進してはいかがでしょうか。お考えをお伺い

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）  この妖怪という遠野ら

しさ、遠野ならではという、この状況につきま

しては、ただいま担当部長のほうから、『遠野

物語』のほうでも、あるいは遠野物語拾遺のほ

うにも、さまざまな物語が記されているという

部分を、御答弁の中で御紹介申し上げました。 

 これはやはり地域支援ということにもなろう

かというように思っておりますので、これは、

先ほど、きょうの１人目の質問者でございまし

た、萩野幸弘議員とも議論を交わしたところで

ありますけれども、これはやっぱり交流人口、

観光振興という産業振興にも大きく寄与する一

つの切り口だということを思えば、やはりさま

ざまな資金の面も必要とする、あるいはいろん

なアイデアを必要とする。 

 あるいは、それぞれの遠野ならではという山

口集落などは、大変な一つの評価をいただいて

いるわけでございますから、そのようなことを

うまく生かしながら、それぞれの仕組みに、あ

るいは観光のメニューに、あるいはきのうの遠

野物語ファンタジーの中においても、山谷観音

が一つ大きなテーマとして取り上げられており

ました。 

 遠野七観音ということになるわけでございま

すから、そのようなものをいろいろな面で組み
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立てていく、それが、昨年12月９日に立ち上げ

た遠野観光づくり推進協議会といったような、

一つの構成団体にもこのような仕組みづくりを

求めるんではないのかなと思っておりますので、

文化あるいは観光、そして遠野の持つ地域資源、

それをうまく組み立てていくという部分が、こ

れもスピードと速効性が求められているじゃな

いのかなっていうように思っておるところでご

ざいますので、そのような方法で取り組んでま

いりたいというように思っております。 

○議長（新田勝見君）  ２番小林立栄君。 

   〔２番小林立栄君登壇〕 

○２番（小林立栄君）  続きまして、郷土芸能

活動の推進についてテーマを変えたいと思いま

す。 

 施政方針演述の中で、市長からも、さまざま

に郷土芸能活動について御紹介がございました。

郷土芸能に参加されている方で、地元の消防団

員であったり、ＰＴＡや地域活動に積極的に参

加されている方も多くいらっしゃいます。また、

世代間交流の場ともなっております。 

 しかし、少子高齢化の影響で後継者不足に陥

っている、あるいは今後に不安を抱えているの

が実情ではないでしょうか。 

 先ほどの妖怪についての質問の中でも述べま

したが、郷土芸能も多くの人々の心をつかむ魅

力がございます。芸能を披露する機会をさらに

ふやして、多くの人に魅力を伝えていくことが

必要だと考えます。 

 ＳＮＳ、フェイスブックとツイッター等を利

用した広報活動で魅力発信に取り組む団体、オ

リジナルの商品を制作して広報活動に生かして

いる団体、さまざまなアイデアを持ち自主的な

活動に取り組んでいる団体も多くございます。 

 各団体の活動、例えばクラウドファンディン

グ、あるいは、将来的な話にはなりますが、国

のほうでも休眠預金活用法、そういったものが

できまして、金融機関に眠っている資金を民間

の公益活動に利用できるようになりましたので、

そういった休眠預金を活用した活動資金の確保

への助言であったり、さまざまな自主的な活動

へのサポートを強化をする。 

 また、観光施設やイベント主催者を対象に、

郷土芸能を活用した際の出演料等への補助の助

成、そういったものを充実させて、郷土芸能を

披露する機会の拡大を促すなど、郷土芸能保存

育成事業の充実に取り組むべきではないでしょ

うか。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）  この郷土芸能をまさに

いろんな知恵と工夫の中からクラウドファンデ

ィングや休眠預金といったような一つの活用も

あるんではないかというような御提案でありま

した。全くそのとおりだと思っております。 

 この部分につきましては、何があるから、何

が制度があるから、法律の縛りがあるからとい

うことではなくて、我々行政も民間も、郷土芸

能団体の懸命に取り組んでいる皆さんの思いと

いったものを、しっかりと受けとめながら、そ

れを郷土の一つの大きな地域資源として磨きを

かけていくという部分の取り組みが、極めて大

事だというように思っておりますので、ただい

ま申し上げましたような一つの提案を含めなが

ら、さらなるこの部分の新たな仕組みづくりに

も取り組んでまいりたい。 

 そういったような思いが、先般の所信表明の

中で郷土芸能、神楽競う競演会じゃない、とも

に演ずる共演会であると、そして、５歳の石橋

健太朗君が懸命に踊っているというような状況

も御紹介を申し上げ。 

 ふるさと遠野まつりでは、それぞれリズムが、

あるいはその踊りのステップが違うんだけども、

駅前を埋め尽くして、みんなでしし踊り大群舞

をやるといった部分で、圧倒的な感動を呼び込

むという部分が、我々は郷土芸能団体の皆さん

によって示しているわけでございますから、そ

れをさらに確実なものにしながら、次の世代に

もしっかりと受け継いでいくという仕組みづく

り、これは本当に大きな遠野としての大事な大

事な取り組みの一つではないのかなというよう

に承知しているところでございますから、しっ
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かりとそれを受けとめるような仕組みづくりに

取り組んでまいりたいというように思っており

ます。 

○議長（新田勝見君）  ２番小林立栄君。 

   〔２番小林立栄君登壇〕 

○２番（小林立栄君）  文化の継承、創造は、

持続可能なコミュニティーを構築していく上で、

必要不可欠な取り組みであると考えます。 

 もう少し、持続可能なコミュニティーという

ところを中心に議論をさせていただきたいと思

います。 

 大項目２点目、誰一人取り残さない遠野市を

目指して、これをテーマに何点か質問してまい

ります。 

 社会活動家で法政大学教授の湯浅誠さんが、

コミュニティーというものは100％の支え手も、

支えられ手もいない空間であって、人と人が支

え合う関係の中でこそ共生は生まれると、述べ

られております。 

 コミュニティーとは、人と人が支え合い共に

生きる社会、支援する側、支援される側という

垂直的な関係ではなく、支え合うという水平的

な関係、つまり誰もがよりよく生きる力を持っ

ている。誰もがなくてはならない人であると認

めて、人と人が信じ合い支え合える社会のこと

であります。 

 しかし、現実は経済格差、教育格差、よりよ

く生きようとする意欲の格差、常識や風習など

意識の問題が入りまじり、いとも簡単に人が孤

立をしてしまう、取り残されてしまう社会とな

っております。これは遠野市においても同じで

あると思います。 

 遠野市は2020年東京オリンピック・パラリン

ピック競技大会のブラジルのホームタウンに登

録され、パラリンピック種目であるブラインド

サッカー、視覚障がい者５人制サッカーの受け

入れを含む、交流事業を推進していくことにな

りました。 

 これは、遠野市のバリアフリーの取り組みが

進んでいるとか、共生社会、ユニバーサルな考

え方が市民に根づいているから登録されたわけ

ではないと、私は思っております。 

 まだまだ遠野市の取り組みでおくれている、

取り組みを進めなければならない課題の分野で

あると感じております。今こそ、遠野では誰も

孤立をさせない、置き去りにしない、社会から

取り残さないという考え方をもち、共に支え合

う共生社会の取り組みを推進をして、持続可能

なコミュニティーを構築していくことが大事で

はないでしょうか。 

 共生社会について、市長はどのように認識さ

れ、ブラインドサッカー受け入れを含む交流事

業を、ホームタウンとしてどのように取り組ま

れいくのか、お伺いをいたします。 

○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）  共生社会という一つの

言葉が、今、小林議員のほうからありました。 

 よく言う「我が事・丸ごと」地域づくりとい

う一つの国の事業の中には、共生社会といった

ものの一つの具体的な仕組みづくりが、この言

葉の中にあらわされているんじゃないのかなと

いうように思っております。 

 年齢や障害の有無、あるいは国籍、文化の違

いにかかわらず、あらゆる人々がお互いの人権

を尊重し合いながら、ともに力をあわせて共生

する社会と認識しているというのが、この共生

社会の一つの言葉として言えるんじゃないのか

なというように思っております。 

 平成29年２月に厚生労働省が「我が事・丸ご

と」地域共生社会実現本部という中で、地域共

生社会の実現に向けてという部分が打ち出され

たという中で、遠野市もそのモデル事業の中に

取り組んでいるという一つの位置づけでありま

す。 

 人口減少が進み、あるいはひとり暮らし、単

身世帯の方々もふえてきている。さらには障害

のある方々も、加齢とともに能力も低下してき

ているという部分を含めれば、まさに共生社会

という、この言葉がいかに大事であるかという

ことが、おのずとそのとおりだというように、

人のつながりといったようなものをなくしたん
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では、社会そのものが、おかしくなってしまう

ということになるわけでありますので、この部

分におきましては、しっかりと認識し合いなが

ら、人づくり、地域づくり、そして健康づくり

というキーワードの中から、小さな拠点ネット

ワーク。 

 小さな拠点ネットワークということは、コン

パクトシティー・プラス・ネットワークという

一つの考え方の中で、遠野の一つのまちづくり

を進めていこうという考え方が、この共生社会

という一つの概念の中に、しっかりと当てはま

るんじゃないのかなというように思っていると

ころでございます。 

 ただいま御質問のありましたとおり、オリン

ピック・パラリンピックが2020年、カウントダ

ウンが始まっているわけであります。 

 遠野市はパラリンピックのホストタウンとし

て手を挙げました。 

 その中におきまして、遠野が持つ、自然、歴

史、文化、風土というものをしっかりと訴えて、

ブラジル、視覚障害ブラインドサッカーという

５人制サッカーのホストタウンとしての登録を、

県内では２番目として、盛岡に次いで２番目と

しての登録をいただいたということでありまし

て、ことしの７月には、ブラジルのほうから調

査団が入ってくるという状況に今なっておると

ころでございますので、しっかりと連携を図り

ながら、その環境整備進めていくという中に、

ただいまテーマとなって、質問の一つの課題と

なっております、共生社会の構築に持っていく

ことが、この中で過言ではないのかなというよ

うに思っておりますし、これは、単なるホスト

タウンとして登録を受けたから、遠野が評価し

てもらう、文字どおり、共生社会、ともに支え

合うという共生社会に向かって環境づくりを進

める大きな動機づけであり、きっかけとしなけ

ればならないという、そのような認識のもとに、

さまざまな共生社会の実現に向けての取り組み

を進めてまいりたいというように考えていると

ころでございまして、この調査団の受け入れ等

に当たりましても、今般の平成30年度の予算に

も計上をさせていただいているところでござい

ますので、それを申し上げまして、答弁といた

します。 

○議長（新田勝見君）  ２番小林立栄君。 

   〔２番小林立栄君登壇〕 

○２番（小林立栄君）  大変大きなチャンスで

あると、私も認識をしております。ぜひ、この

共生社会に向けて、もう一歩進んでいただきた

いなと考えております。 

 質問いたしましたが、ブラインドサッカーで

特に大切なことは、コミュニケーションである

そうです。ゴールキーパー以外は、視覚を完全

に遮断した状態でプレイをいたします。見えな

いからこそ、言葉や手足の感触、時には背中に

指でフォーメーションを描いたり、あらゆる工

夫をして、意思疎通を図ってゲームをしていく

そうであります。 

 持続可能なコミュニティー、共生社会を構築

する上で、自分の思いや考えを相手に伝えるこ

と、相手の思いや考えが伝わること、つまり意

思の疎通ができる環境が整っていることが大事

である。基本だと考えます。 

 言葉、文字やイラスト、動作や表情、音や光、

ＩＣＴの活用など、さまざまに工夫して、私た

ちはお互いに意思疎通をしております。 

 しかし、東日本大震災では、多くの被災者が

避難生活を送る中で、避難所などに掲示された

各種のお知らせ、そういったものがみずから読

めず、周囲に読んでくれる人もいなかったため、

必要な救援物資やサービスが受け取れなかった

高齢者や障害を持たれた方が多くいらっしゃい

ました。 

 また、高齢化の進展に伴い、視覚障害者のみ

ならず、視力が低下した高齢者などに、金融機

関や市役所から送られてくる通知など、社会生

活を送るために必要な書類を代読、代筆する日

常的な支援の必要性も重要視されております。 

 インバウンドの推進による訪日外国人の増加、

交流都市との国際交流の推進、外国人労働者の

増加も見込まれるところであります。 

 市長は、これまでに台湾やチャタヌーガ市な



－ 47 － 

ど、海外の公式訪問もされておりますので、通

訳の重要性など実感されていると思いますが、

外国の方と意思疎通について、通訳者に委ねる

だけではなくて、やさしい日本語、そういった

ものを活用する方法があるそうでございます。 

 難しい単語や尊敬語、謙譲語を避けた簡単な

言い回しの日本語であれば、お互いが理解でき

る、話せる、そういったコミュニケーションが

とれる方も多くいらっしゃるということでござ

います。 

 さて、遠野市では、遠野市避難所運営マニュ

アルにおいて、きめ細やかに配慮が必要な方と

して、要介護高齢者、障害者、妊婦、乳幼児、

外国人等への対応が記されております。しかし、

十分に対応できるだけの人材は確保されている

のでしょうか。 

 手話、読み書き支援、やさしい日本語の活用

など、さまざまな意思疎通の支援がありますが、

それぞれに決まり事があり、技術も必要であり

ます。つまり、担い手となる人の養成、人づく

りが大事でございます。 

 各市町村が担うことになっている手話奉仕員

の養成講座を開催して、手話の普及に取り組む、

職員や市民を対象に、読み書きに不便している

方を支えることができるように、読み書き支援

についての講習会を開催する。 

 外国人と円滑なコミュニケーションが図れる

ように、やさしい日本語での会話を学ぶ講習会、

そういったものを開催するなど、担い手の養成

に取り組み意思疎通の充実に取り組むべきと考

えますが、お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）  ただいまの御質問、文

字どおり、共生社会を実現するためには、ある

いは形とするためには、いうところのマンパ

ワー、担い手、人材、そのようなものを必要と

するんではないだろうかという、そのような御

指摘でありました。 

 これも手をこまねいているわけにいかない大

きな課題の一つでありますので、今、遠野市が

取り組んでいる、どのようなマンパワーの養成

も含め、あるいは課題としてどのような認識の

中で、今取り組んでいるのか、具体的に担当の

健康福祉部長のほうから、状況について御答弁

申し上げますので、御了承願います。 

○議長（新田勝見君）  健康福祉部長。 

   〔健康福祉部長兼健康福祉の里所長兼地

域包括支援センター所長菊池永菜君登

壇〕 

○健康福祉部長兼健康福祉の里所長兼地域包括

支援センター所長（菊池永菜君）  命によりま

して答弁いたします。 

 全ての人が、暮らしやすい共生社会の実現を

目指す上で、意思疎通や読み書きに支障がある

方に対し、意思疎通支援の充実を図ることは、

大変重要であると認識しているところでありま

す。このことについては、平成30年３月に策定

する、遠野市障がい者プラン2018に盛り込むこ

ととしております。 

 現在、市では、行政機関での手続や病院受診

の際、意志疎通を図ることに支障がある聴覚障

害者等を対象に、手話通訳者を派遣する事業を

実施しております。さらに、難聴者など、手話

を身につけていない方の意思疎通を支援するた

め、手書きやパソコンで行う要約筆記者の派遣

事業を実施しているところでございます。 

 手話通訳者など遠野市に居住し、岩手県に登

録されている方は本当の少数でございますので、

これらを踏まえて、市で実施する派遣事業の際

には、他市町村に居住する手話通訳者などの応

援をいただきながら、現在も実施しております。 

 一方、読み書き支援や、やさしい日本語での

会話を学ぶ講習会は、現状では開催しておりま

せん。 

 こうした手話通訳者の養成講座や読み書き支

援などの講習会を実施し、派遣登録者をふやす

ことが、意思疎通に支障を来している方に対す

る支援の充実につながるというふうに思ってお

りますことから、養成講座や講習会の実施につ

いて、前向きに検討してまいります。 

○議長（新田勝見君）  ２番小林立栄君。 
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   〔２番小林立栄君登壇〕 

○２番（小林立栄君）  手話をされる方とか、

なかなか人材が足りず、全県的な対応をしてい

るというお話は、実際の障害をもたれた方から

もお話を伺っております。 

 ぜひ、この手話奉仕員の養成講座、これ市町

村がやはり担うことになっております。県内で

も、遠野市とあとわずかな市が、まだ取り組み

が進んでいないというお話も聞きました。ぜひ

前向きに御検討いただいて取り組みを進めてい

ただきたいと思います。 

 引き続き、意思疎通の支援について質問をい

たします。 

 家族等の連絡先や自分自身に必要な支援を記

載して携帯できる、岩手県社会福祉協議会が取

り組んでいる、おねがいカードがございます。

こういったものになります。 

 あと、あわせて同じく人工関節や義足、内部

障害や難病、障害を抱えている、妊娠して援助

や配慮が必要な方々が、周囲に知らせることが

できるように作成されたヘルプカードというも

のございます。 

 ただ、この実物がなかったのでコピーであり

ますが、このヘルプカードは日本工業規格とし

て統一的な決定がなされ、国としても全国展開

を進めています。 

 ヘルプカードを持たれた方が、観光や仕事で

遠野にいらっしゃることも当然あると思います。

また、市民が市外でヘルプマークを持った方と

出会うこともあるでしょう。知らなかったから

配慮できなかったでは、大変残念なことでござ

います。 

 援助や配慮が必要な方との意思疎通の道具の

一つとして、おねがいカードとあわせてヘルプ

カードの周知と導入にも取り組む必要があると

考えますが、お考えをお伺いします。 

○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。 

 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  小林議員のお願いカー

ド、ヘルプマークの御質問、それに先立ちまし

て、手話通訳をはじめ意思疎通についての質問

を午前中にいただきました。手話通訳をはじめ

養成講座にいろいろ取り組んでいるということ

を申し上げたところでありますけども、このお

願いカード、ヘルプマークも非常に大事な大事

な取り組みの一つであるということは御案内の

とおりであります。 

 お願いマークは、県の社会福祉協議会が制度

として立ち上げた、買い物や困ったこと、特に

も災害時などといったようなことをあらかじめ

記入しておきながら、それを活用するという一

つの仕組みであります。 

 ヘルプマークは京都で始まったという一つの

制度でありまして、平成24年から始まっている

制度でありますけども、これにつきましても、

言うなれば、身につけておいた上で、援助や配

慮を必要とする方が常にそれを身につけながら

対応するという仕組みでありまして、これがオ

リンピック・パラリンピックを控え、昨年の29

年の７月でありますけども、経済産業省のほう

でもって日本工業規格にも登録されたという制

度になっておりますから、オリンピック・パラ

リンピックを控え、そして、間もなくお隣韓国

では冬季オリンピック・パラリンピックも開始

されるということになるわけでございますから、

おのずと国民の関心も高まってくるということ

に当然なるわけでございますので、当市もこの

2020年のパラリンピックという一つの受け皿の

環境整備といたしまして、お願いカードを、そ

れから、このヘルプカードのような普及等につ

いても、市民の皆様等きちんと周知できるよう

な、特にもう社会福祉協議会をはじめとする団

体の皆様との連携のもとに対応してまいりたい

というように考えているとこでございますので、

よろしくお願いいたします。 
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○議長（新田勝見君）  ２番小林立栄君。 

   〔２番小林立栄君登壇〕 

○２番（小林立栄君）  これまでソフト面での

バリアフリーについていろいろ質問をしてまい

りました。ここでハード面について質問をいた

します。 

 エスコートライン、歩道の点字でございます。

そういった歩道の点字の設置、歩道の段差の解

消、視覚障害を持たれた方に対応した信号機の

設置など、市内でも整備が進んでおります。 

 しかし、例えばですが、この新庁舎正面玄関

から表通りまでは、真っすぐにエスコートライ

ン引かれております。しかし、一歩外の歩道に

出ると、エスコートラインがないんです。つま

り、駅とかバス停などから市役所に来るには、

なかなか来づらい環境になっているのかなと感

じているところです。このように歩道の点字が

途中で途切れていて目的地に行けない、音の出

る信号機が途中からなくなってしまい危険であ

る、これが現状であると思います。 

 その反面、どこまでバリアフリー化を進めて

いけばよいのか。これもなかなか正直現実的な

ことを考えると、悩ましい課題でございます。 

 そこで提案にもなるんですが、ここは素直に

障害のある方、高齢者の方々と一緒になって実

際に町を歩いてバリアを発見しながら、話し合

ってバリアフリーの計画を作成していくことが

重要ではないでしょうか。利用者の皆様が実際

に多く利用するエリアから、一体的な整備に取

り組む必要があると考えます。 

 市町村は努力義務ではございますが、バリア

フリー基本構想を利用者の皆さんと一緒になっ

て作成して、バリアフリーを進めることが大事

だと考えます。市長のお考えをお伺いいたしま

す。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この共生社会の中にお

きまして、バリアフリーといったようなものを

どう具体化していくかというのにつきましては、

これも本当に大事な大事な取り組みの一つとい

うように認識いたしております。 

 平成18年に高齢者・障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律、いわゆるバリアフリー

法が施行をされているということは御案内のと

おりであります。そういったことを踏まえなが

ら、市町村は国が定める基本方針に基づき、施

設が集積する地区においては、いうところの面

的なバリアフリーを重点的かつ一体的に推進す

ると、基本的な構想を作成することができると

いうことが、この法律の中で定められているわ

けであります。例えば、御指摘にありましたと

おり、当市では現在のところ、市独自のバリア

フリー基本構想は検討をされていない状況にあ

るということは、率直に認めざるを得ません。 

 そのような中におきまして、この各種計画づ

くりにおきましては、いろんなハートフルプラ

ンをはじめ、各種計画あるわけでございますけ

ども、その中におきましては、ユニバーサルデ

ザインの考え方に基づき、バリアフリー化の推

進につきまして、当然配慮をしながら計画づく

りを行っているという状況にあります。 

 また、このハード面のバリアフリーの推進に

つきましては、県のユニバーサルデザイン、こ

れはユニバーサルデザインガイドライン、これ

は平成18年３月に策定をされているものでござ

いますけども、これに基づきまして、順次整合

性を図った施設整備を進めていかなければなら

ないというふうに思っております。 

 ただ、ただいま今のような状況を申し上げま

したけども、小林議員の御指摘のとおり、歩行

者にとって、あるいは高齢者・障害者の皆様に

とって、本当にこのバリアフリーといったよう

なものが具体的に実感できるような、そのよう

な施設整備なども、中心市街地の再開発という

ようなプロジェクトもあるわけでございますか

ら、そのような中におきまして、このようなも

のに十分意を用いた対応を、しっかりした計画

のもとに基づいて対応していかなければならな

いかと承知しているところでございますので、

これにつきましても、単なる共生社会の実現を

目指してという言葉にとどまらず、バリアフ
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リー化についても順次、限られた予算ではあり

