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   午前10時00分 開議   

○議長（新田勝見君）  おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

────────────────── 

   日程第１ 一般質問   

○議長（新田勝見君）  これより、本日の議事

日程に入ります。 

 日程第１、一般質問を行います。 

 順次質問を許します。 

 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。 

 質問に入る前に、きのうの早朝、大阪北部地

震が発生したことにより、小学４年生９歳の女

子児童をはじめ、４名の亡くなられた方々に対

しまして、衷心よりお悔やみを申し上げます。

また、被災された方々に対しましては、お見舞
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いを申し上げますとともに、ライフラインをは

じめとする一日も早い復興を願うものでありま

す。 

 それでは、質問に入ります。 

 私からは、児童虐待について、企業誘致と働

き手の確保について、空き家の利活用について

の、大項目３点について市長に対しまして質問

いたします。 

 それでは、まず第１点目の児童虐待について

であります。 

 まずは、新聞の記事を引用させていただきま

す。先週６月12日付地元紙のコラム欄、交差点

の一部を読み上げます。 

 先週、子育てをめぐる痛ましい事件が県

内外で立て続けに起きた。県内の１歳の男

児は、十分な食事を与えられず、排便の始

末も適切に行われていなかった。東京の５

歳の女児は、十分な食事を与えられていな

かった上に、暴行も加えられていたようだ。

自宅で見つかった女児のノートの「もうお

ねがいゆるして」と許しを請う文章には、

心が痛んだ。これらの事件で責められるべ

きは、もちろん、親になり切れない親のほ

うだ。しかし、子育てが立ち行かなくなる

潜在的な危険性をはらんだ家庭はどうして

も出てくるもので、それらの把握とちゅう

ちょのない対応は必要だ。 

この後も続くんですけれども、この後は割愛さ

せていただきます。 

 ただいま読み上げましたように、児童の虐待

は、他人事あるいは対岸の火事ではなく、身近

な出来事または事件として捉えなければならな

くなっていると思われます。 

 そこで質問ですが、本市における児童虐待の

現状はどのようになっているのかについて、ま

ずお伺いします。 

○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）  浅沼幸雄議員の一般質

問にお答えいたします。 

 一問一答という中で、１項目めは児童虐待の

問題、２つ目は企業誘致と働き手の確保の問題、

さらには空き家対策と、３項目の中における御

質問と承りました。 

 この児童虐待の話、これは、本当に、ただい

ま報道された記事の中にも、もうどうしても聞

いていられないような、そのような一つの状況

が現実に起きたということであります。私も、

テレビ報道を通じ、思わずスイッチを切ってお

りました。見るに耐えかねかったと。そのよう

な状況が現実に起きているということは、人ご

とではない、他の地域の問題ではない。遠野市

でも、いつ、どのような形で起きるかわからな

いというような、そのような状況になっている

ということを、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おります。 

 切れ目のない一つの子育てをしっかりと支援

しようという中で、「子育てするならば遠野」

という取り組みの中で、さまざまな取り組みを

進めております。 

 この４月には、子育て応援部という組織を立

ち上げながら、保育協会、教育委員会、子育て

応援部、そして健康福祉部等、しっかりとスク

ラムを組みながら、そこにいろんなボランティ

アの方々も巻き込みながら、みんなで、そのよ

うな形で、子どもたちを守ろうという、そのよ

うな環境をつくっていかなければならないかと

いうように思っているところであります。 

 ただいま現状と、どうなっているのかという

ことでございましたので、これは遠野市として

も、繰り返しになりますけども、他の地域の問

題ではないという認識のもとで、子育て応援部

のほうでその数字をつかんで把握しております、

子育て応援部長のほうから、この現状につきま

して具体的な数字をもっ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）  佐々木子育て応援部長。 

   〔子育て応援部長兼総合食育課長佐々木

一富君登壇〕 

○子育て応援部長兼総合食育課長（佐々木一富

君）  市長の命により、お答え申し上げます。 

 本市における児童虐待の現状でありますけれ
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ども、まず、子どもの虐待は、身体的虐待、心

