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   午前10時00分 開議   

○議長（新田勝見君）  おはようございます。

これより本日の会議を開きます。 

 本日の欠席の届け出議員は、10番照井文雄君、

17番安部重幸君であります。 

────────────────── 

   日程第１ 一般質問   

○議長（新田勝見君）  これより本日の議事日

程に入ります。 

 日程第１、一般質問を行います。順次質問を

許します。６番多田勉君。 

   〔６番多田勉君登壇〕 

○６番（多田勉君）  改めましておはようござ

います。会派「躍進とおの」の所属の多田勉で

ございます。新しい議場での一般質問、きょう

が初めてでございますが、こうやって見ると、

前の議場と違って市長の立つ席が遠く感じてな
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りません。 

 市長とはこれからも一定の距離感を保ちつつ、

なお、市民との距離についてはより以上に縮ま

ることを祈念して、努力しながら日々重ねてま

いりたいというふうに思います。 

 それでは、通告に従って、一問一答方式によ

って一般質問をさせていただきます。 

 本日は、大項目２点について質問をいたしま

す。 

 まず最初に、遠野市における所有者不明資産

の現状ということでありますけれども、この質

問に当たっては、森林に特化しての質問にさせ

ていただきたいというふうに思います。 

 先般の地元新聞によります報道に、増田寛也

元知事ら有識者でつくる所有者不明土地問題研

究会が昨年公表いたしました推計が報道されて

おります。 

 これを受けまして、我々もこれは全国の話で

はないと、83％を占める遠野市の森林面積構成

は、将来、重大な課題を残すのではなかろうか

なというふうな危機感を抱いている一人でもあ

ります。 

 そういったところで、全国に、今、申し上げ

ましたように全国的に所有者不明による土地等

が増加の傾向にありまして、これがそれぞれの

地方自治体に経済的損失が大きくなっていると

いうふうな問題であります。 

 そこで、当市における所有者不明、特に森林

についての実態をどのようにお捉えなのか、市

長の見解をお伺いしたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  多田勉議員の一般質問

にお答えいたします。 

 一定の距離感を持ってということでございま

すので、この演台と演台のこの距離は非常に手

ごろな距離感ではないのかなというように思っ

ておりますので、いろいろ議論を交わしながら、

何よりも市民のためにという施策を御理解いた

だきながら、きちんと進めてまいりたいものだ

と改めて感じているところであります。 

 さて、今、森林に絞って所有者不明の土地の

実態についてというお話でありました。 

 この問題については、ただいまの御質問の中

にもありましたとおり、大変大きな問題になっ

ているということがそれぞれ新聞報道等によっ

ても報じられている、国の上にも日本の大きな

一つの課題であり、市町村が管理権を取得する

というような一つの考え方も打ち出されている

ということでもありますし、今、私の手元に資

料がありますけれども、2015年時点の所有者不

明の土地面積が約410万ヘクタールと、大変、

九州そのものに匹敵するぐらいのこのような実

態であるというこの深刻さを改めてしっかりと

受けとめなければならないかというように思っ

ているところでございますので、やっぱり実態

を知るということは、それに対する施策を打ち

出すということにもつながってくるわけであり

ますから、国ときちんと連携を図りながら、あ

るいは県とも連携を図りながら、さらには森林

組合等の団体とも連携を図りながら、対応を考

え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、そのために当市の実態を把握し

た数字を持っておりますので、担当の農林畜産

部長のほうから当市の実態について、答弁の中

で御説明を申し上げたいと思いますのでよろし

くお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  古川農林畜産部長。 

   〔農林畜産部長兼六次産業推進担当部長

古川憲君登壇〕 

○農林畜産部長兼六次産業推進担当部長（古川

憲君）  命によりお答えいたします。 

 平成29年12月に、所有者不明土地問題研究会、

これは増田寛也座長のものですが、が発表した

最終報告書では、所有者不明森林は約25％に上

るという報告が出ております。 

 ただし、この所有者不明には、子や孫が固定

資産税を納税しているが、登記名義人が死亡し

ているため所有者不明となっている土地も含ま

れているということでございます。 

 このような現状を踏まえまして、遠野市内の

森林において、相続人等が存在しないことによ
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り固定資産税を徴収していない森林面積は、私

有林面積約３万2,427ヘクタールのうち約20ヘ

クタール、0.6％となっております。 

 森林の境界確認や所有者確認につきましては、

森林整備地域活動支援交付金を活用し、遠野地

方森林組合が行っており、今年度は30ヘクター

ルの境界確認を実施しております。 

 また、この交付金を活用した森林では、次年

度以降、間伐を行うことになっており、境界確

認等とあわせて森林整備を進めております。 

 遠野地方森林組合では、図面上における現在

地がわかる携帯型ＧＰＳを３台、境界を明確に

する図面を作成するための据え置き型ＧＩＳを

３台保有しており、森林の適確な境界確認を行

っているものでございます。 

 平成31年度から交付される、仮称ですが森林

環境譲与税では、共有名義の森林において一部

所有者が不明な私有林でも市町村が経営・管理

し、森林整備ができる制度として国が検討して

おる状況でございまして、こういう制度を活用

して所有者不明の森林の整備を一層推進してま

いりたいと考えております。 

○議長（新田勝見君）  ６番多田勉君。 

   〔６番多田勉君登壇〕 

○６番（多田勉君）  今、答弁のあったとおり、

2016年の全国で約410万ヘクタール、これは九

州の面積に匹敵すると、それを上回るというふ

うな数字が出ているようでありますけれども、

2040年に見ると全国で約720万ヘクタールに達

するというふうな公表になっておりますけれど

も、こうしたことで生じる経済的損失が、40年

までに６兆円規模に上るというふうな試算が出

ております。 

 これも、今、部長のほうからも答弁ありまし

たけれども、遠野市におけるそういった現に所

有者不明の森林が実際に存在するということは、

ある意味、わずかであっても市の財政に何らか

の影響を及ぼしているというふうに私は理解し

てもいいんじゃないかなというふうに思うわけ

であります。 

 今、遠野市が取り組んでおります国土調査事

業、いわゆるこれもある意味ではこういった事

業を通じて不明の面積なり、実態を把握する一

つの手法、方法になるんじゃないかなというふ

うに私は日ごろ感じておりますので、そういっ

たところも含めながら、これからのそういった

森林と地域に及ぼす経済的な損失の影響、そう

いったものも考慮しながら、これからの森林の

管理に当たっていただければいいなというふう

に思うわけであります。 

 次に、今後の遠野市の森林・林業・木材産業

施策の展開についてお伺いをしてまいりたいと

いうふうに思います。 

 その中の第１点目でありますけれども、遠野

市の森林整備計画が最近見直されました。これ

は、平成30年４月１日から新たな計画のもとに

向こう10年間を見据えた施策の展開が図られる

というふうに私は理解をしているところであり

ますが、そこで伺いますけれども、現在低迷し

ている遠野市を含めて林業行政をどのような、

この計画の展望に据えようとしているのか、市

長の見解を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）  ただいま所有者不明の

当市の実態については、農林畜産部長のほうか

ら詳しく数字等を申し上げました。全国的に見

ても大きな課題であるということは、ただいま

の御質問の中で数字も上げて話があったわけで

ありますけれども、そのとおりであります。 

 今、平成30年４月から、この新たな計画の中

で向こう10年間という話がありました。 

 遠野市は市の面積の８割以上が森林という中

におきまして、さまざま全国に冠たる木工団地

も持って、循環型という中で、全国に先駆けて

の大きなプロジェクトを続けているという、そ

のような歩みの歴史があるわけであります。 

 そしてまた、その中におきまして、よく言う

再生可能エネルギーという中で、木質バイオマ

スのそのエネルギーを活用するという中で、こ

の本庁舎の中にもチップボイラーが導入されて

おりますし、水光園等でもそれを導入しながら、
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再生可能エネルギーとして環境問題にも、ある

いはエネルギー問題にも対応するというような

プロジェクトにも積極的に取り組んでいるとい

うことがあるわけでございますので、この経済

的な損失という部分で大変な額に上っていると

いう部分も、ただいまの御質問の中にあったわ

けでありますけれども、そういったことを踏ま

えれば、向こう10年間の中でやっぱりきちっと、

いうところの、当たり前のことなわけでありま

すけれども、循環型という川上・川下の、せっ

かく立ち上げたこの遠野の仕組みをより確実な

ものにもっていく、私はこの木工団地のプロジ

ェクトといったものについては、非常に先見性

があったのではないのかなというように捉えて

いるところでございまして、なかなか、しかし、

うまく浮上しないというか、もどかしさの中に

もあるということを考えると、木工団地の端材

などもほとんどうまく利用されてないというこ

とも聞いておるわけでございますから、その辺

のところをうまくかみ合わせるような、そのよ

うな計画にしっかりと位置づけて、森林環境税

が2024年、その前に来年度、平成31年度からは

森林環境譲与税のようなものも導入されるとい

う動きが国のほうでも出ておりますから、それ

をしっかり見据えた中で、この計画も着実な実

施というよりも、これまで取り組んできたさま

ざまなものをより確実なものにもっていくとい

う、そのような愚直な取り組みも、また必要で

はないのかなというように思っているところで

ございますから、森林組合やら、さまざまな森

林といったものに非常に関心を持っている方々、

多くのボランティアの方々もいらっしゃいます

ので、そういった方々のいろんな知恵と行動力

をうまくかみ合わせながら、林業振興といった

ものにしっかりと腰を据えた取り組みを進めて

まいりたいというように考えているところであ

ります。 

○議長（新田勝見君）  ６番多田勉君。 

   〔６番多田勉君登壇〕 

○６番（多田勉君）  今、市長の答弁の中に、

循環型というふうな言葉がありました。これは

チップボイラー、エネルギーに対する対応とい

うことも含めての循環型ということになろうか

と思いますけれども、ちなみに、今、隣の花巻

市でもこのチップボイラー、それに要する原材

料、材料、多分御存じの方もいらっしゃると思

いますが、遠野市から花巻の新花巻に向かう途

中、通称、三郎堤ってあるんですが、そこの近

くに杉材が膨大な量の材が積まれております。

あれは、全てチップボイラーの原材料だそうで

す。 

 あれでもまだまだ足りないと、そうなると、

遠野市なり、近隣の市町村のそういった材料も

受けたいというような動向も、話もちらほら聞

こえてまいりますけれども、そういったところ

に遠野市もチップボイラーの設置をしながら、

循環型というものに取り組んでいるわけでござ

いますけれども、そういったのをどのようにし

て遠野市が声を高くして、大きくして訴えてい

くかということも、これからの遠野市の林業が

必要とする一つの姿じゃないのかなというふう

に私は捉えておりますので、その辺をもう少し

気持ちを新たにしながら、新たな計画に臨んで

ほしいなというふうに思います。 

 それから、次に第２点目でございますけれど

も、恵まれた森林資源から受ける恩恵は、今ま

で市民の生活に豊かさと潤いを与え続けてまい

りました。 

 しかし、ここで誤解してはならないのは、森

の恵みは無限かつ永遠に続くという考えは、将

来に大きな過ちという結果を残すことになるの

ではないかなというふうに、私は危機感を強く

感じております。 

 このような状況を考慮すると、市内の森林構

成の状況から見て、遠野市の市有林、遠野市有

林の果たす役割は非常に大きいというふうに私

は理解をしております。 

 それは民有林の施業を活発化させるためにも、

遠野市所有の市有林の模範的な誘導が重要では

ないのかなというふうに私は思っております。

市の積極的なそういった取り組みの姿勢が、地

域林業振興の原動力になると理解をするもので
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あります。 

 遠野市として、市長はどのような考えのもと

に、これからの遠野市林業振興に関する計画を

推し進めようとしているのか、見解をお伺いい

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）  お答えいたします。 

 どのような計画を持って、市有林の活用も含

めてということになるわけでございますけれど

も、先ほど平成30年４月１日から向こう10年を

見据えての計画ということを御答弁の中で申し

上げたところであります。 

 それらのことを踏まえ、10年を一つの区切り

といたしまして、それぞれ５年ごとに見直しを

かけながら計画を進める、山という、森林とい

う資源につきましては、非常に長い目で物を見

なければならない。 

 それこそ植林をし、きちんと手入れをしなが

ら用材に、あるいは除間伐しながら再生可能エ

ネルギーにといったようなそのような中で、地

球温暖化という部分の中にも大きな役割を果た

すという部分もその中に見出さなきゃならない、

野生動物との共生といったようなものも森林が

果たす役割は非常に大きいと、水源涵養という

中において、水資源といったようなものも森林

が果たしていると、まさに非常に多様な可能性

を持った森林資源ということになるわけであり

ますから、それをしっかりと踏まえながら、特

にも、今、御質問のありましたとおり、市有林

といったようなものにつきまして大変大きな面

積を有しているということになれば、計画の中

でしっかりと、その部分での伐期が来ているも

のについてはきちっと植林するという、これも

文字どおり循環型の仕組みにもっていかなけれ

ばならないというように思っておりますので、

伐期が来たんでそれを切ればいいのだ、切れば

いいのだということじゃない、やっぱりそれで

あればきちんとそれを植林をしながら次世代に

つないでいくというような、そのような対応も

進めていかなきゃならないということになろう

かというように思っておりますので、今度の産

業振興条例の中に、市有林の基金の取り扱い等

につきましてもいろいろ議論した経緯がありま

すので、その辺のこの産業振興という部分、地

域経済の活発化という部分、さらには自然環境、

エネルギー確保といったような視点の中で、こ

の森林資源、特にも遠野市の場合における市有

林の一つの環境整備でございますか、そういっ

たものにつきましては、もう計画の中で位置づ

けをしながら、着実に、これこそ着実にという

部分が一番大事なキーワードじゃないのかなと

いうように思っております。 

 こういった森林資源の利活用といった部分に

ついては、単なる一過性のパフォーマンスで終

わったんでは、これ、何もならない、遠野には

一つの大きな循環型産業を根づかせた木工団地

というプロジェクトがあるわけでございますか

ら、その今までの歩みをしっかりと総括しなが

ら、それを新たな時代の流れに乗ったものとし

て機能させるというような、そのようなことも

念頭に置いた計画といったものにつくっていた

だくように考えているところでございますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  ６番多田勉君。 

   〔６番多田勉君登壇〕 

○６番（多田勉君）  今の答弁、そのとおりで

ありますけれども、市の森林整備計画は森林整

備計画として、これは全体の林業の振興の枠組

みをつくっているわけですが、逆に遠野市の所

有する市有林、これについては以前から質問等

で交わされておりますけれども、公有財産の管

理の一つでもありますけれども、公有林の経営

計画、これは多分毎年ローリングしながら、起

債の対応も受けながらやっているはずですが、

そういったところで全体の森林の林業活動、そ

ういったところへの波及効果というものをそう

いった中から生み出せればいいのかなというふ

うに私は思っております。 

 ですから、限られた予算ではあるというふう

に、もういつも申されますけれども、私は市が

やることによってのメリット、市民に対するイ
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ンパクトというものが、そういったところから

生まれてきて、それが最終的には遠野市の永久

的に続く資源の保全につながるのかなというふ

うに思います。 

 もちろん先ほど市長の答弁にもありましたけ

れども、水源涵養も非常に大切な課題でありま

す。それを子々孫々、永久に遠野市としても伝

えていく一つの重要な財産であるということを

忘れてはならないというふうに思います。 

 それでは、次に先ほど来から市有林の話をし

ていますが、遠野市が有する約2,000ヘクター

ルに及ぶ市有林の活用策について、もう一度確

認をさせていただきたいというふうに思います。 

 他市の例を申し上げますけれども、一関市が

市有林の間伐で生み出された二酸化炭素吸収量

を環境省の排出量取引制度、オフセット・クレ

ジットと言われているようですが、これに取り

組むということが先般紹介されておりました。 

 これがひとつ、遠野市もこれに同じというこ

とじゃなくて、この取り組むことが、取り組ん

でいくということが、それぞれの自治体の特徴

がこういったところから伺えるんではないのか

なというふうに私は思うんです。 

 一関市の例を申し上げましたけれども、遠野

市もこれにならえということじゃなくて、一関

市は一関市としてそういった自治体の特徴を出

しているわけでありますから、本市としても市

民の財産でもある市有林の位置づけをもっとも

っと明確化しながら、そして遠野市の林業の先

頭に立って、私は手本になるような森づくりと

いいますか、そういった努力をしていただきた

いなというふうに思うんですが、全体の2,000

ヘクタールにも及ぶ市有林の遠野市全体の83％

に占める森林の構成する、そういった中での位

置づけ、市長は先ほど水源涵養の話もされまし

たけれども、これは子々孫々に伝えていく重要

な遠野市の私は基礎だというふうに思っており

ます。 

 そういったことも含めながら、市長の、もう

一度、その辺の位置づけというものについての

考えを伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  市有林の活用の部分に

おきまして、一関の例なども取り上げて、全国

の自治体でもいろんな形でさまざま工夫をしな

がら取り組んでいっている事例があるわけであ

ります。 

 当市におきましても、その辺のところをしっ

かりと情報を収集しながら、言いましたとおり

積極的な対策と申しますか、施策を講じていか

なきゃならないかというように思っております

けれども、2,000ヘクタールという一つの市有

林、その中で約30ヘクタールにつきましては間

伐を行い、30年から50年生の間伐、伐期を迎え

た市有林の手入れを進めているという状況の中

で、先ほど伐期という言葉、それをやっている

ということでありまして、間伐を行った際に発

生する用材につきましては、小径木という言葉

の中で言うわけでございますけれども、これを

木質バイオマスという一つの利用するための場

所として搬出し、チップとしながら、木質チッ

プにしながら公共施設の燃料に活用していると

いう部分も、これも御案内のとおりであります。 

 それから、これまで行って、使われてきた一

つのこの小径木も、木質バイオマスの利用は、

私有林の森林整備を行う遠野地方森林組合とも

十分連携を図って行っているという中で、少し

でも、かすかでもと申しますか、確実なと申し

ますか、そのような形での森林所有者への収入

増といったものにも、ひとつつながっていると

いうことがこの仕組みの中で言えるんじゃない

のかなというように思っております。 

 また、山の維持管理等のメリット、一方、こ

のコストといった問題があることなわけでござ

いますから、そういったことでよく見きわめな

がら、対策といったものをきちんと行ってまい

りたいと思っております。 

 市有林には非常にアカマツが多い、この松く

い虫被害の受ける前に用材として利用して、こ

の部分もいろいろな点では、松くい虫対策にも

つながるということにもなろうかというように
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思っておりますので、そのような形での作業も