ますけども、国費等を導入しながら対応を進め

てまいりたいというふうに考えているとこであ

ります。 

○議長（新田勝見君）  ２番小林立栄君。 

   〔２番小林立栄君登壇〕 

○２番（小林立栄君）  ぜひ障害のある方、御

高齢の方、妊婦の方など、そういった当事者の

方とやはり一緒に考えて、一緒に取り組んでい

くということが大事だと思います。ぜひ取り組

みを進めていただきたいと思います。 

 それでは、選挙管理委員長に質問をいたしま

す。 

 10月には市議会議員選挙が行われます。山口

市の選挙管理委員会では、聴覚障害者など意思

の疎通に配慮が必要な方のために筆談等をお受

けできること、投票の仕方や疑問に思う質問例

とその回答を、イラストつきで紹介をするコミ

ュニケーションボードというものを作成して利

用しているそうであります。投票所の段差解消

などのバリアフリー、コミュニケーションボー

ド等の準備、立会人や投票業務にかかわる方の

バリア、障害への理解とバリアフリー対応の研

修をやはり実施をして、誰でも投票できる環境

整備をさらに推進していくべきと考えます。選

挙管理委員長のお考えをお伺いいたします。 

○議長（新田勝見君）  菊池選挙管理委員会委

員長。 

   〔選挙管理委員会委員長菊池光康君登壇〕 

○選挙管理委員会委員長（菊池光康君）  小林

議員の質問にお答えをいたします。 

 市民有権者の誰もが安心し安全に投票できる

投票所の環境の整備は、選挙管理委員会として

常に取り組むべき課題です。有権者の高齢化が

進む中、投票所においては、障害者や高齢者の

方々への配慮はさらに重要です。 

 また、投票所の環境を改善し、誰もが投票し

やすくなるということは、年々降下傾向にある

投票率の向上にも効果があるものと思います。 

 当市のこれまでの期日前投票は市役所西館会

議室で、当日投票の遠野投票区の投票は市民セ

ンターでしたが、市役所本庁舎の開庁に合わせ、

昨年の市長選挙から期日前投票、遠野投票区当

日投票とも本庁舎１階多目的ホールで実施をい

たします。明るい雰囲気で、駐車場から近く、

段差がなくなりました。また、とぴあから２階

の通路とエレベーターを利用して投票所への移

動が可能となるなど、本庁舎の開庁により投票

環境が改善されました。 

 各投票所においては、必要に応じ、簡易ス

ロープ、点字器、老眼鏡、拡大鏡、記載台照明、

文鎮、車椅子、車椅子用記載台など順次整備し

てまいります。 

 市内36カ所の投票所のうち、段差がある投票

所は25。そのうち簡易スロープ配備は10カ所。

建物の構造上、スロープを設置できないところ

もあり、投票事務従事者が投票所内の移動を介

助・サポートをすることにしております。 

 各選挙の都度、投票日には選挙管理委員４名

が手分けし、職員とともに全ての投票所を巡回

し、記載台等の設置状況を確認し、投票管理者、

投票立会人や事務従事者から配慮を要する市民

への対応状況等を確認し、要望事項、改善事項

等を以降の選挙において改善するように努めて

おります。 

 コミュニケーションボードについて質問があ

りました。これまで当市の投票所には、視覚障

害者や言語障害者用のコミュニケーションボー

ドは常備しておりませんでした。投票管理者や

投票事務従事者が投票の案内や説明を行ってお

りました。コミュニケーションボードは行政窓

口等で広く利用されるようになっており、今後、

投票所用のコミュニケーションボードの配備を

検討してまいります。 

 投票事務従事者へのバリアフリーに関する研

修について質問がありました。投票事務従事者

は市職員で、市役所にはさまざまな配慮が必要

な方々が来庁され、日常業務の中で多種多様な

相談に対応をしております。選挙の投票事務に

限らず、基本的にバリアフリー対応ができるも

のと思っております。さらに市長部局と連携し、

職員研修などの機会を捉え、高齢者・障害者な
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ど配慮が必要な方々への接遇対応の向上に努め

てまいります。 

○議長（新田勝見君）  ２番小林立栄君。 

   〔２番小林立栄君登壇〕 

○２番（小林立栄君）  誰もが本当に投票でき

る環境を、ぜひ整備を進めていただきたいと思

います。 

 それでは、次の質問に移ります。 

 ＬＧＢＴ、同性愛や性同一性障害など多様な

性について、テーマを変えまして市長に再び質

問をいたします。 

 2015年11月、同性カップルに結婚に相当する

関係を認める証明書の発行を盛り込んだ東京都

渋谷区の条例案が、区議会本会議で賛成多数で

可決成立をいたしました。愛知県豊明市では20

17年８月、全ての市民の人権を尊重し、多様な

生き方を互いに認め合い、誰もが心豊かに暮ら

せる町を目指し、ＬＧＢＴへの配慮と理解の浸

透に努める「ＬＧＢＴともに生きる宣言」を行

いました。そのほか、全国各地でＬＧＢＴの

方々をめぐる社会的な動きが急速に進んでおり

ます。 

 民間の調査によると、ＬＧＢＴの総数は、日

本の総人口の7.6％に当たるそうでございます。

多様な性のあり方について、決して人口の多い

地域だけの話ではなく、遠野市でも考えていか

なければならない時期を迎えているのではない

でしょうか。ＬＧＢＴの方が生きづらさを感じ

ない社会が共生社会であり、持続可能なコミュ

ニティーであると考えますが、まずは、ＬＧＢ

Ｔについて市長の御認識をお伺いいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この共生社会というこ

とで、誰もが同じような立場の中で人権といっ

たものが守られながら生活を行うということが

基本であるということの中で、ＬＧＢＴという

言葉が、英語によるそれぞれの頭文字をＬＧＢ

Ｔという中であらわしている、ただいま小林議

員が申し上げたような、そのような性的障害と

いったようなものを含めての方々、人口の7.

6％、13人に１人というような民間会社の結果

も出ているということでありますから、共生社

会ということになれば、文字どおりこういった

方々への配慮もした一つの共生社会を構築して

いかなきゃならないということは、これは言う

までもなく当然なことであるというように認識

いたしているところであります。 

 人権擁護委員会というような一つの組織の中

で、人権に配慮したという一つの活動も行って

いるとこでございますから、そのような団体と

もきちんと連携を図りながら、あるいは、さま

ざまな健康福祉の里も含め、いろいろな弱者と

言われる、まあそのような概念で捉えることが

できるかどうかということは、ちょっといろい

ろ議論あろうかというふうに思っておりますけ

ども、このような問題にも重大な関心を持ちな

がら、きめ細かく対応をし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認識

しているとこでございますから、それをもって

答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  ２番小林立栄君。 

   〔２番小林立栄君登壇〕 

○２番（小林立栄君）  今、市長に御答弁をい

ただきました。ひょっとすると同じような答え

になってしまうかもしれませんが、引き続きこ

のＬＧＢＴについて、もう一点市長に質問をい

たします。 

 この一人ひとりの多様性を尊重した差別や偏

見のない社会の実現に向け、ＬＧＢＴに対する

理解促進や啓発に段階的に取り組む必要がある

と改めて考えます。 

 遠野いきいき参画プラン、遠野市男女共同参

画基本計画の基本目標の５に、「共に考え支え

あって、未来を望む協働のまちをつくろう（人

権が尊重され、みんなの能力が輝くまちづく

り）」とございます。この部分が、ＬＧＢＴの

方々への配慮について位置づけられる箇所であ

ると考えます。 

 しかし、私は、ＬＧＢＴという文字をやはり

しっかり明記をしていくべきであると考えてお

ります。遠野市男女共同参画基本計画に明記す
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る方向で見直しを進め、ＬＧＢＴ支援団体と協

定を結ぶなど、アドバイザーとして協力をいた

だきながら、段階的に市の広報やホームページ

でのＬＧＢＴに関する情報掲載、理解促進のた

めの講演会や職員向けの研修会も開催を検討し

ていくべきではないでしょうか。市の今後の取

り組みについて考えを伺います。 

○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）  先ほど１問目の中で、

7.6％、13人に１人というお話を申し上げまし

た。このような数字が現実だということになれ

ば、ただいま議員が御指摘されましたとおり、

遠野いきいき参画プランという一つの遠野市男

女共同参画基本計画といったようなものも定め

ておりまして、その中の一つのキーワードは、

「一人ひとりの人権を尊重し、相手を思いやり

支え合う社会づくり」という一つのサブタイト

ルで、この遠野いきいき参画プランを定めてい

るということでありますから、一人ひとりの人

権を尊重し、相手を思いやり支え合う社会づく

りというようになれば、次期遠野いきいき参画

プランに、このＬＧＢＴの一つの取り組みなど

についても明記をするというような方向の中で

検討をするというのも、これは一つの今の置か

れている社会的情勢の中においては、一つの成

り行きとしては当然ではないのかなと考えてお

りますから、ただ、この遠野参画いきいきプラ

ンの中に男女共同参画社会という中でこれを位

置づけたからといっても、やはり個々の一人ひ

とりの意識の問題として、やっぱり捉えていか

なきゃならないという一つの現実もあるわけで

ございますので、そういった点で、ＬＧＢＴの

一つの概念とその理解を深める啓発活動なども、

やっぱり合わせて必要ではないのかなというよ

うに考えているとこでございますから、よろし

くお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  ２番小林立栄君。 

   〔２番小林立栄君登壇〕 

○２番（小林立栄君）  それでは、引き続きま

して、教育長に質問をいたします。 

 遠野市のいじめ防止対策が改定をされました。

その改定した中に、ＬＧＢＴの児童生徒への配

慮の部分が明記をされました。大変に大事なこ

とであり、これは大変評価できることだと思い

ます。 

 ＬＧＢＴへの理解を促すために、高松市では、

保育園、幼稚園、小中学校の全ての教職員に対

し、当事者の意見を参考に作成した冊子を配付

し、研修会を開催したそうであります。教職員

やＰＴＡ、地域が悩みを抱えている子どもに気

づき、理解してあげて、相談に乗ることができ

る体制の整備が重要であると考えます。 

 ＬＧＢＴの児童生徒への配慮や多様な性のあ

り方について、教育長のお考えと、実際の教育

現場ではどのように取り組まれているのかお伺

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）  小林立栄議員の御質

問にお答えします。 

 現代社会においては、グローバル化の進展や

ＩＣＴにより世界中の人々とコミュニケーショ

ンを持つことができる社会となっており、多様

な人々の多様な価値観をお互いに認め合うこと

が、ますます大切になってくると考えます。 

 議員が御質問のＬＧＢＴについて正しく理解

することは、これから思春期を迎える子どもた

ちが差別や偏見をなくすことにつながることか

ら、ますます大切になってくるものと考えます。

そして、子どもたちの発達を支える教職員の理

解が深まることも非常に重要であります。 

 国では、平成27年５月と平成28年４月の通知

で、教職員向けに「性同一性障害や性的指向・

性自認に係る、児童生徒に対するきめ細かな対

応等の実施について」周知・啓発を図っていま

す。 

 岩手県では、平成27年度から５カ年計画で、

各小中学校の保健主事等を対象とした研修会の

中で、学校における多様な性の理解と支援につ

いての講義を行っております。 

 遠野市においては、先ほど議員もお話いたし
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ましたが、平成29年12月の遠野市いじめ防止基

本方針の一部改定において、学校が行ういじめ

の未然防止の取り組みとして、多様な性の配慮

について規定を追加し、各学校への周知を行っ

ております。 

 こうした一連の取り組みを継続していくこと

で、多様な性に対する教職員の理解を一層深め、

学校現場において差別やいじめが生じることの

ないように努めてまいります。 

 なお、多様な性についての相談窓口としては、

岩手県男女共同参画センターに専門の電話相談

窓口が設置されています。また、市内３中学校

と遠野市教育研究所に教育相談員を配置してお

り、多様な性に限らず、さまざまな教育・学校

生活上の悩みについて、相談できる体制をとっ

ています。 

 子どもたち一人ひとりの健やかな心身の発達

が、全ての教育活動の成果につながるものであ

り、子どもたちの発達段階に合わせて、適切な

対応を行ってまいりたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  ２番小林立栄君。 

   〔２番小林立栄君登壇〕 

○２番（小林立栄君）  ぜひ相談したいときに

相談ができる体制、そして、それに対応できる、

そういったしっかりした体制の整備にぜひ努め

ていただきたいと思います。 

 それでは、続きまして、持続可能な開発目標、

ＳＤＧｓについて質問をいたします。 

 施政方針演説で市長は、「遠野には人と人と

のつながり、地域と地域とのつながりという資

本がある。今こそ関係機関・団体が一致団結し、

地域資源を生かし、総合力を発揮し、力強く前

進していかなければならない」と決意の一端が

述べられました。総合力を発揮するには、全て

の市民の一人ひとりの力が必要でございます。

これまで質問をしてきました誰一人取り残して

はいけない、これは、実はＳＤＧｓの理念でご

ざいます。 

 ＳＤＧｓとは、持続可能な世界を実現するた

め、2030年までに全ての国が達成すべきとした

持続可能な開発目標であります。貧困の解消、

健康と福祉の増進、質の高い教育、ジェンダー

平等を実現しよう、住み続けられるまちづくり

など17の目標と、各目標を達成するために定め

た169のターゲットで構成されております。 

 政府は2016年５月に、内閣総理大臣を本部長

とする推進本部を設置し、実施指針、行動計画

を策定いたしました。現在、政府を先頭に、全

国の各自治体、民間企業がＳＤＧｓの理念を施

策や事業に取り入れる動きが活発化しておりま

す。 

 遠野市の総合計画や遠野スタイル創造・発展

総合戦略を定め取り組んでいることと、このＳ

ＤＧｓの取り組みには、かなりの共通事項が多

く、ＳＤＧｓの理念を遠野市の総合計画や遠野

スタイル創造・発展総合戦略にバックキャステ

ィング、反映をさせていくべきではないでしょ

うか。 

 ＳＤＧｓは世界共通の言語、物差しと言われ

ております。国内外の姉妹都市、交流市町村、

民間企業との間で目標を共有して、水平連携で

課題解決に取り組んでいける可能性も秘めてお

ります。ＳＤＧｓについて市長の御認識をお伺

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）  ＳＤＧｓというこの20

15年に国連で採択された持続可能な開発サミッ

トという、そのようなその中で採択された、た

だいま御質問の中にありましたとおり、７つの

目標と169項目からなるさまざまな設置、指針

が示されたと、達成基準が示されたという一つ

の考え方であります。これは先進国、開発途上

国含めて、全ての国がそのような共通目標を持

って進めようという、そのような考え方なわけ

であります。 

 そういった意味におきましては、ただいま小

林議員の御質問にありましたとおり、遠野市総

合計画前期５カ年計画、後期５カ年計画、10カ

年計画で定めていると。さらには遠野スタイル

創造・発展総合戦略、みらい創造デザインとい

った10の目標を定めながら、それに向かってい



－ 54 － 

る。その中に産学官金労言という仕組みの中で、

一人ひとりの力をという部分の中でそのような

組み立てをしているということにつきましては、

国連が定め、それを国は受け、それを市町村と

いう一つの自治体の中等と連動をしながら、そ

の目標に向かって進んでいこうという仕組みに

ついては、遠野市の取り組みも、この国連の採

択といったものを踏まえての取り組みの一環で

はないのかなというように認識しているところ

でございます。 

 特に、もう繰り返しになりますけども、遠野

市総合発展計画あるいは遠野スタイル創造・発

展総合戦略に定めたさまざまな指標、あるいは

目標値といったものに、いかにみんなの力の中

でそれをクリアしていくのか、それに近づいて

いくのかということが、やはりこのＳＤＧｓの

一つの取り組みの一環ではないのかなというよ

うに承知してございますから、着実な取り組み、

果敢な挑戦という言葉を使っているわけでござ

いますけども、そこに合わせ、総合力という力

をしっかりと入れながら、この国連で定めた共

通目標に向かって、遠野市も遠野市なりの身の

丈の中で取り組んでいくということになるんで

はないかなというように思っておるとこでござ

いますから、よろしくお願いをいたします。 

○議長（新田勝見君）  ２番小林立栄君。 

   〔２番小林立栄君登壇〕 

○２番（小林立栄君）  内閣府地方創生推進事

務局では、経済、社会、環境の３側面の相乗効

果が生まれる取り組みをする自治体を、ＳＤＧ

ｓ未来都市として認定し、支援をするという動

きもできております。今後このＳＤＧｓ、取り

組みが活発化していくと思います。このＳＤＧ

ｓにやはりかかわっていくことが、これから大

事になってくると考えられます。私自身もまた

勉強して、いろいろまた提言等もしていきたい

と思います。 

 それでは、引き続きＳＤＧｓについて教育長

にお伺いをいたします。 

 初めて一般質問をした際に取り上げたテーマ

の一つがＥＳＤ、持続可能な開発のための取り

組みでございました。ユネスコ協会の皆様が取

り組まれているＥＳＤが、市内の各学校でも開

催されるようになり、また、岩手県高校ユネス

コ研究大会の報告会では、遠野高校、緑峰高校

の参加した生徒さんの報告を聞き、大変頼もし

く、うれしく感じたところでございます。本当

に御尽力されているユネスコ協会や各学校関係

者の皆様の取り組み、本当すばらしいことだな

と感じております。 

 さて、次期学習指導要領に、「あらゆる他者

を価値ある存在として尊重し、多様な人々と協

議しながら、さまざまな社会的変化を乗り越え、

持続可能な社会のつくり手となることができる

ようにすることが求められ」と、持続可能な社

会のつくり手の育成が明記をされました。環境

問題、人権や平和、多文化共生、社会で生きて

いく力を身につけていくために、ユネスコ協会

や遠野市教育文化振興財団、遠野みらい創りカ

レッジ、遠野グローバルプラザといった民間団

体とも連携しながら、ＳＤＧｓが掲げる17の目

標、課題を取り入れつつ、ＥＳＤのさらなる推

進、充実を図っていくことが大事ではないでし

ょうか。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）  小林立栄議員の御質

問にお答えします。 

 現在、子どもたちは学校で、社会科、理科、

道徳などの教科や活動を通じて、ＳＤＧｓが

ゴールとして掲げている気象変動や生物の多様

性、経済活動、人権などについて学んでいます。 

 それに加えて、私たちが地球で生きていく上

での問題について考え、立ち向かい、解決して

いく社会の担い手を育む教育であるＥＳＤの授

業を、遠野ユネスコ協会の御協力により実施し

ており、本年度は市内３校にて実施されました。 

 ＥＳＤの授業を受けた子どもたちは、学校に

通うことができない子どもたちのために、自分

たちにはどんな支援ができるかを真剣に考える

様子が見られました。 

 また、当たり前と思っている自分たちの生活
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が、とても恵まれているものであることに気が

ついたというお話も聞いています。 

 このように、遠野市教育文化振興財団をはじ

め、遠野みらい創りカレッジ、遠野グローバル

プラザなどと連携し、さまざまな学習の機会を

持ち、子どもたちの幅広い視野や柔軟な感性を

育むことも重要であると考えます。 

 子どもたちが他人や社会との関係性、自分た

ちが生きる自然環境とつながりを認識し、かか

わりやつながりを尊重できる人間性を育んでい

けるよう、これまで以上に関係機関・団体の協

力をいただきながら、子どもたちの理解が深ま

る取り組みを進めてまいります。 

○２番（小林立栄君）  以上で質問を終わりま

す。 

○議長（新田勝見君）  引き続き一般質問を行

います。８番佐々木大三郎君。 

   〔８番佐々木大三郎君登壇〕 

○８番（佐々木大三郎君）  市民クラブの佐々

木大三郎でございます。ただいまから事前通告

に従い、一問一答方式により一般質問を行いま

す。 

 今回も大項目２点について質問させていただ

きます。１点目は、遠野東工業団地の整備につ

いて、そして２点目は、健全財政に向けた対応

策について、市長の御見解を伺います。 

 質問に入る前に、既に市民の皆さんも御存じ

のとおり、当市上郷町出身の若竹千佐子さんが、

小説「おらおらでひとりいぐも」で、史上最年

長63歳で新人作家の登竜門とされる文藝賞受賞

に続き、芥川賞も受賞するという快挙をなし遂

げました。まことにおめでとうございます。 

 若竹さんは、受賞と同時に、新聞やテレビ等

の取材や対談で大変大忙しの毎日のようであり

ます。対談では、「私は生粋の遠野人であり、

六角牛山や東北弁が大好きで、遠野を思い浮か

べながら小説を書くことができた」と述べられ

ております。このおかげで遠野市は、民話のみ

ならず文学ということでもますます有名になっ

たような気がいたしております。 

 既に、発行部数は１月末で50万7,000部を突

破したということで、反響の広がりを見せてお

ります。また、昨年12月に市立図書館で開かれ

たトークイベントには、大勢の市民が集まり、

歓喜に包まれました。市民の中には、手づくり

ポスターを自宅の塀に張ってＰＲしている方も

おられます。この様子は、ＮＨＫのテレビでも

放映されておりました。 

 これらのことを受けて、当市は若竹さんに遠

野市民栄誉賞を贈呈することを決定しましたが、

大変すばらしいことです。全市民、いや、全県

民を上げて祝福したいものであります。 

 それでは、１点目の遠野東工業団地の整備に

ついて質問をさせていただきます。午前中の萩

野議員と同じような質問内容もありますので、

できるだけ重複しないようにしてまいりたいと

思います。 

 この整備場所は、青笹町中沢地区と上郷町板

沢地区にまたがる通称鳥居長根と呼ばれるエリ

ア内に位置し、現在、当工業団地には、空気圧

機器の総合メーカーであるＳＭＣ株式会社が立

地し操業中であります。 

 今回の整備計画は、この工業団地の東側と西

側の隣地に総面積30.4ヘクタールを拡張整備す

るものであり、事業期間は平成28年度から32年

度までの５年間を要し、概算事業費は28億3,80

0万円という大規模な整備計画になっておりま

す。 

 この事業の背景と目的は、東北横断自動車道

釜石秋田線の遠野インターチェンジが平成27年

12月に開通し、平成30年度には釜石まで全線開

通の予定であるということ、また、本市を取り

巻く高速道路網の整備によるストック効果によ

り、本市への企業進出の意欲が高まってきてい

るということであります。 

 さらには、平成28年度からスタートした第二

次遠野市総合計画では、遠野東工業団地周辺を

工業団地エリアと位置づけていることから、も

のづくり産業振興拠点として拡張整備を行い、

企業進出に備えるとともに、雇用の確保につな

げるという計画であります。 

 私は、このことに加えまして、第二次遠野市
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総合計画の共通優先方針として掲げている産業

振興と雇用確保並びに、少子化対策と子育て支

援にも大きな波及効果をもたらし、遠野市の経

済の活性化と若者の雇用機会の確保及び、定住

策の促進と税収の増大をもたらすものと認識し

ております。 

 以上のことから、この事業の遂行に当たって

は、是が非でも企業誘致を成功させていただき

たいものであります。 

 そこで伺います。既に平成28年度から事業着

手しておりますが、都市計画の用途指定や農地

の転用・農業振興地域の除外手続、さらには用

地取得にかかわる地権者との対応状況は、計画

どおりに順調に進捗しているかどうかについて

伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  佐々木大三郎議員の一

般質問にお答えいたします。 

 冒頭、若竹千佐子さんの文藝新人賞、そして、

158回なる芥川賞の受賞につきまして紹介があ

って、また市民栄誉賞という中で、ともども喜

び合いたいというお話がありました。午前中の

萩野幸弘議員にも私の一つの感想を申し上げた

とこでございますけども、本当に快挙と言って

よろしいかというように思っております。あす、

おいでいただくということになっておりまして、

その際に市民を代表し、若竹さんに市民栄誉賞

というお知らせを正式に申し上げたいというよ

うに思っているとこでございますから、この部

分で遠野を全国に、あるいは世界に発信すると。

特にも若竹さんが取り上げたテーマは、高齢社

会という中においての一つのテーマとして取り

上げている。ある新聞活字では、老境の哲学と

いう、そのような見出しが躍っておりました。

老いの老境、老境の哲学というその部分で、東

北人の、あるいは遠野人のしたたかさといった

ようなものをその中で訴えたという部分におき

ましては、本当にこれまた時代の流れの中にお

ける今般の受賞ではなかったのかなと、ともに

喜び合いたいというように思っている次第であ

ります。 

 さて、東工業団地のことについてお話があり

ました。認識あるいは高速インフラ、人口減少、

そして産業振興、雇用の確保、子育て、少子化

といったものにアプローチする一つの大きなプ

ロジェクトとして県の全面的な賛同をいただき、

この県の賛同をいただくということにつきまし

ては、約２年ほどの時間を要したという中に、

遠野の持つ地理的な、地勢的な優位性といった

ものが、そこでしっかりと認識されたがゆえに、

県の参画もいただいたんではないのかなという

ように思っておりますので、これを着実に進め、

雇用の確保と人口減少に歯どめ、そして、経済

の活性化と産業振興をその中に見出していかな

きゃならないという、そのような大きな大きな

プロジェクトであると。その現状認識と位置づ

けにつきましては、ただいま御質問の中にあっ

たとおりでございますので、それに向かって着

実に進んでまいりたいというように思っており

ます。 

 そういった中におきまして、現在の状況でご

ざいますけども、この農業振興地域の開発地域

といたしまして、遠野市農業振興地域農用地区

のこの区域を昨年12月27日付で除外手続が完了

をいたしております。農業振興区域からの除外

を３月末をもってを目標に現在手続を進めてい

るという状況であります。 

 また、都市計画につきましても、現在、都市

計画課を中心に協議を進めておりまして、新都

市計画区域の変更と並行し、都市計画の用途指

定を３月中に指定できるように今進めていると

いうことでございます。 

 また、用地交渉につきましても、長年企業誘

致にかかわった専任職員を専属で再任用という

中で配置いたしまして、県の土地開発公社と密

接な連携をとりながら交渉に当たっているとい

うことでございまして、これも一部代替措置が

必要な地域も地権者もありますので、その辺を

誠意ある丁寧な説明の中で御理解をいただくよ

うに努めてまいりたいと思っておりまして、お

おむね順調に交渉が進んでいる状況にあるとい
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うことを申し上げて答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  ８番佐々木大三郎君。 