理的虐待、ネグレクト、性的虐待と、この４つ

に分類されます。 

 全国では、児童虐待は深刻な社会問題となっ

ておりますけれども、最近でも、県内でも子ど

ものとうとい命が失われるといった痛ましい事

件も起きてございます。 

 県内３児童相談所の虐待相談受理件数は、増

加傾向でございます。29年度は、過去最高の1,

087件となってございます。その中で現在、遠

野市の、４つの児童虐待に係る相談人数につき

ましては、24人が対象となってございます。 

 児童虐待の問題は、家庭環境、それから生活

困窮、夫婦の関係の問題、家族の問題など多種

多様にあるわけですけれども、その中でも、子

どもを体罰や言葉で無理やり従わせる行為、こ

ういったことも「虐待」ということになるわけ

でございますが、「しつけ」と称して虐待を行

っているケースも見受けられます。 

 元気わらすっこセンターの「こども政策課」

内には、家庭相談員、女性相談員それぞれ相談

窓口を設置してございまして、実態の把握、早

期発見、早期対応を行っているところでござい

ます。 

 この相談しやすい環境を整えながら、親身に

なって何度も相談者宅にも足を運んで、そして

家族に寄り添って、虐待の解消に向けて活動を

してございます。 

 以上でございます。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  遠野市における虐待は

多分、平成29年度ということだと思うんですが、

県内が1,087件のうち遠野では24件というふう

に承りましたけれども、思ったより結構な数字

があるなというふうに感じたところであります。

でも、それなりに行政も対応しているんだなと

いうのもあるんです。 

 先ほど新聞を引用した２つの事件とも、やっ

ぱり前兆というか疑わしきことがあったという

ふうに記事からは読み取れるんですけれども、

遠野市において、仮に虐待が疑われるというこ

とが生じた場合には、どのような対応を今現在

はとっていらっしゃるのかについてお伺いしま

す。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この児童虐待の問題に

つきましては、ただいま具体的な数字をもちま

して担当部長のほうから答弁を申し上げました。 

 かなりの件数でふえているという中であるわ

けでございますので、この部分は、事命にかか

わる深刻な問題なわけでありますから、よほど

の緊張感を持って、やはりみんなで力を合わせ

ながら見守る、あるいはしっかりとしたフォ

ローをするということが極めて大事な仕組みで

はないのかなというように思っておりまして、

虐待通報があった場合は、48時間以内に子ども

の安否確認のため自宅等に駆けつけ、子どもの

安全確保と保護者及び関係者から聞き取りを行

うというような、そのような一つの体制を組ま

せていただいております。 

 やはり、この「48時間内」という部分も、も

っと、あるいは──そういう情報をキャッチし

た場合には、もっと早めなきゃならないという

こと当然でありますけども、そのような緊張感

の中で体制づくりを行っているという中で、子

育て応援部の「こども政策課」の中に、緊急度

の判定会議を行いながら、どのような形でケー

ス・バイ・ケースの中で対応していくかという

ことにつきまして、そのような体制を組ませて

いただいているということであります。 

 そうやって、必要に応じまして、県の児童総

合相談センターのほうにちゃんと連携を図りな

がら、関係者の、あるいは専門家の意見も聞く

という、繰り返しになりますけども、ケースに

応じて、その都度その都度、緊急度あるいはそ

の内容に応じて、「どのような」と部分をみん

なで話し合うというような、そのような場を設

けておるということでありますので、その辺が、

さらには、児童福祉法に基づきまして、遠野市

要保護児童対策地域協議会なども立ち上げなが
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ら、その中でさまざまな情報を把握はしている

というような状況であるわけであります。 

 もう一方においては、この「緊急を有する」

ということが非常に大事なわけでございますか

ら、この部分におきまして、元気わらすっこセ

ンターの「こども政策課」内に直通電話回線を

設けておりまして、早急に対応ができる体制も

とっておると。この電話番号は、児童相談所全

国共通通報ダイヤルというのを合わせながら、

「いちはやく」というような、そのような番号

の中で、そういうようなネットワークを構築し

ながら体制を構築しているということでありま

すので、御了承いただければと思っております。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  疑わしい事案が発生し

たときには、きちんと対応しているという答弁

と受けとめました。まあ、まずは安心かなとい

うふうに思いました。 

 本当、一番いいのは、そういう疑わしい事案

もしくは虐待そのもの、そういうものをなくす

ることだというふうに思うんです。ただ、それ

がなかなか難しいので、いろんな対応をしてい

るんですけれども……。だから、その疑わしい

ものに対する対応とかも、しながら、並行して、

やっぱり虐待を１件でも、１人でも少なくする

取り組みも必要なのではないかなというふうに

思うんですけれども、その点についてのお考え

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「疑わしいものに、

いち早く」という部分はやっぱり一番大事なこ

とでありまして、先ほども申し上げましたとお

り、そのような体制を構築しているということ

でありますので、これは、やはり、私も先般の

事案などを聞いておりまして、行政というもの

の中で、どこまで、この問題に入っていけるの

かな。 

 先ほど担当部長からも答弁申し上げましたと

おり、「しつけ」という中で行われていること

になると、なかなか、プライバシーあるいは個

人情報、そのようなものの中で入り込めないと

いう、もどかしさの中で、現場の担当、関係者

はさまざまな苦労をしているという現実もある

わけでございますので、やはり、「総合力」と

いう言葉をよく私、好んで使っているわけであ

りますけども、この問題につきましても、やっ

ぱり見守り、あるいは地域一体となって、さら

には関係者がしっかりとスクラムを組みながら、

子どもたちを守るという部分の中における対応、

これがやはり──まあ、必ずしも切り札となる

ような政策なり特効薬はないかもしれませんけ

ども、やはり関係者が情報を共有しながら、そ

れぞれ関心を持ちながらという部分の中で、こ

のような虐待防止といったものに対応していく

しかないのかなというような感じも受けている

ところでございますけども、「いくしかないの

かな」という中の、その当たり前のことをみん

なでしっかりと、仕組みにし、そして対応して

いくということに全力を挙げるということにな

るんじゃ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、答弁としては抽象的な答

弁になりましたけれども、御了承いただければ

と思っております。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  ただいまの答弁にもあ

りましたように、その「しつけ」ということも

考えますと、本当に微妙な場合も出てくるんだ

ろうなというふうにも思います。 

 地元紙の６月16日付の論説コラムあるんです

が、「相次ぐ児童虐待死」ということで、ちょ

っと読ませていただきますけども、 

 救えた命だった。 

 今月、東京都と県内で相次ぎ発覚した児

童虐待死亡事件。捜査の進展で浮かび上が

ってきた経緯から、そう感じざるを得ない。 

「そう感じざるを得ない」というのは「救えた

命だった」ということなんですけれども。 

 このコラム欄の最後のほうに、 

 母子保健のネットワークも総点検したい。
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乳幼児健診は絶好の機会だ。気になる子が