行っ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。 

 いずれ、そのような中で、今、一関の例など

も出ましたけれども、十分そういうことも文字

どおりアンテナを高くしながら、いろいろ情報

もいただきながら計画の中に、計画のための計

画じゃない、やっぱり前に進める、形にできる、

そして少しでもこの遠野の森林資源を遠野の地

域経済あるいは雇用の確保、さらには産業振興、

そしてエネルギー対策といったものにもきちん

と結びつくような、そのような一つのストー

リーを持った計画をつくってまいりたいという

ように考えているところでございますから、そ

の決意を申し上げて答弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  ６番多田勉君。 

   〔６番多田勉君登壇〕 

○６番（多田勉君）  市長の答弁の中に非常に

小径木の、やっぱりバイオマス向けのほうの答

弁が何か多く、強く感じましたけれども、私は、

公有林の施業計画の中には主伐もあれば収穫間

伐もあります。そういったところを効率的に、

効率よく私は施業する、あるいは作業して、で

きるだけ財産の価値観を高めるような、そうい

った日常の管理姿勢が私は大事じゃないのかな

というふうに思っているわけであります。そう

いったところを滞りなく、私は進めるべきだと

いうふうに思います。 

 私も非常にいいなと思ったのは、計画のため

の計画ではなくて、進めるための計画をつくる

ということが私もこれには大賛成でありますの

で、ぜひそのように取り組んでいただきたいと

いうふうに思います。 

 それでは、今、市長の話にもありましたが、

アカマツが多いということで、次の質問にもあ

りますが、現在、アカマツに発生している松く

い虫の被害、これが非常にもう深刻になってお

りまして、遠野市の森林から見れば、言葉は適

切ではないですが、末期の状態のような感じも

してなりません。 

 そういったことを踏まえながら、遠野市では

積極的に樹種の転換に取り組んでいるわけであ

りますけれども、反面、これをするということ

は、古くから遠野の森林樹種構成を、杉に次い

で支えてきたアカマツが、将来、遠野の森には

見えなくなるんじゃないかなというような、私

も寂しさと不安もあるわけでありますけれども、

しかし、こうやって、今、松くい虫の対策に追

われているのが現実ではありますけれども、現

在、これは最近のことでありますけれども、さ

らなる新たな課題が見えてきたのが実態であり

ます。 

 隣接する釜石市、そして大槌町で、ナラ枯れ

被害が確認をされました。先般の県のいろいろ

な説明の機会にもありましたけれども、遠野市

はもう既にその危険区域に入ったという説明が

されました。 

 私は、何事もそうだと思いますけれども、現

場を我々は一番間近に見てきているわけであり

まして、私は松くい虫もそうですけれども、国

や県の方針が全ての解決につながるというもの

ではないというふうに私は感じております。 

 これは遠野市が考える対策、方向性を早目に

示しながら、市民と一丸となって共通認識を深

め、取り組んでいく必要がある、心の準備とい

うものもあるというふうに私は認識しておりま

すけれども、今、本当にもう既に遠野市もこう

やって赤く色を塗られております。 

 こういった現状を、これは松くいじゃなくて

ナラ枯れ病の被害です。これの危険区域にもう

既に入ったと、遠野市が入っているということ

をもう既に示されているわけですから、そうい

った危機的な状況に対して、市長はどのような、

今後、姿勢で臨もうとしているのかをお伺いい

たします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  いろいろ循環型として

どう利活用するかという一つの大きな課題のほ

かに、松くい虫対策というものが非常に深刻化

してきていると、ただいま御質問の中にも述べ

られておったわけであります。 
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 松くい虫被害につきましては、平成17年に宮

守町で被害が確認されて以来、拡大をして、懸

命な防除対策を行っているということは御案内

のとおりだというように思っております。 

 また、御指摘もありましたけれども、さまざ

まな関係機関とも連携を図りながら、お隣の釜

石市といったような、でも、また松くい虫被害

が出ていない状況にもあるわけで、拡大しない

ように、これを懸命にやっぱり対応していかな

きゃならないという部分のほかに、もう一つの

ナラ枯れ対策なども深刻化してきているという

御質問でありました。 

 質問のナラ枯れにつきましては、これは県南

と沿岸部を中心に被害が拡大しているというこ

とで、平成27年度から28年度にかけて被害本数

が倍増したという、そのような調査結果も出て

いるところであります。 

 特にも、さっきは松くい虫対策の話をしまし

たけれども、このナラ枯れのほうにつきまして

は、釜石市の海岸沿いで被害が発生しておる。

被害地点から半径30キロメートルが危険区域と

して定められているという状況にあるわけでご

ざいまして、遠野市の一部がその危険区域に入

っているという状況にあるわけであります。 

 遠野市が気温が低いこともあるわけでござい

ますけれども、まだ被害が出ていないという状

況にはなっているわけでございますけれども、

いつどのような形で被害が及ぶかについては予

断を許さないという、そのようなことでありま

すので、松くい虫被害対策と同様、関係機関と

十分な連携を図りながら、早期情報収集という

ことが一番大事ではないのかなと思っています

ので、そして、この徹底駆除といったような一

つの中において被害拡大の防止に努めるという

ことが、やっぱり関係機関、団体が文字どおり

連携を密にしながら、その情報収集しながら、

早目に手を打つということが、やっぱり一番の

対策ではないのかなというように考えていると

ころでございますから、そのような被害拡大防

止に全力を挙げて、関係機関と一緒になって取

り組んでまいりたいというように考えていると

ころであります。 

 市内の、私から申し上げるまでもなく、多田

議員御案内のとおりでございますけれども、こ

のナラ類につきましては、これは原木シイタケ

のほだ木、あるいは炭の材料というものとして、

非常に有効に活用されている木材でありますか

ら、その辺もしっかりと踏まえながら、この拡

大防止といったものに、繰り返しになりますけ

れども、関係機関と密接な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ろで

ございますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  ６番多田勉君。 

   〔６番多田勉君登壇〕 

○６番（多田勉君）  いずれ、ナラについては

杉と違って50年、60年というふうな年数を経過

すれば単なるパルプ材にしかなりませんので、

そうじゃなくて、ナラの場合は、今、市長の答

弁にもありましたように、原木シイタケの有効

な活用対策があるわけですから、それには25年、

30年という適期の、そういった適期をしっかり

と見据えながら私は取り組んでいただきたい。 

 それで、質問を変えますが、間もなく震災か

ら７年になろうとしておりますが、年数が経過

する中においても、いまだ原木シイタケ栽培に

おいて放射能の基準数値が超えるなど、ほだ木

の処分がまだ続けられております。 

 何が原因であるかというふうに、市では、市

長は受けとめておられるのか。市長は今までも

原木や種こまに対して除染をしてきておるわけ

でありますけれども、これも市民の税金が生か

されているわけでありますから、せっかく除染

をしたことが無駄にならないためにも、課題と

なっている原木の供給のあり方、これらをしっ

かりと考えながら改善する必要があるのではな

いかなというふうに思いますが、どのように受

けとめていらっしゃるかお伺いをいたします。 

 これはいつまでたっても汗を流しながら苦労

している生産者の努力が報われないと、この状

況は非常にまことに残念であり、心が痛むもの

でありますので、これからの対策に一層の思い

を持って取り組んでいただきたいというふうに
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願うものでありまして、遠野産シイタケが順調

に流通をされ、林業が活発であることを一日も

早く実感できるようなことを心から望んで質問

といたします。 

○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）  林業振興にとっては、

今、御質問ありましたとおりシイタケ、こうい

ったようなものも非常に大きな産業として位置

づけられるわけでございますから、林業特産物

という中で位置づけられるわけでございますか

ら、この対策もきっちりと考えていかなきゃな

らない。 

 原木シイタケという部分におきましは、放射

性物質の影響によりまして、御案内のとおり、

平成24年に市内全域が出荷制限という一つの対

象になったところであります。これは御承知の

とおりであります。 

 それぞれ栽培管理と幾度にも及ぶ放射性物質

の検査をクリアした生産者が出荷を認められて

いる、きちんとした検査をし、それをオーケー

となった部分については認められているけれど

も、市内の出荷制限一部解除者は、現在、約25

名となっているところであります。 

 この放射性物質の検査は、まず原木伐採時に

おいて、シイタケが発生する都度、あるいは、

ほだ木とシイタケの両方を検査しているという

中で成り立っているということでありまして、

もう既に震災から７年という部分の中におきま

して、私もいろいろ報告はうけているわけでご

ざいますけれども、もう少し何とかならんのか

という気持ちは持っているわけでありますけれ

ども、いずれ今そのような仕組みで25名の方、

そのような状況になっているということであり

まして、こういった中におきまして、植菌後、

数年経過してから、ほだ木検査で基準値を超え

てしまう場合もあるということも、何かケース

の中にはあるということでございますから、今

後もほだ木処分が必要となる可能性もあるとい

うことも今の状態の中にあると、だから、非常

に生産者の皆さんにとっては厳しい状況になっ

ているということは、今のそのような中にあっ

ても言えるんじゃないのかなというように思っ

ておりまして、市内における最近の原木供給に

ついては、全体の約半数が、早池峰椎茸分収造

林組合が、いうところの供給をしているという

中でありまして、伐採場所は附馬牛の国有林や

市有林が中心となっているという状況でありま

すので、その辺のところも踏まえながら、対応

などもひとつきめ細かくやっていかなきゃなら

ないのかなというように思っております。 

 原木伐採時に放射性物質の検査を実施してい

るわけでございますけれども、基準値以内であ

っても高めの数値が検出された場所は、これは

伐採を避けているということになっているわけ

でございまして、太めのほだ木供給に努めるな

ど、徹底した管理を行っているというように伺

っているところでございますので、そういった

ところをよく踏まえながら、特用林産物の一つ

のシイタケといったものを、産業をしっかりと

興していきたいと、実はこの分につきましては、

一部、いろいろシイタケの出荷制限もあれば、

さまざまな汚染牧草もまだ保管状態になってい

るというものもありまして、環境省のほうの方

にどうすればいいんだと、現場では非常に困っ

ているというような話をしたら、それは市町村

の判断だというようなそのような話もされまし

て、規制をかけるときはどんどんかけてきて、

あとは市町村だって言い方はないでしょうとい

う中で、ちょっと語気を強めてしまったんです

けれども、余りにもちょっときちんとした産業

振興、シイタケ、さまざまなものにも生活がか

かっていく、懸命に頑張っているわけでござい

ますから、だから規制をかけるという分につい

ては、そのタイミングときちっとした科学的な

データを持って安全宣言をしながらしっかりや

ってくれっていう部分も、やっぱり規制をかけ

た国の一つの責任ではないのかなと私はいつも

思っているわけでございますけれども、なかな

か都合が悪くなると市町村が判断しなさいとい

ったような、そのようなことがちょっとまかり

通っている部分に、正直なところ憤りを覚えて
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いるということを申し上げたい、ちょっと余計

なこと、余計な、質問にないことであったかも

しれませんけれども、それを申し上げて答弁と

いたします。 

○議長（新田勝見君）  ６番多田勉君。 

   〔６番多田勉君登壇〕 

○６番（多田勉君）  それでは、時間もありま

せんので次の質問に移らせていただきます。 

 大きい大項目２点目の市内建設業の将来の見

通しをどのように理解しているかということで

あります。 

 その第１点目として、平成30年度、いよいよ

復興道路、高速道路の開通を見る年になりまし

た。一日も早い震災復興を市民とともに今もな

お願ってやみません。 

 しかし、一方では、喜んでばかりいられない

不安が市内建設業の中に深刻化しているのも事

実であります。震災復興や高速道路の完成後に

おける影響を市長はどのように捉えているのか

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）  建設業という業におけ

る振興策と申しますか、実態も含めてどう考え

ているのかと、先ほどお話しました東日本大震

災からもう既に７年、被災地の復興もハードに

ついては７割、８割は進捗していると、災害公

営住宅も大体７割、８割は見えてきたと、やっ

ぱり復興庁の役割もカウンドダウンが始まりな

がら、被災地復興といったもののハード整備が

ある程度見えてきたという中で、一方において

は、被災地の皆様の生活不安といったものが７

割、８割の数字をもって示されているというこ

ともあるわけでございますから、その中におき

まして、沿岸被災地の復興、さらには復興支援

道路をはじめとする国道340号の２つのトンネ

ル化といったことも含めまして、建設業、当市

の建設業が果たした役割というのは非常に大き

いものがあったわけであります。 

 特に７年前の震災直後に、遠野市の建設業協

会遠野支部の皆様は、燃料を持ち、重機を持ち、

そして被災地に入り、啓開という道を開く、自

衛隊や救援隊の皆様が車で少しでも被災地に近

づくことができるようにという中で、懸命なそ

の作業を行ったという部分において、被災地の

皆様の命と向き合う大変なひたむきな活躍をし

たということも、我々は忘れてはならないかと

いうように思っておりますし、さらには快適な

市民生活をという部分におきますいろんなイン

フラ整備、道路、橋、橋梁あるいは水道、さま

ざまなものにつきましても、この建設業が果た

している役割、台風10号があのとおり大変な災

害をもたらしました。いち早くボランティアで

もって、それぞれの現場に駆けつけたという業

者の方々もおったということも忘れてはならな

いというように思っておりまして、そのような

こと、あれやこれや考えた場合におきまして、

既に市内の業者等も中心となり、あるいは下請

業者ともなり進めてまいりました東北横断自動

車道につきましては、85％が既に完成をしてい

るということでございますから、平成30年度内

には全通、それから、国道340号の２つのトン

ネルも供用開始ということになることはもう目

に見えております。 

 そういった中におきまして、こういったもの

を、建設業をどのようにという部分になった場

合におきましては、私はまだまだやらなければ

ならないインフラ整備が地方にはたくさんある、

もういいんではないかというようなそのような

声は都市住民の声であります。 

 快適な生活を営むという部分におきましては、

道路にしても、あるいは上下水道にいたしまし

ても、橋にいたしましても、特に広大な一つの

地域内におきましては、安心安全の道路整備と

いうものにつきましては、経年劣化という中で

大きく傷んできている。これも直していかなき

ゃならない、補強していかなきゃならない、長

寿命化ということをどんどん図っていかなきゃ

ならないということが、まだまだたくさんある

わけでございますから、やっぱりそのようなこ

とをしっかりと踏まえて、公共事業の導入にも

これから積極的に努めながら、建設業というこ
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の多くの快適な住民生活を支える、市民生活を

支える建設業界のまさに一つの活躍の場といっ

たものをその中で見出していかなきゃならない

のではないかなと思っておりまして、これも私

の仕事の一つかなというような認識でおるとこ

ろでございますから、よろしくお願い申し上げ

たいと思っております。 

○議長（新田勝見君）  ６番多田勉君。 

   〔６番多田勉君登壇〕 

○６番（多田勉君）  皆さんも御存じのとおり、

地元建設業は市民、特に農家の農閑期における

現金収入の手段として、今まで市民の生活を長

きにわたって支えてきたのも事実であります。 

 しかし、さまざまな情勢の変化によって、そ

の需要に応えているのも現実でありますけれど

も、これから進められてくる建設業の働き方改

革の中で、労働力不足の顕在化が今後を左右す

る深刻な課題として取り上げられております。 

 このことは、国をはじめとする制度の流れと

は言いつつも、市内における現実を重く受けと

めながら、市として強く声を発していくべきで

あるというふうに私は思いますが、そのような

ことが市民に対してあるべき市の姿勢でもある

というふうに思います。 

 市長はこのことに対してどのように立ち向か

おうとしておられるのか、その対応策について

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）  働き方改革など、今、

国会で大変な議論が交わされ、連日、テレビ、

新聞等で報じられておりますけれども、これは

国の国会のことではない、やっぱり我々地方に

とっても大きな課題の一つであるという認識は

私も持っているところでありまして、特に建設

関係の就労者の方々が減少しながら、一方にお

いては高齢化しているというような実態もある

わけでありまして、中長期的に見れば高齢者が

大量離職する可能性もあるわけであります。 

 この建設業界の中にありましては、やっぱり

体を動かすという部分もありますし、そういっ

た担い手の確保や育成が必要だという中で、建

設業協会遠野支部の青年部の皆様は、かっぱ工

事隊といった中で非常に何と申しますか、あの

活動を見ていると本当に感動的な活動をしてい

るなというようにいつも思っておるんですけれ

ども、建設業という一つの業は、これだけ市民

の皆様の役に立つ、また必要とする、そして身

近なものだよということを訴えながら、かっぱ

工事隊というような一つの啓発活動を行ってい

るという部分も、建設業協会がみずから抱える

問題を若い世代の方々がしっかりとそれを受け

とめながら、市民の一つの期待に応えようとい

う一つの動きがその中にあるんじゃないのかな

と思っておりますから、そういったことを踏ま

えながら、生産性の向上を図る、新しい技術の

採用も検討しなければならない、いろんな地域

性や、あるいは工事規模等を考慮しながら本市、

あるいは市内の業者に不利益を生じさせないた

めのさまざまな手だてを講じていかなければな

らないかというように思っておりまして、余裕

のある工期の設定、あるいは現場代理人の兼務

の承認など、そのような一つのことも実施して

おりますけど、今後とも建設業事業者との意思

疎通を十分図りながら、この働き方改革の問題

に係るさまざまな一つの手だてとして、市の行

政としてどのような対応ができるかということ

につきましては、いろいろ国の法案の動きなど

を見ながら、きちんと対処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）  ６番多田勉君。 

   〔６番多田勉君登壇〕 

○６番（多田勉君）  市内における建設工事の

施工等の平準化について、検討して取り組んで

いかなければならない、今のような市長の答弁

からいっても、そういう時期に来ているのでは

ないのかなというふうに思います。 

 ことしは、寒さ、雪ともに厳しくて、除雪作

業に多大なる建設業の皆さんには努力を、そし

てまた対応をいただいておりますけれども、ま

た一方では、この時期は間もなく年度末を迎え

る時期でもあって、受注している工事の工期が
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迫っております。 