   〔８番佐々木大三郎君登壇〕 

○８番（佐々木大三郎君）  先ほどもお話した

とおり、今回整備を予定している工業団地は、

広大な面積になるわけですので、整備後は複数

の企業立地が可能になります。したがいまして、

企業誘致に当たっては、当市の方針や目標に沿

った業種・業態の企業に絞り込む必要があると

考えますが、いかがでしょうか。例えば、遠野

市内の一次産品を加工する食品加工業とか、自

動車産業の部品メーカーの集積、雇用吸収力の

高い物流加工業、あるいは首都圏のリモートオ

フィスとして有効なＩＴ産業やコールセンター

などが考えられます。 

 これとは反対に、ターゲットを絞らずに全て

の業種・業態を対象にした企業誘致ということ

も考えられますが、遠野市としての誘致戦略を

お持ちでしたら御紹介願います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  当市としますと、28億

に及ぶ、それも面積が30ヘクタールという一つ

の団地の拡張でありますので、それなりの戦略

に基づいての開発プロジェクトであるというこ

とは、これまでも議員各位に申し上げていると

おりの内容であるということになっております。 

 そういったためにおきましては、この県の全

面的な財政支援と県の土地開発公社の持つノウ

ハウを生かしながら、この開発プロジェクトに

取り組むわけでありますけども、同時に、この

誘致の戦略もしっかりと連携を図りながら対応

していかなきゃならない。もちろん全く白紙の

状態でこのプロジェクトに取り組むのではない。

かなりの感触を得た中でこの開発プロジェクト

に踏み込んだという背景があるわけでございま

すから、誠意を持って対応をしながら、できれ

ば余り遅くない時期に立地協定といった方向に

持っていくような中で、私自身先頭に立って、

真剣に誠意ある対応をしてまいりたいというよ

うに思っているところであります。世界経済そ

のものが、いうところのぬるま湯状態の中から

余談を許さないという株の一つの変動もあった

りすると、株がさまざま値下げ、跳ね上がりに、

いろんな変動があったわけでございますけども、

そのようなことをよく踏まえながら、世界経済

の動向もよく見据え、それで、世界戦略に基づ

くものづくりという一つの位置づけの中におけ

る東工業団地でございますから、さまざま連携

を図りながら、近隣市町村とも十分な連携を図

り、そしてまた、一方においては県とも十分な

連携を図り、国の経済産業省等のいろんな連携

も図りながら、この30ヘクタールに及ぶ団地に

しっかりとした雇用の場、ものづくりの場を実

現し、形に見せるような中における取り組みに、

まさに全身全霊を上げて取り組んでまいりたい

というように思っているところでございます。 

 東北横断自動車道だけではない、今の質問に

ありました道路のコスト効果もそのとおりであ

りますけども、宮古・室蘭の定期フェリーも就

航するという中に、そして、釜石の港湾機能も

利用するというそのようなさまざまな動きがい

ろいろ出てきておりますから、その辺のところ

をしっかりと分析しながら、ターゲットを絞り

込みながら、30ヘクタールにしっかりとした雇

用の場、ものづくりの場ということに全力を上

げて取り組んでまいりたいということを申し上

げて答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  ８番佐々木大三郎君。 

   〔８番佐々木大三郎君登壇〕 

○８番（佐々木大三郎君）  ただいまの御答弁

内容から、ターゲットは大体絞られているなと

いう感じ受けましたけども、そうなると、企業

秘密の件とかお互いの信頼体系の件もあるでし

ょうから、これ以上突っ込んだ質問はいたしま

せんが、いずれ誘致に当たりましては、戦略を

持ってしっかりと対応をしていただきたいとい

うことを申し上げて、次の質問に入らせていた

だきます。 

 では、企業誘致はいろんな面でほかの自治体

との競争が生じてまいりますが、地域間競争に

勝ち抜くためには、優遇制度の環境整備や情報
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発信の強化、特にですが、企業誘致にかかわる

専任スタッフの配置によるワンストップサービ

スの推進と迅速な対応が求められてまいります。 

 そこで伺います。現在当市には専任スタッフ

が配置されていないと認識しておりますが、今

回の行政組織の再編では、この専任スタッフの

配置は考えておられるかどうかについて伺いま

す。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  先ほどの質問で、企業

との信頼関係を大事にしてというお話いただき

ました。大変大事なスタンスであります。信頼

関係を大事にしながら、しっかりと遠野に根づ

いていただくような誘致活動を取り組んでまい

りますので、ひとつよろしく御理解と御支援を

いただければということを申し上げておきたい

というように思っております。 

 ただいまその誘致展開、誘致戦略を展開する

に当たって、職員の配置はという部分を御心配

されている、そのような御質問であったわけで

ございますので、今、行政組織の見直しを行い、

去る12月市議会におきまして、それぞれの行政

組織の条例等については、議員各位から御理解

をいただいているとこでございまして、それを

踏まえ、当初予算の編成と人事異動の作業も今

進めているとこでございますので、担当の総務

部長から、この専任職員の配置の考え方につい

て御答弁申し上げますので、御了承願います。 

○議長（新田勝見君）  総務部長。 

   〔総務部長兼防災危機管理課長鈴木惣喜

君登壇〕 

○総務部長兼防災危機管理課長（鈴木惣喜君）

  命によりまして答弁申し上げます。 

 ４月の組織再編において、産業部に商工労働

課を置くことといたしております。 

 企業支援のためには、企業経営、雇用、技術、

財務、規則などさまざまな知識を必要とし、兼

務発令や単独配置での対応では、もはや限界に

来ているというふうに考えてございます。 

 また、産業振興、雇用確保は、一つの担当課、

担当者だけでいればよいのではなく、市の組織

の枠組みを超えた横断的な総合力で対応しなけ

ればならないというふうに捉えております。 

 しかしながら、現状では、部を超えた調整機

能が十分発揮されているというふうには認識し

てございません。いずれ４月からは専任体制、

専任職員を配置し、組織的な企業支援の体制を

きちんと整えていこうというふうに今考えてご

ざいます。よろしくお願いします。 

○議長（新田勝見君）  ８番佐々木大三郎君。 

   〔８番佐々木大三郎君登壇〕 

○８番（佐々木大三郎君）  私も今の総務部長

の御答弁のとおりだというふうに考えます。 

 このことに加えまして、この企業誘致の仕事

というのは、企業への接客マナーとかプレゼン

テーション、経験を有する方の配置が望ましい

と思いますし、また、人件費の削減という観点

からは、民間企業で営業を経験された方、この

方を非正規職員扱いで配置するということも考

えられると思いますが、この件についての市長

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）  この雇用という部分に

つきましては、今申し上げたような中で非正規

職員と、今、国のほうでも働き方改革の法案が

かなりの大詰めの中で議論をされていることも

聞いているとこでございまして、それらの中で、

この一極集中が進む、この余りにも一極集中が

進み過ぎるという中にあって、地方の役割とい

ったようなものをその中でしっかりと見出しな

がら、やはりこの雇用の確保、人手不足等に対

する対応、市内の企業のこの充足率なども、先

ほど午前中の質問で求人有効倍率1.98という話

を萩野幸弘議員の中でも申し上げたところでご

ざいますけども、そのようなことをしっかりと

分析しながら、まさに今、総務部長がちょっと

考え方を申し上げたとこでありますけども、組

織横断的なということは、ハローワークをはじ

めとするいろいろな関係機関・団体との連携を

図りながら、年代を問わず、世代を問わず、し
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っかりと働くという、そのような一つの環境づ

くりにもまた努めていかなければならないかと

いうように認識しているとこでございますので、

その認識をもって答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  ８番佐々木大三郎君。 

   〔８番佐々木大三郎君登壇〕 

○８番（佐々木大三郎君）  自治体間の企業誘

致競争の中で、企業サイドが求める立地条件は、

交通の利便性や助成の優位性だけではなくて、

人材の雇用と育成といった人材面、さらには、

災害などの緊急時に業務継続が可能なことなど

が挙げられております。 

 最近の地元紙によりますと、岩手県の昨年12

月の有効求人倍率は、東日本大震災以降で最高

の1.45倍を記録し、新規求人倍率は2.07倍の大

台に達したということです。本格的な景気回復

の実感が乏しいまま求人は上昇し、働き盛り世

代の人口減少に加えて、労働待遇がいい都市部

への人口流出が進み、地方の人手不足は深刻化

しているようです。 

 このことに関連して、遠野市内の主な企業か

らの今年度高卒者等の求人と内定状況を見てみ

ますと、企業からの求人数は135人に対して、

内定はわずか42人ということで、充足率は31.

1％と人手不足は深刻化してきており、企業関

係者は危機感を募らせていることと思われます。 

 そこで伺います。市内の企業からの求人に対

する充足率がこれまで低い現状について、何が

原因になっているとお考えなのか、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）  何が原因かという質問

でありますけども、これはやっぱりいろんな要

素が絡み合っての一つの状況ではないかなとい

うように思っておりまして、特効薬がない、決

め手がないということになれば、答弁とすれば、

ちょっと逃げの答弁になるかもしれませんけど

も、やはり誠実さを持って各関係機関ときちん

と連携を図りながら取り組んで、企業の周知度

あるいはその企業の理解、さらには、どういう

場面、どういうところで働いてみたいのかとい

う部分における教育の問題、そのようなところ

をしっかりとかみ合わせなければならない質の

課題ではないのかなというように思っておりま

すので、原因といえば、いろんな原因はあろう

かというように思っておりますけども、そのと

ころをしっかりと分析しながらという部分は、

今度の組織再編の中で、その辺のところの商工

労働課といったものが、その辺のどういう役割

を果たすかということも踏まえながら、原因に

対する対策といったものについて、さらに十分

意を用いた企業の推進を図ってまいりたいとい

うように考えているとこであります。 

○議長（新田勝見君）  ８番佐々木大三郎君。 

   〔８番佐々木大三郎君登壇〕 

○８番（佐々木大三郎君）  確かに市長おっし

ゃるとおり、難しい課題であると思います。た

だ、市議から一部の声を御紹介させていただき

ますと、求職者の希望する職種がなかなかない

んだよとか、労働条件あるいは待遇面でよその

ほうがいいよというような声も聞こえてきます

ので、ぜひこれからの参考にしていただければ

と思います。 

 市内の遠野高校と緑峰高校の就職希望者62人

のうち、６割は市内の企業を希望しているもの

の、４割は市外の企業を希望しているという現

実があります。これは当市にとって人材の大き

な流出になってしまいます。 

 企業にとって若い人材を確保できなければ、

人手不足で倒産する企業も出てくると思います。

また、人材確保が困難な地域への企業立地は敬

遠されると思います。 

 したがいまして、当市の人材不足の現状に対

して、今のうちから打開策をしっかりと講じる

必要があると思いますが、このことに対して市

長はどのようなことをお考えなのか伺います。 

○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）  ただいま人手不足の部

分と人材不足の部分という中で、高校の一つの

状況等についてもお話がありました。この部分
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については、重大な関心を持ちながら、この対

応をしていかなければならない市の大きな課題、

産業振興、雇用の確保ということを緊急優先課

題として掲げている以上は、しっかりとした体

制を構築しながら、この人材不足、人手不足と

いった課題に、それこそスピードとタイミング

を失しない対応をしていかなきゃならないかと

いうように考えているとこでございますので、

今取り組んでいる状況、あるいは２校ある高校

の状況等につきまして、現状も踏まえながら、

この打開策といったものにきちんとアプローチ

できるかどうかということにつきましては、こ

れからの私たちの大きな課題として捉えなきゃ

なりません。 

 平成30年度の予算の中にも、その打開策につ

ながるかどうかという部分は、文字どおりやっ

てみなければわからないという部分はあるわけ

でございますけども、所要の予算も計上いたし

ているとこでございますから、委員会等でも大

きな議論になろうかというように思っていると

こでございますけども、とりあえず今の御質問

に対して、今この２校の状況がどうなっている

のか、特にこの若いそれぞれ就職希望者の市外

流出した分について、どのような現状であるの

かということにつきまして、担当の産業振興部

長のほうから、その状況をちょっと答弁として

申し上げますので、御了解いただければと思っ

ております。 

○議長（新田勝見君）  大里産業振興部長。 

   〔産業振興部長兼連携交流課長大里政純

君登壇〕 

○産業振興部長兼連携交流課長（大里政純君）

  命によりまして答弁をさせていただきます。 

 高校卒業予定者のうち就職希望者と企業から

の求人数のバランスは、今年度大きく変化をい

たしまして、地元高校２校だけでは賄いきれな

い状況となっております。 

 ここ数年の高校生の地元就職は約40人程度で

推移をしていることから、高校生の実数は余り

変わっておりません。むしろ今年度は、企業か

らの求人数が大きく増加をしている状況にござ

います。 

 企業からの求人数の増加の要因といたしまし

ては、アジアを中心とした需要拡大に伴う受注

の増、これに伴う業務拡大が挙げられておりま

す。 

 市内の企業の中には、市外──関東近郊でご

ざいますけれども、から雇用を確保する動きが

あるほか、外国人研修生を迎え入れ、何とか事

業継続を図っているところもございます。 

 市としても、これまでの人口の自然増対策に

重点を置く一方、社会増対策では、田舎暮らし

や農業への憧れを持った移住希望者を中心に、

で・くらす遠野の活動を展開をしてきておりま

すが、遠野に住みたい人への企業の就職アプ

ローチが少し弱かったと感じてございますので、

今後この点に関しても力を入れながら取り組ん

でいきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後２時02分 休憩   

────────────────── 

   午後２時13分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 ８番佐々木大三郎君。 

   〔８番佐々木大三郎君登壇〕 

○８番（佐々木大三郎君）  先ほどの御答弁内

容、私はもっと具体的な内容が出てくるものだ

と期待しておりましたけども、ちょっと出てま

いりませんでしたので、私のほうから御提案を

させていただきますけども、遠野市と県あるい

はその近隣の自治体及び企業間で連携を図って

いただいて、県内外の高校とか大学を訪問して、

岩手・遠野の環境や住環境あるいは労働環境の

すばらしさをＰＲしながら、人材確保に努めな

ければならないんではないかなというふうに私

は考えますが、このことに対する市長のお考え

を伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この人材確保という面



－ 61 － 

については、今お話ししましたとおり、あらゆ

る角度から遠野の魅力といったものを発信し、

一方においては、快適ないわゆる住環境、定住

環境といったものを整えなければならない。そ

のためには福祉も教育も、あるいは自然環境も、

さらには、インフラ整備としてのいろんな下水

道も含めてのそういうようなライフラインの整

備、さらには、災害に強いといった部分におい

ては、安心安全といった部分、そういったコミ

ュニティーといったものをしっかりと守りなが

ら、やっぱりそのようなものを発信しながら、

住んでみるならば遠野、働いてみるならば遠野

といったようなことを、あらゆる機会を通じ発

信し続けていくということが、やっぱり大事で

はないのかなというふうに認識しておるところ

でございますので、そのような取り組みをさら

に強化してまいりたいと思っております。 

○議長（新田勝見君）  ８番佐々木大三郎君。 

   〔８番佐々木大三郎君登壇〕 

○８番（佐々木大三郎君）  既に御存じのとお

り、東芝の半導体子会社が北上市に進出して、

事業規模、将来的には1,000人まで拡大すると

いうような報道もなされております。これから

ますます人材不足が危機的状態に陥らないよう

にするためにも、ぜひ今のうちからしっかりと

した手を打っておいていただきたいと思います。 

 次に、子育て支援住宅の取り組みについて伺

います。 

 これは、若者を地元に定着させるということ

やＵＩＪターン者をふやすという観点から、企

業誘致と少子化・人口減少対策とセットにして

対応しなければならない施策であると認識いた

しております。 

 この件に関して、これまで私の一般質問で２

回にわたって尋ねてまいりました。また、市長

御自身も10の約束の一つの公約として市民に示

してこられました。そしてまた、まち・ひと・

しごと総合戦略の中にも明確に位置づけており

ます。特に私の住んでいる上郷町と宮守町は、

当初の予想以上に人口減少と少子化が進んでき

ており、住宅団地の整備を進めなければならな

いということになっていたはずであります。 

 そこで伺います。市長の御答弁からはや２年

が経過しておりますが、この件に関して、その

後の取り組み状況はどのようになっているかに

ついて伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  これはただいまセット

になって進んでいるという、そのような認識を

示されました。文字どおりセットであります。

これがばらばらであってはなりません。２年も

経過しているけどもという中でありましたけど

も、やっぱり物は順序というのがあるわけであ

ります。 

 したがいまして、この東工業団地も取得し、

今ターゲットを絞っているところは2021年であ

ります。オリンピック・パラリンピックが2020

年。そして今、東日本大震災の復興にも向けて、

被災地は懸命に頑張っております。ハードの一

つの復興は一段落というのが国の一つの認識で

あります。そうしますと、ああいうところの復

興交付金をはじめとする復興に係るインフラ整

備、さまざまな公共事業、これも一段落すると

いうことになれば、それに係る予算もなくなる

ということに一つつながってくるわけでありま

す。そのようなことを踏まえながら、人手不

足・人材不足も見据えながら、どうすればもの

づくりの拠点をということになれば、単なる雇

用の場があってはならない。やっぱり住宅がと

いう中で、今、東工業団地の先ほど戦略の話が

ありました。その中でいろいろターゲットを絞

りながら交渉に当たっているわけでありますけ

ども、住宅用地はどうなってんでしょうと。老

老介護も含め介護問題が非常に大きな課題にな

っているんで、福祉の関係の環境はどのように

遠野市は整備されていますか。さらには、子育

て世代の中における教育環境、待機児童といっ

たような問題も、国レベルで大きな問題になっ

て、その待機児童も含め、そのような子どもた

ちの教育あるいは保育といったものがどうなっ

てんでしょうかというような、そのようなもの
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のさまざまなデータも求められ、昨年の11月に

ありましたけども、その辺のデータを取りそろ

えながら、福祉は、教育は、住宅団地は、ある

いは市営住宅はといったようなデータを持ち込

みながら、遠野の環境といったものを訴えてい

るということになるわけでございますから、そ

の中に、いうところの今の住宅団地の一つの上

郷と宮守の住宅団地構想も合わせながら、東工

業団地のプロジェクトと合わせながら、そのよ

うな構想もしっかりと打ち立て、そして、住環

境の整備も同時並行で行っておりますからとい

うことを進めているわけでありますから、もう

２年たったんで、その後どうなっているかとい

うよりも、その２年の間には、そのような交渉

がちゃんと行われていたということを申し上げ

て答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  ８番佐々木大三郎君。 

   〔８番佐々木大三郎君登壇〕 

○８番（佐々木大三郎君）  ただいまの御答弁

内容、私にはよく理解できませんので再度伺い

ますけども、上郷町と宮守町の子育て支援住宅、

この取り組み状況、既に取り組んでいるはずで

すので、今現在、その取り組み状況はどの辺の

段階まで来ているんですかという御質問でした。

もう一度御答弁願います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  先ほどの答弁と同様で

ございますけども、住宅団地として上郷と、そ

れから宮守のほうにつくる。宮守のほうにつき

ましては、宮守銀河住宅団地といたしまして、

用地も既に取得をしておるということでありま

すし、今、上郷のほうにつきましては、さまざ

ま上郷の旧上郷中学校の、あるいは地区セン

ターの位置づけなども踏まえながら、特にどの

ような住宅団地をと、さらには、青笹地域にお

ける市営住宅の位置づけなども踏まえながら、

青笹というよりも松崎ですね。八幡住宅の位置

づけなども踏まえながら、やっぱりこの住宅団

地をどのように企業のニーズ、あるいは若い

方々の一つのニーズ、あるいは移住定住という

含めてのそのような方々にどう受け答えするか

という部分をしっかりと分析しながら、用地が

いいのか、建て売りのようなものがいいのか、

公営住宅としての整備がいいのか、いろんな選

択肢の中でやっぱり詰めていかなければならな

いというように考えているとこでございますか

ら、これを30年度にはしっかりとした計画に持

ち込みたいというように思っているとこでござ

いますので、今どうなっているかという部分に

つきましては、上郷についてはさまざまな用地

を検討しているけども、宮守町のほうにおいて

は既に土地を、既に手当てをしているというこ

とを申し上げて答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  ８番佐々木大三郎君。 

   〔８番佐々木大三郎君登壇〕 

○８番（佐々木大三郎君）  この問題は、確か

に当市の財政事情ということもありますし、ま

た立地企業の要望、事情等もあるでしょうから、

その辺、要望事項も考慮しながら、しっかりと

前に進めていただきたいと思います。 

 そういうことで、大項目２点目の健全財政に

向けた対応策について伺います。 

 当市の歳入状況は、依存財源と言われる国や

県からの交付金と銀行などからの借入金の割合

は、全体の４分の３を占めております。残りの

４分の１が、自主財源と言われる市税や預金の

取り崩しで賄っているのが現状かと思います。 

 このことから、当市の財政状況は、国や県に

大きく依存する体質にあるということを、まず

しっかりと認識する必要があります。また、借

金残高は210億円から200億円の範囲内で推移し

ております。 

 以上のことから、当市の健全財政を維持継続

するには、積極的な経費削減に努めなければな

りませんし、あわせて市民サービスの維持向上

にも努めなければならないと考えます。 

 当局はこれまでさまざまなコスト削減策に取

り組んでこられたことは十分承知しております。

また、私自身もこの一般質問の席をお借りして

削減策を提案させていただいております。 

 参考までにその何点かを御紹介させていただ
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きますと、まず１点目としましては、これは議

員になって初めての質問でしたが、地区セン

ターの所長は、正規職員の配置から地域事情を

十分に熟知している市職員のＯＢや民間会社経

験者を非正規職員扱いで配置すべきだというこ

とを申し上げてきました。これは既に配置済み

であります。また、このことによって人件費、

大幅に削減されるわけですので、その削減され

た人件費は、地域裁量で自由に使える一括交付

金として各地域に配るべきだと提案してまいり

ました。この件は、２年前に上郷町がモデル地

区に指定されまして実施中ですが、地域が主体

となりまして、若い人たちも参加して、いろん

な事業を実施していただいておりますが、今大

変好評であります。来年度からは全地区セン

ターに拡大される予定になっております。 

 そして２点目は、高齢化によって医療費が高

騰してきておりますので、健康寿命を延ばすた

めに地区センターに保健師を配置すべきだとい

うことであります。 

 ３点目は、防犯灯のＬＥＤ化によって電気料

金と修繕費を削減すべきだ。これ以外にも何点

か提案させていただいておりましたが、いずれ

この辺採用をしていただきまして、経費削減に

つながっているというふうに認識しているとこ

であります。 

 そこで伺います。最近、当局として経費削減

策について積極的に取り組んでいる事例がござ

いましたら御紹介願います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  経費削減ということは

当然な取り組みなわけでありまして、今御質問

の中で、それぞれ取り組んだ内容につきまして、

それぞれ紹介がありましたので、それをもって

答弁としてもよろしいわけでありますけども、

重点的に取り組むのは何かという、そのような

質問でありました。これは重点的にと言っても、

行政というのは、やっぱりある程度の一つの、

まあよく総花という話をしますけども、あらゆ

る角度から検討をしながら、そこでバランスを

とっていかなきゃならないというのが、行政の

一つの仕組みとしてあるわけであります。ただ

いま佐々木大三郎議員のほうからいろいろ提案

があったことは、みんなそのようにやってきた

という部分の中で、当然これはやらなきゃなら

ないことは、まあこんなことを言えば、ちょっ

といい方が、ちょっと失礼な言い方になるかも

しれませんけども、言われるまでもなく、やら

なきゃならないということにももちろんなって

くるわけです。このような言葉を本当は使いた

くないんですけども、それは当然一生懸命にな

って提案の趣旨に従い、あるいは御提言の趣旨

に従い、いろいろ取り組んできたということに

なるんではないのかなというように今認識して

いるとこでございまして、特にもうこの職員の、

今質問の中にもありましたとおり、職員の一つ

の削減というのは、一番大きなこの人件費の削

減といったものは大きい。これは非常に大きか

ったわけであります。 

 また、これは定員管理計画に基づき、平成18

年４月１日時点で448人であった職員が、平成2

8年４月１日には97人となり351名体制になった

ということも、この経費削減にとっては極めて

大きな取り組みではなかったのかなというよう

に思っております。 

 この決算額では、平成18年度、約36億2,000

万あったこの人件費が、平成28年、まあ10年た

っているわけですね。28年度には29億5,000万

という中で一生懸命削減をすることができたと

いう数字になっているということも、これはや

はり大きい。これはなぜかと。人口が減少をし

てきているわけでありますから、それに見合う

職員数という中で対応していかなきゃならない

という中で、しかし、一方においては、行政

サービスを、市民サービスをきちんと維持しな

ければならないとなれば、雇用の形態、正規を

非正規にというような、あるいは再任用といっ

たような、そのような仕組みの中でこれを維持

しているということになろうかと思っておりま

す。 

 そのほか、補助金の見直しを２年間隔で、こ
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れは既にローテーションを組んで進めておりま