いたら、あるいは健診を受けていない子が

いたら、フォローする。電話で済まさない。

家庭訪問して直接会い、気軽に相談できる

関係をつくる。当たり前のことが、おろそ

かになっていないか。 

 核家族化が進み、地域のつながりが希薄

になる中、妊娠、出産、子育てに悩みを抱

え、孤立している親は多い。 

 悩みを気軽に相談できる仕組み、リスク

が高い家庭を見守る仕組み、危機に早期対

応する仕組み。各層の関係機関がしっかり

連携してこそ、小さな命を守ることができ

る。 

と結んでおります。 

 まさに、この論説で言っていること、これを

やっぱり一つ一つ積み上げるしかないのかなと、

私も思っておるところでございます。市長も先

ほど答弁で、そのような内容を答弁していただ

きましたので、この質問に関しましては、この

ぐらいにしまして、第２点目の企業誘致と働き

手の確保についての質問にまいります。 

 この項目にも、また新聞記事を引用させてい

ただきます。６月２日付地元紙の１面に、「遠

野に本社移転へ」の大見出しの記事が掲載され

ました。 

 そこで質問ですが、新聞に載った企業を含め

まして、本市の企業誘致の現状について、まず

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）  お答えいたします。 

 企業誘致の現状についてということでありま

したけれども、先ほどの児童虐待の問題につき

まして、いろいろ関係者が一丸でというお話の

中で、お話ありました。これは答弁は要らない

ということでありましたけれども、私も、先ほ

どの御質問を聞きながら、今、「ねっと・ゆり

かご」という一つの仕組みを立ち上げて、もう

10年以上になるわけでございますね。 

 待っているんじゃなくて、そこにいる助産師

さん方が、やっぱり、妊娠中のお母さん、ある

いは子育て中のお母さん、家庭を訪問しながら、

「訪問する助産師」という部分も、やっぱり

「ねっと・ゆりかご」の仕組みの中に持ち込ん

でもいいのかな、なんていう議論を今盛んに行

っておりまして。 

 ただ、この遠隔医療モバイル健診という中で

いるんじゃなくして、やっぱり、みんな悩みを

抱えている。特にお母さん方、核家族の中で悩

みを抱えている。そこに親身になってマンツー

マンで相談を受けるという部分が、やっぱり、

この「助産師」という一つのマンパワーにも求

めてもいいのかな、なんていう議論を今盛んに

行っているとこでございますから、その仕組み

もしっかりしたものに持っていくというのも、

この深刻化する児童虐待に対する一つの仕組み

づくりではないのかなということも思っている

とこでございますので、ちょっと答弁要らない

ということでございましたけれども、そういう

状況にあるということもちょっと申し上げたい

というふうに思って、今申し上げたところであ

ります。 

 さて、企業誘致。 

 新聞等でも報道されたと。そのような状況の

中で、遠野にとっては、この人口減少にどう歯

どめをかけるのかという部分においては、やっ

ぱり雇用の場を。 

 だから、そんなこともありまして、３月定例

市議会におきまして、産業振興条例、いうとこ

ろの「生業条例」といったものを制定いたしま

して、関係者一丸となって、そのような雇用の

場をしっかり確保しながら遠野の役割を果たし

ていこうという、そのような体制に持ち込んだ

わけであります。 

 そういった中で、この企業誘致のこれまでの

現状ということで、私も、一つのトップセール

スという中で、いろいろ訪問をしながら、ある

いはさまざまな企業をめぐりながら、何とか遠

野にという部分の中で活動をしてきたとこでご

ざいますが、その現状につきまして、数字をも

って、これまた御答弁を申し上げたいと思って
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おります。担当の産業部長のほうから、この企

業誘致の現状につきまして、ちょっと具体的な

数字をもって答弁をいたしますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  大里産業部長。 

   〔産業部長大里政純君登壇〕 

○産業部長（大里政純君）  命によりまして、

浅沼幸雄議員の一般質問にお答えいたします。 

 企業誘致については、この10年間で６社の新

規立地につながっております。また、企業の増

設につきましては、10年間で18社の設備投資を

支援いたしました。 

 企業誘致の現状につきましては、６月２日付

の地元紙でも報じられましたとおり、大野ゴム

工業株式会社の関連会社でございます株式会社

ビッグフィールドが、本市への本社機能移転を

計画しております。株式会社ビッグフィールド

は、主に、大野ゴム工業株式会社の製品を、ア

ジア、中東など海外への輸出を手がけておりま

す。 

 遠野市への立地を検討し始めたきっかけは、

大野ゴム工業の製品を、東北横断道から釜石港

へ運び、そこからシンガポールまでコンテナで

輸送するルートが確保できたことによります。

また、立丸トンネル開通によりまして、宮古港

から北海道へと、北東北・北海道の国内営業拠

点に遠野がなり得るとの判断によるものでござ

います。まさに、海外を相手に戦っております

企業の世界戦略における遠野の位置づけ、拠点

性を見出した経営判断がそこにあったものと受

けとめております。 

 市といたしましては、事業所設置奨励条例に

基づきまして、事業用地の交渉・あっせんなど

に取り組んでおります。また、政府の進める首

都圏からの本社機能移転に位置づけまして、県

とも連携しながら、市税、県税の減免措置など

に対応してまいります。 

 遠野東工業団地への立地につきましては、今

もなお、土地の形状、造成費、用地の取得価格

など、相手方企業と交渉を継続してございます。

また、農地転用の手続を同時に進めております。

これら諸条件が整い、相手方企業と一定の合意

が得られたタイミングで立地協定を結びたいと

考えているところでございます。 

 一方、中心市街地への企業誘致としては、現

在、情報システム関係の事業所の開設の話を慎

重に進めているところでございます。 

 今後も、町場と郊外、それぞれに適した業種

の企業誘致に対応してまいりたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  先ほど新聞、地元紙を

引用したんですが、くしくも先ほど引用した記

事と同じ日の同じ１面に「高卒求人73％増」と

いう見出し、あとは違う記事で「県内採用、競

争激化」、そして同日付の４面には「中小採用

難が加速」、「強まる大企業志向」と、見出し

を見ただけでも人材の確保がますます難しくな

ってきているなと感じます。 

 この人材不足に関しましては、前回３月定例

会の一般質問でも複数の同僚議員から質問があ

ったばかりではあるんですけれども、いよいよ、

より現実的になってきたなと感じているところ

であります。 

 そこで質問ですが、誘致企業の働き手の確保

の見通しや方策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）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  先ほど、この企業誘致

の状況につきまして、担当部長から10年間の数

字をもって答弁を申し上げました。 

 いろんな、この遠野の優位性、それが釜石港

の港湾機能の充実あるいは宮古港の定期航路の

新たな開設、そこに釜石自動車道が全通をし、

立丸峠の２つのトンネルが、という部分の中で、

内陸と沿岸の１つの拠点として、先ほどの部長

の答弁にありましたとおり、この大野ゴム関連

企業の本社機能移転の問題は、シンガポールを

経由しアジア、中東にも、という。そのような
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中で、遠野にそのような拠点を設ければ、釜石