 まだ暗いうちから除雪作業に従事している業

者の苦労は、想像を超えているんじゃないのか

なというふうに私は思っているものであります。 

 今月の２月９日だったと思いますけれども、

盛岡市で除雪業者の６割弱が採算がとれないと

いうニュース報道がありました。このことによ

って除雪作業の受注を控える業者も出ていると

いうことで、今後、除雪作業に影響が出てくる

ことも懸念されているというふうになっており

ました。 

 雪の多い遠野市においては、これは盛岡市の

こととして見過ごすわけにはいかないと、そう

いう問題ではないのかなというふうに思います。

このような状況を解決していくためにも、この

平準化にさらに推し進めていくことが重要では

ないのかというふうに思います。 

 全国でもいろいろな取り組みの事例が紹介さ

れておりますけれども、遠野市においても市内

建設業の育成、振興を図るために、債務負担行

為の活用を含めながら、取り組むべき課題をさ

らに集約しながら実現につなげていくべきだと

いうふうに私は考えますが、市民生活を守って

いかなければならない立場である市長の考え、

決断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）  建設業という業の振興

と、その中で快適な市民生活をきちんと維持し、

また保持していくという部分につきましては、

この建設業という協会の占める役割は極めて大

きいということは、先ほどの答弁の中でも申し

上げたとおりであります。 

 そういった中におきまして、ただいま除雪の

問題がいろいろ出てまいりました。人手不足と

いう、あるいは人材不足というのは、今議会で

もいろいろ取り上げられておりますけれども、

建設業協会にあっても、人手不足と高齢化問題

がやっぱり除雪作業なんかにも大きく影響して

きているというのは、各自治体の中においても

見えてきているということも、これも一つの現

実ではないかなと思っております。 

 今、債務負担行為も含めて、この平準化とい

ったような問題にもう少しきちんと取り組んで

はどうかというような御質問であったわけであ

りますけれども、これも古くて新しい問題でい

つもこれが議論される。 

 しかし、なぜか制度が変わらない、あくまで

も年度内というような中で我々現場は、そして

繰り越しをしながらという部分で、繰り越しも

今度は件数になって、これも議員も十分おわか

りのことだと思っておりますけれども、国もど

んどん補正予算を組みながら、通年予算みたい

な中で、当初予算どころか、次々と補正の中で

予算をつけてくるとなれば、どうしても我々は

その中で繰り越しというような一つの手続の中

で対応していかなきゃならないという、そのよ

うな現実にある。 

 でも、この繰り越しという部分があれば、一

方においては、平準化というような一つの対応

にも幾分かの貢献をしているということにもな

ろうかというように思っておりますけれども、

それはそういう方法じゃなくして、やっぱり、

今、御質問ありましたとおり債務負担行為も含

めながら、やっぱり通年できちんとした安定的

な仕事ができるという部分の環境をやっぱりつ

くっていかなきゃならない。 

 南から北まで大変南北に長い日本列島の中で

あって、北海道も東北も九州も同じような制度

の中でというものはいかがなものかというよう

なことをいつも思うわけでありますけれども、

やはりその辺も地方を云々ということであれば、

やっぱり地方の置かれている状況、あるいは北

国の置かれている状況等もよく踏まえた中で、

今現在、制度のある債務負担行為のようなもの

をどんどん活用しながら、その平準化といった

ものにもっていくという部分で、もっともっと

やっぱり声を大にして訴えていかなければなら

ないのかなというようなことを思っているとこ

ろでございますから、その認識を持って答弁と

させていただきたいというように思っておりま

す。 
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○議長（新田勝見君）  ６番多田勉君。 

   〔６番多田勉君登壇〕 

○６番（多田勉君）  今、建設業界の中では、

技術者の全国、インターネットというか、登録

制度が進んでいて、それによって大手企業はど

んな地方に行っても、それでその地元にいる優

秀な技術者をヘッドハンティングと言えばあれ

ですが、高い賃金を払って引き抜くというよう

な、何かそういう危機感を抱いている地元の状

況であります。 

 そういったことを踏まえると、やはり地元の

企業が平準化をしていただきながら、安定して

人を雇用できるような環境をつくっておかない

と、今のような時代の流れに惑わされてしまう

なと、あるいは影響を受けてしまうというふう

なことも事実としてあるかもしれませんので、

そういったことも必ず来るというふうな想定の

中で、我々は考えていかなければならないとい

うふうに私は思うのでありまして、いいときは

とかく誰も声を発しませんけれども、問題が起

きたときだけ大騒ぎするのが我々でありますけ

れども、これが今までの姿であるというふうに

思われますけれども、４月から新たな組織での

執行体制がスタートするわけでありますから、

しっかりと我々も含めて市民の期待に応えられ

るような、我々も含めてちゃんと取り組んでい

きたいと、そういうふうな思いを申し上げなが

ら、私の一般質問を終わらせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午前11時01分 休憩   

────────────────── 

   午前11時11分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 引き続き、一般質問を行います。 

 12番菊池充君。 

   〔12番菊池充君登壇〕 

○12番（菊池充君）  遠野一新会所属の菊池充

であります。通告に従いまして、私は、教育長

に対して大項目１点、学校現場における働き方

改革の取り組みの実態について、一問一答方式

にて質問を行ってまいります。 

 今、国会では、働き方改革関連法案に盛り込

む裁量労働制の運用拡大と、高収入の一部専門

職の労働時間規制から外す高度プロフェッショ

ナル制度創設を巡って不適切なデータ処理問題

で、法案の行方は視界不良となってございます。

基本となる長時間労働の是正に向けた議論を期

待するものであります。 

 さて、一昨年の６月22日に、文部科学大臣が

学校現場の長時間労働解消に向け、対応のおく

れが指摘される教職員の時間外勤務管理に関す

る改善策などを検討するよう中央教育審議会に

求めました。そして、昨年の８月29日、中央教

育審議会の「学校における働き方改革特別部

会」は緊急提言を取りまとめ、発表しておりま

す。 

 提言は次の柱に沿って、具体的な緊急対策を

示しました。１つ目として、学校及び教育委員

会は、学校において「勤務時間」を意識した働

き改革を進めること、２つ目として、全ての教

育関係者が、学校・教職員の業務改善の取り組

みを強く推進していくこと、３つ目として、国

として持続可能な勤務環境整備のための支援を

充実させることとして、これらに基づき、それ

ぞれの立場から取り組みを実行し、「教職員が

その効果を実感できるようにする」としており

ます。 

 小学校教職員の多忙化の件につきましては、

緊急提言前の一昨年９月の定例会で同僚議員が

一般質問してございますし、私も決算委員会に

おいて質問しております。昨年６月定例会でも

同僚議員が一般質問しておりますが、検証と確

認の意味を含め、質問をしてまいります。 

 中央教育審議会の学校における働き方改革特

別部会の緊急提言を受け、長時間労働是正のた

めの実施されている具体的な取り組みの実態と、

新年度からの多忙化解消に向けて伺ってまいり

ます。 

 はじめに、小中学校ごとにおける衛生委員会

の設置と実施状況について、以前、私が質問し

たときには、正確には把握しないとの答弁であ
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りましたが、現在、どのような実態になってい

るのか、まずお聞きいたします。 

○議長（新田勝見君）  中浜教育長。 

   〔教育長中浜艶子君登壇〕 

○教育長（中浜艶子君）  菊池充議員の御質問

にお答えします。 

 まず、市内小中学校における「衛生委員会」

の設置ですが、労働安全衛生法におきまして、

事業所ごとの労働者の数、つまり教育委員会に

おいては、学校１校ごとの教職員の数となりま

すが、この数が50人を超える場合においては、

その学校ごとに衛生委員会を設置することが義

務づけられております。 

 しかしながら、本市におきましては、１校の

教職員が50人を超える学校はありませんので、

法的には、学校ごとの「衛生委員会」の設置義

務はなく、同法第12条の２の規定により、「衛

生推進者」を置くこととされていることから、

各小中学校の副校長を、この「衛生推進者」に

選任しております。 

 各小中学校におきましては、衛生推進者を中

心として、学校独自で組織している「衛生委員

会」や、毎月の職員会議などにおいて、教職員

から業務や環境の改善などに関する意見や提言、

要望を聞く機会を設けるとともに、教職員から

の相談への随時対応やノー残業デーを設けるな

どの取り組みも行っているところです。 

○議長（新田勝見君）  12番菊池充君。 

   〔12番菊池充君登壇〕 

○12番（菊池充君）  教職員が50人以上の数に

ならないという部分からして、設置規定の義務

はないというような答弁とお伺いしましたが、

いわゆる法的ではないということでも、各学校

には衛生推進者１名を配置、配置とでも、指名

しているといいますか、衛生委員会、あるいは

それにかわるもので機能しているというふうな

答弁であったかというふうに思いますけれども、

義務的には設置の義務はないとしても、やはり

私は、いわゆる委員会の目的というものは、い

わゆる超過勤務の削減対象だけではないわけで

して、教育環境全てにわたる内容が議論される

立場として、私はやっぱり設置すると、いわゆ

る市として、市教育委員会として設置をきちっ

と定め、そして先ほど話したような部分につい

て議論しながら整理していくということが必要

ではないんだろうかなというふうに感じるんで

すけども、その点についてはどうなのか、お聞

きします。 

○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）  今お話をいただきま

したが、そのことについては、各学校ごとに職

員会議とかそういう会議の機会を捉えて、職員

会議も毎月実施しておりますので、その会議の

中で、各学校、いろいろな教職員の意見を聞く

場を設けています。 

 そして、あるいはその中では勤務時間である

とか、業務改善の要望であるとか、環境改善の

要望であるとか、さまざま出てまいりますので、

そのことについて、教育委員会としても要望を

受け、改善を図っているということであります。

組織そのものは設置しなくとも、職員会議等を

通じた形で機能しているのではないかというふ

うに判断しております。 

○議長（新田勝見君）  12番菊池充君。 

   〔12番菊池充君登壇〕 

○12番（菊池充君）  学校ごとに教育会議とい

うのは毎月開催されるので、その場で意見を聞

く場を設けているというふうに理解していると

いうことでありますけれども、そうした場合、

それが市内全体、当市の教育委員会として、市

内小学校11校、中学校３校全ての環境問題も含

め、勤務状態も含め、全体としての組織を、そ

のまま、いわゆるその各学校の教育会議で話し

合われた部分をどのように議論され、そして課

題については改善に向けた方向を示すという部

分については、どのような組織があってやられ

ているのかについてお尋ねします。 

○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）  学校から上がってき

たものについて、即時的に解決できるものもあ
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ります。そこの部分については、教育委員会と

して即対応している部分であります。 

 ただし、長期にわたって検討しなければなら

ない部分もあります。それから、教員の多忙化

等については、今後、十分に検討する必要があ

ろうというふうに思います。それは、単に教育

委員会と学校ということではなくて、教育委員

会と学校現場が連携して、十分な協議や検討を

行いながら対応していくということが、今後ま

すます必要になってくるというふうに思います。

そうした組織についても、今後検討していきた

いというふうに思っております。 

○議長（新田勝見君）  12番菊池充君。 

   〔12番菊池充君登壇〕 

○12番（菊池充君）  当然、即対応できる事案

であったり、長期的な計画のもとに対応しなけ

ればならない事案、いろいろあるでしょうし、

いわゆる多忙化については、教育現場と学校と

いいますか、そういうところでの議論を進めて

いかなければならない。そういう組織は、今後

ということですけども、新年度に向けて、そう

いう組織の設置を検討されているのかどうか、

お聞きしたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  中浜教育長。 

   〔教育長中浜艶子君登壇〕 

○教育長（中浜艶子君）  教育委員会では、教

職員の多忙・負担の軽減、学校の業務改善等に

関する取り組みの検討及び実施を目的に、教育

委員会と学校の教職員で組織する、仮称ではご

ざいますが、教職員の多忙・負担軽減対策等検

討委員会の設置に向けて、現在、準備を進めて

いるところです。 

 ３月中には、校長会、副校長会など関係団体

等に対して、委員の推薦を依頼し、平成30年度

から順次、検討会議を開催し、各小中学校から

の業務改善等に関する意見、要望、提案を集約

するとともに、対応策に関する検討及び実施を

図ってまいります。 

○議長（新田勝見君）  12番菊池充君。 

   〔12番菊池充君登壇〕 

○12番（菊池充君）  ぜひそういう組織での対

応を速やかに取り組みを期待するものでありま

す。 

 質問、かわります。現在、小中学校に勤務し

ている教職員のうち、市内居住者と市外からの

通勤者の実態はどのようになっているのか、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）  小学校及び中学校を

あわせた教職員182名のうち、市内から通勤し

ている教職員、市内のアパート等を借りている

場合などを含めますと103名、市外から通勤し

ている教職員は79名となっております。 

○議長（新田勝見君）  12番菊池充君。 

   〔12番菊池充君登壇〕 

○12番（菊池充君）  市内通勤者が４割強の

方々が市内から通勤されているという部分が説

明ありました。このことについては後にも触れ

ますけれども、長時間勤務の後に帰宅される、

さらに帰宅が遅くなるというような生活リズム

といいますか、そういう部分についても大きな

影響が出てくるんだろう、出ているだろうとい

うふうに思っているわけでございまして、そう

いう部分についての長時間労働の是正というも

のが必要になってくるだろうというふうに思い

ます。 

 市内小中学校の教員の４月から９月までの、

１カ月の超過勤務の時間の実態は、今どのよう

になっているのか、お聞きいたします。 

○議長（新田勝見君）  中浜教育長。 

   〔教育長中浜艶子君登壇〕 

○教育長（中浜艶子君）  市内小中学校の教職

員の労働環境に関する実態につきましては、昨

年６月及び９月市議会定例会においてお答えし

ていますとおり、県教育委員会の取り組みに準

じて、平成24年４月から、各学校長が所属職員

の土曜・日曜を含めた時間外勤務の状況を把握

し、年２回、教育委員会への報告を求めており

ます。 

 今年度の４月から９月までの教職員１人にか

かる１カ月当たりの時間外勤務は、小学校につ
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いては35時間、中学校については56時間という

結果になっております。１カ月を20日勤務とし

て換算した場合、教職員１人当たり、小学校で

は１日に約１時間46分、中学校では１日に約２

時間48分の時間外勤務をしているということに

なります。 

 平成28年度の同時期の状況と比較しますと、

教職員１人にかかる１カ月当たりの時間外勤務

は、小学校についてはほぼ同じ、中学校につい

ては約28分増加している状況です。４月から９

月末における小学校の時間外勤務は、児童の夏

休みがある８月を除き、ほぼ横ばい傾向にあり

ます。 

 また、中学校の時間外勤務は、年度当初から

体育祭や中学校総合体育大会などの諸行事が行

われ、また土日の部活動に係る練習試合や大会

の開催が多い４月から６月までの期間が多い傾

向にあります。 

○議長（新田勝見君）  12番菊池充君。 

   〔12番菊池充君登壇〕 

○12番（菊池充君）  今、上半期といいますか、

４月から９月までの半年の部分についての時間

外勤務の説明をいただきました。年間を通して、

率と、平成27年度は、小学校で25時間、そして

平成28年度は33時間、そしてことし上期は35時

間と、これは前回、前々回の答弁の時間そのも

のでございます。中学校は、平成27年が56時間、

平成28年が46時間、ことしは上半期ですので１

年トータルというわけにいきませんけども、56

時間ということで、そうした中で、最も多く働

いている時間というのは、どれだけ時間を働い

ているのかお聞きしたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  中浜教育長。 

   〔教育長中浜艶子君登壇〕 

○教育長（中浜艶子君）  昨年度、一番勤務時

間の長かった方は、小学校で108時間。月です、

月の最大時間が108時間。それから中学校では1

00時間となっております。 

○議長（新田勝見君）  12番菊池充君。 

   〔12番菊池充君登壇〕 

○12番（菊池充君）  年間通しますと、月30時

間から、小学校は50時間ということですけれど

も、多いときは108時間、あるいは100時間とい

う部分が、今答弁されました。 

 これを長期にわたるということではないわけ

ですけれども、やはり、これは私しか思わない

のか、多過ぎるというふうに感じます。確かに、

先ほど言われたように、多い月というのは、い

わゆる体育祭、あるいは中総体、あるいは新人

戦、その前後の練習試合とかという部分がある

部分は、このようになるんだろうというふうに

思いますけれども、この３年間を見ましても、

なかなか超過勤務が、時間が改善されていない

というふうに受けとめられます。 

 これは、去年からこうしなさいとかそうしな

さいじゃなくて、前々から国会でもいろいろ議

論になっている大変重要な問題ですね。亡くな

っている方もいるというような大きな社会問題

になっているわけですから、教員でも、県南の

方だと思いますけども亡くなっておりますよね。 

 やはり、これを、これからも質問してまいり

ますけれども、幾らかでも改善をしていくとい

う、その努力姿勢が数字にあらわれてこないと、

何をやっているんだということになるんですよ。

ひとつ、そこら辺については、きちっとした対

策を、やっぱりとっていく必要がある、そうい

うふうな部分についての、先ほども申し上げま

したが、組織化をして議論していくという部分

は必要だろうというふうに思います。 

 よく中総体、体育祭、それから新人戦、いろ

んなことが挙げられますけれども、私はそのぐ

らい、それだけが原因じゃなくて、さまざまな

研究会、研修会、学校公開、多くの行事が余り

にも多過ぎるのではないかなというふうな感じ

をしてますけれども、要するに、これについて

はどのように考えているのかお伺いします。 

○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）  この研修会、それか

ら学校公開等については、これはいろいろ先生

方からも、その見直し等についての意見が出て

おりますので、そこの部分については、見直し
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を図って、先生方にお示ししたところです。会

議については、精選を図る、目的を明確にする

というようなことでお示しをしたところであり

ます。 

 ただ、授業公開等については、これは教職員

の本務でありますので、その本務については、

十分に目的を達成することができるように、い

ろいろ内容等について、進め方については検討

はしてまいりますが、やはり教員の力を高める

という部分、本務についての、これは大事にし

ていきたいというふうに思っております。 

○議長（新田勝見君）  12番菊池充君。 

   〔12番菊池充君登壇〕 

○12番（菊池充君）  そのことは当然のことと

して、いわゆる質の向上のための学校公開、い

ろいろ学校公開のあり方、仕方という部分も、

今までよかったのか、それでいいのかという部

分を含めて、今後検討していただきたいという

ふうに思います。 

 この国で、私、何回もしゃべってますけども、

学校教職員の長時間労働の解消に議論されてい

る中で、地方紙が、公立学校教員は、仕事に創

造性が求められ、勤務の内外を切り分けるのは

適当でないとの理由で、時間外勤務手当を支給

しないかわりに、本給に一律４％を上乗せする

特殊な給与制度を行っていると報道されました。

私は今まで、超過勤務手当は、当然時間に対し

て支給されるものと理解していたんですけれど

も、この制度は、いつからこのようになってい

るのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  中浜教育長。 

   〔教育長中浜艶子君登壇〕 

○教育長（中浜艶子君）  このことについて、

それでは説明します。 

 昭和23年度、公務員の給与制度改革によって、

教員の勤務時間は単純に測定することが困難で

あるということの理由から、給与については、

一般の公務員より１割程度有利に切りかえられ

たことに伴い、時間外勤務手当は支給しないこ

ととされました。 

 その後、当時の文科省からは、教員に対して

は時間外勤務を命じないとの指示があったにも

かかわらず、時間外勤務が行われているという

実態が増加し、時間外勤務手当の支給を求める

訴訟が提起されるなど、大きな社会問題となっ

てまいりました。 

 このような状況を踏まえて、昭和41年度に１

年間かけて全国的な教員の勤務状況調査が実施

され、昭和46年２月には人事院から義務教育諸

学校の教員については、その職務と勤務対応の

特殊性に基づき、新たに給与月額の４％に相当

する額を教職調整額として支給する制度を設け

るとともに、時間外勤務手当を支給しないこと

が提言されました。この提言を踏まえて、教職

調整額が制度化されることとなり、国では、公

立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関

する特別措置法を昭和46年５月に制定、また岩

手県では、義務教育諸学校等の教育職員の給与

等に関する特別措置に関する条例を同年12月に

制定し、いずれも昭和47年１月１日から施行さ

れ、現在に至っております。 

○議長（新田勝見君）  12番菊池充君。 

   〔12番菊池充君登壇〕 

○12番（菊池充君）  はじめて聞きました。あ

りがとうございます。教育長さんが教員になら

れたのは昭和50年でございますので、そういう

状態からずっと今まで来ているということです

が、いわゆる国が制度化したものに、市教委で

どうこうということはできないものですから、

そのことについては求めませんが、ただ、当時

と現在では時代背景が全然違いますよね。もう

47年１月からといいますと、ことしは昭和です

と93年ですから、もう46年前の話になるわけで

あります。 

 その時代背景が異なるという状況の中で、こ

の特殊な給与制度が無制限の時間外勤務を招い

ている側面があるというふうにも指摘をされて

ございます。今の裁量労働制みたいな感じにな

ってしまっているんじゃないかというようなこ

ともあるわけであります。 

 さらには、今日の、今言ったような側面があ

るということと、長時間労働につながっている
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という指摘もあるということでありますが、教