す。その結果、平成30年度予算においては、前

年度予算と比べ1,300万円ほどの補助金を削減

することができたと。これもやはりスクラッ

プ・アンド・ビルドという当たり前のことを当

たり前に実施するということになったんではな

いのかなというように思っております。 

 当初予算の編成時には、毎回約１から３％の

削減を全職員体制で実施しており、このきめ細

やかなアイデアによりそれを乗り切るという、

一つの事務費の削減をその中で図られていると

いうことも申し上げておきたいというように思

っております。いずれこのさまざまＬＥＤ照明

に切りかえたことによりまして、これも大きな

経費削減にもつながっているということもある

わけでございますから、やればできる、または、

やらなければならない。その中においては、き

ちんと工夫、そしてまた、職員一人ひとりがや

っぱり自覚と責任を持ち、この経費といったも

のに税金が係っているんだということをよく理

解、自覚しながら、やっぱりそのものを取り組

んでいくことになるんではないのかなと。特に

力を入れているという部分におきましては、よ

く使わせていただいております組織の壁があり、

制度の壁があるんだけども、厚くて高い壁は意

識の壁だと。この壁をどのように打ち破り、ど

のように乗り越えるかという部分に、経費削減

というものもその中に見出していかなければな

らない取り組みではないのかなと。その意識の

壁といったものに果敢に挑戦するのも、市長と

しての役目ではないのかなということを申し添

えて答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  ８番佐々木大三郎君。 

   〔８番佐々木大三郎君登壇〕 

○８番（佐々木大三郎君）  はい、承知しまし

た。 

 次の質問に入らせていただきますけども、公

共施設について、今、総合管理計画を策定して

管理運営していただいているところであります

が、この公共施設の適正配置に心がけて、使え

る施設は極力無駄なく使い切り、使用見込みの

ない施設は速やかに統廃合や解体、譲渡などの

処分をなすべきと考えます。このことによって、

安全対策に要する費用や施設管理に要する費用

が削減されます。また、施設の売却収入や固定

資産税などの収益向上にもつながると認識いた

しております。 

 そこで伺います。この公共施設の管理に当た

って、市民の意向を確認しながら計画的に適正

配置と処分方針を打ち出していく必要があると

認識しますが、現状の取り組み状況について伺

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）  公共施設の適正配置と

処分方針についてというこれも、委員会等にお

きましてもいろいろ御説明を申し上げながら、

議論も交わしているとこでございますけども、

合併を終えて12年という経過の中で、人口減少

という避けて通れない状況の中で、この公共施

設のあり方といったものにつきましても、やは

り適正配置とそれに伴う処分といったものが大

きな課題であるということは、重々認識をいた

しているところであります。したがいまして、

現状はどうなっているかという御質問でありま

したので、担当の経営企画部長からこの現状に

ついて御答弁申し上げます。 

○議長（新田勝見君）  鈴木経営企画部長。 

   〔経営企画部長兼政策推進担当課長鈴木

英呂君登壇〕 

○経営企画部長兼政策推進担当課長（鈴木英呂

君）  命によりまして答弁させていただきます。 

 公共施設の適正配置と処分方針については、

既に議員御承知のとおり、遠野市公共施設等総

合管理計画を平成28年３月に策定し、平成37年

度までの考え方、方向性を示しているところで

ございます。 

 また、昨年８月には、公共施設個々の改修時

期や解体・廃止時期などを示す個別計画を策定

し、平成32年度までの実行スケジュール等につ

いて公表し、同計画に基づく施設最適化を順次

進めているところです。 
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 なお、平成33年度から平成37年度までの後期

個別計画は、第４次遠野市健全財政５カ年計画

と整合性を図り、平成32年度までに策定する予

定であり、これにより他の施設も方向性を示す

こととしています。 

 これは、その施設を主に活用している市民や

団体との合意形成に十分な時間を要するという

ことなどから、その判断に至ったものです。 

 更新・長寿命化の方針を示している建物の中

にも、平成33年度以降の実施としているものが

あります。これは、改修費用が相当高額である

ことなどから、実施計画の調整などによる全体

的な視点での方針決定が必要となるからです。 

 既に使用をやめている清養園クリーンセン

ターの解体においても、ダイオキシン類に係る

特殊な解体作業が必要なことなどから、解体費

用が相当高額であると予想されています。 

 公共施設等の適正管理推進のために設けられ

た起債を活用したとしても、後年度の公債費負

担について十分なシミュレーションを行った上

での判断が必要となります。 

 このようなことから、各公共施設の方向性に

ついては、計画の中で確認はされたものの、そ

の実施時期等については、施設の状態や利用者

との検討を図りながら、解体、更新等を順次進

めている予定であります。 

○議長（新田勝見君）  ８番佐々木大三郎君。 

   〔８番佐々木大三郎君登壇〕 

○８番（佐々木大三郎君）  確かに今、部長の

ほうから御答弁された内容になるかと思います

が、ただ、この以前に示された公共施設の個別

計画書の中では、30年度以降に解体あるいは検

討をするというような物件が、たしか60件ぐら

いはあったと記憶しておりますが、その中には、

今現在利用されていない、あるいは今後も明ら

かに使用見込みないだろうと思われるものが、

結構たくさんな量が私はあると認識しておりま

す。したがいまして、その上でしっかりと精査

をしていただいて、解体して売却したほうがい

いと思われるものは、至急そういった措置を講

じるべきだと思いますが、この件について再度

伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  個別計画の中でその考

え方は示しているということは、御案内のとお

りであります。よく言う先立つものはというこ

とになるわけでございまして、この平成の大合

併後の基礎的自治体と言われる市町村の中には、

こういった解体を必要とする公共施設がかなり

の数に及んでいるという、そのような実態にあ

るわけであります。そういったことを踏まえれ

ば、やっぱり危険な部分、あるいは放置してお

けない、災害等においても二次災害につなぐよ

うなものといった部分をよく精査した上で、さ

らには財源がどのように確保できるのか、やり

くりができるのかということを踏まえながら、

やっぱり判断していかなきゃならない。計画に

位置づけたからそのとおりというようになれば、

一番それに望ましい、それが一番いいわけであ

りますけども、やはり先立つものがという部分

は、どうしてもやりくりという中にあるという

ことも踏まえながら、適時適切、今のような状

況を総合的に判断しながら、解体といったよう

なものにも計画的に取り組んでまいりたいとい

うように考えているとこでございますから、御

了承いただければというように思っております。 

○議長（新田勝見君）  ８番佐々木大三郎君。 

   〔８番佐々木大三郎君登壇〕 

○８番（佐々木大三郎君）  アウトソーシング

について伺います。 

 第三次健全財政５カ年計画では、このアウト

ソーシングを積極的に推進するということにな

っております。 

 現在、指定管理者制度への積極的な移行と、

業務委託方式への一部の業務移行は行われてお

ります。しかし、窓口業務などを含めた定型業

務は移行されておりませんので、これらについ

ても外部委託を検討すべきというふうに考えま

すが、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〕 
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○市長（本田敏秋君）  いうところのアウト

ソーシング、これもきちんとした仕組みに持っ

ていかなきゃならないことは、御案内のとおり

であります。 

 平成29年２月に第三次遠野市経営改革大綱を

定めながら、それぞれ行政組織の見直し、さら

には、この事務事業の見直し、地域づくりの

リーダー養成、まさにそれぞれ複雑多岐にわた

る市民ニーズへの的確な対応と、地域ごとに異

なる課題を解決するため、地域経営改革に着手

するという中で取り組みを進めております。 

 この大綱につきましては、事務事業の見直し

によるアウトソーシングの推進も実行項目とし

て明確に位置づけているという中で、アウト

ソーシングの相手方の一つの、相手方の、何と

申しますか、定義といたしまして、５つ存在す

るということもその中に明確に位置づけさせて

いただいております。一つは民間企業であると

いうこと。２つ目は社会福祉法人であること。

３つ目はＮＰＯ法人であること。４つ目は再三

セクター等であること。５つ目は非常勤職員や

臨時職員等の、言うなれば個人であることと。

そのような５つの項目に分けまして、それぞれ

ただいま御質問あったような中で、このアウト

ソーシングについてどのようにスムーズにもっ

ていったらいいのかということにつきまして、

さまざま、まあはっきり言えば行ったり来たり、

とったりやったりというその中で話し合いを進

めているところでありますけども、なかなかそ

の部分は、具体的にはまだ道半ばであるという

ことも申し上げておきたいというように思って

おります。さまざま相手方５つということを申

し上げましたけども、相手方にもそれぞれ事情

があるわけでありますから、それをしっかり踏

まえながら、かみ合わせたアウトソーシングの

体制に持っていかなければならないかというよ

うに思っております。 

 実は、地方交付税の基礎的財政需要額の算定

においても、積極的なアウトソーシングを進め

るように要請をされているところでございまし

て、御質問にありましたとおり、当市は交付税

に大幅なかなりのウエートが占めているという

ことは御案内のとおりでありますから、この地

方交付税の一つの効率的な運用の場合におきま

しても、このアウトソーシングのさらなる推進、

取り組みの広域化、共同化の推進、そのような

ものをきちんとタイミングを失することなく進

めていかなきゃならないかというように思って

おりますので、これは終わりのないというより

もゴールがない、常にそれをやりとりの中で、

いかに市民の皆様の期待に、あるいはニーズに、

あるいは付託にどう応えるかとなれば、市とし

ては当然なんだけども、この５つの分野の方々

とどのような話し合いをしながら、効率的な業

務の執行体制を構築していくかということにつ

きまして、さらなる充実強化を図っていかなけ

ればならない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）  ８番佐々木大三郎君。 

   〔８番佐々木大三郎君登壇〕 

○８番（佐々木大三郎君）  次に、ＰＦＩにつ

いて伺います。 

 このＰＦＩは、午前中の萩野議員の質問の中

にも出てまいりましたけども、Ｐｒｉｖａｔｅ

 Ｆｉｎａｎｃｅ Ｉｎｉｔｉａｔｉｖｅの略

称で、内容は、公共施設等の建設や維持管理、

運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力

を活用して行う手法のことですが、この手法は、

地方公共団体が直接実施するよりも効率的かつ

効果的に公共サービスの提供ができ、事業コス

トの削減により質の高い公共サービスの提供が

可能になるということで、既に他自治体では採

用されております。 

 一方、当市の遠野市水道ビジョンによります

と、厳しい財政状況のもとで水道施設の大量更

新時期を迎えているということや、一部地域で

上水道と簡易水道の統廃合事業が見込まれてお

ります。 

 これらの対応策として、このＰＦＩ方式の導

入は検討に値すると私は認識しますが、市長の

御見解を伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 
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   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  いわゆるＰＦＩ方式を

水道事業に導入することについての市長の見解

はという、そういうお尋ねでありました。ＰＦ

Ｉ方式は、非常に先進的な取り組みということ

につきまして、民間参入とかを含めて、大事な

大事な仕組みの一つではないかなというように

認識いたしております。 

 現在の当市の水道事業は、水質検査や、ある

いは保守点検、あるいはメーター検針、さまざ

まな業務を一定一部を民間事業者に委託をして

いるという状況にあります。 

 ＰＦＩ方式は、今質問がありましたとおり、

その中でありましたとおり、これまでのこうい

った委託に加え、さらに水道ビジョンに基づく

水道施設のそれぞれの更新等も含め、民間企業

の資金と技術を一括して活用をするという方法

はどうなんだろうという、そのような御質問と

いうように捉えたわけであります。これは非常

に検討に値する一つの取り組みの一つではない

のかなと。 

 ただ、この手法によりまして、上水道事業を

行っている水道事業者は、全国で11例しかない

というのが今の状況であります。この事業内容

としても、浄水場の更新に係る設計、施工、運

転管理などを行っているというような状況の中

で11例しかない。まあライフラインであります

からね。非常に安心安全というものを問われる

わけでありますから、やはりきちんとした体制

をとらなければならないというその背景も中に

あるんじゃないかなというように思っておりま

すけども。 

 実は、厚生労働省のほうにおきましても、水

道事業におけるＰＦＩ導入検討の手引きなども

策定をしておるところでございまして、上水道

事業の経営安定を図るべき一つの事例といたし

まして、この指導も行っているという背景もあ

ります。 

 民間事業者が資金を集め、公共事業の単価よ

りも安い、そういう単価で施設を更新をし工事

を進めるということは、非常に当市にとっても

いいことなわけでありますけども、将来負担が

軽減されるというメリットもあるということの

ほかに、もちろんその中にはデメリットも一つ

あるんだということも踏まえなければならない

かと思っております。 

 そのデメリットの一つは、実施事業者を選定

するのに、一定の規模と相当の時間を要すると

いうことが一つあります。 

 水道ビジョン、既に計画進行中であります。

そのような中で大幅な方針変更といったような

のにつきましては、時期的に今の時期にはいか

がなものかなということも当然考えなければな

らない。 

 そして、これも大きな課題でありますけども、

上水道と上郷町佐比内簡易水道飲用水施設です

ね。これの統合事業につきまして、これとも関

係するということもありますから、その辺のタ

イミングもよく見なければならないということ

も背景にあるということであります。 

 私自身は、やっぱりこの水道、ライフライン

でありますから、安心安全なということがやっ

ぱり一つの大きなキーワードでありますから、

簡単にはＰＦＩという中で取り組むことについ

ては、やっぱりいかがなものかという部分の懸

念はあるということも踏まえながら、しかし、

やっぱりこういうＰＦＩといったような手法の

中で、より効率的な行政執行体制をその中で整

えていく、経費の削減も図っていく、そしてま

た安心安全をそこでしっかり確保するという部

分については、デメリットばっかり言うんじゃ

なくて、メリットも見ながら、その辺のところ

で、いかにどの時期でどのようにこういった部

分に踏み込んでいくかというところになれば、

またちょっと検討に時間を要するんではないの

かなというように承知しているとこでございま

すので、そのことの認識を踏まえ答弁とさせて

いただきます。 

○議長（新田勝見君）  ８番佐々木大三郎君。 

   〔８番佐々木大三郎君登壇〕 

○８番（佐々木大三郎君）  当市の水道事業は、

今後ますます膨大な事業費が見込まれますので、
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ぜひ今現在のやり方がいいのか、ＰＦＩ方式が

いいのか、あるいは別の方法があるのか、経済

性の比較とか市民サービスの両面、この辺を考

慮しながら、最適な方針を打ち出していただき

たいと思います。 

 次に、基金について伺います。 

 市民には、この基金という言葉は普段余り聞

きなれないかもしれませんが、これは地方自治

体の貯金に相当するもので、使用目的に応じて

さまざまな基金が存在しておりますが、このう

ち主要３基金の平成30年度見込み額に関連して

伺います。 

 主要３基金の１つ目としましては、財政調整

基金というものがありますが、これは不測の税

収減や歳出増に備えるもので、基金残高は14億

円まで急激に減少する見込みとなっております。 

 ２つ目は市債管理基金ですが、これは借金の

償還に必要な財源として確保しているもので、

最近は急激な減少傾向にあって、基金残高は２

億6,000万円まで減少する見込みとなっており

ます。 

 そして、３つ目は公共施設等整備基金ですが、

これは公共施設の整備に要する財源に充てるも

ので、これも最近は大幅に取り崩されておりま

して、基金残高はわずか１億3,000万円まで減

少する見込みとなっております。 

 この主要３基金は、遠野市が自助努力でため

た将来への備えであり、いざというときのため

に、それぞれの目的に応じて積み立ててこられ

たものであります。 

 しかし、今申し上げたとおり、主要３基金、

要するに貯金の合計額は17億9,000万円まで急

激に落ち込んでおります。 

 そこで伺います。この基金残高17億9,000万

円は、当市の財政状況から判断して、健全範囲

にあると言えるかどうかについて伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいまこの主要３基

金の中におきまして、急激な、あるいは大幅な

というような言葉、随所に出てまいりました。

急激なとか大幅なということになれば、本当に

遠野市の財政はどうなんだろうということの心

配を持たれるということを、私は正直なところ

心配しております。いろんな面におきまして、

やりくりをしながら対応していかなきゃならな

い。先ほど公共施設等の解体の問題も、全てこ

れも税金なわけであります。主要３基金を含め

ながら、どのようにタイミングを失しない形で、

市民のニーズと付託と、そして安心安全を確保

するかというところに対応していかなきゃなら

ない。平成30年度の今議会に提案を申し上げて

おる177億8,000万、これもまさに仕事、子育て、

地域、丸ごと応援予算として位置づけた予算で

あります。さまざまな一括交付金といったもの

を打ち立てながら、再配分をしながら、財源を

スクラップ・アンド・ビルドをしながら、確保

しながら対応をしていくと。しかし、やっぱり

急がなければならない、対応しなければならな

いとなれば、こういった主要３基金にもきちん

と活用をしながら市民の付託に応え、一方にお

いては、将来の負担、将来負担といったものに、

いかに公平な、そして一定の見通しのもとに対

応をしていかなきゃならないという、これも何

度も繰り返しますけども、やりくりをしていか

なきゃならないというのが行財政運営なわけで

あります。したがって、急激な、大幅なという

一つの言葉の中でそれを位置づけられてしまう

と、何だ、何だ、計画もないまま急激に落ち込

んだのかと、大幅に落ち込んだのかということ

にもなりかねない。 

 この基金の取り扱いについては、今、全国の

基礎的自治体、我々脆弱な市町村においては、

大きな課題となっております。財務省は、ため

込むな、使えという、そのような指導をしてき

ております。また総務省も、いろんな意味にお

いて、まだまだ有効に活用していいんじゃない

かという、そのようなことも言ってきておりま

す。有効に活用する、これは当然であります。

有効に活用しなければならないということは当

然であります。したがって、そのタイミングを

どう見ながら、したがって、その中において議
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会と厳しい議論をしながら、本当に必要な事業

なのか、本当に必要な整備なのかということを

その中で議論をしながら、可決をいただき、前

に進むという繰り返し行っているわけでござい

ますので、急激なとか大幅なということになれ

ば、私の立場からすれば、議員の皆様にもしっ

かりと相談をさせていただきながらやっており

ますよということも、また申し上げておきたい

というように思っているとこであります。もち

ろん市長としての仕事の中におきまして、しっ

かりとした見通しと、しっかりとしたデータと、

しっかりとした判断の中で、情報の中で判断を

しながら、タイミングを失しない予算執行をし

ていくということは、これは言うまでもなく当

然なわけであります。その辺をよく踏まえた中

における一つの行財政運営を、これからもしっ

かりと努めてまいりたいというように思ってお

りまして、今御質問にありましたとおり、ちょ

っと長めに私の思いを申し上げましたけども、

立場としての思いを申し上げましたけども、主

要３基金の状況につきまして通告をいただきま

したので、現状等につきましてしっかりとまと

めてありますので、財政担当の経営企画部長の

ほうから御答弁申し上げますので、御了承願い

たいと思っております。 

○議長（新田勝見君）  鈴木経営企画部長。 

   〔経営企画部長兼政策推進担当課長鈴木

英呂君登壇〕 

○経営企画部長兼政策推進担当課長（鈴木英呂

君）  遠野市財政調整基金は、災害の応急対応

策、その他特別の事件に要する経費の財源に充

てるため設置したものです。 

 現在の活用状況は、予算を組み立てる際の調

整用財源として活用をしており、当初予算で繰

入金として計上をした後、地方交付税などの交

付額の確定に合わせて減額補正を行っているた

め、実質的には毎年度少しずつではありますが、

積立額がふえている状況となっています。 

 健全財政５カ年計画では、その適正保有額を

約10億円としています。これは、標準財政規模

の10％をめどとしているものです。平成28年度

決算における標準財政規模は108億5,000万円ほ

どとなっていますので、この10％に当たる10億

円をというふうに適正額としております。 

 遠野市市債管理基金は、市債の償還に必要な

財源をあらかじめ確保し、市債の適正な管理を

行うことにより、健全な財政運営に資するため

設置したものです。 

 平成27年度までは、第二次遠野市健全財政５

カ年計画に基づき、毎年度１億5,000万円を取

り崩し、公債費の財源として活用をしてきてお

ります。 

 第三次健全財政５カ年計画では、当該年度の

公債費償還額の10から20％の保有額を適正額と

位置づけ、公債費の償還に充てる一般財源の平

準化を図るための調整財源として充当すること

を基本に運用してきております。 

 なお、平成30年度当初予算における公債費の

元利償還額は25億9,000万円となっているので、

平成30年度末の同基金の保有予定額の２億6,00

0万円は、許容範囲であると捉えております。 

 次に、遠野市公共施設等整備基金は、市が行

う公共施設、その他の施設の整備に要する経費

の財源に充てるため設置したものです。 

 第三次健全財政５カ年計画では、当該年度の

投資的経費の10％程度を適正保有額と位置づけ

ております。 

 平成30年度当初予算における投資的経費に係

る予算額は約17億7,800万円となっており、平

成30年度末の同基金の保有予定額の１億3,300

万円は、この基金を若干下回るものと捉えてお

ります。 

 平成28年度末の全国市区町村の基金残高の総

額14兆6,700億円にも上り、地方公共団体の財

政の健全化に関する法律が平成19年に施行され

てからの10年間で、平均57.3％もふえたという

総務省の調査結果が公表されております。特に

岩手県の伸び率は大きく、169.9％もふえてお

り、全国トップの増加率となっております。 

 基金の増加はため込みとも捉えられ、地域経

済の活性化を阻害する要因、また、国と地方の

資金分配の見直しの理由などと解釈されること



－ 70 － 

もあり、基金それぞれの趣旨に沿った適正な執

行と管理が求められてきております。 

 よって、現在作業を進めている健全財政５カ

年計画の中間見直しにおいては、基金残高の増

加をもって健全財政とするという従来の考え方

を改め、不必要に基金を保有するのではなく、

将来の財政見通しに沿った必要な財源の確保と、

地域経済への投資を念頭に置いた保有額の最適

化に努める必要があると考えております。 

 議員御質問の遠野市の財政状況は健全である

かどうかということについては、昨年の６月定

例会でもお話をしました健全化判断比率が、一

つの判断基準であると捉えております。例えば、

将来負担比率は、借入金残高や債務負担行為に

基づく将来の支出予定額など現在抱えている負

債の大きさを、本市の財政規模に対する割合で

あらわした数字です。国が示す境界値は350％

であります。 

 平成27年度決算では79.1％、平成28年度決算

では73.3％と、5.8ポイント減少しているのが

遠野市の決算の状況です。この要因として、借

入金残高の減少と基金保有額のバランスがあり

ます。 

 また、もう一つの判断基準として、みずから

の収入で支出を賄っているかどうかを示す財政

力というものがあります。平成28年度決算にお

ける財政力は0.29という結果であります。この

数値は１に近いほど財政力があるとされ、毎年

度少しずつ１に近づいている状況ではあり、財

政力は上向いているものと思料されます。 

 これらの状況から、現在の財政状況は健全性

が保たれているものと捉えています。 

○議長（新田勝見君）  ８番佐々木大三郎君。 

   〔８番佐々木大三郎君登壇〕 

○８番（佐々木大三郎君）  大分詳しく担当部

長のほうから御答弁いただきました。そのとお

りだと思います。また、この基金につきまして

は、確かに今、財務省、総務省の間でいろいろ

考え方に差が出ていることも存じ上げておりま

す。 

 この基金は、今、世間で騒がれている企業の

内部留保とか余剰金とはもちろん違うと思いま

すし、適正額は幾らなのか、やっぱりしっかり

と算定していただいて、市民にも明示する必要

があろうかと思います。 

 また、先ほどは私の「急激に」という言葉、

大分市長気になさっているみたいですけども、

私はそうじゃないと思います。そういうことで

あれば、別な角度から質問をさせていただきま

すけども、この主要３基金、健全５カ年計画と

対比してみますと、７億5,000万も下回るとな

っております。これは果たして、先ほど総務部

長のほうから御答弁あった評価の範囲内にある

でしょうか。あるいは違うでしょうか。私は心

配しているところでありますが、この辺の内容

について御答弁願います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいまは当市の行財

政事情につきまして、私のほうから一つの考え

方と認識、担当部長のほうからは主要３基金を

含めての具体的な数字をもって、詳しく申し上

げたところであります。そういった点におきま

しては、この部分におきましては、ガイドライ

ンという中でどのような認識をということにな

れば、いろんな物の考え方がある。安心安全の

ため、将来負担のないためには、しっかりと基

金を確保しながら対応をしていくという部分も

ある。 

 しかし、今現在、市民生活を過ごしている

方々に、今、遠野に住んでよかったという部分

に対する答えも出していかなきゃならない。将

来よくなるから我慢してください、我慢してく

ださいというわけにはいかないという部分の中

におけるやりくりの難しさがそこにはある。し

たがって、このガイドラインをどう捉えるのか、

そしてまた、その危険度と申しますか。そのと

こをどのように把握をするのかというようにな

れば、やっぱり一つの物の見方、考え方も含め

て、判断の難しさがそこにあるんじゃないのか

なというように思っておりまして、ただいま担

当部長が申し上げました具体的な数字等につき
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ましては、私は決して安心はしていない。健全