港から直接、物流コストをかけずに海外へとい

う、そのような流れということになるわけでご

ざいますから、そういった意味におきましては、

遠野の持つ立地条件というのをしっかり生かし

た一つの環境づくりを行い、その中で人口定住

を図りながら産業振興、経済の活性化というこ

とにも持っていかなきゃならないかというよう

に考えておるとこであります。 

 ビッグフィールド社のこの対応などは、そう

いった意味においては、大きな本社機能という

ことになるわけでございますから、大きなイン

パクトのある１つの結果ではないのかなという

ように思っておりまして。 

 ちなみに、今、３月議会でもいろいろ議論が

あったと。そのとおりであります。この「働き

手」という部分の中におきまして、ちょっと数

字を申し上げますけども、市内の誘致企業15社、

この中で、昨年から１年間、48人増加いたしま

した。誘致企業の中で48人、新たな雇用の場と

しての一つの従業員の確保を図ったと。そして、

この春卒業した新規学卒者の就職雇用状況、こ

れも、市内誘致企業からの求人数が49人あった

わけでありますけども、うち内定者が24人にと

どまったという、そのような数字として把握し

ております。 

 これを充足率で見ると49％となるわけでござ

いますから、この分の、充足できなかった未充

足数というものが25人、確保できなかったとい

う数字が、このとおり現実のものとしてあると

いうことですから、３月定例市議会から始まっ

て、この６月定例市議会でも、この部分がこの

ように議論されているわけでございますけども、

これを手こまねいているわけにはいかないと。 

 やっぱり幾分でも地元に定着というのは一つ

の仕掛け、高校教育の部分の中においても連携

を図る。さらには、やはり呼び込む。Ｉターン、

Ｕターン。さらには、遠野でという部分の中で、

都市部のほうからも労働力を確保するというよ

うな、いろんなさまざまな仕掛けをしていかな

ければならないかというように思っております

ので、こういったことをしっかり踏まえるため

にも、きのう、ちょっと、雇用促進事業団の雇

用促進住宅の話題が宮田勝美議員のほうからの

質問ありまして申し上げたわけでありますけど

も、４棟あると。そういった意味においては、

これも利活用するという部分の中で非常に関心

を持ってもらえたという感触を得たという話を

申し上げましたけども、そのようなことを踏ま

えながら、地元の新規学卒者の定着と、さらに

市外から呼び込むという部分の両方を、それぞ

れ関係者一丸となって、その体制を取り込みな

がら、この未充足数が出ないような中における、

ミスマッチが生じないような、そのような働き

かけと活動を強め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）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  ただいまの答弁により

ますと、４号線沿いのほうからも、呼び込んで

くる。働き手を──というふうにも、とったん

ですけれども、まあ、それも一つの方策だと思

いますが、実際には、４号線沿いには国内大手

の電機メーカーで、さっきの新聞にも載ってい

ましたけれども、工場増設して290名、30年度

かな、採用という記事も載っていました。逆に、

その４号線沿いに立地する企業は、周辺の市町

村自治体からの労働力を見込んでいるというこ

となようであります。 

 そうしたときに、今市長が答弁されたように、

やっぱり、逆に、そっちの中央のほうからこっ

ちに呼び込むんだというふうなものを実現して

いくためには、やっぱり何か、遠野そのもの─

─その企業の魅力だけではなく、やっぱり遠野

の魅力。例えば、本当に子育ての環境がいいと

か、あるいは、遠野では学力がつくとか。そう

いうものもないと、なかなか、雇用条件のいい

４号線沿いの大手企業が近くにあるのに、こち

らに呼び込むというのは、なかなか現実的には

難しいんじゃないかなというふうに思うんです

よね。 

 でありますので、先ほどの市長の答弁は、そ
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れはそれでいいんですけれども、市長がいつも

お話しされているように、やっぱり今回は特に

スピードと中身。スピードは早く、中身もきち

っとというやり方しないと、やっぱりどうして

も、こちら遠野の企業のほうに来る働き手の確

保が難しいんじゃないかなと思うんですけれど

も、その点については、市長はどのようにお考

えでしょう。 

○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）  先ほど充足率の部分も

話、数字を申し上げたわけでありますけども、

やはり、この問題も、単なる人数で把握はする

だけじゃなくして、ただいまお話がありました

とおり、さまざまな環境づくりをしていかなき

ゃならない。 

 ある企業から、お邪魔したときに、このよう

な話がありました。「福祉施設は、どうなって

いますか」と。介護を抱えている方々も、介護

問題を抱えている方々も、やっぱり応募してく

るのが多いんだけども、「介護施設の状況は、

どうなっていますか」と。「保育所の状況は」、

あるいは「児童館の状況は」。矢継ぎ早に、そ

のような話が出てまいりました。 

 やはり、その辺のところをしっかりと、やっ

ぱり環境づくりをするということが、やはり、

このような一つの問題に対する答えではないの

かなというように思っておりますので、文字ど

おり福祉は福祉の問題だ、子育ては子育て問題

──じゃなくして、それを、きちんとした環境

づくりを行うことになる。 

 私は、いつも思っているんですけども、復興、

７年３カ月、被災地も懸命に頑張っております。

そういった部分の中におきましては、遠野とい

う１つの地域の中にあっては、いずれも通勤範

囲に入ってくるという中における道路インフラ

が整備されているということを１つの強みとし

て捉えながら、その中でお互い、遠野もよけれ

ば他の地域も、周辺の市町村もいい。そのよう

な関係をやっぱり構築していくことが大事じゃ

ないのかなと思っておりまして。 

 先般、県の、産業振興担当の副知事が２人制

になったという中で、そのもう一人の副知事が

尋ねてまいりました。いろいろ、やっぱり、そ

ういった意味においてはトータルな、広域的な

ネットワークの中で、この労働力問題について

も、お互い連携し合おうという中で、県が音頭

をとってくれないかというような、そのような

話を申し上げて、もちろんだという話もいただ

きましたので、そのような仕組みづくりをこれ

からも、さまざま進めながら、お話ありました

ような、そのような関係をつくっていきたいと

いうように考えているとこであります。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  一昔前は、企業誘致、