育長は、この給与制度が現在も適用されている

というふうに、今お話しされましたけれども、

そのことについて、実態と私は離れていると思

うんですけども、どのように見ておられるのか

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）  私個人の見解という

ことでありますが、これについては、いろいろ

国の議論等を踏まえながら検討してまいりたい

と、そう思います。 

○議長（新田勝見君）  12番菊池充君。 

   〔12番菊池充君登壇〕 

○12番（菊池充君）  なぜこのような質問をし

たかということなんですけれども、比較検討に

はならないんだろうかと思いますけれども、い

わゆる先ほども話したとおり、この今の給与制

度は実態からかけ離れているという思いから、

いわゆる教職員の給与内容の実態は私はわかり

ませんけれども、参考として市職員の、40代前

後の平均給与で月32万6,600円を支給されてい

る場合の計算をしますと、時給は2,089円とな

る計算になります。 

 ただ、17時15分から22時までは、これに対し

て、いわゆる100分の125の計算になりますので、

2,612円という部分が１時間の時給になります。

仮にですが、先ほどから五十何時間とか三十何

時間とかという話ですけども、仮に20時間超過

勤務した場合の時間外手当は５万2,240円とい

う計算になります。今の給与制度の４％では、

１万3,064円という金額が出てまいります。そ

うしますと、いわゆる４分の１ですね、４分の

１しか支給をされていないと。４分の３はサー

ビス残業だというふうにとられても仕方がない

んではないかというのを私は思うわけでありま

す。 

 ただ、これを満額支給しなさいということを

議論しているのではありません。いかに長時間

勤務を削減していくのかということだと思うん

ですよ。これ、年代別にしますと、ちょうど40

歳前後を見たからですけども、年代別じゃ、か

なり高い部分もあると思いますし、教職員の

方々は市の職員よりは高いんだろうと思います

から、さらなる格差が額になってくると思うん

ですけども。ですから、それを支給しなさいよ

ということではありませんけれども、いかにし

て長時間労働時間を下げていくのかという部分

の議論にしかならないんだろうというふうに思

うわけであります。 

 そういった部分を含めて、最後のほうには、

さまざまな部分についての取り組みについてお

聞きしますけれども、私の今の考え方が正しい

のか正しくないのか、そこら辺がもし伺えれば

お聞きします。 

○議長（新田勝見君）  中浜教育長。 

   〔教育長中浜艶子君登壇〕 

○教育長（中浜艶子君）  この教職員の長時間

労働について、これは教職員の先生方の仕事と

いうのは、本当に際限がないものだと思います。

何か子どもたちに事が起きれば、その対応に当

たらなければいけません。勤務時間が来たから

帰りますということにはならない。 

 あるいは、さまざまな形で地域とのかかわり

も出てきたり、会議も出てきたりします。そう

いう部分についての対応も求められる。そこで

今、業務改善というふうな先生方の仕事につい

て見直しをしましょうという動きが出てきてお

ります。本当に先生方がやらなければならない

仕事は何なのか、あるいは、そのほかに肩がわ

りできる部分があるのではないかというふうな

部分についても、やはり見直しが必要になって

くると思います。 

 そして、その先には、やはり何といっても、

先生方がしっかり子どもたちと向き合える時間

の確保をすること、これが何と言っても必要な

ことだというふうに思っています。 

○議長（新田勝見君）  12番菊池充君。 

   〔12番菊池充君登壇〕 

○12番（菊池充君）  ぜひ業務改善の見直しと

いう部分に十分な、市の教育委員会としてでき

る部分の十分な議論を進めていただきたいと、
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このように思います。 

 教育長の教育行政推進の基本方針では、教育

は人なりの考え方のもと、教職員が心身ともに

健康で、意欲を持って子どもたちに向き合える

ことができるよう、教職員の負担軽減について

検討してまいりますというふうに示されてござ

いますが、私は、もっと力強い方針が示される

のかと、今うんと議論されている時代でありま

すので思いましたので、残念に思ったところで

あります。 

 中央教育審議会の提言を受けて、県の教育委

員会からもさまざまな部分での指示が出されて

いるというふうに認識しておりますけれども、

教職員への勤務負担軽減等の取り組みについて、

どのような内容が示され、県教委からですね、

そして、教育委員会として現在推進し、あるい

は新年度から取り組もうとする部分についての

お考えをお聞きします。 

○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）  お話があったように、

昨年８月の29日には、中央教育審議会から働き

方改革についての緊急提案が出されたところで

あります。そして、教職員の働き方改革につい

ての取り組むべき方策についての提言が示され

ました。これを踏まえて、文科省では、中間ま

とめにおいて示された内容について、先ほど議

員もお話しになりましたが、学校における業務

改善、それから勤務時間管理の徹底、それから

教職員全体の働き方に関する意識改革、この３

つ、これが掲げられているところです。 

 県の教育委員会からは、２月16日付で、文部

科学省から示された教育委員会において取り組

むべき方策を含む、教職員の勤務負担軽減の取

り組みを推進していくことについて通知が出さ

れたところであります。 

 教育委員会として、この通知を受け、負担軽

減に関する取り組みの実現に向け、今進めてい

るところであります。菊池議員からは、教育委

員会は何と腰が引けとるんじゃないかというふ

うな御指摘もありました。それで、今教育委員

会において取り組んでいます負担軽減について

お話しをしていきたいというふうに思っていま

す。 

 大きく４つお話しいたします。１つは、学校

事務職員による事務の共同実施です。２つ目、

就学時健診の保育所等との合同実施です。３つ

目、学校給食費の公会計化ということでありま

す。そして４つ目、学校集金への郵便振替の導

入であります。 

 最初に、学校事務職員による事務の共同実施

についてお話しをいたします。これは、校長の

決裁権限の一部を事務職員で組織する共同事務

処理組織に委任し、全校の事務職員が月１回一

堂に会し、共通の学校事務を処理することによ

り、事務処理に係る相互チェックが徹底され、

誤りの発生を防ぐことができる。さらに、経験

の浅い事務職員に対する支援、育成にも大きな

役割を果たしているものであります。 

 この学校事務の職員による共同実施の中で、

業務改善が20項目に及びます。例えば、年度当

初、さまざまな事務手続が必要になります。あ

るいは、教育委員会への申請等もさまざま出て

まいります。その文書等について、見直しを図

り、教育委員会と相談、協議しながら、提出文

書の重要度に応じて削減したり、提出文書もな

くしたものもございます。それから、簡素化を

図ったもの目あります。そういう文書は、数え

てみますと９つにあります。学校では、この年

度当初の煩雑な時期において、とても助かると

いう声が上がっているところです。 

 それから、学校図書の受け入れ、これも応札

がありまして、学校で買ったもの、本について

は、全部それに手書きをしておりました。それ

についてもコンピューター処理を導入すること

によって随分軽減が図られ、そして管理も大変

楽になったというふうなことが挙がっておりま

す。 

 それから、プールの薬品についても現物支給

といたしました。それまでは、学校予算の中で、

それぞれの学校で購入していたものですけれど

も、それを教育委員会から現物支給することに
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よって、大変手間が省け、しかも、学校間の格

差があったものも是正されたというふうな声も

出ております。 

 そして、何よりも大きいのが、２つ目にお話

しをします就学時健診の保育所等との合同実施

ということであります。これは、本当にこの１

年生に入ってくる子どもたちの健診であります

が、これは事務職員の間から、本当に先生方が

やる業務なのかということでの見直しを求めら

れたものでありました。 

 そこで、教育委員会としても、いろいろ検討

の上、入学予定の小学校で実施しているものか

ら、当該児童が入所している幼稚園、保育園、

認定こども園の年長児健診とあわせて実施する

方向に変更しております。 

 そして、この健診については、教育委員会事

務局が当該幼稚園等を訪問して実施することに

よって、子どもたちの様子を幼稚園の職員と一

緒に確認することができるということとともに、

学校の先生方がそれまで何時間もかけて準備を

して対応していたものが解放されましたので、

市内の小学校、先生方あわせると120時間の軽

減になったというふうな声も聞かれているとこ

ろです。 

 それから３つ目、これは学校給食費の公会計

化ということでありますが、旧遠野市では、昭

和49年度から、それから旧宮森村では平成元年

から、学校給食費を公会計化しているところで

す。旧遠野市では、平成６年から市村合併後は、

宮守村を含む全地域で、学校給食費の口座振替

を導入し、教職員が学校給食の集金に係る現金

の管理を行うことがないようにしているという

ものであります。 

 新聞報道によりますと、未納対策に先生方が

奔走しているというようなこともいろいろ報道

されるところでありますが、遠野市の先生方に

あっては、この未納対策等にもほとんどかかわ

っておりません。 

 しかも、昨年度の収納率は100％ということ

になっておりますので、文科省でも遠野市の学

校給食のあり方について、いろいろ調査に参り

まして、そして先行事例として、今全国に紹介

されているところであります。 

 それから、学級費、この学級費の先生方がか

かわる部分についても、大変な部分があります。

現金の管理、なかなか一度には集金が集まって

まいりませんので、そこの対応、いろいろかか

わってまいりますが、今学校事務職員のほうで

郵便局への振替ということで進めております。

これによって、学校の先生方は学校内で現金の

管理をすることがないということで負担軽減を

しているということであります。 

 こうした一連の取り組みについては、これは

学校事務職員の働きが大変大きいわけですが、

これは昨年、この事務職員のいろいろ業務負担

軽減に関する取り組みについて、全国でも発表

し、さらに、文科省でも優良事例としてぜひ広

めたいということで全国の大会でも発表してい

るところであります。 

 遠野市の教育委員会でも、今年度、ぜひそう

いう教育委員会の皆さんが集まる場でも、ぜひ

紹介してもらいたいということで発表してまい

りました。遠野市においての負担軽減という取

り組みが、決しておくれているわけではないと

いうふうに私は考えております。 

 平成30年度、これらの取り組みを継続してま

いります。そして、先ほど述べた教育委員会と

学校の教職員で組織する、仮称ではありますが、

「教職員の多忙・負担軽減対策等検討会議」を

経て、各小中学校からの意見や提案等を取り入

れながら、より効果的な検討をしてまいりたい

と考えております。 

 そして、先ほどもお話しいたしましたが、文

部科学省が示す学校における働き方改革、これ

はこれまでの働き方を見直すことで、限られた

時間の中で教師の専門性を生かしつつ、事業や

その準備に集中できる時間、教師みずからの専

門性を高めるための研修の時間、児童生徒と向

き合うための時間を十分確保し、教師がみずか

らの日々の生活の質や教職人生を豊かにするこ

とで、みずからの人間性を高め、児童生徒に対

して効果的な教育活動を行うことができるよう
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になること、それが目的であるというふうに明

記しております。このことは、教職員の負担軽

減の取り組みは、教職員一人ひとりのさらなる

成長に資するとともに、最終的には子どもたち

の心身の健やかな成長や学力の向上につながる、

生きる力を育むための重要な取り組みの一つで

あるということを踏まえ、一層、学校と連携を

図りながら、検討を実施してまいりたいと考え

ております。 

○議長（新田勝見君）  12番菊池充君。 

   〔12番菊池充君登壇〕 

○12番（菊池充君）  今、取り組みの具体的な

内容について答弁をいただきました。軽減に向

けての取り組みということでありますので、さ

らなる取り組みを強化していただきたいと思っ

てございます。 

 地方紙で、部活指導員の配置についての30年

度の計画が示されてございます。中高で100名

ということでございますけれども、いわゆるこ

のことについて、配置要望する考えがあるのか

どうかについてお聞きします。 

○議長（新田勝見君）  午後１時まで休憩いた

します。 

   午後０時02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。 

 中浜教育長。 

   〔教育長中浜艶子君登壇〕 

○教育長（中浜艶子君）  議員のおっしゃると

おり、県教委が市町村に対して部活動指導員の

設置に対する経費の一部の補助を行う旨の新聞

報道がなされたところではありますが、現時点

では、県教委からは、この事業に係る詳細につ

いては示されていない状況であることから、本

市においては、部活動指導員の設置及び運営に

必要な諸規定の制定や人選、予算の確保など、

環境の整備を含めて具体的な検討には至ってい

ないのが現状です。スポーツ庁では、運動部活

動の望ましい練習時間や休養日を具体的な数値

で示すガイドラインを本年度中にまとめる方針

としており、県教委においても適切な練習時間

や休養日の設定など、運動部活動の適正化を促

すための指針となる、運動部活動のあり方に関

する総合的なガイドラインの策定作業が進めら

れております。当市といたしましては、これら

のガイドラインの内容を十分に踏まえつつ、他

市町村の情報も収集しながら、子どもたちにと

って望ましい部活動のあり方を検討し、教職員

の負担軽減にもつなげてまいりたいと考えてお

ります。 

○議長（新田勝見君）  12番菊池充君。 

   〔12番菊池充君登壇〕 

○12番（菊池充君）  よく議論されるのは、部

活動の部分の時間という部分が言われてござい

ます。文科省の調査で、2006年のいわゆる休日

の学内勤務の部分というのが、１時間６分、そ

れが10年後の2016年には２時間10分ということ

で２倍に上がっているということを踏まえての

スポーツ庁の話でございましたけども、そうい

う対応をとっていかなければということなんだ

ろうと思いますけれども、県教委のガイドライ

ン等その示された部分について、適切に対応し

ていただければとこのように思うわけでありま

す。 

 その取り組みの関係としての、県の高校では

導入されるというふうに伺ってございますけれ

ども、タイムカードの導入計画、あるいはパソ

コンによる勤務時間の把握の取り組みについて

どのように考えているのか、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）  教育委員会といたし

ましては、教職員の勤務時間の把握の方法につ

きましては、現在の教職員個人の自己申告の状

況を所属長において管理するという方法を継続

しつつ、より客観的に勤務時間を把握すること

ができる方法についても今後検討していく必要

があると考えております。 

○議長（新田勝見君）  12番菊池充君。 

   〔12番菊池充君登壇〕 
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○12番（菊池充君）  導入はあくまでも手段で