財政化の中の範囲内だからいいんだということ

ではなくして、いつ何どき、どのような災害が

起きるかもわからない。いつどんな形での、何

と申します、予算を必要とするかわからないと

いうような状況の中で、常に生き物としてある

んだというその中にあれば、常に、ありきたり

な言葉でありますけども、いい意味での緊張感

を持ったということは、危機感を持った行財政

運営をしていかなきゃならない。この遠野市の

今の財政状況の中にあっては、よって安心だ、

だから大丈夫だということには決してならない。

そのような一つの危機感の中で常に行政運営に

当たっているということを申し上げて答弁とい

たします。 

○議長（新田勝見君）  ８番佐々木大三郎君。 

   〔８番佐々木大三郎君登壇〕 

○８番（佐々木大三郎君）  今の市長の御答弁

である程度安心しましたが、ちょっと最後に質

問させていただきますけども、この主要３基金、

まあ貯金ですが、先ほどから申し上げていると

おり、わずか17億9,000万円しか残っていない

ことに対して、このことに対して、市債残高、

要するに借金ですけども、これは193億円もあ

ります。これは、私は大変厳しい財政状況にあ

るんだなというふうに認識しているところです

が、このことに対する市長の御認識を伺います。 

○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）  全ての数字が安心安全、

そして大丈夫だということにはならないと。繰

り返しになりますけども、いうところの心配だ

と、不安だというものも常に頭に置きながら、

今何をすべきかというところの判断を、客観的

な、そして、きちんとした情報のもとに基づい

て判断をしながら、これを乗り切っていかなけ

ればならないということになると思いますので、

それぞれの数字をもって安心だ、大丈夫だ、心

配ないという一つの対応につきましては、やは

りかなり難しいものがあるんじゃないのかなと

いうように思っているとこでございますから、

極めて抽象的な言い方になりますけども、その

ような状況の中で行財政運営をしているという

ことを踏まえての一つの御理解をいただければ

というように思っております。 

○８番（佐々木大三郎君）  以上で質問を終わ

ります。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後３時07分 休憩   

────────────────── 

   午後３時17分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 本日の会議時間は議事の都合により、あらか

じめこれを延長します。 

 次に、進みます。３番菊池美也君。 

   〔３番菊池美也君登壇〕 

○３番（菊池美也君）  政和クラブの菊池美也

です。４番目。ちょうど本日の日程の折り返し

になります。市長、よろしくお願いします。 

 そろそろ、いろいろな会合、団体において、

会長、副会長など役員の選出が話題に上がって

くる、上がっている時期だと思います。私にも

声がかかります。若いんだから、やれ。一番嫌

だなあと思うのは、「俺忙しいんだよ。今まで

十分やったがら、疲れだがら、あど頼む」って

いう人。こういう方からは、正直、引き受けた

くありません。「俺もやっからよ。一緒にやっ

ぺし、手伝ってけろ」、こう言われたら、「お、

頑張ってみっかな」となる。にっちもさっちも

いがなくなって、「あどは頼むじぇ」じゃ、受

けられませんよ。いい形で引き受けたい、いい

形でバトンを渡してもらいたいし、いい形でバ

トンを渡してあげたいと思っています。今も大

事です。10年先、20年先を見据えることも大事

です。 

 平成29年３月31日を基準日とした平成28年度

決算に基づいた遠野市の財務書類に関する報告

書を議員全員協議会の資料として提出をいただ

きました。 

 貸借対照表、企業で言うところの損益計算書

である行政コスト計算書、それから、純資産変
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動計算書、そして、いわゆる民間で言うキャッ

シュ・フロー計算書の資金収支計算書、この４

表が報告されました。 

 貸借対照表は、市の財政状況を明らかにした

ものです。先達が過去から、そして、現在の市

民が積み上げてきた資産と将来世代が負担する

ことになる負債のバランスを見ることができる

財務諸表です。今も大事なんです。将来も大事

なんです。要は、世代間の公平。将来世代が納

得できるかどうかだと思います。 

 報告書には、「今後確かな財政運営により負

債返済を進め、次世代への負担を軽減していく

必要がある」という記述もありますが、過去、

現在、将来の各世代の負担についての市長のお

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）  菊池美也議員の一般質

問にお答えいたします。 

 今も大事だ、将来も大事だ。これ、やはり、

大きなキーワードであり、その言葉を大事にし

ながら、行財政運営をしていかなきゃならない

かというように思っております。 

 先ほど当市の財政状況等につきまして、かな

りお時間をいただきまして、詳しく答弁の中で

申し上げさせていただきました。担当部長のほ

うからも、それぞれ具体的な数字を上げて申し

上げたところであります。しかし、やはり、今、

何をすべきか。将来本当に大丈夫だろうかとい

うことを常に意識しながら取り組んでいかなき

ゃならないということは言うまでもありません。

そういった中におきまして、この、過去、現在、

未来といったような各全世代の各世代の負担問

題についてという中で、今、統一的なこの基準

によりまして、平成28年度決算に基づく財務書

類を作成をしたということは御質問にあったと

おりであります。このことにつきまして、若干

申し上げたいというように思っております。 

 27年度までは、各種決算資料等に基づく簡易

な方法での財務書類の作成でありましたが、今

回からは固定資産台帳の整備を行った上での財

務書類となるという、そのような位置づけであ

ります。このことによりまして、将来世代に引

き継ぐ社会資本と債務返済の財源等からなる、

いうところの資産は平成27年度よりも117億円

ほど減少したという、そのような数字を得てい

るところであります。 

 27年度までは簡易な方法での作成であったわ

けでありますけども、固定資産税の減価償却費

計算も簡易に行ってきたわけでありますけども、

今回の財務書類からは固定資産１件、１件の減

価償却費計算を行った上での作成であったとい

うことでありますから、かなり精査された数字

ではなかったのかなと思っておりまして、これ

は当初から想定されていた、一つの117億円ほ

どの減少といったようなものも、その中で改め

て確認することができた。 

 貸借対照表は、この資産全体に対し将来の世

代の負担となる負債と、これまでの世代の負担

となる純資産がそれぞれどのくらいの割合で負

担することとなるかを一目で理解することがで

きる書類であるということなわけであります。 

 平成28年度までの普通会計決算における貸借

対照表では、将来世代の負担が４割に対し、現

世代の負担が６割という割合となっておりまし

て、現世代の負担が大きくなってきているとい

う状況にあります。 

 財務書類では、さらに、その分析データとい

たしまして、社会資本形成の過去及び現世代の

負担比率、または、社会資本形成の将来世代負

担比率という指摘も、あわせて行わせていただ

きました。 

 社会資本形成の過去及び現世代負担の比率と

は、有形固定資産のうち、どの程度の正味の資

産であるかを示す数字でありまして、指標であ

りまして、この数値が高ければ、過去及び現世

代の公共資産形成のためのコストを大きく負担

するということを意味しているという、そのよ

うなものであります。 

 そのような一つの中におきまして、平成28年

度決算における社会資本形成の過去及び現世代

負担比率は約70％。自治体では一般的には50か
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ら90％が標準であるとされておりますので、こ

の標準的な水準に当市はあるんではないかなと

いうように思っております。 

 また、社会資本形成の将来世代負担比率につ

いては、28.7％という一つの結果になっており

まして、人口３万から10万人規模の自治体の平

均は28.9％となっておりますから、それと比較

いたしましても、本市は標準的な水準にあると

いう捉え方をできるんではないのかなというよ

うに思っておりまして、これは、ただいま、ち

ょっと詳しく申し上げましたけども、現在の財

政状況といたしましては、過去、現在、将来の

各世代の負担については、非常に適当な割合で

居続けられるんではないのかなというように認

識しております。 

 特にも、この各世代の負担については、さま

ざま考え方あろうかと思っております。考え方。

やっぱり、今の将来の負担があっても、今のと

いう部分もあるし、いや、今我慢しても将来に

という部分あると思います。その辺を繰り返し

になりますけども、先ほどの佐々木大三郎議員

との中においてもやりとりいたしましたけども、

何が、どうあれば、いいかとつきましてのさま

ざまな議論、これは、やっぱり、歳入歳出。入

るお金、出るお金。そして、また、今抱えてい

る緊急課題、優先課題、もう少し検討すべきも

のといったような中で、常に、まさにスピード

とタイミングを失しないような対応を求めてい

かなければならないかということになっている

わけでございまして、少なくとも現世代の負担

を将来に先送りするというようなことは、やは

り、できないではないのかなと。さらなる緊張

感をもって対応しなければならない。将来世代

の負担、過度に負担を残すようなことがあって

はならない、いうようなことを常に意識した財

政運営に心がけ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）  ３番菊池美也君。 

   〔３番菊池美也君登壇〕 

○３番（菊池美也君）  ヒアリングうまくいか

なかったんだと思います。僕、額を聞きたかっ

たんじゃないんです。額よりも内容だと思いま

す。100億円残そうが、将来世代が納得できる

ものを残してもらっていれば、僕はいいなと考

えています。だから、お考えをという表現をさ

せてもらったんですけれども。 

 貸借対照表の純資産をふやす主な項目は、税

収及び国・県からの補助金など。逆に、純資産

を減少させる、先ほど29年度と28年度の会計の

基準がちょっと違うから117億マイナスになっ

たということでしたけれども、きちっと29年度

の精査をして、117億円が、ごめんなさい、数

字が貸借対照表でまとまったというふうに理解

しているので、28年度と単純比較はできないな

と思っています。 

 純資産を減少させる将来世代への負担の先送

りという主な項目は、純行政コストです。１年

間の行政活動のうち、道路や学校などの資産の

形成には結びつかない、例えば、ごみ収集や福

祉サービスといった行政サービスにかかったコ

ストを純行政コストと指します。報告書には、

「引き続き適正なコストによる行政サービスの

充実に努めていく必要があります」という記述

がございました。将来世代の負担を減らすため

には行政コストを抑えなければならない。市長

答弁をいただきました。一方、行政コストを抑

制した結果、市民サービスの質と量が落ちてし

まっては、現在世代の満足度が低くなってしま

う。本当バランスが大事だと思います。さきの

佐々木議員との質疑の中でも御答弁ありました

が、これまでも行政コストの削減には長らく積

極的に取り組んでおられます。コストをさらに

抑えて行政サービスは充実する。現状の行政

サービスの質と量は維持してほしい。あわせて、

将来世代の負担は軽減していきたい。このよう

な両方のいいとこどりの考えは、もう限界に近

づきつつあるんじゃないかなという印象があり

ます。今の世代も、やっぱり、少しずつ我慢を

していかなければいけません。脆弱な自治体で

ある遠野が持続可能であるためには、そういっ

た考えをそろそろ持たないといけなければと思

いますが、市長はどのように考えますか。 
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○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま行政コストの

話が出ました。現世代と将来世代の負担割合と。

先ほど、ちょっと、それぞれの件につきまして

も、数字等につきましても、ちょっと答弁の中

で申し上げたところでありますけども、この部

分については、今、実は参考のために申し上げ

ますけども、この市民一人当たりどれだけの行

政サービスが提供されたのかを示す経常行政コ

ストという数値があります。この数値を見ます

と、平成28年度決算における本市のこの数値は、

市民一人当たり約66万円という数字になってお

ります。平成27年度決算におけるこの同じ数字

でありますけども、これは62万円ということで

ありましたから、市民一人当たりに提供される

行政サービスは、27年度と比べ、約４万円増加

しているという一つの数字として抑えていると

ころであります。 

 行政コストが増加することは、サービス水準

が高くなることを意味するということになるわ

けでありますけども、反対に純資産を減少させ

るということには、なるということになるわけ

でありますから、現世代の負担が低くなり、将

来世代の負担が高くなるということも意味する

ということになるわけでありますから、その辺

のところを常に考えなければ、だから、現在、

将来といったものをどのように捉えるかという

ところの、私、市長という仕事をいただいてお

りますけども、その難しさは、やっぱり、いろ

いろ考え方もあるし、また、遠野市という地域

経常体の中において、健全財政とも維持してい

かなきゃならないという部分もあれば、その辺

の判断については非常に難しいというように捉

えているところでありますけども、難しいとは

言ってられない。そこを的確に判断をしながら、

予算化するものはする。コストをかけるものに

かけていく。しかし、一方においては、コスト

といったものも、いろんな面で、総合力という

中で、削減もしていかなければならないという、

そのような一つの捉え方をしていかなきゃなら

ないという部分で、対応していかなきゃならな

い。あくまでも一般的なものの認識を示すわけ

でありますけども、それぞれの、やっぱり、数

値化という部分につきましては、一つの諸刃な

んですね。それに基づいて、こうなんだという

部分と、しかし、それが本当に現実を示してい

るのかという分になれば、また違うと。また、

こういう部分には、まだまだ工夫する余地があ

るぞという部分をどう見通ししながら進めてい

くかということがやっぱり大事じゃないのかな

というように思っているところであります。

データを分析しながら現状を捉え、その中で、

現世代、将来世代といったものの、バランスを

どうとっていくのかという一つの常にそれを意

識しながらの対応をするという中での認識で、

答弁とさせていただければというように思って

おります。 

○議長（新田勝見君）  ３番菊池美也君。 

   〔３番菊池美也君登壇〕 

○３番（菊池美也君）  次に、質問事項の二つ

目、これからの自治体広報のあり方について、

お考えを伺ってまいります。 

 あるＳＮＳに投稿された文面を紹介いたしま

す。１月24日水曜日13時49分のものです。一月

ほど前のあの時分は大型寒波が来ていて、ちょ

うど、そのときの本庁周辺は雪が深々と降り続

いておりました。文面をそのまま読み上げます。 

 「遠野市のお知らせって放送されているけど、

何を言っているのか、全く聞こえない。放送内

容で文字ですぐ確認できるような仕組み欲しい

わ。ホームページのトップとか、お知らせ掲示

板とか」。 

 13時45分に防災行政無線から放送された内容

は、15分後の14時、２時ちょうどにＪ─ＡＬＥ

ＲＴの試験放送がありますよ、訓練ですよ、安

心してくださいねという市民の皆様への事前の

お知らせでした。それに対してのさきの書き込

みです。 

 お尋ねをいたします。そもそも聞き取りにく

い地域があると多々声が寄せられ、議会の中で

も本会議の一般質問あるいは委員会での質疑で
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やりとりが過去にございます。現在の無線設備

は、本来ならば、耐用年数がおおむね15年のも

のにもかかわらず、新市制施行前のそれぞれの

市・村ごとに整備をしたアナログ方式の設備を

未統合のまま、何とか、だましだましという表

現が適当かどうかわかりませんが、いずれ、そ

の状態のまま使用をしています。旧遠野市エリ

アは昭和63年度の導入、30年ほどが経過してい

ます。宮守町エリアの設備も、平成３年度導入、

27年ほど経過しています。老朽化。さらに、今

後のことに触れれば、今使われている遠野の無

線設備の規格が無線通信規則改正に対応してい

ないため、平成34年の11月末に使えなくなって

しまうとの御説明でございました。防災行政無

線のデジタル化については多額の費用が必要に

なります。平成34年の後半ですから、まだ４年

ちょっとあるのかなと思っていたら、デジタル

防災行政無線の整備に係る財政支援「緊急防

災・減災事業債」は、平成32年度までの事業が

対象となるとのことです。２年以内に完了しな

ければなりませんが、防災行政無線のデジタル

化関連事業の今後の取り組みについて、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）  ただいま安心安全のた

めには、情報の周知及び伝達が極めて大事な取

り組みであるということは、申し上げるのはあ

りません。この防災行政無線のデジタル化に係

る一つの今後の取り組みということについての

御質問と承りました。 

 質問の中でありましたとおり、本市のこの防

災行政無線は移動系と同報系があるという中で

仕組まれてあります。移動系については、平成

25年度に新設された総務省のシステムの第１号

に採択され、総事業費約９億円で整備されまし

た。あわせて、消防・救急無線と一体でのデジ

タル化整備を行ったということは御案内のとお

りであります。 

 無線等、同報系防災行政無線については、設

備の老朽化、あるいは、利用している電波の使

用期限、これは平成34年11月までということで、

迫っているわけであります。このことを踏まえ

まして、平成29年度、岩手県立大学の柴田名誉

教授を座長といたしまして、どうすれば、一番、

仕組みとして効果的であり、また、実効性があ

るのかという中で検討をさせていただきました。

その中におきまして、防災行政無線と遠野テレ

ビのネットワークを基本に、いうところの多様

な手段を組み合わせ、そして、確実に情報を伝

えるという、そのためのベストミックスという、

一つのキーワードの中で、システムの構築を目

指すことが報告書として出されたところであり

ます。したがって、この提案を受けまして、こ

の同報系デジタル防災行政無線の実施計画を平

成30年度までに策定いたしまして、平成33年度

までの期間で実施する方向で進めているところ

でありますので、御質問の国の財政、それぞれ

の国の財政支援なども受けながら、これにつき

ましては、平成32年度の事業対象となっている

ということを申し上げまして、答弁とさせてい

ただければというように思っております。 

○議長（新田勝見君）  ３番菊池美也君。 

   〔３番菊池美也君登壇〕 

○３番（菊池美也君）  第二次遠野市総合計画

「大綱５みんなで考え支え合うまちづくり」の

中で、施策に広報広聴と情報公開を掲げていま

す。総合計画194ページ、現状と課題には、こ

のような記述があります。 

 「市民への情報公開、市民と行政との情報共

有は、多様化する市民ニーズの把握や行政に対

する市民の信頼を確保する観点からも重要であ

り、情報化社会の進展を踏まえ、各媒体の特徴

を生かした広報活動を進めていく必要がありま

す。本市では、市長と語ろう会や市政なんでも

相談箱、市ホームページに開設している市長へ

の手紙などにより、広く市民の意見・提言を受

け施策に反映するとともに、広報誌をはじめ

ホームページ、ケーブルテレビ情報ネットワー

クを活用し、積極的に情報の発信を行ってきま

した。今後は、さらに迅速できめ細かな情報の

提供と公開、市民意識を的確に把握することに
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より、まちづくりの理念や目的が共有されるこ

とが求められています」。 

 着目したいワードは、「情報化社会の進展を

踏まえ、各媒体の特徴を生かした広報活動」、

「迅速できめ細かな情報の提供と公開」。多く

の自治体広報は、「全ての住民に平等で同等な

情報を」と、全ての住民に平等で同等という情

報をという立場で情報の発信を行っているのが

現状だと思います。音声で市内全域に告知をす

る。後で読み返す。文字として残る紙媒体のよ

さもあります。ホームページ、ケーブルテレビ

での情報提供も、それは継続をし、さらなる充

実を求めます。ただ、これからは、正しく情報

を伝えるため、対象者をはっきりさせる、明確

化することも大切になってくると考えます。

ニーズは多様化し、若者にとって、興味・関心

の幅はさまざまであり、情報が散漫になって、

伝えたいことがうまく伝わらなくなってしまう。

また、情報収集する際に主に利用している媒体

でも、世代間にそれぞれの違いがあります。訴

求対象の区別をしっかり認識し、ターゲットを

絞った情報発信の差別化、対象ごとの発信方法

の区別化を図ることも必要だと、大事だと思い

ますが、市長はどのように考えますか。 

○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）  先ほどの防災行政無線

で、いかに住民周知と広報をしっかりと把握、

伝達するのかという部分につきましては、市政

におけるさまざまな課題等を市民の皆様と共有

をしながら、まさに市民協働、共生社会といっ

た遠野の社会を構築するためには、今、御指摘

のあった広報といったような部分も、すごく大

事な大事な取り組みであろうかというように思

っています。 

 さまざまな広報活動につきましても、いろい

ろ、市長と語ろう会、あるいは、なんでも相談

箱といったようなものも継続して取り組んでい

るわけでありますけども、なんでも相談箱など

も、市民の皆様からは定期的に私のところに手

紙が参ります。いろんな分で、直ちに返事をし

なければならない。いや、これは、なかなか難

しいなあというような分、その中にあるわけで

ございますけども、それでよしとするわけには

いかない。各世代、どのようにターゲットを絞

り、アプローチしていくとなれば、ホームペー

ジに載せただけでは済まされない。遠野テレビ

の電波媒体をどう使うのか。遠野広報という印

刷媒体をどのように使うのか。さらには、フェ

イス・トゥ・フェイスという中における語ろう

会をはじめ地区センターとの連動の中で、それ

こそ、市民の皆様と直接どう向き合うのかとい

ったようなことのやはり繰り返しではないのか

なというように、今思っているところでありま

すけども、この中におきまして、やはり、考え

なきゃならないというのは、今御質問の中にあ

りましたとおり、各世代という一つの中におき

まして、さまざまアプローチの仕方。これ、や

っぱり、考えていかなきゃならない検討課題が

いっぱいあるんじゃないのかなというように認

識しております。スマートフォンといったよう

なものをどのように、これを利活用するのか。

さらには、ホームページも、どのようなデザイ

ンの中で、みんながアクセスしやすいような、

わかりやすいような、ただ、市の通知文書をた

だ流すんじゃなくて、どうすれば、見てもらえ

るのかというような部分の工夫がまだまだ必要

じゃないのかなというようにも思っているとこ

ろでございますので、利用者目線、市民目線を

きちんと踏まえた中で、暮らし、子育て、さら

には防災などについての一つの広報のあり方と

いったものにつきまして、さらなる検討と修正

も行いながら対応していきたいと。広報遠野に、

実は高校生にも参加してもらったという部分あ

りますから、あのような仕組みも、もっともっ

と大事にしていきたいなというように思ってお

ります。こっちがよしとしても、果たして、本

当にそれが求めているアプローチの仕方なのか

ということを、やっぱり、我々もしっかりと自

覚をしなければならないし、また、認識もしな

ければならない。そして、そのために、特にも、

スマートフォンといったような大変な日進月歩
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の中で進むこの情報通信機器といったものとど