これはどこの自治体も大命題で、本当に優良・

優秀な企業を誘致するというのは大変な役目、

役割だったと認識しております。 

 今も、その点については、そんなに変わって

はいないとは思いますけれども、ただ、大きく

変わったのは、その働き手の確保が難しくなっ

てきているというのは大きく変わったんだろう

なと感じております。 

 ただ、今までの質問は「誘致企業の働き手」

ということで質問させていただいたんですけれ

ども、これは、市内には、ずっと昔から地域に

根差した既存の地元の企業、いろんな職種ある

んですけれども、たくさんの地元の企業があり

ます。やはり例外なく、この地元の企業も、働

き手の確保には四苦八苦しております。 

 この解決策というのは、その誘致企業の働き

手の確保とも重複する部分もあるとは思うんで

すけれども、今まで遠野の発展のためにいろい

ろと尽力された、その地元の企業、この方々も、

やはり、きちっと働き手の確保になるように、

市のほうもいろんな施策を講じなければならな

いのではないかなと感じるところなんですけれ

ども、その点についての市長のお考えをお伺い

します。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 
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○市長（本田敏秋君）  全く御指摘のとおりだ

というように思っております。 

 この４月に、産業部の中に１つの課をそれぞ

れ立ち上げた中で、再編をいたしました。その

課の中に、商工労働課という１つの組織を立ち

上げました。商工労働課と。その中におきまし

て、ただいまの雇用問題、あるいはいろんな環

境整備、そしてまた地場企業と誘致企業とのき

ちんとした連携といったものを図らなきゃなら

ない。 

 その中で、企業支援といったようなものを、

シフトしながら、「石の上にも３年」という一

つの制度を設けているわけでありますけども、

やはり頑張ってほしいというような中で、ハ

ローワーク等ともしっかりと連携を図りながら、

そういった方々に支援をする。 

 さらには、家賃補助のようなものを、議会の

議決をいただきながら制度化しているというこ

とでございますので、そのような、この「企業

支援」という一つの切り口の中で、この商工労

働課の中で、特に若い方々の雇用確保につなが

るような、そのような施策の充実も合わせて、

しっかりと図っていかなきゃならないのかなと

いうように思っておるとこでございますから、

商工労働課というものを設けたからそれで済む

んじゃなくて、その「企業支援」という一つの

仕組みを、もっともっと中身のあるものに、あ

るいは充実したものに、知恵を出していきたい

と。 

 そのためには、企業の方々のニーズあるいは

要望、それをしっかりと把握しながら──だか

ら、商工労働課の職員には、とにかく企業を回

ってほしいと。で、それはしっかりと聞き取っ

てほしいと。それをどう施策に反映できるのか、

どう連携を図ったらいいのか、それを、まさに

タイミングを失しないような中で対応していこ

うじゃないかということで対応していくとこで

ございますから、これからもひとつ御指導をよ

ろしくお願いを申し上げたいと思っております。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  私の質問は「働き手の

確保」という狭い範囲での質問だったんですけ

れども、ただいまの答弁は、「企業支援」とい

う幅広い捉え方の答弁かなと。 

 確かに、働き手の確保だけが問題じゃないん

だろうなと。いろんな地元の企業も、いろんな

問題抱えているということも確かにあるという

ふうに思いますので、先ほど市長が答弁の中で

お話しされたように、職員が企業を回って歩い

て、どんな問題があるのか、どんなニーズがあ

るのか、そういうところをきちっと把握して、

確かに総合的な企業支援という形で取り組んで

いただきたいなというふうに思います。 

 それでは、最後になりますけれども、大項目

３点目の、空き家の利活用についての質問に入

ります。 

 空き家につきましては、昨日の同僚議員の一

般質問でも質問しておりますので、重複する部

分は割愛させて質問させていただきたいと思い

ます。 

 話は変わりますけれども、私たち遠野市議会

では、４月の下旬に市民との懇談会を開催しま

した。私が所属する班は３カ所の会場に出向き

ましたが、そのうちの１つの会場で出た話題の

中に空き家の利活用がありましたので、早速、

この一般質問で取り上げさせていただきます。 

 市内の各所には空き家がふえてきております

し、今後ますますふえてくるものと予想されま

す。 

 そこで質問ですが、市内中心部の空き家を、

ひとり暮らし、または２人暮らし高齢者向けの

共同住宅として利活用してはどうかという提言

でございますけれども、これ、先ほど申し上げ

ましたように、市民からの提言です。それに対

しましての市長のお考えを、まずお伺いいたし

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）  空き家対策についてと

いう一つの切り口からの、議員懇談会をやった

中でいろいろそのような意見もあったというこ
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とを踏まえての提案型の質問というふうに承っ