あって、解決方法ではないということでありま

すので、ですが改定の道筋にはやっぱり必要だ

ろうというふうに私は思ってございます。いず

れの方法にしましても、いわゆる集録で終わら

されてはこれはその導入の意味がないというふ

うにも考えますので、いわゆる勤務負担軽減対

策にはさまざまな取り組みの方策を今後検討し

ていただきたいということであります。 

 最後になりますけれども、前回、地域の父兄

の方々、あるいは地域の方々にその超過勤務の

状況等含めて、理解と協力も当然必要になって

くるという教育長の答弁がありましたけれども、

その実態に努めることによって父兄の方々にわ

かるようにしていかなければならないというこ

とで、これも取り組みの状況、先生方の状況と

いうものを父兄の方々にわかりやすくしていた

だくと、いくということを前回答弁されている

というふうに記憶していますけれども、その地

域の方々や父兄に対してどのような方法で取り

組んでいるのか、あるいは取り組んでいこうと

しているのかをお聞きしたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  中浜教育長。 

   〔教育長中浜艶子君登壇〕 

○教育長（中浜艶子君）  これは、議員おっし

ゃるように、事が学校だけでは済まないという

ことがあります。やっぱり地域の方々にも周知

をしていく、現状について周知をし、さらにい

ろんな部分での啓蒙を図っていく必要があろう

というふうに思います。例えば、市Ｐ連の会議

等でも、あるいはＰＴＡのさまざまな会議もあ

ります。地域の会議もあります。それからさま

ざまな会議を通して、それを伝えていきたい。

そして、さらにみんなの理解のもとで教職員の

負担軽減を一層進めていきたい。そして子ども

と向き合う時間を確保する。そういうことに努

めていきたいというふうに思っております。 

○議長（新田勝見君）  12番菊池充君。 

   〔12番菊池充君登壇〕 

○12番（菊池充君）  教職員の中には高齢者を

かかえ、介護が必要な方、あるいは子育てをし

ながら仕事に取り組んでいる方々、さらには、

先ほどの答弁からもありましたけれども、45％

ほどが市外からの通勤されているという方々も

あるわけでございまして、健康で安心して生活

ができる労働環境となることの取り組みを期待

をし、私の一般質問を終わります。 

○議長（新田勝見君）  次に進みます。11番荒

川栄悦君。 

   〔11番荒川栄悦君登壇〕 

○11番（荒川栄悦君）  市民クラブの荒川栄悦

です。通告に従い一般質問をいたします。一問

一答方式で市長に質問いたします。 

 遠野市にとってはことしはめでたい明るい話

題が続いております。一つは、遠野市出身の若

竹千佐子さんが「おらおらでひとりいぐも」で

第54回文芸賞と第158回芥川賞を受賞したこと

です。受賞のお祝いを申し上げます。販売が50

万部を超えたということは、出版業界ではもう

大ヒット、大々ヒットということのようです。

若竹さんは時の人になり、出身地が遠野市であ

ることがいつも発言されています。きょうは遠

野に今ごろはいらっしゃるということのようで

す。 

 また、もう一つは土淵町の山口集落が日本ユ

ネスコ協会の未来遺産に登録になったというこ

とで、私も土淵町民とすれば、これもお祝い申

し上げたいというふうに思います。「おらほの

ながめづくり──『遠野物語』の文化的景観を

守る──」というプロジェクトが登録になった

のです。２月18日に未来遺産登録書伝達式があ

りました。未来遺産の担当審査委員を務めた北

海道大学観光学高等研究センター長の西山徳明

氏のお話に、遠野市は早くに遠野遺産制度を始

めており、ストックを発見し生かしたまちづく

りが盛んで、これがユネスコ未来遺産につなが

ったと説明されました。私も、この遠野遺産こ

そが地域の宝であり、遠野遺産による歴史文化

のまちづくりこそが地域の活性化につながり、

これから議論しようとする遠野市の産業振興の

基礎となるものだと考えます。 

 それでは、最初に産業振興条例について伺い
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ます。 

 今定例会に上程された産業振興条例ですが、

なぜこの時期に条例制定なのかを伺います。産

業振興は常に遠野市の政策の中心であったはず

で、改めてここに産業振興条例の制定が必要で

あることの真意はどこにあるのか。産業振興条

例に捉えている産業とはどの範囲なのか。農林、

畜産、水産業の１次産業、製造加工の２次産業、

流通販売等のサービス業の３次産業、それから

今はやりの６次産業を含む、あらゆる営利を目

的とする事業を示しているのか。産業振興に見

る遠野市の状況は、全国の例に漏れず、人口減

少、高齢化の進展を背景に長期的に経済の低迷

が続いているのが現実であると考えられます。

遠野市も行政レベルでさまざまな振興策を講じ

てきているのも事実であるが、功を奏してきて

いるとは思われない。さらに、人口減少、産業

の低迷、雇用吸収力の低下、さらに産業の低迷

といったような悪循環に陥らないとも限らない。

こうした時期だからこそ、産業振興条例を制定

し、改めて産業振興に取り組むことは必要なこ

とも考えられるが、この条例制定に対する市長

の思いを伺います。 

○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）  荒川栄悦議員の一般質

問にお答えいたします。 

 お答えする前に、遠野遺産認定条例というも

のを制定しながら、遠野の地域資源を生かした

活性化ということにまいっての評価をいただい

たことに対しては、私も非常にうれしく思って

いる次第であります。そのようなものが若竹さ

んの遠野の言葉ということにつながる芥川賞と

いうことにつながり、また日本ユネスコ協会か

らの未来遺産2017に山口集落が認定されたとい

うことにもつながったんではないのかなと思っ

ておりまして、やっぱりやるべきことをきちん

と行っておけば必ず評価につながるということ

になるんではないのかなというように改めて思

っているところであります。 

 さて、この産業振興条例、いろいろ今御質問

の中でありました、よくわかると。まさにその

とおり、よくわかっていただきたいというよう

に思っております。その市長の思いはという話

でありました。この私も市長という職をいただ

きまして、何とかこの産業振興ということでい

ろいろ取り組んでまいりました。 

 さかのぼれば平成15年に総合産業振興セン

ターというものが立ち上がって、何とかまさに、

当時の言葉は「総合力」という言葉は割に使っ

ておりませんでしたけども、総合力でもってき

ちんとした産業振興の基盤づくりを行いたいと

いうように思いの中でそのような組織も立ち上

げました。さらには平成17年度、あぐりステー

ション遠野、アストという組織を立ち上げまし

た。何とか100億円を達成を目指そうじゃない

かと。平成２年当時、米価が全然異なった時代

でありますけども、遠野も農業生産が100億円

という時代もあったということを思えば、それ

を目指して何とか農業生産基盤の確立を目指し

たいなという中で農業活性化本部アグリステー

ション遠野、アストという組織を立ち上げなが

ら、この農業生産、１次産業の振興にもいろい

ろ取り組んできたという経緯があります。 

 さらには、それらを踏まえながら、やはり時

代の流れということをよく踏まえてという部分

で、平成26年でありますけども、御案内のとお

り、六次産業化推進本部といったものを立ち上

げながら、まさに１次、２次、３次産業がしっ

かりとスクラムを組んで、それに付加価値をつ

け、生産基盤の確立と流通とそして販路をその

中できちんと求めながら、一つの遠野の経済の

産業の振興を図ろうじゃないということで六次

産業推進本部を立ち上げてきたという一連の経

緯があるわけであります。いずれも、それぞれ

の中で懸命に努力したものの、やっぱり国際情

勢、あるいは日本の経済、あるいは農政の転換、

さまざまないろんな景気変動も含めて、いろん

な時代の流れの中でもがいてきたというのがこ

のような経緯の中にあったんではないのかなと

いうふうにも捉えているところであります。 

 そういった中で、産業振興、企業誘致などに
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おきましても、懸命な努力をしながら、きのう

も佐々木大三郎議員の議論の中で東工業団地、

萩野幸弘議員のほうからも東工業団地のプロジ

ェクトの話がいろいろ議論が交わされたところ

でありますけれども、東工業団地の部分につき

ましても、懸命なまさに努力を重ね、何度も何

度も企業を訪問しながらようやく東工業団地に

新たなものづくり拠点というものにたどり着い

たという一つの実態があるわけであります。こ

れは10年の歩みがありました。訪問回数はもう

数え切れないほど訪問いたしました。またかと

いうそのような印象も持たれたかもしれません

けども、へこたれてはならないという中で何度

も訪問してきたと。 

 そのほかにも、誘致企業が活発な動きを示し

てきている。地場企業も懸命に頑張っている。

この地場企業の中においてもやっぱり懸命に頑

張っている皆さんをしっかり応援をしなければ

ならない。誘致企業と地場企業がしっかり連携

を図りながら、そこに雇用を見出していかなけ

ればならない。人口減少でそれが歯どめがかか

る。さらには遠野を離れた方々が戻ってきて、

またそこに通う雇用の場、家族を得、そして定

住人口につながるということにもなるんではな

いのかなと。やはりこのことを座して待つわけ

にはいかない。地方創生法というまち・ひと・

しごと創生法のいう法律が制定されました。地

方頑張れという。そのようなことを考えると、

一連の経緯を考えると、やはりこの「産学官金

労言」というこの一つの仕組みがやっぱりしっ

かり機能するということに持っていかなきゃな

らない。条例というのは、これから大きく議論

されるわけでありますけども、市にとっては最

高規範であります。やっぱりその条例をしっか

りと持っている、しかし、理念条例だけであっ

てはならない、そこに実行性を持たなきゃなら

ないとなれば、タフ・ビジョンをはじめとする

商工振興計画、観光振興計画、さまざまな計画

がその中に部門別計画として持っているという

ことを踏まえれば、それを着実に取り組みとい

う部分の中で基金を設けてそれを後押しをする

という一つの３点セットの中から産業振興をさ

らに確実なものに、そしてまたこの座して待つ

わけにはいかないという中において、積極的に

スピードと即効性を求めるという、きのうもそ

のような議論が交わされましたけども、そのよ

うなことを踏まえながら、やはり遠野の産業振

興をしっかりとしたものに持っていきたいとい

う中で、条例制定が一番それにふさわしいのじ

ゃないだろうかと。六次産業推進本部、行政組

織も今度横断的に再編成をするわけであります

から、しっかりとした条例を持ちながらそれに

果敢に挑戦をしようというそのような経緯の中

で、何とかこの人口減少といったものに一定の

歯どめをかけるという一つの思いの中で、一つ

の産業振興条例というものに至ったということ

でありまして、昨年の10月15日に実施されまし

た市長選挙の際にも、私も一つのこれからの新

たな４期の任期の中で、公約という中で条例の

制定、まち・ひと・しごと創生法の基本理念を

踏まえた条例制定を考えているということを公

約しているところでございますから、今般の議

会にその条例を提案申し上げて、これまでの歩

みをしっかりと総括しながら、市民一丸となっ

てその産業振興といったものに向かっていこう

という、そのような一つの体制整備を図りたい

ということでございますので、御理解をいただ

ければというように思っております。 

○議長（新田勝見君）  11番荒川栄悦君。 

   〔11番荒川栄悦君登壇〕 

○11番（荒川栄悦君）  わかりました。特にも

東工業団地、これは市長のトップセールスとい

うことで相当苦労なされたという話を今伺いま

して、大変御苦労さまでしたということは言い

たいと思います。 

 この産業振興条例、そういった必要性の中で

提案されたということでございますが、私、担

当のほうに行きまして、産業振興条例、条例が

もし制定されれば、その次に来るのは計画じゃ

ないかという話をしましたらば、遠野スタイル

創造・発展総合戦略、まち・ひと・しごと創生

総合戦略が産業振興計画に相当すると担当者か
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ら説明を受けました。戦略と計画ではちょっと

意味が違い過ぎるというふうに私は理解するん

ですが、この戦略の内容を、この冊子を見ます

と、産業振興・雇用の確保、少子化対策・子育

て支援の２本立てになっています。大きく捉え

るなら、産業という中にはあらゆる人がかかわ

る部分、経済改革というのはそういうものにも

なるんだとは思いますけども、産業振興という

ことを考えれば、少子化対策・子育て支援は含

まれないんじゃないかということも思いますし、

この産業振興条例における産業振興計画とする

にはちょっと安易過ぎるんじゃないかなという

ふうに私は思いました。「戦略に基づく遠野市

産業振興計画」とでも改めるべきではないでし

ょうかという思いで、市長の見解を伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま御指摘があっ

たとおり、一つの戦略、構想というものと具体

的な計画といったものは、文字どおりきちんと

住み分けをしながら取り組んでいかなきゃなら

ない。10年後、20年後を見据えた構想と戦略と

いったものと、それから今、遠野市総合計画前

期５カ年、そして３年ごとによるローリングを

しながら、見直しをしながら確実なものとして

進めていくという部分におきましては、遠野市

総合計画の中にしっかりとその取り組むべきシ

ナリオが示されているということになるわけで

あります。そして遠野市総合計画という総合計

画審議体の議論を経、何度も市民の皆さんから

も意見を聞きながら総合計画を立て、そしてそ

れを議会の承認もいただきという中で、総合計

画の着実な取り組みということを一つの目標と

して掲げている。その総合計画の下にいろんな

部門別計画というのを持っている。タフ・ビジ

ョン、７つの目標、将来の遠野のあるべき姿と

いうものをしっかり見据えながら、まずこのタ

フ・ビジョンの７つの姿をしっかりと物にしよ

うと。ためには、ＪＡ花巻等々団体、あるいは

農業生産者の方々との連携といったものをやっ

ていこう。観光振興計画ばかりじゃないか、商

工振興計画ばかりじゃないかとなれば、そのよ

うな部門別の中でそのような計画を持っている

ということになるわけでありますから、戦略と

構想、そして計画といったものはそのような中

で、繰り返しなりますけども、総合計画という

上位計画の中に部門別計画が全てぶら下がって

いる。それを整合性をとっている。整合性をと

っているがゆえに、着実な取り組みという中で

限られた予算をその中にしながらそれぞれの達

成度をその中に求めていくということになるわ

けでございますから、今ここにメモがあります

けども、この農林水産振興ビジョン、通称タ

フ・ビジョン、６次産業化のこの推進戦略、さ

らには観光推進アクションプランといったよう

なものを持っているということでありますから、

その辺のところをしっかりと踏まえた中で振興

管理をしながら、この条例の理念に基づき計画

を着実に進めるということになろうかというよ

うに思っておりますので、みらい創造デザイン

という十の創造デザインの戦略を持っているわ

けでありますけれども、これはやっぱり将来20

年後、10年後、20年を見据えた一つの戦略と位

置づけているわけでありますから、それとはち

ょっと性格が異にするということは、これは御

案内のとおりだというように思っておりますの

で、計画というものは既にそのような形で我々

は持っている、それの着実な取り組みを進める

ための条例化であるということにも御理解をい

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）  11番荒川栄悦君。 

   〔11番荒川栄悦君登壇〕 

○11番（荒川栄悦君）  計画、これも戦略もイ

コールのものじゃないかというふうに私は聞き

ましたが、この遠野スタイル創造・発展総合戦

略において、これが策定されたのは平成27年11

月ですが、それから２年にもなります。今まで

にこれ、その中でどれだけの計画が実行され、

どれだけの効果があったのかという形で、その

６次産業はどれだけ振興になったのか、市民所

得は向上したのか、定住人口は拡大なったのか

ということを伺いたいと思います。この遠野ス
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タイル創造・発展総合戦略を構成する、戦略１、

地域資源を生かした雇用の創出における重点プ

ロジェクトの１は雇用確保のための内発型・外

発型商工業の振興、重点プロジェクト２、タフ

な農林畜産業の６次産業化と新たな仕事の創出。

戦略２、観光から交流、そして定住における重

点プロジェクトの３、観光振興と交流人口の拡

大によるで・くらす遠野定住の促進。戦略３、

戦略４は子育て支援、健康寿命の延伸ですから、

ここでは差し当たって関連がないので除いてい

きます。 

 戦略１にあります、内発型・外発型商工業の

振興について伺います。さっきの実績もそうで

すけども、特にも内発型と言われる地場産業の

事業者の方々に対する支援について伺います。 

 企業誘致や起業・創業に対する支援は目立ち

ますが、古くから地域に根差して頑張っている

事業者に対する支援は余り見えません。また、

このプロジェクトが始まってから、どれだけ内

発型と外発型に雇用が確保されたのかも伺いま

す。 

 内発型といわれる地場産業事業者、市内のお

店屋さん等、商店さん等が生き残りをかけて必

死に努力をしているのを見るとき、人と時代の

変化があり、商店には浮き沈みがあり、現在は

人口減少による売り上げの減少、店主の高齢化

による担い手、後継者不足等、その経営環境は

厳しい。行政、民間、金融機関、商工会等の包

括的な支援が必要であると考えます。 

 また、道の駅風の丘やみらい創りカレッジ等

に対して手厚い支援をしているわけですが、地

場産業といわれる個人商店、小規模事業者に対

しても、その１割でも支援できたらどれだけ喜

ばれるか。遠野市における経済効果はその２倍、

３倍になると思います。産業振興条例の第２条

にある、事業者の自助努力は限界に来ていると

思われます。基本理念と現実との乖離があると

考えますが、市長の見解を伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいまの御質問にお

答えいたしますけども、この産業振興条例とい

う中で、非常に低迷をしていると。地場外発

型・内発型という言葉の中で住み分けされて御

質問があったわけでありますけども、外発型・

内発型起用といってもなかなかこれまた言葉と

しちゃわかりにくいという部分では、そこを要

約して言えば、地場企業にもっともっと中小の

地場企業が懸命に頑張ってんじゃないかと、個

人商店主の方が、事業者の方々も懸命に頑張っ

てんじゃないかと。そこにどのような気配り、

心配りし、行政としての支援の手当てなどをど

のように行っているだろうかということは、質

問の御趣旨ではなかったのかというように承知

したわけでありますけども、２条の中で一つの

自助努力という言葉で片づけていくというのは

とんでもない。やはりこの地場企業の皆様が個

人商店、いろんな面で後継者の高齢化の問題、

そしてまた後継者の問題、もう本当に現実は大

変厳しいものがあるということは、私も重々承

知しております。世界のものづくり拠点として

東工業団地のようなプロジェクトが大きくク

ローズアップされているわけでありますから、

しかし一方においては、その部分での一つの気

配りをした、あるいはきめ細かいそのような施

策もということは当然やらなければならないと

いう部分には十分承知もし、また認識もしてい

るという中で、この産業振興条例が、繰り返し

なりますけども、産学官金労言という仕組みを

しっかりともにするという部分におきましては、

この条例の中には４つの一つの性格を持たせて

いるということもまた認識していただければと

いうように思っております。条例では、一つは

財政上の措置ということが１つ目、２つ目には

行政上の措置というのが２つ目、３つ目には金

融上の措置といったものが３つ目、そして４つ

目には財政上の措置といったものが掲げての条

例として位置づけているわけでありますから、

やはりこうしますと、一つのこの、繰り返しに

なりますけど、財政上きめ細かくもっと予算を

ということが当然出てくるわけでありますね。

それから、行政上のということになれば、いろ
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んな、今度は商工労働課にするというそのよう

な部分で産業部に持っていくという一つの行政

改革も大きく、そして総合力でみんなで、それ

はそちらの課だ、そちらの係だとかじゃなくて

みんなで応援しようという、そういった一つの

ことを考えれば、この４つの視点の中で組み立

てるということについては、特にも税制上の問

題なども市の単独のものとし何か税制上として

固定資産税のようなものについて何か打って出

る手はないだろうかといったような一つの対応

であるとか、基金を何とか活用しながら、それ

こそ、その基金の中できめ細かく応援するよう

な手だてはないだろうか。それは商工会等、し

っかりと連携を図れば、もっときめ細かくでき

るし、そこに金融機関との連携を図ればもっと

うまくできるんじゃないだろうかといったこと

がその上で組み立てる。しかし、100点満点の

条例としてはまだ組み立てられていない。した

がって、いろいろ御指摘いただいたようなこと

を踏まえながら、これを進化させていかなきゃ

ならない。この条例を進化させていかなきゃな

らない。４つの視点をしっかりとした仕組みに

していかなきゃならない。そのためには商工会、

観光協会、そのような一つの多くのパートナー

としての団体と密接な連携を図りながら、文字

どおり総合力という仕組みをやはり示していか

なきゃならないということになろうかと思って

おりますので、風の丘とかみらい創りカレッジ

にちょっと手厚いんじゃないかというようなお

話もありました。これはこの本会議が終わった

後に予算等審査特別委員会がありまして、その

中でいろいろ予算審査されるかというように思

っておりますから、そのときはまた大いに議論

することになろうかと思っておりますけども、

ふるさと公社の場合も今大きな曲がり角、高速

道路が通る、コスト効果というのもストロー現

象にしてはならないという部分におけるコスト

効果というものをそこに見出していかなきゃな

らない。さらには、みらい創りカレッジも国道

340号、トンネル化が２つ、これにもコスト効

果を見出していかなきゃならない。新たなルー

トができる、それをチャンスと捉えなければな

らないという部分と、多くの研修生の方々が3,

000人、4,000人とみらい創りカレッジに首都圏

から来ているということをうまくキャッチング

できるようなそのような環境もつくらなきゃな

らないという一つのタイミングを見ての予算と

いうことになるわけでございますから、手厚く

ということじゃなくして、そのタイミングを見

ながらやるべきところはやりながら、一方によ

っては、繰り返しなりますけども、きめ細かく

手当てしていくと。中小企業振興条例のような

ものもいろいろ全国の自治体では持っていると

ころも結構ありますから、そのようなものを抱

き合わせしながら、私はこの一つの産業振興条

例そのものを、言葉はあれでございますけども、

荒川議員等からいろいろ御指導もいただきなが

ら、進化させ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から、その認識をもって

答弁とさせていただけると思っております。 

○議長（新田勝見君）  11番荒川栄悦君。 

   〔11番荒川栄悦君登壇〕 

○11番（荒川栄悦君）  いろいろ今答弁いただ

きまして、ちょっと私先に、後で質問しようと

する部分をちょっと触れられましたけども、や

はり中小企業振興条例等が普通全国的には使わ

れている条例なんですが、遠野市は産業振興条

例にしたと。これはやっぱり６次産業とかそう

いったものを踏まえた上で遠野市の総合的な産

業振興という部分だと、私はよきに、いい方向

で理解していきたいと思っております。そうで

ないと、中小企業等の振興となると、どうして

もその６次産業は除かれるというふうに思いま

す。その中で、また地場産業のことでの続きに

なるんですが、この自助努力で追いつかないく

らいの市内の事業者は厳しい状況にあるという

ことは、市長も認識しております。その解決の

一つに、これは私提案なんですが、遠野市で調

達する需用費等の物品について、可能な限り市

内事業者に発注すべきと考えます。当然、市外

の大手業者の単価は安いときもあるかもしれな

いが、お金が市内におりない。市内調達により
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お金が市内におりることにより、市内にお金が