う連動を図るかとなれば、そのアプリケーショ

ンというか、アプリをどのように持っていくの

かという部分における最新の技術といったよう

なものも、常に取り組まなければならない。繰

り返しになりますけども、迅速できめ細かな情

報の提供と公開。そして、さらには、世代間や

対象者を絞っての情報発信の差別化といったよ

うなものを行っていかなきゃならないというよ

うに思っているところでございますから、なお

のこと、意を用いて、工夫を重ね、この情報周

知、課題の共有といったことにおける広報のあ

り方といったものについては、常に常に改善を

するという方向の中で対応していきたいという

ように思っているところでございます。 

○議長（新田勝見君）  ３番菊池美也君。 

   〔３番菊池美也君登壇〕 

○３番（菊池美也君）  次の質問の答えも、ち

ょっと触れていただいたようなところがありま

すけれども、提案型というか、こういった仕組

みづくりはどうかなという形で、質問という形

をとった提案をさせていただきたいと思います。 

 市長は、以前は、よくメールを利用している

んだよというお話されておりました。そのほか

に、フェイスブックであるとか、ツイッターで

あるとか、ライン、インスタグラムなどなど、

ほかにもいろいろとありますけれども、手元で

視認できるような遠野市の広報チャンネルも必

要ではないのかなと思います。速報性が断然違

います。○○センターとか、○○公民館という

レベルでツイッターのアカウントを持っている

自治体も実際にあるようです。 

 ただ、今のところ、ソーシャルメディアは、

あくまでも市のホームページに誘導するための

補完媒体として位置づけるのが一番効果的では

ないのかなと思っています。ホームページ上で、

重要なこういう情報がアップデートされました、

新しく○○課からこういう重要な新着情報が流

れましたなどをツイッターやフェイスブックな

どで流して、具体的には、詳しい情報は全部

ホームページで提供するというような設計をし

たらいかがでしょうか。 

 繰り返しになりますけど、キーワードは、情

報化社会の進展を踏まえ、各媒体の特徴を生か

した広報活動。そして、迅速できめ細かな情報

の提供と公開です。ぜひ、先ほどの答弁のベス

トミックスという表現もございましたが、ぜひ、

取り組んでいただきたいと思います。市長はど

のように考えますか。 

○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）  このソーシャルメディ

アという一つの切り口の中で対応していかなけ

ればならない。インターネットを利用して、手

軽に情報を発信しながら、双方のやりとりとい

う一つの、それは共有できるという双方向の一

つのメディアの代表的なものであるわけであり

ますから、フェイスブックやツイッターなども、

それに位置づけられるんじゃないのかなという

ように思っておりまして、この内閣官房の一つ

のとり方によりますと、自治体でもスマートフ

ォンなどを利用する、ソーシャルメディアの利

用が約53％近くなっているという一つの事実が

ありますから、我々もその辺をしっかりと見据

えた対応をしていかなければならないのかな。

実は、県内の動向では、14市のうち、11市が

ソーシャルメディアの公式アカウントを保有し

ているという状況でありますので、遠野市とし

ても、その辺のところを踏まえた上で、ホーム

ページの充実、あるいは、ホームページとこの

ソーシャルメディアと連動させながら、さらな

る情報の共有、周知徹底といったものに、まさ

に、これは深化という一つの情報の中で、取り

組みの中で進めていかななりませんから、言葉

としては、適切でないかもしれませんけども、

この流れの中にも取り残されないように、しっ

かりとした対応を進め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）  ３番菊池美也君。 

   〔３番菊池美也君登壇〕 

○３番（菊池美也君）  ソーシャルメディアの

メリットを簡単に整理してみます。 
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 まず、住民側のメリットとして指摘される点

の１番目が、政策や活動についての必要な情報

を迅速に入手できる。いつでも、どこからでも、

気軽にアクセスできるというメリットがありま

す。既存のメディアを保管し、重要情報を住民

に迅速かつ広範に伝達できることが自治体側に

とってのメリットです。 

 多数の住民の意識、意見をお互いに可視化で

きることもメリットだと思います。自治体が書

いたものに対し、いいねの反応は幾つあったか

ということは、簡単な住民アンケートをするに

近い効果。いわゆる広聴に近い効果があるので

すが、それが市民の中で、お互いに可視化でき

るというのが２点目として上げられるかと思い

ます。 

 また、市長が自分の言葉で書き込んだり、市

民の動向に対して、コメントが返ってくるとい

う取り組みは、市長と市民のコミュニケーショ

ンの距離間が急速に縮まるという意味では重要

かなと思います。 

 一方で、成り済ましの危険性、利用面での格

差、情報リテラシーなどに関した課題を解決し

ながら、新しい広報媒体を取り入れ、遠野情報

を迅速に市内外、世界に発信し、強いては、ま

ちづくりの理念や目的が市民間でより一層共有

されることを求めたいと思います。ぜひ、深化、

工夫を重ねていただきたいと思います。 

 最後の質問事項、小さな拠点（地域）づくり

について、伺ってまいります。 

 第二次遠野市総合計画基本構想の策定に当た

っては、遠野市総合計画審議会条例に基づき、

案を付して、遠野市総合計画審議会に意見を求

めました。 

 審議会からは、次のような答申をいただいて

おります。 

 「市民との協働活動の推進においては、地域

づくり団体等の支援や連携に努め、地域コミュ

ニティーの振興と地域づくりに取り組まれた

い」と。 

 地域づくり団体等の支援や連携に努め。 

 また、第二次遠野市総合計画前期基本計画の

策定に当たっても、同じく条例に基づいて、審

議会に諮問し答弁をいただいています。市民と

行政との協働によるまちづくりなどの各分野に

おいて、遠野らしさの視点により地域総合力を

生かした施策の展開と事業実施に努められたい。 

 地域総合力を生かした施策。 

 この二つの答申を受け、大綱５、みんなで考

え支え合うまちづくりでは、住民主体のふるさ

とづくりが政策の一つにあります。住民主体の

ふるさとづくりのため、施策として、市民との

協働による地域づくりの推進が掲げられていま

す。 

 地域づくりの拠点である市民センター、地区

センター機能の一層の充実を図り、地域づくり

連絡協議会や各構成団体、自治会、市民との協

力・連携体制を強化し、さまざまな地域課題の

解決や住民主体の地域づくり活動の推進を図り

ます。 

 総合計画で、地域づくり団体等との協力・連

携に努め、さまざまな課題を解決し、住民主体

の地域づくり活動を推進するんだと記述がござ

います。 

 そこで、質問いたします。 

 地域づくり連絡協議会、あるいは、地域教育

協議会、行政区長会、ＰＴＡなど、いわゆる地

域づくりの団体において、議論をされ、地域の

課題として、改善要望がなされた事項について、

どの程度の重きが置かれ、庁内において、どの

ような検討、議論をするように指示をされてい

るものなのか、各々の個別具体な説明は求めま

せん。一般論、総体的な内容で結構です。市長

にお伺いいたします。 

○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）  小さな拠点をネット

ワークにという中で、今般の平成30年度当初予

算についても、一括交付金という中で、予算を

計上させていただいておると。みんなでやって

いくよと。コミュニティーをしっかり大事にし

ようと。ですから、１問目の質問の最後の中に

ありましたとおり、いろんな、ツイッターやフ
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ェイスブック、いろんな市の課題がある。いろ

んな市の思いもあるだろうと。どんどんどんど

ん発信したらどうかというような、そのような

お話もありました。これも改めて大事なことだ

というように今認識いたしているところであり

ますけども、このツイッターなり、フェイスブ

ック等を活用したらという分につきましては、

若干、私もちょっと立ちどまるところがあるわ

けであります。要するに、非常にあっという間

にさまざまな情報が一気に、全国に、世界にと

いう、そういう時代でありますから、発信する

情報をよほどしっかりとしたものに持っていか

なければならないという部分で、その辺のとこ

ろをどう組み立てるかということが一つの課題

ではないのかなというように思っておりまして、

無責任な情報は出すわけにいかないという部分

を常に意識しながら対応していかないとならな

い。 

 ところで、この地域づくり。これにつきまし

ては、今お話ありましたとおり、これはどうに

かして、何とか、１町10カ村というコミュニテ

ィーを、地区センターを中心にしっかりとした

ネットワークに構築しながら、安心安全、そし

て、地域づくり、人づくり、健康づくりといっ

たものを形に持っていきたいというように今思

っているところでありまして、これがいうとこ

ろのオール遠野ということになる。地域づくり

推進協議会の大会も可能な限り各地区に回って

おります。松崎町地域づくり推進大会も、非常

にユニークな大会でありました。私も大きな元

気をいただいたということも申し上げておきた

いというように思っておりますけども、地域資

源にどう磨きをかけるかとなれば、各世代を問

わず、地域に愛着を持ちながらという部分の場

を、そして機会を、そして、また、地域住民同

士がさまざまコミュニケーションできるような、

そのような機会を積極的に設けていかなければ

ならないという一つの状況にあるんではないの

かな。いうなれば、さまざま引きこもっている

方々も出てきて、みんなで一緒に語り合おうじ

ゃないかと、酌み交わそうじゃないかと、世間

話をしようじゃないかというような、そのよう

な中における一つの取り組みが重なって、コミ

ュニティーといったものが健全さがその場で維

持できるということになるんじゃないかなとい

うように思っておりますから、市長と語ろう会、

あるいは、各地区センター、自治会単位、これ

もまた継続してまいりたいというように思って

おりますし、なんでも相談箱も、これも愚直に

取り組んでいきたいと思っておりますし、また

御指摘のあった各団体からの要望、あるいは、

それぞれの地域づくりにおいてのさまざまな連

携、あるいは、協力し合うという関係も、これ

はやっぱり一つの仕組みとして、しっかり持っ

ていかなきゃならない。それは地区センターが

その役割を果たしてもらわなきゃならないとい

うように思っておるところでございますので、

そういった双方向というものに、さらなる意を

用いながら、市民センターをそこを束ね、そし

て、いうところの、この部分にも、総合力とい

う仕組みをしっかりと位置づけなければならな

いかというように思っております。事業効果、

事業の優先度、あるいは、見極めしながら、そ

れを予算。したがいまして、これも予算等審査

特別委員会での議論にもなろうかというように

思っておりますけども、市内11地区に一括交付

金という一つの予算案につきましては、私は、

担当のほうにも話をしておりますし、予算編成

するに当たりましても、これは、いうところの

ばらまきという、そのような形の予算に持って

いっちゃだめだと。お互い地域づくり団体とそ

して地区センターがいい意味での緊張感を持っ

てほしいと。それを束ねる市民センターのほう

にも十分自覚をしてもらいたい。やはり、効果

あるいは成果、そして、やってみようかといっ

たような住民行為といったものをしっかりと把

握した上で、予算執行するという一つの緊張感

を持ってほしいということを強く査定に当たり

ましては、担当のほうに伝えてありますので、

そのことも申し上げまして、ただいまの御質問

に対する答弁とさせていただければというよう

に思っております。 
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○議長（新田勝見君）  ３番菊池美也君。 

   〔３番菊池美也君登壇〕 

○３番（菊池美也君）  地域の団体から要望が

上がったこと、単純に要望が来たからというこ

とじゃなくて、優先度合いを、それから効果等

も査定をして、予算執行に入るという答弁でご

ざいました。そのとおりですよね。団体から声

が上がったから、すぐにやらなきゃいけないと

いうことじゃなくて、きちっと公平に、その状

況状況に合わせた判断をお願いしたいと思いま

す。 

 地域力の強化と潤いのある暮らしの実現を目

指した小さな拠点づくりについて、別の角度か

ら市長のお考えを伺ってまいります。 

 遠野北小学校周辺には、松崎町ばかりでなく、

市としてのまちづくりに資する施設が集約され

ています。健康福祉の里、中央診療所、総合福

祉センター、社会福祉協議会、遠野テレビ、松

崎地区センター、市民サッカー場、白岩児童館、

白岩保育園、老人保健施設。赤ちゃんから先輩

方まで、福祉、スポーツ、医療、メディアなど

いろいろな分野の施設が集約されたエリアです。 

 ここで、地域要望に対して、市の回答が二転

三転している案件を一つの例として取り上げさ

せていただきます。 

 市民サッカー場駐車場の外灯設置要望です。

私が把握しているものでも、およそ10年前から

要望があったろうかと思います。スポーツ少年

団の団員とその父母会が北小学校周辺の清掃奉

仕活動に取り組んだ際に、複数の使用済み避妊

具が小学校に隣接している駐車場にむき出しで

捨てられてありました。子どもたちが拾いまし

た。地域教育協議会で取り上げられました。で

も、優先順の判断で、その外灯設置要望はでき

なかったという答弁でございます。 

 遠中生の部活動やスポーツ少年団の練習終了

後の父兄のお迎え、ＰＴＡ活動における夜間の

会合、遠高サッカー部員も100台くらい駐輪を

しています。暗くて危険ではないか。都度都度、

松崎町では議題に上がっています。優先度合い

という回答ではなくて、市の回答は、その時々

の回答は、岩手国体開催前は、少年サッカー競

技会場となる市民サッカー運動場に大型バスが

転回できるような駐車場を整備したいんだと。

その際にあわせて外灯をつけたいという説明で

した。また、時が流れ、松崎町４区消防コミュ

ニティセンターの建設が予定されている。それ

に附随して駐車場を照らせるようにしたいとい

う回答もございました。 

 平成29年度一般会計補正予算（第６号）の主

要事業として、「整備場所変更に伴う松崎町第

４区コミュニティー消防センター整備費等の増、

用地造成工事請負費、ほか」が今定例会に提案

されています。松崎町第４区消防コミュニティ

センターについては、平成28年度決算で、28年

度の決算で、設計業務委託料を認定し、そして、

設計・工事監理業務委託料と工事請負費は今年

度平成29年度の当初予算で提案を受け、審議し

可決をいたしました。設計が終わって、工事請

負費が予算化された。あれ、場所が変わるのと、

新たに造成するのと。当該行政区とのコンセン

サスは十分にとれているようですが、この流れ

が本来とは異なる、ちぐはぐな工程なのかなと

思っています。それぞれの事業の計画が余りに

も担当ごとの個別的で、単発的で、横連携が薄

いから、こういうことが、こういう答弁が、回

答があるのではないか。そのように感じを持っ

ています。 

 わらすっこが元気に成長することができるよ

う、老朽化する市内児童館の整備方針について

検討を進めるなどの子育て環境づくり。これも、

平成30年度予算編成の特徴の一つです。将来的

には、白岩児童館はどこに整備することになる

んだろう、北小学校裏手の民間運営となった雇

用促進住宅跡地の利活用の考え方はどうなって

んだろう、取り合いの道路は、どこを通せば効

果的だろう。不便だけど、今は我慢したほうが

いいかなあとか、白岩保育園も古いけどなとか、

それぞれの小さな拠点にとって、施設のどのよ

うな配置がより効果的なのか、地域住民と一緒

に中長期的な考えをもって、つくり上げていく。 

 松崎町を一例に上げましたけれども、これは
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市内各町とも同様のことが言えるかと思います。

旧中学校校舎の後活用の方法が定まっていない

地域もあります。 

 鱒沢地区センターの整備に新たに着手します

が、俯瞰的な先を見据えた考え方のもと、拠点

周辺の環境整備についても、考え進めてほしい

と思います。土淵町の拠点はみらい創りカレッ

ジなのか、地区センターなのか、その辺の議論

も必要になってくるんではないかなと思ってい

ます。 

 環境対策、景観保全、地域安全、生涯学習、

子どもの健全育成、健康づくり、地域スポーツ、

地域福祉など全ての分野で、人と人との支え合

いのきずなが「地域総合力」として機能するよ

うな地域づくりに取り組みます。総合計画に記

載があります。 

 先ほど市長の答弁ありましたし、議員全員協

議会の中でも御説明があってのことですが、地

区センターを核とした小さな拠点地域づくりの

重点化が、今年度予算編成の特徴のまた一つで

もあります。市内全11地区へ一括交付金、１地

区当たり300円を交付する。300万円、失礼しま

した。桁全然違いますね。１地区当たり300万

円を交付する。各地区のやる気と元気を応援し、

地域力の強化と潤いのある暮らしの実現を目指

すと。 

 各町とも、少子高齢化による集落の機能低下

が顕在化していますが、多様化する地域課題の

問題解決には地域住民みずからが取り組むこと

が重要です。地域の価値はその地域の人々が上

げるものだということをいま一度、しっかり考

えたいと思います。中長期的なハード整備構想

とマッチングさせて、相乗効果を生むような、

交付金の300万円の使い道はないだろうかとい

う発想も生まれてくるのではないでしょうか。 

 これまで同様、一つ一つの事業の合意形成の

プロセスは丁寧に踏んでいただきます。さらに、

加えて、周辺の施設や建物の配置であるとか、

公共施設等総合管理計画に基づいた施設更新で

あるとかをひっくるめた、町ごとの、一番最初

の萩野議員からは、市全体のまちづくりのプラ

ンニングというか、そういうのも必要じゃない

かと質疑でしたけども、私は、町単位の総合的

な視点から捉えたハード整備の中長期的な構想

を市の考え方として、ある程度示すことも必要

ではないでしょうか。小さな拠点地域ごとのグ

ランドデザインは描かれているのでしょうか。

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）  小さな拠点の環境整備

につきまして、いろんな事例を引き出ししなが

ら、いろいろあるべき姿、あるいは、望ましい

計画の持ち方、そこに地域住民の合意形成をど

のように図っていくかという丁寧さといったも

のにつきまして、いろいろお話がありました。 

 松崎の消防コミュニティセンターにつきまし

ても、ここは本会議場でありますし、私も市長

という立場でここに立っていますから、軽々な

言い方は差し控えなきゃなりませんけども、本

当にじくじたる思いの中で、さまざまやりとり

があったということも、正直申し上げておきた

いというように思っているところであります。

本当にここでいいだろうかという部分の中で、

いろいろ考えさせられることがいっぱいあった

ということであります。消防コミュニティセン

ターも含め、あるいは、いろんな、ただいま、

いろいろ事例を出されましたさまざまな小さな

拠点の望ましいあり方。あの土淵の一つの地域

づくりについても言及されておったわけであり

ますけども、市内11地区の地区センターには、

いずれも、そのような一つの課題を抱えている

という部分の中にあって、私、非常に、これは、

よほど気をつけなければならないなというよう

に、みずからも自覚もし、また、その言葉を謙

虚に受けとめたわけでありますけども、市がそ

う言ってんだから仕方ない、市がそうやれと言

ったんだから、これは仕方がないんだという、

そういう話を聞いたときは、これは本当にまず

いなというような、率直に思ったということも、

ちょっと申し上げておきたいというように思っ

ております。そのようなつもりで言ったわけじ
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ゃないんだけども、地域住民には、そのように

伝わっているという部分を私自身も重く受けと

めなければならないのかなというように思って

おりますから、今、いろいろ、さまざま、この

小さな拠点。モデルとしてというよりも、11地

区に一括交付金という対応をしながら、コミュ

ニティーをしっかりと守り、そこに安心安全と

いった環境をつくり、人づくり、健康づくり、

地域づくりといったようなものを形にしよう、

仕組みにしようというところに踏み出したわけ

でありますから、そのための環境整備といたし

ましては、先ほども議論を交わされました公共

施設等の有効活用、利活用、さらには、もう危

険であれば、解体。さらには、別な部分での用

途変更といったようなものも、まさにタイミン

グを失しないような形でやっていかなければな

らない課題が、各地区センターの周辺に文字ど

おり山積しているという状況でありますので、

これをしっかりと、いうところの本庁舎側にお

いても、それをつかさどる市民センターのほう

に置いても、それか、教育委員会、あるいは、

さまざまな各団体もある。そこといかに連携を

とりながらという部分におきましては、先般、

さまざまな施設を有効に利活用しようというこ

とで、教育文化振興財団と施設管理サービスと

一般社団法人のみらい創りカレッジと遠野市と

の間で、４者協定を結んだ。報道機関からも言

われました。なぜ、４者協定なんですかという

話もありました。４者協定ということでもって、

何かを予算つけて何かをするんじゃない。情報

の共有だと。そして、さまざまな地域とどうア

プローチしながら、地域住民の方々がどのよう

にそれに参画してくるのかとなれば、このよう

な事業であれば、３者がうまく連携をとれば、

まだまだ効果的な、そして、インパクトの強い、

さらには裾野の広がる、いろんな多様な仕組み

として成り立つんではないだろうかと。同じよ

うな事業を同じような方々を対象にやっておっ

たってだめなんで、それをもっとうまく重ね合

わせようじゃないかという話を行い、それを４

者協定という中で、そうしましたら、関係者の

中から、やはり、いい形での協定を結んだと。

お互い顔をよくわかんなかったと。名刺交換を

しながら、よろしくという話をしていったわけ

でありますけども、やはり、それが一つの現実

でもあるということを私自身もしっかりと認識

しながら、今のような対応をきめ細かく、そし

て、丁寧にやっていきたいというように思って

おります。特にも、消防コミュニティセンター

の場合などは、情報通信技術、ＩＣＴ、さらに

は道路整備、そこで人口減少が追い打ちをかけ

ているとなれば、消防コミュニティセンターの

再編成ということも視野に入れながら対応して

いかなきゃならないということも、それも時間

の問題として、我々の目前に控えているんだと

いう認識を持っているということも踏まえまし

て、それぞれ丁寧な御指摘がありましたので、

それにしっかりと受け答えをするような対応を

してまいりたいというように思っているところ

でございますから、御了承いただければという

ように思っております。 

○議長（新田勝見君）  ３番菊池美也君。 

   〔３番菊池美也君登壇〕 

○３番（菊池美也君）  僕の文章が具体例ばっ

かり挙げたから、そこに注目されて、そういっ

た答弁になったと思うんですけど、結局、計画

がそれぞれの担当ごとの考えであって、庁内に

横連携がとれてないから、こういうことが何度

も繰り返されるんじゃないかということを言い

たかったんです。それを防ぐためには、町のグ

ランドデザインがあれば、その次、これからの

ちぐはぐな対応が防げるんじゃないかな。そう

思った提案をさせていただきました。結局、町

のグランドデザインは描いてないから、今のよ

うな御答弁になったかと思いますが、今後、そ

ういった考え方を町民の皆様に示すということ

については、いかがお考えなんでしょうか。 

○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）  グランドデザインとい

う部分の中にあっては、まちづくりの遠野のま

ちづくりの一つのグランドデザインといったよ
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うなものは、それぞれ示しているという形では、

私自身は思っているわけでございますけども、

それを十分周知もされてないという部分も一方

においてはあるなという感じはします。 

 また、一方、示されたから云々じゃなくて、

まず地域のまさに独自のそれぞれの顔をしっか

りと踏まえたものをしながら、それを最終的に

トータルコーディネートして、グランドデザイ

ンする手法もあるわけでございますから、それ

が双方向ということになれば、ある程度、抽象

的だけども、一つのグランドデザインが、それ

が小さな拠点をネットワーク、１町10カ村。明

治の村をというそのような、あるいは昭和の村

をという部分の中に一つ示しながら、コミュニ

ティーをそこに守っていく。そこに消防団も入

る。地域づくり団体も入る。社会福祉協議会も

参画する。さまざまなものを一つの中に示しな

がら、という環境をその中で示していったらい

いだろうかということをその中で、みんなで、

地域の方々が上げてよこすという、そのような

一つの部分と、こちらから、ある程度のグラン

ドデザインをしっかり示しながら、あなたのと

ころは、こういうとこで、しっかりした計画を

持ちなさいよという部分、それがかみ合って、

まだ、いないということを私は率直に認めて、

認めたい、認めざるを得ないというように思っ

ているところでございますから、ちょっと時間

もいただきながら、これにしっかりと立ち向か

っていくという、そんな決意を述べて答弁とさ

せていただきます。 

○議長（新田勝見君）  ３番菊池美也君。 

   〔３番菊池美也君登壇〕 

○３番（菊池美也君）  あくまでも地域の価値

を高めるのは地域の人たちです。こういう計画

を示したから、それに従わなきゃいけないんじ

ゃなくて、こういう考え方があるんだよ。ある

程度、そういったものを示していただければと

思います。 

 以上で終わります。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後４時16分 休憩   

────────────────── 

   午後４時27分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き、会

議を再開いたします。 

 次に進みます。13番瀧澤征幸君。 

   〔13番瀧澤征幸君登壇〕 

○13番（瀧澤征幸君）  会派躍進とおの所属の

瀧澤征幸です。 

 来月11日を迎えますと、東日本大震災の発生

から７年目となります。震災に係る被災者は行

方不明者含めて２万人を超え、関連死者数は約

3,600人となっております。改めまして御冥福

を心からお祈り申し上げます。 

 大震災からの復興について、復興庁の発表で

はさまざまな指標のほとんどが90％以上の進捗

率となっておりますが、ソフト面においてはま

だまだ復興半ばであるとのマスコミ報道もあり、

実際、被災者からは復興の進捗は極めて低いと

の声が圧倒的であります。 

 遠野市においては、災害公営住宅建設も着々

と進んでおりますが、本市においても放射能汚

染による制約がさまざま残っており、牧草等の

焼却も先が見えておりません。民話のふるさと

遠野の本来あるべき姿に一刻も早く復帰すべく、

市長におかれましてはさらなる御尽力を御期待

申し上げます。 

 若竹千佐子さんの受賞につきましては、市長

をはじめ皆様方から祝辞がございました。私か

らも少しだけお話しさせていただきます。若竹

千佐子さんは、私ども上郷の御出身で、上郷町

民のみならず、遠野市民の誉れでもあります。

心から改めまして敬意を表したいと存じます。

今後は、遠野の教育の場面でも大いに御活躍い

ただけることを切望するものであります。 

 それでは、通告に従い一般質問を行います。 

 大項目は３つであります。情報共有・公開の

あり方について、放課後デイサービスの推進に

ついて、市内県立高校存続に向けた支援策につ

いてであります。 

 まず最初に、情報共有・公開のあり方につい

てであります。 
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 昨年11月に、早稲田大学マニフェスト研究所