たわけでありますけれども、きのう申し上げま

したとおり、宮田勝美議員から、この問題につ

きましても御質問がありました。 

 その際も答弁申し上げているわけであります

けれども、市内には約600棟の空き家が存在し

ているという現実であります。 

 そして、利用可能と思われる──600棟のう

ち、約７割が利用可能だということになってい

るわけでありますから、これを何とかやっぱり

利活用していくという方向に持っていかなきゃ

ならないということは、これ言うまでもありま

せん。空き家となっているわけでございますか

ら。 

 ただ、所有者の方々のその意向を、これは無

視するわけにはいきません。それから、やはり、

そのような中でどう利活用するかといっても、

それぞれ、例えばトイレを改修しなきゃならな

いとか、暖房の二重サッシをしっかり入れなき

ゃならないとかと、いろんなものがその中でか

かわってくるという部分があるわけでございま

すので、まず、この権利者の、所有者の方々の

理解をどう得るかということも、一つ考えてい

かなきゃならない。 

 そしてまた、借りる側のほうにも、今おっし

ゃいました、共同で住むといった場合におきま

する一つの切り口となれば、これも、持ち家が

あるのに、またそっちへ入っていくのかという

ような部分にはなってくるわけでございますか

ら、その辺のマッチングをどのように持ってい

くかということも考えていかなきゃならない。 

 シェアハウスというような一つの位置づけの

中で、そういったものが提案されたということ

でございますけども、これなども、やっぱり

ニーズをしっかり──特に、高齢者の方々のシ

ェアハウスとなれば、やっぱりさまざまな──

バリアフリーにもしなきゃならない。安心・安

全の環境もつくっていかなきゃならない。さま

ざまな課題があるわけでございますから、空き

家があるからシェアハウスというとこには、も

う、そこにたどり着くまでにはやっぱりいろん

なハードルがあるという部分を、我々も冷静に

見ながら、やっぱり、この600棟ある空き家を

という部分を──先般、「で・くらす遠野」の

一つの制度の中で、移住・定住ということで、

地元３行の東京支店を回らせていただきました。

支店長さん方と、いろいろお会いしながら懇談

をしてまいりました。 

 その際も、やはりどうしても、空き家といっ

たものがすぐ使えるという部分の中で保ってい

くためには、やっぱり、ある程度資金も必要で

あるし、また権利者の、所有者の理解も得なき

ゃならないという部分をどのように持っていっ

たらいいかとなる。 

 県のほうにも盛んに、このことを申し上げて

いるわけでございますけども、空き家、あるい

は、ふえる一方の高齢者の方々、介護保険とい

う制度の中でと、いろんな制度のしがらみの中

で、みんな懸命に頑張っているわけでございま

すから、そういった部分をどのように整合性を

図りながらとなれば、ふえ続ける空き家問題に、

やっぱり市町村任せじゃなくして、国や県がし

っかりとその中に踏み込みながら、市町村と連

携を図りながら、空き家の利活用というのは大

きなプロジェクト、そこで、大きな公共事業は

またそこに出てくると。そのようなことを、も

う、それこそ大きな仕組みの中で考えるべきで

はないだろうかと。 

 それか、そのシェアハウスのような問題も、

その中で一つ──じゃあ、この分には、このよ

うな対象の、こういった方々を対象にした、そ

のような施設をというような部分もまた見えて

くるんじゃないのかなというふうに思っておる

とこでございますから、そのようなことを、い

ろんな角度から、御提案の趣旨に沿って検討し

てまいりたいというように考えております。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  この問題を今、一般質

問で取り上げましたのは、もちろん市民の方か

らの提言もあったんですけれども、私なりに考

えて──それこそ、きのうの答弁でも、市長は
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余り「弱者」という言葉は使いたくないという

話あったんですけれども、まあ「買い物弱者」

とか、それから「交通弱者」とか、いろんな意

味で、例えば病院に行くにしても買い物するに

しても、何か用足しするにしても、周辺部の、

特に足の、「足」というか車、自家用車とかな

い方々は結構大変な状況になってきているとい

うのは、私が申すまでもないことなんですけれ

ども、これが、余り遠くない時期に、どんどん

そういうふうな状況が進んでいくというふうに

想像、予想されるんです。 

 そのようなときに、いろんな方法・手法、あ

ると思います。今やっているデマンドバスとか、

あるいは何かタクシーの利用券とかです。 

 もう一つの考え方は、やっぱり、コンパクト

なところに、その人たちが集まるという考え方

もあると思うんです。 

 いつだったか、一般質問で述べだったんです

けれども、この825平方キロある遠野市、これ

は、高度経済成長期のときには、道路でも水道

でも、下水道でも、いろんな社会インフラ、ど

んどん拡充できたんですが、今、人口減少社会

になって、国からの予算もつきにくくなってく

る時代において、恐らく、この825平方キロの

中に張りめぐらしたインフラを維持するという

ことはもう不可能に近いというふうに、私は思

うんですよね。 

 だったら、どうするのかといったときに、や

っぱり、ある程度、人が集まって、そして、俗

に言われるコンパクトシティーというものも考

えなければならないのかなと。 

 とすると、さっき市長が答弁でありましたよ

うに、シェアハウス、共同住宅に高齢者が入っ

たら、じゃあ、今まで住んでいた分はどうなる

んだという話になるんです。 

 まあ、極論になるかもしれませんけれども、

昔は周辺部から、まちに仕事に来た。今これか

らの時代というのは、まちの中心部に住んで、

仕事は、農業でも林業でも、そちらに通って仕

事をするんだという時代が来るような気もする

んですよね。 

 そういうものを考えたときに、当面、市内の

空き家の利活用方法として、そういうふうな、

高齢者ひとり暮らし、２人暮らしの共同住宅。

あるいは、先ほど出てきました誘致企業の独身

の社宅でもいいかもしれませんし、何か、そう

いう利用の仕方というのはあるんじゃないの。 

 よく市長が「遠野方式」という言葉使うんで

すけれども、確かに、遠野市とか岩手県だけの

問題じゃなく、やっぱり国とかでやらなければ

ならない問題だとは思いますけれども──もう、

空き家に関しては。 

 ただ、遠野市でできるやり方もあるんじゃな

いのかなという気もするんですけれども、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）  一つ、この人口減少社

会の中にあって、縮小社会としての新たな仕組

みづくりということが、よくさまざまな場面で

話がされております。 

 今、浅沼議員からいろいろ御提案あったよう

なものも、まさに発想を変え、その中で遠野な

らではという仕組みづくりを行っていかなけれ

ばならないという部分に、今、我々はその現場

に立っているんではないのかなと思っておりま

す。 

 「まあ、空き家だから、改装して誰かに入っ

てもらえばいい」というわけにはいかない。や

っぱりいろんなニーズにどのように対応しなが

ら、そしてまた遠野としてどのような課題を抱

えているのかという部分の中にあれば、やっぱ

り、それをどのような仕組みにし、またどのよ

うな環境整備を行っていくかとなれば、やはり

一つは発想の転換を図り、そこに一つの企画力

を持ちながら、そして実行力という一つの力が

そこに出てくるという中で、この空き家の利活

用といったようなものも一つの展望が見えてく

るんではないのかなというように思っていると

こであります。 

 社会資本整備総合交付金という一つの制度が

ありまして、これは、上下水道をはじめ、道路
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の長寿命化、あるいはさまざまな長寿命化を図