循環する経済効果は大きいものであると思うし、

事業主たちに与える精神的な効果、やる気に大

きく影響すると思います。 

 さらに、追加なんですが、一つの市民運動が

起きていいんじゃないかと。条例に言う市民の

責務というのもあります。そういった中に、

我々、当然市職員も含みますが、市内で買い物

をするという運動のことです。市民がよそに出

かけて買い物をしている回数の３割でも市内の

買い物に振りかえていただければ、そのお金が

市内に流通するとなるとその経済効果は絶大な

ものになると思います。この辺の市長の見解を

伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この地域経済の活性化

という部分につきましては、ただいまお話あっ

たようなことも非常に大事な切り口ではないか

なというように思っているところでありまして、

実はこの物品調達に係る一つの地元業者へのこ

の優先発注という部分につきましては、山形県

などはそのような仕組みを取り入れているとい

うことを情報として承知をいたしております。

当市でも、この部分については、先ほど来いろ

いろお話がありました。中小企業、あるいは個

人商店の方々、懸命に頑張っている。しかし人

口減少という中の流れと交通インフラが整備さ

れたことによって、簡単に大都市のほうにも買

い物に行けるというような状態がどんどん出て

きているわけでありますから、よく言う道路が

もの刃になっていき、あるいはインターネット

などでもどんどん物がネット商法というものが

どんどん来ているということになりますから、

そのようなことも含めれば、この時代の流れと

いうものをよく踏まえれば、やっぱり地元経済

の活性化というためにはやっぱり地元優先とい

う一つの考え方を、経済的な面で非常にこれは

市内の経済の活性化につながるわけであります

から、何らかの形でその方向性をこの産業振興

条例、実は先ほどの答弁の中で申し上げようと

思っておりましたけども、産業振興条例じゃな

くてもっと何か、市民目線の中でもっとインパ

クトのある条例の名前ができないだろうかとい

うことを言ったんですけども、ちょっと時間切

れで産業振興条例ということになったんですけ

ども、先般の総合力推進フォーラムのときに出

席者の皆さん、アンケートをとりましたならば、

やっぱり「なりわい事業」といったようなもの

だろうというような、そのようなアイデアも提

案いただいておりますから、産業振興条例とい

うよりも例えばなりわい条例のようなもので、

いうところのなりわい条例、いわゆるなりわい

条例だといったようなものの中で、このような

物品調達のようなものもそのきちんとした理念

としてだけじゃなくて、具体的な指針のような

ものとして示すような方向に、先ほどの答弁と

繰り返しますけども、進化させていければなと

いうように思っているところでございますから、

よろしくお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  11番荒川栄悦君。 

   〔11番荒川栄悦君登壇〕 

○11番（荒川栄悦君）  やはり市民の責務も当

然そういう必要があると思うし、条例を進化さ

せるというところですから、これはこれで期待

したいと思います。 

 次に、遠野市の産業振興上、絶対検証される

べき道の駅風の丘のハブ効果──市長がいつも

おっしゃっておりますが──について伺います。 

 釜石高速道路の全通、国道340号立丸トンネ

ルの開通と、ことしの秋には遠野を通る主要道

が完成になります。普通にはストロー現象を危

惧しますが、ハブ効果として産業振興にどれだ

け寄与すると捉えているのか。また、それを担

うと思われるふるさと公社の実力について、市

長の認識を伺います。 

○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）  いわゆるハブ効果とし

てのふるさと公社の一席について市長としての

認識をというそういう御質問でありました。ふ

るさと公社の理事長も兼ねているということも
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ありますから、市長としての立場としての答弁

ということになるわけでありますけども、なか

なかそこの部分の理事長として市長としての使

い分けについての難しさということを常に感じ

ながら公社運営の責任者としての仕事をさせて

いただいておりますけども、やはりこの打って

出る、そして迎え撃つという部分におきまして

は、この風の丘の果たす役割といったものは極

めて大きい。いうところのハブ効果ということ

になるんではないのかなと思っておりまして、

ちなみにこの風の丘に携わっている事業者が10

0を超えるというそのような数字もあるわけで

ありますから、遠野の一つの産業という一つの

中にはおいては、100を超える事業者がこの風

の丘のプロジェクトにいろいろかかわっている

というこの裾野、これはやっぱり大事にしなけ

ればならない。そのためには、ふるさと公社も

しっかりとその役目を果たしていかなきゃなら

ない。遠野の観光振興、交流人口の拡大、そし

て打って出る、迎え撃つという部分における拠

点の中におけるマンパワーの活用となれば、ふ

るさと公社とふるさと公社が持つふるさと村、

あるいは水公園、伝承園、風の丘といったよう

なプロジェクトが文字どおりハブ機能を持ちな

がら、この周辺の都市と農村の交流の一つのハ

ブ機能を持つ組織としても位置づけられるとい

うことになるわけでありますので、何とかその

部分においては、このふるさと公社、風の丘を

中心とした一つの機能がうまくこう回るように

努力していかなきゃならない。非常に厳しい状

況にあるということは、もう何度もこの本会議

上の場でも議論交わされているところでござい

まして、その厳しさということは十分認識して

いる。しかし座して待つわけにはいかないとい

う部分の中で、そことバランスをとりながらと

いうところが経営の難しさということになろう

かというように思っておりますけども、みんな

で力を合わせてという中で何とか活路を見出し

たいものだなというように考えているところで

あります。いずれ間もなく釜石自動車道全通、

立丸トンネルのトンネルが宮古と結ばれるとい

うことになりますから、そのハブ機能としての

存在感をしっかり示していかなきゃならないか

というように思っているところでありますし、

またみらい創りカレッジのほうも4,000人から5,

000人近い方々が研修に訪れているという実績

が、ここ２年、３年の中でカウントされており

ますので、それしっかり固定客として捉えなが

ら、そこに新たな環境整備をしながら、国道34

0号、そしてまた日本のふるさと遠野、『遠野

物語』の原風景、佐々木喜善先生の生誕の地と

いうそのようないろんなキーワードが形になっ

ているのが土淵でありますから、そういったも

のとうまく重ね合わせながら、一つの拠点づく

りもその中に行っていくという一つの今のタイ

ミング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、御理解をいただけ

ればというように思っております。 

○議長（新田勝見君）  11番荒川栄悦君。 

   〔11番荒川栄悦君登壇〕 

○11番（荒川栄悦君）  ハブ機能、これに関し

ては風の丘には100社の人がかかわっていると

いうことでございますが、これもぜひとももっ

と具体的にハブ効果という部分をあらわすため

には、もっともっと議論をしてもらいたいと思

います。やはり形が見える部分、結局その計画

なりそういう姿を求めないと、言葉だけのハブ

効果ではやはり足りないんだと思います。ぜひ

ともそこを検討してもらいたいと思います。 

 それに伴って、風の丘には一番多く遠野に人

が入っている場所ということになりますけども、

観光客の入り込みが減少している状況をどのよ

うに解決しようとしているかを伺います。遠野

市を訪れている観光客の大半は県内からで、ほ

とんど日帰りの観光客というのがもうデータに

もあらわれている。となれば、まず一番先に重

点的やらなきゃないのは、岩手県内に遠野市を

しっかりとアピールする仕組みがなければだめ

なんじゃないかなというふうに思います。この

ためにどのような取り組み方法を考えているの

か、観光客が中心市街地に多く入っていただけ

れば来ていただければ、にぎわいが増して商店
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街の人たちにとっては喜ばしい結果になると思

いますが、市長の見解を伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この観光客の入り込み

数の減少というものにつきましては、かなり厳

しい数字として推移をしているということにつ

いては、私も十分承知をいたしているところで

あります。ちなみに数字を申しますと、平成27

年には182万人、平成28年には164万人、平成29

年には158万人という形で減ってきているとい

う状況にあります。187が164、そして158とい

うことに減ってきているわけでありますから、

これがやはり魅力づくりといったものに持って

いかなきゃならない。あるいはいろんな観光の

さまざまなそれぞれ世代に応じて、あるいはイ

ンバウンドといったような外国人訪日客のよう

なニーズに応じて、どのようなメニューを持つ

のか、どういう魅力づくりをするのかというこ

とについて、遠野という一つの地名度の中で、

「あ、遠野か」という部分にあってはいいんだ

けども、それをどのようにという部分において

は、まだまだ工夫が足りないし、また魅力づく

りに対する一つの組み合わせがまだ道半ばでは

ないだろうか。今御質問の中にありました、岩

手県の県内にももっともっと働きかけてはいい

んではないだろうか、そのとおりであります。

したがって、その辺の一つ岩手県内、道路網が

整備され、日帰り圏になってきているわけであ

りますから、その辺を踏まえながら、一方にお

いては高速道路も全通するという中におきまし

て、国際的なラグビーのワールドカップのよう

なもの、オリンピック・パラリンピックのよう

なものも目前に控えているわけでありますから、

そうしますとこのインバウンドというものに対

する対応といったものもというそのような認識

の中で、昨年の12月９日、12団体が顔をそろえ

て観光推進協議会という一つの組織を立ち上げ、

その核はふるさと公社が担いという皆さんの意

見でありましたので、ふるさと公社がその観光

推進協議会の事務局を担い、ふるさと公社の理

事長がそのトップにという話になりまして、私

がその観光推進協議会の今そのトップの座に着

いているわけでございますから、これはただ充

て職等じゃなくして、この観光推進協議会12団

体がしっかりと機能するように、もっともっと

それぞれの多くの市民の皆様の意見を聞きなが

ら、関係者の意見を聞きながら、何とか努力を

してまいりたいというように考えているところ

でございますから、いろんなアイデア、提案、

さらにはいろんな仕掛け、そういったものにつ

きまする御指導をさらにまたお願いをできれば

なということを申し上げまして、答弁とさせて

いただきます。 

○議長（新田勝見君）  11番荒川栄悦君。 

   〔11番荒川栄悦君登壇〕 

○11番（荒川栄悦君）  やはり観光客ともに来

ていただく、魅力づくりがいまだ足りていない

というような答弁でございました。やはりここ

に至って、やっぱり遠野の魅力づくり、新たな

魅力づくり、新たな魅力の発信という部分が、

これはやっぱり検討されなきゃないんだと。そ

れが観光推進協議会が担うということなのか、

私とすれば、もっともっと民間がやっぱり元気

を出してそこを担っていく仕組みを考えるべき

だと私は思います。 

 これは一つだけの例を示すんですが、これは

中央大学の八幡先生という人がちょっと書いて

いる部分なんですが、地域の小零細企業の声を

吸い上げる場ということで、これは中小企業振

興条例に関してですけども、墨田区中小企業振

興基本条例がある。その特徴は、いかに地域の

中小企業、零細企業者の実情や要望を反映した

政策にしたかであるということで、条例制定前

の２年間、墨田区では係長以上の職員全員が全

ての区内中小零細企業者を訪問し、その実情を

みずからの目で見て耳で聞くという悉皆調査を

通じて、自分たちの自治体の中小零細企業者の

実態を把握していったことは有名な話であると

いうようなことがあるのであれば、この産業振

興条例を本来はこれを考えるときにもう必要な

ことじゃなかったのかなというふうには思いま
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す。これは指摘だけです。 

 私の最後の項目になるんですが、遠野市の産

業振興策の切り札と捉えている６次産業につい

て何点か伺います。 

 １次産業を担う農家、農業者団体にとって、

農産品をそのまま出荷するのではなく、加工と

いう付加価値をつけて販売するということは、

生産者にとって所得向上の一つの手段でありま

す。産業まつりに６次産業をなりわいとして出

店している生産者が多数おります。この６次産

業の現状について、産業振興上どれほど貢献し

ているか、また生産者にとって所得向上にどれ

だけ貢献しているかを捉えているのか、伺いま

す。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  六次産業化推進本部と

いうものを立ち上げながら、波及効果あるいは

付加価値といったものの中で経済効果、それが

所得の向上につながり、雇用の確保につながる

という部分の中でもがいてきたというその歩み

については、荒川議員も十分御承知のこととい

うように思っております。先ほどの質問の冒頭

の中で、一つ、きめ細かく悉皆調査をしながら、

もっともっと広く中小企業のあるいは地場企業

のさらには個人商店の方々の実情というものを

もっとしっかり把握したほうがいいんじゃない

かというようなそのような一つのお話がありま

した。これは私もすごく感じております。今、

商工会にしても、行政のほうにしても、その部

分の例えば平均年齢はどうなんだろう、後継者

はいるだろうかというような部分についても十

分把握ができていないというのが実情であると

いうことは、私率直に認めざるを得ないという

ことを申し上げながら、この条例がそういった

ものにもしっかり踏み込むんだという一つのも

のに持っていかなかったならば、まさに理念条

例で終わってしまうということになりかねない

わけでありますから、その辺のところは十分認

識しながら取り組んでいきたいというように思

っているところでございまして、今言う、この

御質問にありましたとおり、６次産業のこの進

展に伴う一つの成果、効果ということにつきま

しては、これはいろいろさまざまなＫＰＩとい

う重点、産業目標の数値といったものがあって、

それぞれ目標数値示しながらやっておりますの

で、これも大体おおむね達成、また未達成とい

う部分で仕分けをしながらやっておりますから、

このようなものを繰り返し繰り返し行いながら、

その波及効果といったものをその中でしっかり

と見出していくという作業を行ってまいりたい

と思っておりますので。例えばこの中で物産、

これは海外での物産展開催とそのごとの取引と

いったものの中で一つの実数がありますけども、

平成29年度で約1,000万円の売り上げが見込ま

れたということもあります。これは台湾などと

のいろんな裕毛屋の社長の大変な御配慮の中で

そのような商談会、物産展を行っている部分が

1,000万という売り上げにつながったというこ

ともあるわけでございますから、このような一

つの積み上げがこれからもやっぱり大事である

と。しかし、それが海外だけじゃなくて、県内

に持っていく部分、あるいは都市圏とどう連携

を図るのかという部分がこれから先問われるこ

とになるんじゃないのかなというように思って

おりますので、具体的な効果の数字というもの

につきましては、具体的にはここでは申し上げ

ませんけども、それなりの形での成果は見えて

き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）  11番荒川栄悦君。 

   〔11番荒川栄悦君登壇〕 

○11番（荒川栄悦君）  やはり遠野の基幹産業

であるこの１次産業の部分で農家の所得向上に

寄与する部分、この６次産業化、６次産業とい

う部分が非常に大事だと私も思います。やはり

いろんな統計ＫＰＩのその指数からいっても、

幾らかこの６次産業については伸びているんじ

ゃないかなと私は認識しております。 

 次に、市長の答弁にも出てきましたけども、

遠野市でも海外への販売戦力として台湾の台中

市の裕毛屋というスーパーで遠野の商品販売を
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行って、非常に好評であったと聞いております。 

 海外販売戦略を考えるとき、さきの遠野市農

林水産振興大会で講演された農産物生産の品質

管理に必要なグローバルＧＡＰという218の生

産工程管理項目を持つ生産管理システムがあり

ます。これは、食品安全、生産物の追跡可能性

とも言われるトレーサビリティー、作業従事者

の労働安全と健康、生物多様性を含む環境保全

という４つの柱からなり、最終的には持続可能

な農業生産を目指しています。東京オリンピッ

ク・パラリンピックではこのグローバルＧＡＰ

が食材調達基準であります。であれば、遠野市

でも東京オリンピック・パラリンピック競技大

会のブラジルのホストタウンとして視覚障害者

５人制サッカーの代表チームを受け入れるわけ

ですから、このＧＡＰ認証が必要と思いますが、

市長の見解を伺いたいと思います。 

 そして、またＨＡＣＣＰという、これは農産

物の食品加工工場、要は６次産業化でも必要な

んですが、その農産物を加工する加工場での食

品の製造や加工工程において、微生物汚染、物

理的汚染、化学的汚染などが発生するおそれが

ありますが、それらの危害をあらかじめ分析す

ることです。そして、その結果から重大なリス

クがあると考えられる管理工程を連続的に監視

し、これにより食品の安全性を確保するという

製造工程管理上のシステムであり、アメリカの

ＮＡＳＡで開発されたものと聞いております。

ＨＡＣＣＰに取り組むことによって食品を衛生

的に製造できます。さらに消費者にとってプラ

スイメージになります。ＨＡＣＣＰはスタッフ

が一丸になることが求められるので、ＨＡＣＣ

Ｐに取り組むことでスタッフそれぞれの意識向

上にもつながり、考えられる事故を未然に防ぐ

ことになりますので、作業効率や生産性の向上

にもつながると思います。遠野市でもすぐに認

証を取るための、農家、団体、食品加工所等に

支援をしなければならないと考えますが、市長

の見解を伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  先ほど６次産業化の一

つの効果という中で台湾との商取引の中におき

まして、1,000万円ほどという部分の中での数

字を申し上げながら、効果がそれなりの手応え

を感じているという話を申し上げました。いろ

んな面で、この今ＧＡＰという一つの仕組み、

それからＨＡＣＣＰという一つの仕組み、これ

はすごく大事ではないかということが今御質問

の中にそれぞれＧＡＰの性格、仕組みのあり方、

あるいはＨＡＣＣＰの一つの仕組みのあり方に

つきまして御質問がありました。ＧＡＰそのも

のは農業生産のこの工程管理という部分におき

ましては極めて大事な一つの取り組みでありま

して、それからＨＡＣＣＰのほうにつきまして

も、これは危害防止と申しますか、食品の安全

という部分におきましても非常に、いうところ

のさまざまな食料品を生産する場合における安

心安全、危害防止という中における重要な取り

組み、これ、いずれも国際的な一つの仕組みな

わけでありますから、オリンピック・パラリン

ピックを控え、台湾との中で一つの手応えを感

じているということになれば、それをそこでと

どめるわけにはいかない。やっぱりいろんな面

でのさまざまな対応もしていかなきゃならない

し、東南アジアのほうでも今香港からも、ある

いはベトナムからもという中でいろんな方が行

ったり来たりしているという例がどんどんふえ

てきておりますから、そういった中で今度は人

の動きが物の動きになってくるとなれば、ＧＡ

Ｐの仕組み、あるいはＨＡＣＣＰの仕組み、こ

れはやっぱりしっかりと遠野としても取り組ま

なければならないかと思っておりますので、こ

の認証、あるいはこの仕組みづくりといったも

のにつきまして、それこそ先ほどの産業振興条

例のようなものを一つ活用しながら、あるいは

その中で進化させるような中に位置づけしなが

ら基金等も活用しながら、そのような中でこの

応援をしていくということについては、全く認

識も同じでございますから、その認識のもとに

こういった取り組みも進めてまいりたいという

ふうに考えているところでございますので、よ
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ろしくお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  11番荒川栄悦君。 