に視察研修してまいりました。この研修におい

ては議会改革の状況を数値化し、わかりやすく

解説していただくことができました。 

 その中で、全国約1,700自治体の中で、当議

会の議会改革の数値は総合順位で283位であり、

その詳細を見比べ判明したことは、情報公開の

部分では715位とかなり落ち込んでいることに

よる総合順位の低下ということでございました。

情報共有・公開の部分についてもっと改革が進

めば、当議会は200番台に位置づけられること

も不可能ではないように思われます。 

 そんな中、今度は、市民オンブズマンいわて

という団体が、県と県内33市町村のことしの情

報公開度ランキングを岩手日報社紙上に発表さ

れました。遠野市は７位となり、ちなみに、一

位は一関市で100点満点の換算で73点、遠野市

は60点でした。 

 調査ポイントは、情報公開条例の内容、情報

公開の実施機関、議会の情報公開、情報のホー

ムページでの公開、財政の公開の５分野で調査、

採点されたようであります。早稲田大学マニフ

ェスト研究所の順位との単純比較は当然できま

せんが、課題が多々存在しているように思われ

ます。特にも、情報のホームページでの公開、

財政の公開の部分が気になるところでもありま

す。 

 そこで、私なりに調べて考えてみますと、そ

の一つには、ホームページでのデータ更新が遅

く、古いデータがそのままに放置されているも

のもあります。そして、市関係の事業やイベン

ト等の予定等がわかりづらく、検索しにくいと

ころがあります。ホームページの中にこそ縦割

りの形式が残っており、もう少し横の連携を大

事にすべきであり、情報公開を強く意識した

データ更新体制が必要と考えます。 

 ２つには、大規模事業等、市民の皆様の関心

の高い事業について、内容説明や予算、財政

データがホームページ上からは入手困難である

こと。これは議会からの情報提供にも責任があ

ると考えられますが、もっと市民の目線で「な

ぜ」という疑問符を意識した情報共有と公開で

あってほしいものです。 

 ３つには、総合行政ネットワークであるＬＧ

ＷＡＮ──地方自治体のコンピューターネット

ワークを相互接続した広域ネットワークのこと

でありますが、これとの関係もあり、少なくと

も議会との関係においては、電子データでの速

やかな情報のやり取りが困難になっていること、

これが当市においてはＩＣＴの進まない理由の

一つであり、市民への情報提供や説明責任を果

たす上で、早急に検討していただきたい部分で

あります。 

 以上の観点から、市民の皆様にはなかなか本

当のところの情報が行き渡っていないように感

じております。もちろん、市行政各部署からの

資料や広報遠野などは各世帯に配布はされてお

り、議会だよりでもお知らせはしておりますが、

市民の皆様から「そうだったのか」「なぜしっ

かり説明してくれないのか」との不満の声をよ

く耳にしますので、情報は提供すればいいとい

うことにはならないと思います。 

 市長は、情報の共有・公開について、現状を

どう把握されているのでしょうか。お伺いいた

します。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  瀧澤征幸議員の一般質

問にお答えいたします。 

 冒頭、東日本大震災から間もなく丸７年、そ

のような時期を迎え、釜石市、大船渡市、高田

市、大槌町そして遠野市にも３月11日の慰霊祭

の案内が来ているところでございまして、また

改めて７年前の大惨事を思い起こしながら、し

っかりと復興といったものを応援していかなけ

ればならないというふうに思っているところで

あります。 

 さらには、若竹千佐子さんは今般の議会の中

でも各議員からお話が出ましたとおり、大変す

ばらしい賞をいただいたということで、市民と

もども喜び合いたい。若竹さんには、落ちつい

た環境で２作目、３作目と発表していただくよ
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うな、創作活動を落ちついてできるような環境

をつくるということも、若竹さんの賞に対する

我々の１つの対応ではないのかなということも

思ったりもしているところでございます。それ

を申し添えまして、ちょっと感想を申し上げさ

せていただきました。 

 さて、この情報公開、７位だと、そして60点

だというようなお話があり、その中には３つの

視点があるんではないだろうかというような御

指摘でありました。そういった中におきまして、

14市中７位というのをどのように捉えるのか、

さらにはこの60点という数字をどう捉えるのか、

その辺についてはいろいろ分析もしてみなけれ

ばならないかというふうに思っておりますけれ

ども、現実にはそのような評価になっていると

いうことを、素直に受けとめなければならない

かなというように思っております。 

 ただ、３つの視点の中でいろいろお話しあり

ました。公開すればいいというだけではない、

やはりその中身の問題だということになるんじ

ゃないかなと思っております。私も、その点に

ついてはまだまだ改良しなければならない部分

がたくさんあるというように承知しております。 

 今般、議会の中においても、市民の目線、先

ほど菊池美也議員の中におきましても、地域の

市民の皆様の目線でどう意見を、あるいは思い

を吸い上げるのかということを、もう少し丁寧

にやったらどうだと。市長と語ろう会、なんで

も相談箱というのもあるんだけれども、もっと

もっと丁寧にやるべきではないだろうかという

ようなお話もいただきました。 

 今の情報公開の１つのランキングの位置づけ

も、そのことの足りなさを、その中で指摘をさ

れたのではないかなというふうに私自身も素直

に受けとめたいというふうに思っております。

ちなみに、数字を申し上げますと、ホームペー

ジに関しては約2,200ページの大幅な情報を公

開しているという１つの現実であります。加え

て、月約200件以上の新たな情報発信や内容の

更新を行っているということであります。これ

は非常に大きな数字ではないだろうかと。2,20

0ページだと、200件も更新しているというもの

をもって、ただそれでよしとするわけにはいか

ないということは、もちろん当然であります。 

 そして、昨年の９月に新庁舎が開庁したとい

うことにあわせまして、ホームページのトップ

ページのデザインを更新したと。その後、本対

応、さらには検索機能の強化といったことに取

り組みまして、９月以降のアクセス数は月平均

10万7,000件という数字になっておりまして、

前年比約32％の伸びを示しているという、その

ような手応えも感じているということでござい

ます。 

 ただ、その数字を申し上げれば今のような状

態なわけでありますけれども、まだまだ中身の

問題については、一つ工夫をしなければならな

い。遠野テレビのようなネットワークとどう連

動を図っていくのかという部分も考えていかな

ければならないかというふうに思っております

ので、この７位という位置づけ、60点という数

字といったものを、ただいまの御質問の中にお

ける３つの視点をよく踏まえた上で、アクセス

数の2,200ページ、月200件の更新、そしてこれ

だけ大幅にアクセス件数がふえているという実

態、これをきちんと実りのある、内容のあるも

のにもっていくために努力をしてまいりたいと

いうふうに考えております。 

○議長（新田勝見君）  13番瀧澤征幸君。 

   〔13番瀧澤征幸君登壇〕 

○13番（瀧澤征幸君）  ただいま答弁いただき

ました。私は、アクセス数あるいは更新の数、

これは当然自治体としては当たり前のことであ

るだろうと思うんです。何かが欠けていると。

先ほど、市長は同僚議員の答弁の中でもおっし

ゃいましたけれども、高校生が参画してという

お話がございました。そういった形での住民参

加、私は行政運営で意識しなければならないこ

とというのは、やはり住民参加というキーワー

ド、要素が大事だと考えています。 

 ＩＣＴの時代だからこそ、住民が大いに参加

できるものにしていく必要があるかと思います。

市長と語ろう会、議会主催の市民との懇談会は、
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これまでは市民に説明する立場で開催してまい

りました。しかし、議会の市民との懇談会では、

ワークショップ形式による住民参加型懇談会に

昨年から変更して実施しております。これも議

会改革の大きな目玉であります。 

 行政に対する住民の理解を深めていただくた

めには、議会側としての説明責任を果たすこと

はもちろん、市行政の最小単位である自治会運

営の活発化がその根幹にありますし、とても重

要と考えられます。その上で、地区センターを

核とした小さな拠点づくりを進めていくことが

必要と考えます。 

 「げんきなおらほのまち小友町」というホー

ムページ、ごらんになった方もいらっしゃるか

もしれません。小友を知る、まちのスポット、

イベント情報、町民ブログ、私たちの思い、ま

ちづくりの６つのバナーがあって、そこをクリ

ックしていくと、どんどん小友町の世界が広が

り、小友町の人々の住民参加や暮らしぶりが見

えてまいります。 

 遠野市のホームページも、市民ファーストで

かつ土着した内容として再構築できないものか。

まずは、市民が見たくなるようなホームページ

であってほしいですし、格好よさよりも、わか

りやすさ、見やすさが優先されるべきと思って

おります。人口減少の中、交流人口の拡大や定

住に向けてはなおさらのことと思います。 

 本来、さまざまな研究所や調査機関から出さ

れる評価は余り気にしなくていいものと考えま

すが、市民の皆さんといかに情報のキャッチ

ボールをできるかがポイントではないかと考え

ます。そこがスタート地点であり、そこから心

の通った情報の共有、公開がはじまるのではな

いかと考えますが、情報の共有と公開を前進さ

せるために、今後何が必要とお考えでしょうか。 

○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）  急速に進化する情報通

信、ＩＣＴといったものが大変な勢いで進化し

続けているわけでありますから、我々もしっか

りとその流れを受けとめ、また一方においては、

その流れにも乗っていかなければならないとい

う、そのような時代であろうかというふうに思

っております。 

 キーワードは、ただいま御質問がありました

とおり、見やすく、わかりやすく、そして双方

向で意思疎通を交わすような情報の共有が必要

であるという部分が、キャッチボールという言

葉の中で表現されておりましたけれども、やっ

ぱりキャッチボールをしていかなければならな

い。ただ一方的に公開したからそれでよしじゃ

なくして、公開した情報の中で市民の皆様なり

の思いを考え、どのような形でそれを形にしよ

うとしているのかという部分に対する意見も聞

いていかなければならない。これがキャッチ

ボールになるわけでありますから、そういった

形で情報通信、ＩＣＴというものを活用してい

かなければならないかというように思っており

ます。 

 今まで公開ということになれば、お知らせし

ている、ホームページに載せている、それでよ

しという部分が我々の中にもやっぱりあったの

ではないかなという部分、もう一つそれを踏み

込まなければならない時代に来ている。また、

世代間によってもいろいろ違う。やっぱりホー

ムページの１つの示し方についても、見やすく、

わかりやすくとなれば、それをちょっと加工す

る。そして、ポンチ絵なども使いながら見やす

く、興味を持ってもらえるようなアプローチの

仕方もしていかなきゃならないというふうに思

っております。 

 したがいまして、現在新年度の組織再編に向

けまして、組織ベースの項目で作成している

ページについて、利用者目線を重視した新たな

項目に見直すという部分も、ホームページのあ

り方についても、新たな項目をちゃんと位置づ

けながら、市民の皆様にわかりやすくという部

分で整理もしております。 

 また、１つの取り組みといたしまして、これ

だけの件数がアクセスしているわけであります

し、2,200ページにも及ぶ公開もいたしている

わけでありますから、情報通信専門員という言
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葉、そのとおりになるかどうかはわかりません

けど、非常勤職員の中でそれをしっかりと配置

いたしまして、そしてホームページの速やかな

情報更新や内容の正確性などをチェックする１

つの体制を強化したい。進化した情報がひとり

歩きするのではなくて、わかりやすく、見やす

く、そしてキャッチボールということになれば、

やはり人の手を使わなければならないとなれば、

そういうマンパワーも配置をしたいというふう

に今考えて、担当のほうにいろいろ検討しても

らっているということでございます。その辺を

しっかりと踏まえて、双方向、キャッチボール、

見やすく、わかりやすくという１つの情報公開

にさらに強化と充実を図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）  13番瀧澤征幸君。 

   〔13番瀧澤征幸君登壇〕 

○13番（瀧澤征幸君）  今市長から御答弁あり

ましたけれども、新年度情報通信の専門員、そ

の中にできれば高校生、中学生あるいは市民の

代表の方々も入れながら、市民の目線、市民フ

ァーストの部分での情報がどうあるべきかとい

うところを、やはり検証していったほうがいい

のかなと思っております。 

 私が思うのは、各部署の縦だけの情報の発信

のようにどうしても見えます。そこをどこかで

コントロールするというふうな役割を持った部

分がないと困るだろうと思いますし、また、Ｌ

ＧＷＡＮとの関係もぜひ議会改革の一環として

あるわけですけれども、情報の公開の中で、そ

ういったところで今後検討していただければ助

かりますので、よろしく御検討をお願いしたい

と思います。 

 次に、放課後デイサービスの推進についてで

あります。 

 教育民生常任委員会では、昨年11月、千代田

区にある「ぴかいち」の放課後デイサービス等

の取り組みについて、視察研修を行いました。 

 遊びから生きる力を育む「ぴかいち」は、児

童発達支援、放課後デイサービスということで、

幼児から高校生までの個別活動、集団活動の支

援、子どもたちが参加するイベント企画、運営、

次世代育成、リーダー養成、社会福祉関連事業、

若者や学生の地域活動支援などを産学官連携で、

子ども環境づくり、社会福祉ネット―ワークを

構築することなど、子どもや障害者、高齢者な

ど、地域の人々を巻き込んで活動を行っている、

すばらしい組織でありました。 

 一方では、遠野市には、障害のある子どもた

ちの放課後の居場所がないとの声が、「いっぽ

いっぽの会」からの声で寄せられておりました。

障害のある子どもにとって、障害のない子ども

のように自由に遊ぶことは難しく、障害のある

子どもへの放課後の環境やメニューが非常に乏

しいのが、遠野市の現状ではないでしょうか。 

 もちろん、児童館や児童クラブ、特別支援な

どの中でもある程度は対応してきた経緯もあり

ますが、しかし、放課後のこれまでの環境下に

おいては、障害や特性への配慮が難しいこと、

発達を考慮した活動が組みにくいことが挙げら

れ、必ずしも障害のある子どもにとって最善の

居場所とはなっていないのも現実であります。 

 ２月４日の日曜日でしたが、いっぽいっぽの

会主催によるこどもの居場所フェスタプログラ

ムが、遠野市総合福祉センター会議室で開催さ

れました。テーブルと椅子が並べられ、数えま

すと42人ぐらいの参加者を予定していたようで

すが、実際には座り切れずに、結果、市内外か

ら70名近くの方々が参加され、部屋中が市民の

関係者の皆さんでいっぱいになりました。参加

者の多くは、障害のあるお子様の親御様であり、

ある方は放課後デイサービスの就労について勉

強したいなど、参加理由はさまざまでしたが、

とても意義深い時間を過ごすことができました。 

 この４月から、ＮＰＯ法人が運営を担当し、

市内２カ所の建物を借用して放課後デイサービ

スの施設を構える予定とのお話をいただいてお

りますが、これまでの教育民生常任委員会行政

視察でのお話などを総合しますと、施設の運営

には継続的な資金力が必要であり、開設２年間

は大変だと聞いております。そしてまた、何よ

りもマンパワーの確保が課題のようであります。 
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 遠野市として、運営の見通し等、どの辺まで

調査、判断されているのでしょうか。「子育て

するなら遠野」を標榜している遠野市として、

放課後デイサービス事業への大きな支援の手を

差し伸べていくべきと思われますが、市長のお

考えをお聞きいたします。 

○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）  今般、この議会でとも

に支え合うという共生社会の１つのテーマでも

議論が交わされました。また、安心・安全な遠

野の地域づくりの中におきまして、子育てする

なら遠野という中で、少子化という問題、産業

振興、雇用の確保という部分においても、子育

てというものは極めて大事な環境整備として大

事だという、そのような議論が交わされている

ところであります。 

 こういったことについて、やはりきめ細かく、

そして思いやりと優しさという言葉の中で私は

表現しているわけでありますけれども、そのよ

うな予算もきちんと組み立てていかなければな

らないという、そのようなことを時代が求めて

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。 

 遠野は、子育てするならば遠野という１つの

キャッチフレーズの中で、わらすっこ条例、そ

れに基づくわらすっこプラン、そしてわらすっ

こ基金という３点セットの中で、身の丈で子育

て環境を整えようということで、いろいろ取り

組んできておりまして、これもまだ道半ば。そ

ういった中で、今度は総合力推進本部という中

で、組織横断的にみんなでこの問題に取り組ん

でいこうという、そのような改正整備を行って、

所要の予算も計上しているところでございます

ので、これまでの経過を含め、いろいろ御質問

あった支援策等につきまして、子育てするなら

ば遠野推進本部というのを立ち上げまして、そ

の本部長が子育て支援センターの所長でありま

すので、子育て支援センターの所長のほうから、

いっぽいっぽの会の取り組み経過も含めまして、

具体的な取り組み状況を踏まえて御答弁申し上

げますので、御了承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）  子育て支援センター所

長。 

   〔子育て支援センター所長兼総合食育セ

ンター所長多田博子君登壇〕 

○子育て支援センター所長兼総合食育センター

所長（多田博子君）  命によりまして、お答え

いたします。 

 放課後等デイサービス事業とは、障害者手帳、

療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などの手帳

を所持する６歳から18歳までの児童が、授業の

終了後、または休業日に、生活能力の向上のた

めに必要な訓練、社会との交流の促進、その他

発達の支援を行う事業でございます。 

 現在、市内には放課後等デイサービスを実施

できる事業所がなく、利用する場合は、市外の

事業所を利用している状況であります。 

 よって、障害のある児童の多くは、児童館、

児童クラブ及び日中一時支援事業の利用、もし

くは在宅で放課後等を過ごしている状況でござ

います。 

 その中には、障害の特性により集団行動にな

じめない児童や、それぞれの児童が持つ障害へ

の専門的な知識を有する職員の不足などを不安

に感じる保護者もおり、児童館等を利用できな

い児童もいらっしゃいます。 

 市としては、児童館及び児童クラブの遊びの

指導員に対し、発達障害児等への対応に係る専

門的な研修を実施する事業費として、平成28年

度から２カ年にわたり、30万円を上限として補

助しており、平成30年度も当初予算に計上して

いるところでございます。 

 この事業により、遊びの指導員の発達障害等

に対応するスキルは向上していると認識してご

ざいます。 

 また、障害のある児童の保護者等により組織

されているいっぽいっぽの会の平成29年度総会

にも市長も出席し、さまざまな課題と要望を伺

ったところでもございます。その要望の一つが、

放課後等デイサービスの設置であり、いっぽい
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っぽの会では、県内の放課後等デイサービス事

業所の見学を実施し、運営法人と懇談を重ねて

きた経緯があると聞いております。 

 その活動の中で、１つのＮＰＯ法人が遠野市

で事業を展開することとなったというふうに承

知してございます。当該法人は、滝沢市で３カ

所、八幡平市で１カ所、事業を展開しており、

市としても、昨年10月から当該法人と情報交換

を重ねてきたところでございます。 

 現状では、平成30年４月１日からの事業所の

開設に向けて準備しているとのことでありまし

て、市としては、いっぽいっぽの会と毎月の定

例会において、当該法人の情報を共有している

ところでございます。 

 現在、市外の放課後等デイサービスを利用し

ている児童は３名おりますが、そのほかに、市

内事業所開設に伴い、新規利用児童を約10人見

込んでいるところでございます。 

 市内に事業所が開設されれば、市外事業所へ

の交通費等の負担が軽減され、市内においても、

より専門的な知識を持った職員による訓練を受

けることができるなど、保護者にとっても身近

に頼れる存在ができることになります。 

 子育てするなら遠野を標榜している本市にと

って、このように本当に支援を必要とする方々

を支援することが、何よりも重要であると考え

ております。今後も、いっぽのいっぽの会や当

該法人とより一層の情報交換を重ね、きめ細か

く寄り添っていきたいと考えております。 

○議長（新田勝見君）  13番瀧澤征幸君。 

   〔13番瀧澤征幸君登壇〕 

○13番（瀧澤征幸君）  実際にこの４月から動

き出すということで、安心もしているわけです

けれども、ＮＰＯ法人で運営されるという部分

では非常に不安的な部分も実際はございました

けれども、毎月のように情報の共有をされてい

ると、しかも全国的にもきちっとした組織であ

るということをお聞きしておりますので、安心

して任せられるんじゃないかなというふうに思

います。今後とも支援のほうをよろしくお願い

したいと思います。 

 次に進みます。 

 市内県立高校存続に向けた支援策についてで

あります。 

 遠野高校サッカー部の全国大会出場、そして、

遠野緑峰高校のホップ和紙全国表彰、同校黒毛

和牛和種最高位Ａ５ランクデビュー、また、同

校教職員の方々までもが文科省の大臣表彰を受

賞されておりますことは周知のとおりでありま

すが、両校の活躍がすばらしいことのあかしで

もあります。 

 教育長にお伺いいたします。 

 市長は、昨年11月、市内の遠野高校と遠野緑

峰高校に公共交通機関で通う生徒の通学費を、

来年度から半額補助すると発表し、今回の施政

方針演述の中でもうたっておりますが、このこ

とを受けて、教育長は、２校の交通費半額補助

と高校魅力化サポート事業をどのように組み立

てていこうとお考えか、御説明お願いします。 

○議長（新田勝見君）  中浜教育長。 

   〔教育長中浜艶子君登壇〕 

○教育長（中浜艶子君）  瀧澤議員お話しのと

おり、遠野高校、遠野緑峰高校、両校の全国的

な活躍は、遠野市民に多くの感動を与え、市内

外から高い評価を受けているところです。 

 中高連携サポート室では、この市内２校の存

続を目指し、高校魅力化アクションプランに基

づき、各種支援や助成を行ってきました。遠野

高校では、高校魅力化サポート事業の補助金を

活用し、地域に目を向ける力を養い、地域の課

題解決に向けた新しい遠野物語をつくるプロジ

ェクトを立ち上げ、全校生徒が取り組んでおり

ます。 

 また、遠野緑峰高校では、県内初となるス

マートフォンを活用した事業に取り組み、高校

の魅力化を図ったほか、クラブ活動への助成を

活用して全国での活動発表など、大いに成果を

上げております。 

 平成30年度における高校魅力化サポート事業

の新たなメニューとして、通学費補助と高校生

海外派遣事業の拡充を予算計上しております。 

 通学費補助については、通学に係る保護者の
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経済的負担を軽減することによって、市内外の