るための、耐震補強も含めてのいろんな制度と

して、地元、「地元」というよりも市町村にと

っては使い勝手がいい一つの制度なわけであり

ますけども、この予算もなかなか、社会保障費

であるとか高齢化社会、あるいは子育てという

部分の中で、これはもうどうしても避けて通れ

ない課題でありますから、どうしても、そちら

のほうにもきちんとした予算をという部分の中

にあって、その社会資本整備総合交付金が、き

ちんとした財源を確保できなくなってきている

と。そのような状況にありまして。 

 先般、県の市長会と、それから地元国会議員

との懇談会がありました。その際も、やはり、

このような空き家問題、あるいは安心・安全と

いった問題に対する環境整備、社会資本整備総

合交付金のような、市町村にとっては使い勝手

がいい財源をしっかりと確保してほしいと。そ

のことによって、もう空き家問題もはじめ、あ

るいは安心・安全といったものをそれで確保で

きると。 

 「どうでもいいんだ」というわけにはいかな

い。大都市で大災害が起きたときはどうするん

だと、きょう冒頭ありました。大阪での地震、

本当に痛ましい、犠牲者も出たということであ

ります。いつ何どき、あのようなものが起きる

かわかんない。 

 そういった中で、国土の均衡ある中において、

地方にも、しっかりと目を向ける。地方の住環

境、インフラ整備、これにもしっかりと目を向

けるという部分が、やっぱり国の政策として、

しっかり位置づけなければ、まち・ひと・しご

と地方創生法といった、あの風はどうしたんだ

というようなことを、まあ私もちょっと言いた

くなる場面がしょっちゅうあるわけでございま

すので、浅沼議員等のこの提案も含めながら、

そのようなものにしっかりと受け答えできるよ

うな、そのような環境整備も、ただただ、国が、

県がということじゃなくして、遠野としても、

しっかりと、そういった部分に対応できるよう

な知恵とアイデアを出しながら取り組んでまい

りたいというように考えているとこでございま

す。 

 これも若干抽象的な答弁になったかというよ

うに思っておりますけども、御提案型として大

変貴重な御質問いただいたということを踏まえ

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）  懇談会で、空き家の利

活用について、もう一つ意見が出されたんです

けれども、それ、同じ空き家でも、この中心部

じゃなく周辺部の空き家。この周辺部の空き家

というのは、自然環境にも恵まれて、比較的大

きな建物が多いことから、都会の大手企業等の

保養施設として利活用してはどうかという提言

がありました。 

 確かに、今、自然回帰とか田園回帰というふ

うに言われておりますけれども、都会の方々が、

そういう、田舎に来て、ゆっくりするんだとい

うふうな流れができつつあります。 

 そうしたときに、やっぱり、そういう大手企

業なんかも、わざわざ大きなお金をかけて保養

施設をつくっているところもあるようでござい

ますけれども、そうではなくて、こういう、遠

野のちょっとした周辺部の空き家を、それこそ

改築・改造して、家族単位の保養とか、あるい

は若い人たちの保養、あるいは年いった人たち

の──という利用もありなのかなというふうに

思うんですよね。 

 そうしたときに、普通一般的には、例えば自

治体が行うのは、その持ち主ある空き家、そし

てそれを探している方の仲介・あっせんという

パターンが多いんですけれども、先ほどの話に

戻ります。企業誘致するときに、一旦、土地を

市が買い上げて、そして企業に売却するという

方法あるんですけれども、その空き家に関して

も、利用が見込める、そういう見通しがあるん

であれば、そのような方法もあってもいいんじ

ゃないかなとも思うんですけれども、それにつ

いて市長のお考えをお伺いします。 

○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）  これも一つの提案型と

いうことになろうかと思っておりますけども、

企業誘致を進めるに当たっては、空き家情報な

どもしっかりと提供しながら、この自然との触

れ合いの中で、コミュニケーションという場と

して空き家の利活用も、保養施設という話も出

ましたけども、そのようなことも考えてみては

どうだろうかという話であります。 

 全く認識は同じであります。今、大手の企業

を中心に、これは官民挙げてでありますけども、

どこの世界でもコミュニケーションというもの

が大きなキーワードになってきております。情

報化がどんどん進むことによって、人と人との

対話、会話が、どうもなくなってきている。民

間会社でも非常に悩みだということを聞いてお

ります。 

 これは民間会社だけじゃなくて、行政もその

ような状況にもう、なってきているということ

も、私も、こういう仕事を受けておりまして、

そのことを強く感じるところもあるわけでござ

いますから、コミュニケーション、そしてフ

ェース・ツー・フェースの中で、さまざまお互

い悩みを共有し合いながら、理解し合いながら、

そして課題に向かっていくという部分の中にお

ける、そのようなものの一つの場としての、こ

の空き家活用といったようなものも、やっぱり

訴えていく、あるいはそういうアプローチをし

ていくと。大事なことじゃないかなと思ってお

りますから、これも検討をさせていただきたい

というように思っております。 

○15番（浅沼幸雄君）  終わります。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午前11時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。 