   〔11番荒川栄悦君登壇〕 

○11番（荒川栄悦君）  非常に大事だという認

識を持っていただいたんですが、遠野市がこの

ブラジルのホストタウンとして名乗りを上げた

時点で、この食料調達基準であるＧＡＰが最低

限必要だよということが東京オリンピック・パ

ラリンピックで言っているわけですから、これ

に対してはすぐ来るわけですよ。そうすると遠

野市としては早々に取り組まなきゃないという

ふうに私は思いますので、ここは指摘しておき

ます。 

 最後の質問事項になりますけども、６次産業

化を産業振興の柱と考えているようですが、農

家個々や団体の農産物の生産におけるＧＡＰ認

証は必要であり、そのために行政のバックアッ

プが必要だと思います。しかし食品加工におい

てＨＡＣＣＰは当然として、その加工所のこと

なんですが、もう一つの方法もあると思います。

それは、農家個々や団体が自前で６次産業にお

ける加工所を構えるということを考えずに、外

注してもいいんじゃないかということです。遠

野市の中でＨＡＣＣＰ対応の工場があればよい

のですが、個々に加工工場を持つということは、

一年を通じて製品を製造できる加工所であれば

いいんですが、今までの食品加工６次産業化に

おいては、半分以上、私見ている段階では全国

でも遊休施設化して使われなくなって、結局そ

の食品加工もそこで頓挫しているというような

こともあるようです。であれば、外注するとい

うことにおいて、よりその負担が少なくできる

んじゃないかなと。市内には優秀な加工所が既

に１カ所あります。ここにはもうＨＡＣＣＰ対

応を、当然行政の支援でいろんな法定手続の支

援をすぐしてＨＡＣＣＰ対応にしていただけれ

ばいいと思うし、あとは、遠野市でもいいんで

すが、いずれもう１カ所の食品加工所は、例え

ば第三者がつくっていただければ、で、ＨＡＣ

ＣＰ対応していれば農家の人たちは自分の農産

物を持っていってそこで加工していただく。こ

の仕組みがあれば、およそその農家の負担は軽

減できると思います。こういった考えがありま

すが、市長の見解を伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  このＧＡＰとＨＡＣＣ

Ｐ対応の必要性とそれをしっかりと行政の立場

としても支援していくということにつきまして

は、先ほどの質問の中でもお答えを申し上げま

した。こういった中におきまして、このＨＡＣ

ＣＰ対応の場合は、この環境を整備するのに結

構の費用といろんなエネルギーを要するという

ことの条件、──条件をクリアするためにです

ね──やっぱりそのためには今申し上げたよう

な、お話にありましたような、一つのこれもネ

ットワークということになろうかと思っており

ますけれども、拠点とネットワークという部分

の中におきましてやっぱり一つの新たな仕組み

づくりをするということもやっぱり一つそうい

ったものをクリアできる加工所があればその中

でうまく連携を図りながら、こっちもよければ

こっちもよしというような部分のまさに連携と

交流のネットワークをこの部分の中にもつくり

出していくということがやっぱり必要ではない

のかな。ＨＡＣＣＰ対応の加工所をあっちにも

こっちにもそっちにもって、これは遠野におい

てはなかなかこれは難しいことなわけでありま

すから、やっぱりそれをうまく機能分担と役割

分担、そしてそれぞれが果たす役割という中で

これは、これもありきたりの言葉でありますけ

ども、足らざるところを補い、特性を生かした

よというようなそのような関係を、このＨＡＣ

ＣＰ対応の環境づくりにもやっぱりしっかりと

仕組みに持っていくということがやっぱり求め

られているんじゃないのかなというように思っ

ておりますので、そのためにいろいろ関係機関

と十分連携を図りながらその仕組みづくりに努

力してまいりたい。いずれ2020年にはオリンピ

ック・パラリンピック、このインバウンドの流

れもかなりしばらく続くんじゃないかっていう

話が盛んに言われておりますから、しっかりと
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した受け皿を、このようなＧＡＰなりＨＡＣＣ

Ｐ対応の中にも見出していかなれければならな

いかというように思っているところでございま

すので、十分認識しておるということを申し上

げて答弁といたします。（「終わります」と呼

ぶ者あり） 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後２時04分 休憩   

────────────────── 

   午後２時15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。５番瀧本孝一君。 

   〔５番瀧本孝一君登壇〕 

○５番（瀧本孝一君）  市民クラブ所属の瀧本

孝一です。 

 事前通告に従い、市長には「少子高齢・人口

減少社会における農業生産基盤の堅持につい

て」、教育長には「学力向上と特定教科支援員

について」のテーマについて、それぞれ一問一

答形式により質問をさせていただきます。 

 きのうから通算10人目、今定例会最後の質問

者であります。質問者が２桁になったのは平成

27年３月定例会以来の丸３年ぶりですが、お疲

れのところ、もう少々我慢をいただきたいと思

います。 

 10人目ともなると時候の挨拶なども言い尽く

された感がありますが、24日・25日に上演され

た第43回遠野物語ファンタジーが終わり、韓国

平昌で開催された冬季オリンピックも閉幕しま

した。史上最高のメダル数を獲得した日本人選

手の活躍で大いに盛り上がり、岩手県人選手５

人も世界の舞台に立ち、メダルにあと一歩とい

う成績に迫る選手もおり、若い力で夢と感動を

与えてくれました。 

 活躍するステージは違いますが、ファンタ

ジー出演者や関係者の皆さんにもオリンピック

出場選手団の皆さんにも、私を含め、感激を

「ありがとう」と伝えたい気持ちの市民の方々

も多いのではないでしょうか。 

 夢と感動といえば、本日、これから市長に表

敬訪問される「おらおらでひとりいぐも」の小

説出版で、第54回文藝賞、第158回芥川賞を受

賞された上郷町出身の若竹千佐子さんに、私か

らも市民の一人として大いなる祝意を申し上げ

る次第です。けさの地元紙に、お住まいになら

れている千葉県木更津市からも「名誉市民賞」

が贈られるという記事もあり、重ねてお慶びを

申し上げます。 

 聞くところによれば、若いころから小説家に

なろうとする強い意志のもと、自分の故郷の言

葉で主人公の老境に至る生き方を小説にしたこ

とは、現代高齢社会への一つの問いかけではな

いかと捉えられ、日本文学会における遠野市の

誇りと、今後の執筆活動に期待するものであり

ます。 

 蛇足ではありますが、私の達曽部中学校時代

の埼玉県に居住する女性の同級生が、岩手大学

教育学部時代に若竹さんと同じサークルに所属

していた仲間で、今回の遠野への帰省を機に３

月２日に盛岡で同窓会をしてお祝いをし、一緒

に宿泊する旨のメールを送ってくれました。 

 そのような中、ことしは例年に比して雪も多

く、しばれる日が続きました。ふだん雪の少な

い西日本や北陸地方も寒さと豪雪に見舞われ、

車の立ち往生など大変な状況も報道されました

が、当地も間もなく３月を迎えようとするこの

時期、一日ごとに強さを増す日差しに春の到来

が待たれます。 

 さて、最初の質問に入ります。 

 市長がよく口にされる言葉に「避けては通れ

ない」というフレーズがありますが、このよう

な少子高齢化の時代を迎え、それらに関するさ

まざまな書籍が出版される中において、私はあ

る１冊の文庫本を非常に興味を持って読んでい

る途中です。 

 市長や市当局の幹部の皆様は、既にこの本を

知り、読んでいる方もあるかもしれませんが、

その本のタイトルは「未来の年表」、サブタイ

トルに「人口減少日本でこれから起きること」

と記され、河合雅司さんという大手新聞社の論

説委員や大学客員教授、政府の有識者委員など
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を歴任された方が書かれた、税込み821円の文

庫本であります。実物はこれでございます。表

紙の帯に「2020年女性の半数が50歳超え、2033

年３戸に１戸が空き家に、2040年自治体の半数

が消滅」などと書かれていますが、この本を私

の後ろにいる議員を含め、多くの市民の方々に

危機感を持って読んで、よく考えてもらいたい

と思います。 

 私たちは、ともすれば自分が生きている間は、

多少少子高齢化が進んでも、現在の平和な状態

が続いてほしいと願っている人が大半だと思わ

れます。不都合な真実に目をつむり、次の世代

が何とかしてくれるのではと、進展するこの少

子高齢・人口減少社会を他人事と眺めている感

覚はないのでしょうか。 

 この「未来の年表」の本は、これから確実に

訪れる、いや既に訪れている日本の少子高齢社

会の姿を冷静に見詰め、さまざまな事象を一定

の机上の計算から何も手を打たなければ、極論

かもしれませんが、日本人も西暦3000年になれ

ば人口2,000人になる絶滅危惧種というカレン

ダーになっています。 

 そういった中で、人口減少社会における、き

のうの同僚議員の都市機能の集約化に関する議

論での遠野市の今後のあり方にも関連する部分

もありますが、現在の本市における水田・畑・

山林・畜産・養鶏養豚・花卉園芸・６次産業加

工等、市内第１次産業における農林畜産業の主

に水田・畑・山林等が主体になると思われます

が、生産基盤の実態について、まずお尋ねをい

たします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  瀧本議員の一般質問に

お答えいたします。 

 質問の冒頭に、平昌オリンピックあるいは、

ついこの間開催されました遠野物語ファンタ

ジー第43回、そして芥川賞受賞の若竹さんにか

かわるエピソードなども御披露いただきながら、

これをともに喜び合いたいという、そのような

お話でありました。これも本一般質問の中にお

きましては、各議員の中から、若竹さんの苦労、

大変なる名誉に対しまして称賛の声が上がった

という中で、私も本当に心から喜んでいるとこ

ろであります。 

 申し上げましたとおり、第２作、第３作、落

ち着いた中で、あの実力をさらに発揮しながら

小説家としてのさらなる地位を高めていただく

ように、我々一同見守りながら応援してあげる

というのも、若竹さんの受賞に対する一つの答

えではないのかなというように思ったりもいた

しておるところでございます。そのようなこと

を踏まえながら感動を与えていただいたと、ま

たファンタジーも非常に感動的でありました。 

 世代交代が進んでいるという中で、懸命に若

い方々が頑張っているという、その姿がファン

タジーの３回公演の中に私も確認することがで

きましたし、平昌オリンピックのメダリストの

方々の言葉の重さ、やはり頂点を極めたと、た

だ単に才能で極めたんじゃないと。懸命な懸命

な、まさに努力がその中にあったんだというこ

とが、あの言葉の重さにつながっていくんじゃ

ないのかなということを思えば、やはりやるべ

きことをしっかりとやるということが大事では

ないのかなというようにまた思ったところであ

ります。 

 さて、このいろんな人口減少・少子高齢化、

3000年にはもう大変な2,000人の人口になると

いうような本もあるという、そのような形での

人口減少が加速度的に進んでいると。市長はよ

く「避けては通れない」という言葉を使ってい

ると。まさに、これは避けては通れないという

一つの大きな課題であります。 

 そういった中におきまして、この遠野市の１

次産業の現状という中で、いろんな農地なり、

あるいは就労人口なり、農業生産額なり、林地

面積といったものはどのような実態なのかとい

うようなことのお尋ねでありましたので、これ

は数字をもって具体的にきちんと御答弁申し上

げたいというように思っているところでござい

ますから、担当の農林畜産部長のほうから数字

をもって今の実態、現状を御答弁申し上げます
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ので、御了承いただければと思います。 

○議長（新田勝見君）  古川農林畜産部長。 

   〔農林畜産部長兼六次産業推進担当部長

古川憲君登壇〕 

○農林畜産部長兼六次産業推進担当部長（古川

憲君）  命によりお答えいたします。 

 本市の農林畜産業は、平成27年農林業センサ

スによれば、耕地面積7,100ヘクタール、うち

水田面積が3,930ヘクタール、畑地面積が3,170

ヘクタールとなり、これが生産基盤の基本とな

っております。 

 その中において、県営圃場整備事業等で圃場

の大型区画化や汎用化、大型機械化体系に対応

した農業生産基盤の整備を推進しているところ

でございます。畜産基盤整備においては、市営

牧場の草地改良、キャトルセンターを整備し、

耕種農家、畜産農家の生産性の向上に努めてお

ります。 

 これら生産基盤による農業生産額は、遠野市

独自の推計では、平成28年度は約76億3,000万

円となっております。内訳は、耕種部門が26億

3,000万円、畜産部門が46億6,000万円、特用林

産が３億4,000万円となっております。 

○議長（新田勝見君）  ５番瀧本孝一君。 

   〔５番瀧本孝一君登壇〕 

○５番（瀧本孝一君）  面積や金額は把握でき

ました。 

 先ほどの市長の答弁ではないですけれども、

若竹さんの小説が映画化になればいいなと私は

期待しておりますが、それも願いたいものでご

ざいます。 

 次の質問に入ります。 

 いわゆる、生産から収穫・農協などへの出荷

を含めて販売までを自分で行う従来からの個人

完結型農業と、一方では、営農法人や集落営農

組織、担い手等に委託をして農業生産基盤を他

に委託・依頼する形で農業を継続している先進

的というか、時代の流れに対応したやり方で生

産基盤を維持しているあり方について、市長は

どのように捉えているのか見解をお尋ねいたし

ます。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  先ほど遠野の生産基盤

の実態につきましては担当部長のほうから数字

を上げて御答弁を申し上げたところでございま

すけれども、ただいまの２問目の質問におきま

しては、この個人完結型農業と集落営農といっ

たものの状況について、どのような認識をして

いるのかというような御質問というように承り

ました。 

 ちなみに、この中で数字を申し上げますと、

集落営農組織は20が組織されておりまして、う

ち３つの組織が法人化されているというような

状況にあります。また、集落営農組織のほうに

は、農地の約800ヘクタールがその中に集約さ

れているという状況にあります。 

 しかし、この中山間地域などの条件不利地等

の問題から、なかなかこういうところの集落営

農を市内全体でカバーするにはまだ至っていな

いという一つの状況にあろうかというように思

っております。 

 現在の認定農業者数は324経営体、これは平

成30年２月末現在でありますから、今現在で32

4経営体と。しかし、平成22年度の数字が424経

営体でありましたから、これもまた減ってきて

いるというような状況にあるという一つの中で

あります。この申すまでもなく減少の主な理由

などは、やはり高齢化及び兼業化に伴う規模縮

小といったようなものが影響を受けているとい

うことに、特にこの高齢化といったものが大き

く影響しているんじゃないのかなというように

思っております。 

 こういった現状を踏まえながら、この集落営

農といったようなものの仕組みの中に、やはり

きちんと位置づけていかなければならないのか

なと。個人完結型農業については、少子高齢化

という流れの中で、やっぱり法人化あるいは集

落営農といった方向にシフトしていくというこ

とにならざるを得ないんじゃないのかなという

ような認識でいるところであります。 

 したがって、これからもこの集落営農、農業
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生産法人、さらには認定農業者、また一方、新

規就農者といったような方々の連携を図りなが

ら、遠野のあるべき生産基盤のしっかりとした

仕組みづくりに持っていかなきゃならないのか

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）  ５番瀧本孝一君。 

   〔５番瀧本孝一君登壇〕 

○５番（瀧本孝一君）  集落営農の組織が20と、

そのうち３組織が法人であると。そして、担い

手は22年度の424人から324人というふうに減っ

ているという数字が示されました。 

 次に、第１次産業にかかわる就業者数・規模

面積・生産高・生産量・販売額など、現時点で

の農業生産基盤の維持の可能性と、人口減少・

農業就業者数減少社会における、これからの10

年後、20年後、30年後の変化の予測や見通しに

ついて、どのような見解を持っているのか、把

握しているならばお知らせをお願いします。 

○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）  ただいま10年後及び20

年後あるいは30年後ということを見据えた中で、

どのような認識を持っているかということにつ

いて示してほしいという、そのような御質問で

ありました。 

 人口減少と高齢化の問題につきましては、先

ほどの答弁の中でも申し上げたところでありま

して、これを真正面から受けとめなければなら

ない、まさに避けては通れないという中で真正

面から受けとめなければならないかというよう

に思っております。 

 しっかりと生産基盤を維持し、次世代につな

げるためには、先ほど来申し上げていますとお

り、集落営農組織のしっかりとした仕組みづく

り、農業生産法人の仕組みの立ち上げ、それか

らそういったものを含めながら、ある程度収入

が得られるという部分をやっぱり見い出してい

かなければならないんじゃないのかなというよ

うに思っております。これが一つ見えてくれば、

10年後、20年後も、それなりの生産体制を維持

することができるのではないのかなあと、また

維持していかなければならないというように思

っております。 

 一つ、米政策も大きく平成30年度に変わるわ

けであります。米の直接支払交付金、10アール

当たり7,500円、これが廃止と。そして、行政

による米の生産数量目標が、これも廃止と。言

うなれば、減反政策が廃止になるということで

ありますから、これもまさに大きな転換点にな

るというわけであります。 

 そして、そのことを踏まえまして、今般提案

を申し上げております平成30年度の当初予算の

中におきましても、米産地戦略推進事業費とい

ったものを計上させていただいておりますが、

いうところの「いわてっこ」の作付拡大を戦略

的に行うということにいたしております。これ

も私もずうっと言い続けてきたことであったわ

けでございます。 

 こういうことを言うのも市長という立場で、

本会議という場の中で、このようなことを申す

ことについてはちょっと軽率だというように捉

えられるかもしれませんが、何度も言い続けて

きたんだけれども、なかなか前に進まなかった

という部分がありまして、ようやくここにたど

り着いたのかというような認識でいるわけでご

ざいます。でも、まずはＪＡ花巻、それから関

係者も力を合わせながらやっていこうというこ

とになったという部分でありますから、やって

みれば一つ取り組むことができるんだなあとい

うように思っております。 

 これは御承知のことと思っておりますけれど

も、全農岩手県本部、花巻農協、そして大手米

卸業者、それから大型販売店の５者の連携によ

りまして市場を長期的・安定的に確保するとい

う仕組みづくりでありまして、これもやっぱり

みんなで知恵を出せばできるんだなということ

になったわけであります。つくった米を適正価

格で全量売り切るという、そのような仕組みが

でき上がったということになるわけでございま

す。 

 これも「いわてっこ」の販売価格は昨年の50
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キログラム１万1,500円に対し、１万2,500円と