中学生が遠野高校、遠野緑峰高校を進学先とし

て判断する材料としてくれるよう、遠野市の施

策として遠野高校、遠野緑峰高校の入学者増に

特化した取り組みです。 

 内容は、遠野高校、遠野緑峰高校に通学する

生徒を対象に、ＪＲ及び市内路線バスの定期券

の購入費用の半額を補助するもので、鉄道とバ

スの併用も対象とします。 

 高校生海外派遣事業については、市内高校の

より一層の魅力化及びグローバル人材の育成を

目的に、教育文化振興財団の協力を得て、姉妹

都市であるアメリカ合衆国テネシー州チャタ

ヌーガ市への高校生派遣事業を、平成30年度か

ら毎年実施します。さらに、派遣人数は４人か

ら８人へ、派遣期間は13日程度から16日程度に

拡充し、派遣経費に係る個人負担割合は３割程

度から１割程度に負担減の軽減を図ります。 

 そのほか、今年度同様に、高校魅力化サポー

ト事業の補助金を活用し、遠野緑峰高校のス

マートフォン活用術の授業や、各種資格の取得、

遠野高校の新しい物語をつくるプロジェクトや

クラブ活動支援等、それぞれの高校の魅力化に

つながる活動を支援してまいります。 

○議長（新田勝見君）  13番瀧澤征幸君。 

   〔13番瀧澤征幸君登壇〕 

○13番（瀧澤征幸君）  ただいま教育長の説明

がありましたが、ありがとうございます。やは

りこういった情報はきっかけづくり、になると

私は確信していますので、保護者を含めての情

報発信をきちっとする中で、新たな魅力づくり

ということで進んでいっていただければなと思

います。 

 次に、現実的な数字を申し上げますが、岩手

県教育委員会が岩手日報社紙上に発表した県内

全日制63校の実質志願倍率が出されましたけれ

ども、遠野高校が0.86倍、遠野緑峰高校の生産

技術科が0.83倍、同じく情報処理科が0.53倍。

この前23日に確定したのを見ても変わりがなか

ったわけですけれども。この数字を、今お話し

していただいた魅力化事業等も含めながらでも

いいんですが、この数値を教育長としてはどの

ように受けとめますか。 

○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）  ２月22日、平成30年

度県立高校一般入学者選抜の最終志願倍率が公

表され、最終志願倍率は0.90倍、記録が残る昭

和51年以降、最低との報道発表もありました。

また、今年度の中学校卒業見込み者数は、前年

度より500人以上減少していることから、県の

再編計画に基づき７校で学級減を実施し、募集

定員は320人減少しているとのことです。 

 一方、遠野市内中学３年生の生徒数も、昨年

度の232人に対し、今年度の生徒数は10人減の2

22人となっております。市内２校の倍率につい

ては、ただいま議員からお話がありましたが、

調整後、遠野緑峰高校生産技術科にあっては１

名増となりましたので、遠野緑峰高校生産技術

科0.83倍から0.85倍となっております。それか

ら、情報処理科0.53倍、遠野高校普通科にあっ

ては0.86倍ということであります。 

 今後も、少子化、人口減少に伴う入学者数の

確保は厳しい状況が続くことが想定されます。

昨年度は、地元の高校の魅力を伝え、地元高校

への進学率向上を中心に取り組みました。今年

度は、市内生徒数の減少も踏まえ、花巻地区及

び釜石地区の通学圏内の各中学校を訪問し、市

外からの入学者確保の取り組みを展開しました。 

 遠野市としては、遠野緑峰高校情報処理科の

入学者数が定員の半数を超えることを目標とし

て取り組んだ結果、出願者数においては、その

半数を超える21名となっております。 

 統合について、県は、統合予定校では地域創

生に向けたそれぞれの地域の取り組みの推移や、

平成30年度までの入学者数の状況等の検証を行

い、統合時期について検証するとしております。 

 遠野緑峰高校は、地方創生にかかわって目覚

ましい活躍と地域貢献で、全国において高い評

価を受けるなど、この上ない実績を示してくれ

ました。また、出願状況の段階ではありますが、

改善が図られております。こうした状況から、
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県が示している判断基準に対しては、それに応

える成果を確実に積み上げてきております。 

 私としては、倍率などの数字的判断のみなら

ず、こうした教職員、生徒が一丸となって全国

に誇る高校の魅力化に取り組んでいる状況を十

分に評価し、判断していただくことを願ってお

ります。 

○議長（新田勝見君）  13番瀧澤征幸君。 

   〔13番瀧澤征幸君登壇〕 

○13番（瀧澤征幸君）  大変な御努力と検討を

されているということで、こればっかりは最終

的にはやってみないとわからない部分があるわ

けですけれども、期待するところがあると思い

ます。 

 次に進みますが、遠野市教育行政推進の基本

方針における高等学校への支援についてでは、

少子化、人口減少による県内過疎地域において、

適正な教育環境を維持するためには、全国一律

ではなく、岩手県ならではの学級定員と教育配

置に係る新たな基準の設定が必要との考えが示

されました。 

 岩手県教委では、高校標準法に基づく数値に

依然として固執しており、遠野市からの高校存

続要望に対しては、検討し国に要望するとの回

答のようですが、県教委の動きの具体が現状で

は見えておりません。 

 そこで、市長にお伺いします。 

 このような状況を今後どう打開し、全県的な

動きへと推進していかれるおつもりか。同時に、

現状において、そのような動きが県内でどの程

度まで進んでいるのか、お伺いいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  高校再編問題につきま

しては、ただいま教育長のほうから申し上げま

したとおり、遠野高校、遠野緑峰高校とも魅力

のある高校づくりということで懸命に取り組ん

でいる。一つの魅力のある高校づくりに懸命に

取り組んでいるということを踏まえ、今般の平

成30年度予算の中にも通学支援、あるいはさら

なる人材として大きく飛躍してもらうための海

外派遣への枠の拡大といったものを予算として

計上させていただいているところでございます。

それが数字となってあらわれているということ

は、今の教育長の答弁の中で申し上げたとおり

であります。これをいうなれば、結果も得たの

でそれでよしとするわけにはいかない。特に過

疎地域における小規模校をどのように存続させ

ていくかとなれば、数合わせではないと。小さ

な学校でも全国に発信できるような地域貢献、

あるいは地域資源を生かした産業振興といった

ものにも、遠野緑峰高校は目覚ましい活動を、

そしてまた評価を受けているということのわけ

であります。文部科学大臣賞、環境大臣賞、経

済同友会表彰といったようなものを立て続けに

受賞しながら、地域住民の方々と懸命に遠野の

地域の活性化に取り組んでいる姿に、私どもは

高校教育の一つあり方、あるいはその環境づく

りについて、生徒や職員から学ぶところはいっ

ぱいあるんじゃないかなということを考えるわ

けであります。 

 そういったことを踏まえまして、これは前に

も答弁の中でも、あるいは報告の中でも申し上

げましたとおり、署名活動が展開され、１万人

以上の方の署名が集まったと。その署名簿を県

議会のほうに提出し、市民会議の皆様が請願と

いう中で小規模校の設置基準、学級定数及び教

員配置について特段の配慮をという請願が、県

議会で12月11日の日に全会一致で可決をいただ

いたという、そのような方向性が示されたわけ

であります。 

 そのようなことを踏まえながら、その後にお

きましても、ただいま教育長が申し上げたよう

な１つの数字を得たということもあるわけでご

ざいますから。１月に入ってからも、県の教育

長のほうに２度ほどお会いいたしまして、この

数字について申し上げているところであります。

みんなで考えようと、そして岩手モデルをつく

ろうと、そして岩手の小さな自治体にある県立

高校を、我々市町村と一緒になって、いうなれ

ば維持し、盛り立てていこうという仕組みをつ

くりませんかという話を一生懸命になって訴え
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ております。 

 先般、過疎地域、これは岩手県の33市町村の

うち22市町村が過疎地域に指定されているとい

う地域が、いずれも高校再編の俎上に上がって

いるという状況でありますから、遠野市だけの

問題ではない、全市町村の問題だと。少子化と

いう問題、人口減少という問題を考えれば、再

編は避けて通れないとしても、やっぱり仕組み

とシステムを変えていかなければならない。そ

のために、国を動かそうという中で、今開かれ

ています県議会の場におきまして、地方の実情

に合わせた設置基準をという意見書が採択の方

向で、いろいろ調整が進んでいるということも

聞いておりますので、それを座して待つわけに

はいかないということで、志のある市町村長と

相談いたしまして、４月になりますけれども、

全市町村に呼びかけて、それぞれともに考え、

１つのこれからの望ましい高校のあり方を、県

立高校だからと県だけではなくて、我々も考え

ようという場を設けたいという中で各市町村長

といろいろ協議をしているということでござい

ます。 

 それに先立ちまして、さらに２月９日の日に

文科省を訪ねました。文科省の大臣直轄であり

ますけれども、文部省の教育制度改革室を訪ね

まして、遠野市の取り組みをいろいろ情報提供

しながら御指導をいただいてまいりました。松

井前大臣から林文部大臣にも、地方の実情に合

った高校のあり方といったものについては考え

なければならない大きな課題であるということ

が引き継がれているということと、このいうと

ころの高校と地域のかかわり、連携のあり方に

ついても文科省も検討を進めている。さらには、

高校まで地域で育ち、地域に目を向ける力を養

い、そして大学等、あるいは就職しても、ふる

さとに愛着を持つという部分は地方の活力のエ

ネルギーだと。単なる志願者数、あるいは就職、

進学だけではない、高校がその地域にあるとい

うことによって、地域の底力がしっかりと確保

されるということに、文科省としても非常に関

心を持ち、この仕組みを大事にしたいというよ

うなお話も直接いただいてまいりましたので、

こういった部分をしっかりと情報共有しながら、

この高校再編問題にオール岩手という仕組みの

中で取り組んでいくような方向にもっていきた

いと考えているところでございます。経過報告

も兼ねて、答弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  13番瀧澤征幸君。 

   〔13番瀧澤征幸君登壇〕 

○13番（瀧澤征幸君）  ただいま市長から大変

心強い御答弁をいただきました。そしてまた、

県内全市町村へも呼びかけているんだというこ

とで、国も含めた情報共有ということで、御期

待を申し上げます。 

 今、人口減少で日本にこれから起こることを

予測したさまざまな書籍が出版されております。

少子高齢化、人口減少は全国的なものであり、

その勢いをとめることは不可能と言われており

ます。だからこそ、その対策にできるだけ早く

着手し、自治体としてのぜい肉をそぎ落とし、

持久力を高めていく準備と覚悟が必要でありま

す。 

 そのためには、このふるさとを愛し、誇りを

持ってこの地に生き続けようとする思いや心の

遺産を大切にする行政運営に、これまで以上に

御期待を申し上げ、私の一般質問を終わります。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後５時17分 休憩   

────────────────── 

   午後５時27分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き、会

議を再開いたします。 

 次に進みます。15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  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、高齢者のひと

り暮らし対策について、教育長に対しましては、

遠野市におけるいじめ撲滅への取り組みについ

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。 
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 先月１月13日付地元紙の一面に、ひとり暮ら

し40年に４割、この40年は2040年ということの

ようでございますけれども、2040年に４割の見

出しで、国立社会保障・人口問題研究所が日本

の世帯数の将来推計を発表した旨の記事が掲載

されました。 

 そこで、まず私の質問ですが、遠野市におけ

る高齢者のひとり暮らしや２人暮らしの現状に

ついて、市長にお伺いいたします。 

○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）  浅沼幸雄議員の一般質

問にお答えいたします。 

 高齢化社会あるいは高齢社会と言われて久し

いわけでありますけども、この時代の波が遠野

にも確実にというよりも、まさに荒波のように

押し寄せてきているという実情にあるというこ

とになるんではないかなと思っております。 

 平成30年１月末現在の高齢者ひとり暮らしの

世帯数は、2,101世帯でありまして、全世帯１

万831世帯に占める割合は19.4％という数字に

なっております。また、高齢者２人暮らしの世

帯数は1,347世帯で、全世帯に占める割合は12.

4％、最も高齢者ひとり暮らし及び高齢者２人

暮らしの世帯の割合が大きいのは、宮守町宮守

地区でありまして、37.4％という数字になって

いるところであります。 

 今の遠野市における状況は、このような世帯

の中で確実にひとり暮らし及び高齢者２人暮ら

しの世帯がふえているという状況にあるという

ことを申し上げて、答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  現在の遠野市の高齢者

のひとり暮らし、２人暮らしの世帯の状況につ

いては理解いたしました。それに対して、現在

市で実施している対策、あるいはこれから実施

する予定の対策について、お伺いいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  対策でありますけれど

も、これもいろんな面で対策を講じていかなけ

ればならないということは当然なわけでありま

して、その人らしい生活を営むことができるよ

う、地域の見守り活動、あるいは生きがいづく

り、さらには介護予防など、多方面から支える

地域包括ケアシステムの実現に向けて、さまざ

まな取り組みを行っているという状況でありま

す。 

 実態把握につきましては、在宅介護支援セン

ターの相談員の方が、65歳以上の高齢者世帯、

特に75歳以上のみの高齢者世帯を重点的に訪問

しながら、心身及び生活相談について聞き取り、

さらには緊急時の連絡先など、きめ細かく対応

を行っているという状況であります。 

 また、実態把握した結果は、これもただ実態

把握をしたということではなくして、世帯ごと

に調査票を作成いたしまして、本人の意向を踏

まえた支援方針を策定する。必要に応じて、各

種サービス等の提供を受ける、提供をする。さ

らいは、民生委員、児童委員をはじめとする遠

野市社会福祉協議会を中心とした、いうところ

の遠野警察署も含め、あるいは消防本部も含め、

それに地区センターも踏まえた上での綿密な連

携を構築するという、そのような方向に持ちこ

んでいるところであります。 

 この見守り制度、気がつかないうちになくな

っていたというふうな痛ましい事案も出ており

ますから、やはりしっかりとした見守り体制も

構築していかなければならないかというように

思っておりまして。高齢者、障害者の見守り体

制の構築に取り組み、災害時だけではない、日

常もしっかりとした見守り体制を構築するとい

うことが大事じゃないのかなと思っておりまし

て。小さな拠点をネットワークにというのは、

そのような背景もあるということを踏まえての

１つの対応であります。 

 それから、病弱な高齢者のみの世帯、あるい

は緊急時に支援が必要な方々、まさにこのよう

な方々に対する１つのフォローも、大変重要な

仕組みづくりでありますから、地区センターの

機能もその中にフルに生かし、我が事・丸ごと



－ 94 － 

相談員といったような社会福祉協議会の事業と

も密接な連携をとりながら、よりきめ細かいフ

ォロー体制を構築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）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  見守り、そしていろい

ろな支援、これは私のみならず、同僚議員の一

般質問、そして予算等審査特別委員会、決算委

員会等でもいろいろと当局のほうに質問をして、

答弁をいただいておるところでございます。遠

野市は高齢者のひとり暮らし、２人暮らしに対

して面倒を見ているのではないかと、私は感じ

ております。先ほどの新聞によりますと、22年

後の2040年には４割がひとり暮らしの世帯にな

るというふうな記事でございました。 

 遠野市における2040年ぐらいには、ひとり暮

らし、２人暮らしを含めてもよろしいんですけ

れども、どのような状況になるのか、わかるの

であればお知らせ願いたいと思います。 

○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）  2040年という問題が、

それこそカウントダウンがはじまっているわけ

であります。2018年ということでありますから、

2025年になれば団塊の世代も後期高齢者に入っ

てくるというのも、もう間近に迫っているわけ

でありますからほっておけないということにな

れば、さまざまな形でコミュニティをしっかり

と維持し、また、それを仕組みとして守るとい

うことがやっぱり１つの大事なことではないの

かなということ。 

 それから、高齢者の方々が生きがいを持つと

いうことにおいては、生涯学習といったような

１つの取り組みもしっかりとしたさらに充実し

たものにもっていかなければならない。 

 また一方、介護という問題を考えれば、これ

も大変な１つの大きな課題なわけでありますか

ら、健康づくりといったようなものにもきちん

と取り組みながら、生きがいを持って生涯現役

でという部分の仕組みづくりが、やっぱり大事

ではないのかなと。そのためには、それぞれ生

きがいという目標を持ち、そしてひとり暮らし、

高齢者２人暮らしということになれば、地域が

支え合うというようなコミュニティを構築して

いかなければならないという問題が、きょうあ

すからということじゃなくして、2025年、その

後には40年という問題が、そして日本の人口も

大変な高齢化という中に入っていくということ

は当然予測されていることでありますから、そ

のような中における人づくり、健康づくり、地

域づくりというキーワードを我々がしっかりと

構築するということが求められているんじゃな

いのかなというふうに思っております。それを

愚直に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。 

○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）  市長の冒頭の答弁で、

現在のひとり暮らし、２人暮らし世帯、宮守町

宮守は37.4％、私も勉強不足で聞いてびっくり

したんですけれども、どおりで私の周りにおひ

とり暮らし、あるいは近い将来そうなるだろう

という世帯が結構ある。私たちは地域でいろん

な話をする場面でも、あと５年後、10年後とい

う話、ずうっと遠い将来ではなく、本当に近い

将来そうなるというのはもうはっきりしている

んです。 

 今、市長のほうから、小さな拠点という意味

で、それぞれの地区センターを中心にフォロー

していくんだという答弁だったと私は解釈した

んですけれども、それはそれでいいのではない

かなと。ただ、４割というのは、ちょっとオー

バーにいえば２軒に１軒はひとり暮らしになる

という推計、そんなに遠からずという数字では

ないかなと思うんです。それを考えてたときに、

はっきりした不安ではないんですけれども、漠

然とした不安が、私も含めて市民、あるいは住

民の中にあるんではないのかなと。どうなるん

だろうなと。これは22年先のことを、今から具

体的に手当てする手法、あるいはそういうもの

を議論するというのは、到底無理であります。
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しかし、そうなるという前提のもとに、今から

いろんな議論を積み重ねて、だったら今できる

ことは何なのかとか、市民が将来ひとり暮らし、

２人暮らし世帯が多くなったときに、少しでも

安心して暮らせる状況をつくったり、想像した

りできるような施策が必要なのではないかなと

考えるのですが、それについての市長のお考え

をお願いします。 

○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）  先ほど申し上げました

とおり、宮守町宮守は37.4％という非常に高い

数字になっているということであります。ちな

みに、今数字を申し上げますと、これもきちん

と位置づけなければならないというように思っ

ておりますけれども。国勢調査によりますと、

平成12年に高齢者ひとり暮らし世帯が726世帯、

高齢者２人暮らし世帯が729世帯と、同じよう

な程度の数字として位置づけられておりました。

平成27年には、高齢者ひとり暮らし世帯が683

世帯増加し1,409世帯になっているわけである

と。12年の数字と比較すると、大変な数でふえ

ていると、そのような実態があります。高齢者

２人暮らし世帯では、352世帯増加いたしまし

て1,081世帯、国勢調査を見ただけでも、平成1

2年から27年という時間経過の中で、これだけ

ふえてきているというのが現状にあるわけであ

りますから、2025年、2040年問題といったもの

を踏まえれば、今不安を抱えている方々をどの

ようにという部分は、もちろんきちんと手だて

をしていかないと。これは行政は将来の１つの

ことに対する対策ももちろん必要でありますけ

れども、今現在不安を抱えている方に安心で安

全だという環境をつくっていかなければならな

いとなれば、地域包括支援センター、民生委員、

児童委員の皆様のマンパワー、さらには多くの

ボランティアの皆様、隣近所の皆様といったと

ころのコミュニティをしっかりと構築しながら、

人口減少社会、ひとり暮らし高齢者がふえると

いう中にあっては、コミュニティを維持すると

いうことは、捉え方によっては発展をするとい

うことにもなるという捉え方をしながら、コミ

ュニティの維持といったものに全力を挙げて、

そのような安心・安全を確保していくというよ

うな手だてをしっかりと構築することが、今求

められている大きな課題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。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  先ほどの菊池美也議員

のお言葉を借りれば、現在も大事だけれども将

来も大事だと、まさに私もあの言葉を聞いて名

言だなと感じました。その言葉を借りさせてい

ただければ、やはり市長の答弁にあったように、

現在も大事です。そしてまた、将来も大事だと

思います。ぜひ平昌オリンピックの閉会式が終

わりましたけれども、最近言われているのはレ

ガシーという、遺産という言い方をされますけ

れども、本田市長もぜひそのレガシーを残して

いただきたいなというふうに思いますので、き

ょうあすできることじゃなくても、将来に何か

残していただきたいなということを申し添えて、

次の質問に入ります。 

 それでは、次に大項目２点目、遠野市におけ

るいじめ撲滅への取り組みについてであります。 

 １月20日付の地元紙に、「いじめ撲滅 意識

高め」の見出しで、本市の３つの中学校の生徒

が参加した、東京で行われたようでございます

けれども、全国いじめ問題子供サミットの記事

が掲載されました。 

 まずは、その詳細について、教育長にお伺い

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。 

 全国いじめ問題子供サミットは、いじめ問題

に積極的に取り組んでいる全国の児童生徒が集

まり、全国の多様な取り組みについて情報交換

するとともに、交流を通じていじめ問題に取り

組む地域のリーダーを育成することを目的に、

文部科学省が開催しているものです。 
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 遠野市からは、平成27年度に遠野西中学校の

生徒３名がサミットに参加いたしました。この

生徒たちが、サミットで学んできたことをもと

に、昨年３月、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。 

 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

活動が行われております。本年度は、３つの中

学校各１名の代表者がこのサミットに参加し、

それぞれの中学校で取り組まれているいじめ未

然防止活動を、全国各地の子どもたちの前で立

派に発表してきました。各中学校の代表者が発

表してきた取り組みを紹介します。 

 遠野中学校では、優しいフレーズキャンペー

ンと銘打ち、よりよい人間関係づくりにつなが

る言葉について考える取り組みをしています。

仲間にどういう声かけをしたらよいか、どのよ

うな言葉をかけられたらうれしいか、全校で考

え、日常生活の中で頑張れ、どんまいなどの温

かい声かけを仲間に対して積極的に行うという

取り組みです。 

 遠野東中学校では、生徒一人ひとりの人権尊

重を念頭に置いた取り組みをしています。遠野

東中学校人権宣言を、生徒みずからの手で制定

し、いじめ撲滅に向けた意識の高揚と啓発を図

るとともに、学校生活において宣言を合言葉に

しながら、自分たちの行動や活動を振り返り、

よりよい学校づくりを目指していこうとする取

り組みです。 

 遠野西中学校では、ＮＨＫいじめ防止キャン

ペーンソング「あの空」の全校合唱を柱に据え

た取り組みをしています。合唱曲を全校でつく

り上げる過程において、生徒一人ひとりが抱い

ているいじめをなくしたいという願いを、メッ

セージカードで共有し合い、全校が一丸となっ

ていじめ防止に向けた取り組みを高めていこう

とする取り組みです。 

 以上３つの中学校の取り組みに共通すること

は、生徒自身が主体的に活動を推進していると

いうことです。今後、参加してきたリーダーた

ちの見聞が学校全体に広まり、いじめを許さな

い学校づくりがさらに進むことが期待されます。 

○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）  ２年前、先ほど教育長

のほうからも御紹介があったように遠野西中生

３人、このときも地元紙に掲載されたんですけ

れども、そのときの取り組みが余り時間も置か

ないで３校に広がったと。先ほどの教育長の答

弁にあったように、それぞれが自主的に活動し

ていると。非常に大事なことだなと、上からの

押しつけで３校とも同じことをやるんじゃなく、

それぞれの取り組みが違うと。手元に遠野西中

学校の学校だよりがあるんですが、共通のス

ローガンみたいな、「いじめをなくし夢を開く

学校をつくる」、これが共通のスローガンにな

っているようでございますし、西中の学校だよ

りによりますと、サミットに参加されたのは副

会長１名ですけれども、それを２月に学校の中

で報告会を予定していると。これも今教育長の

答弁で、各学校でそういう活動をするという予

定のようです。非常に広がりがあって、いい活

動だなと思います。 

 加えて、冒頭の答弁にあったように、児童生

徒がこのサミットに参加しているということで

すけれども、どうなんでしょう。遠野市内の小

学校にもこれを広げていったらどうなのかなと。

それがうまく回れば、小学校の段階である程度

いじめ撲滅に対する取り組みの基礎ができて、

それが中学校に行ってまたさらに中身が充実す

ると。本当はそれが高校に行ってもというのが

理想なんですけれども、そこまでは市の教育委

員会が及ぶ範囲ではありませんけれども。いず

れ、このいじめを切り口にして自主性を育てた

りすることによって、いろんな方面にいい効果

が出てくるんではないかなと思うんですが、そ

の点について、教育長のお考えをお伺いします。 

○議長（新田勝見君）  中浜教育長。 

   〔教育長中浜艶子君登壇〕 

○教育長（中浜艶子君）  今年度、サミットに

参加した中学生からは、自分たちがサミットで
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学んできたことを、できれば小学生にも伝えて

いきたいという積極的な意見が聞かれました。

ある中学校区では、サミットに参加した中学生

の体験を通じ、いじめについて小中学生が一緒

に学び、考える交流会を３月に開催する予定と

なっており、早速具体的な活動へと広がりを見

せています。 

 御質問の中にあった、中学校のいじめ防止に

かかわる活動を、市内小学校へ拡大していくこ

とについては、当市におけるいじめ問題への対

策として重要な視点になると思われます。浅沼

議員のお話のように、小学校にも中学校と同じ

ような取り組みを広げることで、一層いじめ撲

滅に向けた意識が高まることが期待されます。 

 今後、市内の全小学校にも活動が広がるよう

に、教育委員会では中学校区ごとの取り組みの

機能を生かしながら、学校と連携して児童生徒

の主体的ないじめ防止の活動を支援してまいり

ます。 

○15番（浅沼幸雄君）  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５時54分 散会   
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