交渉が整ったと。実現すれば1,000円の値上げ

となるという一つの中で、さまざま10アール当

たりの反収を９俵とすれば約9,000円の収入増

になるということでありますから、いうところ

の米の直接支払交付金といったもの等、十分補

うことができる仕組みが関係者の皆様の努力に

よってできたのじゃないのかなと思っておりま

す。 

 このようなことをやはりいろいろ知恵を出し

ながら、仕掛けをしながら、そして生産する方

も買い取る方も、それぞれ皆さんがうまく連携

を図るということが、やっぱりこれからはそう

いう仕組みづくりが大事だというように思って

おります。 

 実は昨日、本会議が終了した後、ＪＡ花巻と

の行政等の懇談会ということで花巻市長、北上

市長、それから西和賀町、釜石市、大槌町、遠

野市が集まりまして、ＪＡ花巻の幹部の皆様と

意見交換をいたしてまいりました。この仕組み

づくりも非常に前向きに取り組むということで

確認してまいりましたけれども、その際も遠野

市の議員の皆様とも本当に忌憚のない意見交換

ができたと、非常によかったと。 

 そういったかみ合わせをしながら、さまざま

なものにチャレンジをしていこうという、その

ようなお話をＪＡ花巻の幹部の皆様からもいた

だいてまいりましたので、この場を通じまして

皆さんに報告しながら、そのような一つの会話

の組み合わせが前に進むということになるんじ

ゃないのかなと思っておりますので、やっぱり

それを大事にしながら10年後、20年後、30年後

を見据えた農業のあり方というところを皆さん

と一緒になって見い出していきたいというよう

に考えているところでございますので、よろし

くお願いをいたします。 

○議長（新田勝見君）  ５番瀧本孝一君。 

   〔５番瀧本孝一君登壇〕 

○５番（瀧本孝一君）  30年度予算には「いわ

てっこ」の増産対策の予算が盛り込まれたとい

うことで、農家への米の「いわてっこ」の増産

を進めていくというようなお話でございました。

そして、集落営農を中心とした、しっかりとし

た農業体系をつくっていくというお話でもござ

いました。さらには、２月の上旬に議会でも産

業建設常任委員会が中心となりまして、先ほど

市長からもありましたが、ＪＡ花巻の幹部さん

たちとの意見交換会、そして交流会ということ

も非常に勉強になりました。 

 本当に厳しくなる農業情勢の中で、今後ます

ます深刻化し、進展する人口減少社会は、認定

農業者や担い手の減少、集落組織構成員の高齢

化などで現在時点での生産基盤の維持・堅持は

非常に困難になるのではないかと思われますが、

先ほどの市長の今後の取り組みについて答弁が

ありましたので、ここの部分の質問は割愛をさ

せていただきます。 

 さて、これからの社会は、高齢者の高齢化が

一層進み、働き手である労働生産人口も減少の

一途をたどり、経済の縮小はもとより、国力の

衰退につながると予想されています。 

 市の総合計画や農業政策においても、これま

でと同じような取り組み施策と目標を掲げ続け

ることが果たしてよいのか、どこからもあまり

反発を招きたくないというスタンスは理解でき

なくもありませんが、生産基盤現場の実態が弱

体化し、目標から乖離し、遊休地や耕作放棄地

の増大などで大変な時代になることは想像に難

くありません。 

 ここ５年、10年ぐらいは何とかなるにしても、

近い将来、特に我々世代の次や、その次以降の

世代には大きな負担がのしかかると想像されま

す。しっかりと人口減少社会の推移を捉え、今

後起こり得る事象を予測展望し、それに合わせ

てこれからの農業政策なり、総合計画のあり方

が問われている時代になったのではないかと思

われますが、その見解をお尋ねいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この総合計画を捉えて、

しっかりと見据えた事業の展開ということが必

要ではないかということであります。 
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 この場合におきまして、これまでも答弁申し

上げてきているところではありますけれども、

やはりしっかりとした農業生産基盤といったこ

とを考えてみた場合にそれぞれ項目を上げます

と、５項目ほど上がってくるのではないのかな

というように承知をしております。 

 １つ目は、集落営農組織としての持続可能な

経営体の育成、これはすごく大事であります。

これはやっぱり進めていかなきゃなりません。 

 ２つ目は、担い手への農地の集積、これは担

い手の方々は懸命に頑張っておられますが、特

に農地集積といった仕組みもやっぱり積極的に

進めていかなきゃならない。 

 そして３つ目は、担い手への農地集積により

ます余剰となる地域の労働力、これは高齢者、

女性といったような方々がその対象になってい

くんじゃないかなと思っておりますから、この

辺の地域の労働力を活用した園芸作物のさらな

る振興といったもの、その中に高齢者とか女性

の方々が取り組みやすい園芸といったものへシ

フトすると、そういうような一つの対応もまた

大事ではないのかなというように思っておりま

す。 

 それから、４つ目としては、やっぱり産直経

営、本当にこれも大事な大事な仕組みでありま

して、産直という一つのことが、わずかな収入

でも貴重な収入の場所でもあるということを踏

まえれば、産直の経緯といったものもその中に

見い出し、その延長線上には６次化商品開発と

いったものもその中に見い出してくるという、

そのような５つの視点がやっぱり一つ、これか

らの農業を生産基盤の場合においては、しっか

りと位置づけた中における政策を展開していか

なきゃならないのかなというように思っており

ます。 

 その辺のところを一つの各ビジョンをはじめ

とする、今度、市が新たに組織いたします産業

部、その中で農林課、それから園芸畜産課、そ

のようなものがしっかりと仕組みとしてこれを

支えていくという、そのような対応に持ってい

きたいというように考えているところでござい

ますので、御理解とまた御支援をいただければ

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）  ５番瀧本孝一君。 

   〔５番瀧本孝一君登壇〕 

○５番（瀧本孝一君）  集落営農組織をしっか

りと持っていて担い手を育て、そして産直経営

等まで含めて今後の農業情勢に対応していくと

いう答弁でございました。 

 次の質問に移ります。 

 「学力向上と特定教科支援員について」の

テーマで、教育長にお尋ねをいたします。 

 今定例会初日の「遠野市教育行政基本方針」

の中で大分詳しく述べられていましたが、基本

方針の第２の「学校教育の充実」についての中

で、重点の１つ目は「学力向上の推進」、重点

の２つ目に「特別支援教育の充実」が掲げられ、

ある意味質問の内容に合致すると思われる部分

でありますが、改めて見解をお尋ねいたします。 

 私は、小中学校から大学までの学校の成績と、

その後の人生における学力とは余り因果関係が

ないと捉えている人間です。しかしながら、相

対評価における学力の問題は、さまざまな角度

から高いに越したことはなく、地域の学校評価

等にも影響がないとはいえない実情があると思

われます。 

 今、市内では、県立高等学校２校存続問題で

さまざまな議論が交わされている中、小中学校

の学力向上に関し、本市における小中学校の児

童生徒が家庭教師をつけているとか学習塾通い

をしているとか、授業以外で学力向上のために

学んでいる実態等について、把握している状況

があればお尋ねをいたします。 

○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）  瀧本議員の御質問に

お答えいたします。 

 学習塾へ通っている子どもの数等については、

これまで調査を行っていないことから、教育委

員会でも具体的な数値は把握しておりません。

学習塾については、一般的な塾へと通うものか

ら、タブレット端末等で通信学習を行うものな
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どがあり、子どもたちが自分の学習環境に合わ

せて利活用しているものと考えます。 

○議長（新田勝見君）  ５番瀧本孝一君。 

   〔５番瀧本孝一君登壇〕 

○５番（瀧本孝一君）  教育委員会では把握し

ていないということですが、市内にも学習塾が

見受けられますが、１回ぐらいはその実態調査

をしてもいいのではないかなというふうに私は

思います。 

 次に、二、三年前はネット依存という言葉も

はやりましたが、いわゆるＩＴ社会におけるＳ

ＮＳをはじめ、インターネットメディアの携帯

やスマホ、パソコンゲーム等による長時間の利

用依存傾向や、それらにおける家庭学習時間や

学力への影響等の有無について、どのように判

断しているのかについて見解をお尋ねいたしま

す。 

○議長（新田勝見君）  中浜教育長。 

   〔教育長中浜艶子君登壇〕 

○教育長（中浜艶子君）  平成29年４月に小学

６年生と中学３年生を対象に実施した、全国・

学習状況調査の調査結果をもとにお答えいたし

ます。 

 スマートフォンなどのＩＣＴ機器の利用状況

については、小学校では、一日平均１時間以上

使用している子どもの割合は14.8％となってお

り、県平均に比べて2.7ポイントほど下回って

いる状況となっております。中学校では、平均

１時間以上使用している割合は51.8％で、県平

均を6.9ポイント上回っています。前年度との

比較では5.2ポイント増加しております。 

 また、ゲームの状況については、小学校では、

一日平均１時間以上使用している子どもの割合

は46.0％で、県平均に比べて7.5ポイントほど

下回っている状況となっております。中学校で

は、平均１時間以上使用している割合は61.5％

で、県平均を2.7ポイント上回っております。 

 続いて、家庭学習時間の状況についてですが、

小学校では、一日の家庭学習の時間が１時間未

満の割合が20.4％、その中でも、全く家庭学習

をしない子どもの割合が0.5％となっています。

中学校では、１時間未満の割合が34.7％、全く

家庭学習をしない生徒の割合が2.3％となって

います。 

 この調査項目の関連性を見ますと、ＩＣＴ機

器及びゲームの１時間以上の使用状況について

は、小学校段階では県平均に比べて少ない状況

であるものの、小学校から中学校にかけて大き

く増加傾向が見られていること。一方、家庭学

習１時間未満の割合も、小学校から中学校にか

けて増加していることから、ＩＣＴ機器等の使

用時間の増加により、家庭学習時間が減少して

いる実態があります。 

 さらに、ゲームと学力の相関を見ると、長時

間使用している児童生徒は、全く使用しない児

童生徒と比較すると、10ポイント以上正答率が

低い傾向にあります。 

 こうしたことから、子どもたちの家庭学習時

間の確保や学力向上を図るには、携帯やスマホ

などのＩＣＴ機器の適切な利用方法、使用時間、

メディアを含めたゲームへの依存傾向の改善等

について、学校や保護者、地域と連携して啓発

活動を行っていきたいと考えております。 

○議長（新田勝見君）  ５番瀧本孝一君。 

   〔５番瀧本孝一君登壇〕 

○５番（瀧本孝一君）  小学校から中学校に移

ると、かなりの割合でゲームなり、携帯なりの

使用時間が伸びたり、ゲームをしたりという時

間が多くなったりということでございました。

それらに対して学校・地域・保護者が一体とな

って対策を講じるといいますか、取り組んでい

きたいということですが、全くゲームをするな

というわけではございません。適度な使用で、

あまり学力低下にならないようにということを

願います。 

 次に、とある中学校の先生から伺った話でご

ざいますが、昨年度から配置された数学の特定

教科支援員の効果は非常に大きいものがあると

いうことでございました。その特定教科支援員

の配置の現状について、お尋ねをいたします。 

○議長（新田勝見君）  中浜教育長。 

   〔教育長中浜艶子君登壇〕 
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○教育長（中浜艶子君）  特定教科学習支援員

については、平成28年４月より市内中学校に１

名ずつ配置し、主に中学校１年生の数学の授業

において、数学の担任教員と連携した指導に当

たっています。 

 特定教科学習支援員は、主になって授業を行

うわけではありませんので、教員免許の資格所

有を必須としているわけではありませんが、定

年退職した元校長や、数学科の教員採用を目指

している者など、できるだけ教育に精通した人

材を配置して、その効果を高めるように心がけ

ています。 

○議長（新田勝見君）  ５番瀧本孝一君。 

   〔５番瀧本孝一君登壇〕 

○５番（瀧本孝一君）  市内中学校に各１名ず

つ、そして先生のＯＢとか数学の教員を目指し

た方とか、そういった方々を採用しているとい

うお話でございました。 

 この特定教科学習支援員は、私は非常に効果

があるということは理解をいたします。そのあ

たりの詳細について、支援員の配置前と配置後

における、学力テスト等の結果や違い等の効果

や影響などについて、具体的な事例がありまし

たならばお知らせをお願いします。 

○議長（新田勝見君）  中浜教育長。 

   〔教育長中浜艶子君登壇〕 

○教育長（中浜艶子君）  特定教科学習支援員

を配置したことによる効果について、お答えし

ます。 

 数学科の担当教諭がクラスへの集団指導を行

い、特定教科学習支援員が個別生徒のフォロー

をするといったティーム・ティーチングを行う

ことで、授業での生徒の理解が高まっていると

感じています。 

 また、特定教科学習支援員が授業の振り返り

を行う学習プリントの作成、採点と指導を行う

ことで、授業における生徒の理解状況の把握が

進んでおり、補充指導などのフォローにつなが

っています。 

 毎年実施される県学習定着度状況調査の結果

では、特定教科学習支援員の配置前である平成

27年度の数学の正答率の県比較は85.3％でした

が、平成29年度には91.0％に上昇しており、着

実に学力の伸びが見てとられます。 

○議長（新田勝見君）  ５番瀧本孝一君。 

   〔５番瀧本孝一君登壇〕 

○５番（瀧本孝一君）  約６％の数字で伸びて

いるということで、やはり効果があるのかなと

いうふうに私は思います。 

 さて、来年度予算を見れば、特定教科対策事

業の予算が前年度に比較し増額されているよう

でありますが、市内中学校の学力向上のための

特定教科支援対策と支援員の増員や拡充につい

て、増額であることから期待してもいいのかに

ついてお尋ねをいたします。 

○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）  特定教科支援員の配

置は、ただいま答弁したとおり、その成果は確

認されるところです。しかし、規模の大きい学

校では、特定教科学習指導員のサポートが全て

の生徒に行き渡りにくい傾向も見られます。 

 このことから、平成30年度は、特定教科学習

支援員を１名増員し、規模の大きい学校に２名

配置することで、よりきめ細やかな指導体制を

構築し、生徒一人ひとりに寄り添った学習サ

ポートの充実を図ります。 

○議長（新田勝見君）  ５番瀧本孝一君。 

   〔５番瀧本孝一君登壇〕 

○５番（瀧本孝一君）  規模の大きい中学校に

１名増員されるということは非常によいことで、

平準化が図られるのではないかなというふうに

思われます。ぜひ、よろしくお願いいたします。 

 さて、就学前教育から小学校・中学校・高等

学校と教育分野においても、さまざまな学力向

上対策や地元愛着志向の取り組みはなされてい

るものと理解をいたします。 

 その上で、数日前のある新聞の読者の声の欄

に、鹿児島県の15歳の中学生が「明るい未来の

ために教育を変えて」と題した投書が掲載され

ていました。 

 その一部を抜粋して読み上げますが、「少子
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高齢化と人口減少が進む中、今までと同じ教育

では今までと同じものしか生まれない。未来を

変えるには未来を担う子どもたちへの教育を変

える以外方法はない。「このまま」では何年た

っても「このまま」なのだ。時代に合った教育

とは。私より知識も経験も豊富な大人たちは、

大切な教育について、いま一度しっかり考えて

ほしい」という内容の、中学生とは思えない論

説でありました。 

 教育行政の基本方針演述の中で、教育は地域

の「未来」をつくるものである。これからの変

化の激しい社会の中で力強く生き抜いていく

「生きる力」を子どもたちに身につけさせるこ

とが教育の役割であり、目的であると述べられ

ております。私も同感であります。 

 その上で最後に、本市のさらなる学力向上へ

の教育委員会の一層の取り組みや決意について、

お尋ねをいたします。 

○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）  明るい未来のために

教育を変えてほしいというような、その子ども

の思いが胸に響きます。 

 今、遠野の子どもたちに、私はこんな力をつ

けてもらいたいというふうに思っています。そ

れは、自分の力で考えて判断して表現する力で

す。なぜその力が必要かということですが、今、

物すごく速いスピードで社会が変化していきま

す。知識の量も膨大な数になっています。その

知識を身につけようと思っても獲得しようと思

っても、それは到底不可能なことでもあるし、

今、身についた知識だってすぐに古くなってし

まいます。必要なことは、基礎的な基本的なこ

とをしっかり身につけて、それをいかに活用す

ることができるかということだと思います。 

 その基礎・基本的な力というのは、やはり学

校で学ぶ学習内容です。これは人類が今までつ

くり上げてきた普遍のものでありますので、こ

れからも普遍の内容として生きていきますので、

それは子どもたちにしっかり身につけさせる。

その身につけた知識を使って子どもたちがしっ

かり考えて判断して、自分の思いを表現できる、

これがこれからの10年、20年、50年先に生きる

子どもたちに必要な力だと私は思います。 

 今、市内の小学校、中学校の先生方は、教え

込みの授業ではだめだと。それではこれからの

子どもたち、対応できる子どもたちを育てるこ

とはできないと。そこで、子どもたちに今、一

生懸命に授業改善に取り組んで、子どもたちが

考える授業、子どもたちが自分の言葉で表現す

る授業を求めようということで取り組んできま

した。今その道筋もやっと見えて、そして学力

についても、その成果が見えてきたりという手

応えを感じているところです。 

 今、学校の先生方は、今までやってきたこと、

これは間違いないと。だから、それを愚直にこ

れからも続けていこうと、そういう思いを先日

の教育研究発表会でも確認いたしました。その

基礎・基本の力をつけるには、やっぱり家庭の

教育が、協力が必要です。家庭学習が不足して

いるのです。 

 だから、子どもたちが家庭に帰ったら、まず

家庭では子どもたちが勉強するときにはテレビ

を消して、スマートフォンなんかやらないで、

子どもたちが勉強できる環境をつくってあげて

ほしい、そう思います。そして、メディア依存

のこれも影響がかなり大きいことも先ほどお話

しいたしましたので、そのことについても真剣

に親と、それから地域もともに考えていきたい

と思います。 

 そして今、教育は学校だけで解決できるもの

ではありません。地域には本当にすばらしい素

材があるし、すぐれた人材がいます。それをい

かに学校教育の中に取り込んでいくか、これが

大きな課題になってくるというふうに思います。

幸い今、小学校、中学校とも遠野市内では、さ

まざまな地域の方々と連携しながら学校教育を

進めています。その教育を、これからも教育委

員会としては進めていきたいというふうに思っ

ています。 

 そしてあわせて、先生方は、授業の質を高め

たいと。今までの授業で満足しているわけでは
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ないという思いも強くしておりますので、先生

方と教育委員会と一緒になって、これからの授

業づくりを進めていきたいと、そう思っていま

す。そして、これから求められる開かれた教育

過程、それから地域や親と一体となったチーム

学校、そういうこれからの目指す学校のあり方

を、教育委員会としてもこれから強力に進めて

いきたいと、そう思っています。そして、遠野

の本当に目指す学力、これを確かなものとして

子どもたちに育んでいきたい、そう思っていま

す。 

○議長（新田勝見君）  ５番瀧本孝一君。 

   〔５番瀧本孝一君登壇〕 

○５番（瀧本孝一君）  学校でしっかりとした

基礎を身につけ、考え、そしてそれを応用して

学力を向上させていくというふうに聞きました。

先生方の働き方改革ともあわせ、さらなる遠野

市内の学校の学力向上につながることを願い、

市長も次の予定があると思いますので、これで

私の一般質問を終わります。 

○議長（新田勝見君）  これにて、一般質問を

終了いたします。 

 ２月28日及び３月１日の２日間は、委員会審

査のため、休会いたしたいと思います。これに

御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新田勝見君）  御異議なしと認めます。

よって、２月28日及び３月１日の２日間は休会

することに決しました。 

────────────────── 

   散  会   

○議長（新田勝見君）  以上で、本日の日程は

全部終了しました。 

 本日は、これにて散会いたします。御苦労さ

までした。 

   午後３時07分 散会   
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