 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。 

 私からも、昨日起こりました大阪北部の地震

で犠牲になられました皆様にお悔やみを申し上

げますとともに、被災された多くの皆様にお見

舞いを申し上げます。 

 それでは、事前通告に従い、今定例会も一問

一答形式により、市長に２つのテーマについて

質問をさせていただきます。 

 １項目めは、去る６月２日の地元新聞に掲載

された「遠野駅舎、新築案に合意」という記事

に関連し、遠野駅舎の建てかえ基本計画調査と

今後について、そして２番目の項目は、今年度

中に予定されている釜石道の遠野インターチェ

ンジから釜石インターチェンジの間の開通や国

道340号立丸峠のトンネル開通など、高速交通

環境などの変化に伴い、高速横断道（自動車専

用道）釜石秋田線全線開通後の道の駅「遠野風

の丘」への影響と誘客についてと題した質問に、

答弁を願うものであります。 

 今回の議会は、私の２期８年の議員生活にお

いて31回目の定例会となりました。議員は、１

年で４回の質問のチャンスがあり、１期４年で

16回、２期８年の任期では32回の機会があるわ

けですが、私にとって今回の一般質問は30回目

の節目となりました。 

 「何でもしゃべればいいもんではない」との

御批判や、「農業問題などに的を絞って質問す

るべきでは」などの御提言もいただくこともあ

りましたが、後から議員になられた１期目の若

い同僚議員の諸君が一生懸命頑張っている中で、

私も刺激を受け、その時々の市政課題や市民福

祉の向上につながればとの思いで、多岐にわた

るテーマを取り上げてきました。 

 また、議会改革を進めている中で、改革、改

革と唱えるだけではなく、この公の議場におい

て自分の考えを述べ、首長である市長と対峙し

て議論できることは議員としての責任と喜びで

あるとともに、提言をしながら、究極的には当

局と一緒になって、市政課題の掘り起こしや情

報共有と議論を交わしながら、少しでも住民に

寄り添う施策の実現が大事ではないかと思いま
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す。 

 人口減少イコール少子・超高齢化社会の進展

の中で、これまでの経済成長社会と同様の市民

生活のサービス維持や、福祉向上施策に依存す

る考え方がまだまだ根強い中で、社会を支える

若年層が極端に減っていく逆ピラミッド型の人

口構造社会となり、国力の低下や経済規模の縮

小など、経験したことのない縮小社会が既に始

まっています。 

 このような情勢の中で、全国の基礎自治体は、

厳しい財政状況と山積する多くの課題の解決に

対処していかなければならない大きな責務を背

負っています。 

 我が遠野市議会としても、個々の課題へきめ

細かく対応することは当然ながら、当局ととも

に大局的な視点から将来の遠野の姿を見据え、

この一般質問の場を最大限に活用し、少しでも

課題解決に議員個々人の考えをぶつけ、主張し

ていくことが、議会活性化に資することであり、

最良の機会ではないかとの思いから、今回もこ

の場に立たせていただきました。 

 さて、東北地方北部も既に梅雨入りをして、

先週は気温の低い日が続きましたが、おととい

の日曜日の地元紙の１面最上段に、ＪＲ東日本

が、東日本大震災の後、沿岸被災地復興支援の

取り組みの一環として、釜石線に蒸気機関車Ｓ

Ｌ銀河を運行していただいていますが、このイ

ベントを盛り上げるべく黒煙を噴き上げて走る

勇壮なＳＬ銀河とともに、線路脇の農道を真っ

赤な吹き流しを手に騎乗、並走しながら、遠野

市乗用馬生産組合の南部流鏑馬の方々の疾走し

ているすばらしい写真が大きく掲載されていま

した。 

 馬で遠野を盛り上げ、観光客に喜んでいただ

こうとする心意気に改めて敬意と感謝を申し上

げながら、ＪＲ東日本にも関係する最初の質問

に入らせていただきます。 

 遠野駅舎は1950年（昭和25年）ごろの建築と

言われ、現駅舎は硬質コンクリートブロック造

りの２階建て、延べ床面積が約1,300平方メー

トル、この規模でのブロック造りの建物が現存

しているのは珍しいとも評されています。人間

でいえば68歳の高齢者の仲間入りの建築年数と

なり、欧州様式が取り入れられ、シンプルさの

中にも重厚で趣のある外観の特徴を持ち、長い

歴史の中で毎日、乗降客の通勤・通学客や旅人

の人生模様を見守ってきました。 

 駅という施設は、申し上げるまでもなく、そ

のまちの玄関口であり、その土地の顔という側

面も持ち合わせ、利便性・機能性だけが追求さ

れた都会の駅も否定するものではありませんが、

地方ではなおさら、その土地独特の風情が漂え

ば漂うほど旅行客などに与える印象は大きく、

思い出の風景として強く心の中に刻まれるので

はないかと思われます。 

 このように、遠野駅舎は、戦後復興の遠野の

昭和と、高度成長から縮小社会への平成の時代

変化を見つめ、歴史的・文化的な価値を評価さ

れる中で、中心市街地活性化整備のまちづくり

のシンボルとして位置づけられてきました。 

 そのような中で、2014年（平成26年）９月、

硬質コンクリートブロック造りの耐震性や安全

性の問題により、ＪＲ東日本から、現駅舎の解

体と３分の１程度に規模縮小する旨の建て替え

案が市のほうに示されたことを受け、翌平成27

年２月９日に河野好宣氏を会長とした、駅舎の

保存活用を考える市民団体「遠野駅舎の未来を

考える会」が設立されたことは、承知をしてお

ります。 

 そして、間髪を入れず、同２月23日にはＪＲ

東日本盛岡支社長宛てに、「遠野駅舎の未来を

考える会」会長並びに遠野市、遠野市議会の３

者の連名で「ＪＲ釜石線遠野駅舎の維持・整備

について」の表題で、文章の最後に、 

 現在の駅舎を中心市街地の象徴的存在と

して街並みの整備に取り組んできた本市の

まちづくりの歴史とともに市民及び多くの

遠野ファンの心情をお察しいただき、今後

の遠野駅舎の整備方針、工事時期などにつ

いては、解体の可否を含めて、本市との十

分な話し合いのもと、納得のうえでの決定

としていただくよう御配慮賜りますことを
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要望いたします。 

との趣意書が提出されました。 

 「遠野駅舎の未来を考える会」の委員の皆様

には、５回のワークショップを開催するなど、

市民の立場で駅舎のあり方を模索し、積極的に

活動されてきた御苦労に、敬意を表します。 

 その後、約１年前の昨年６月５日に、市長と

「遠野駅舎の未来を考える会」会長の連名で、

ワークショップの提言をもとにした駅舎の活用

案策定と協議体制の構築を求めて、盛岡支社長

宛てに申入書が提出されております。 

 議会においても、29年３月定例会では萩野幸

弘議員が、同６月定例会では小林立栄議員が、

駅舎の利活用とまちづくりなどについて一般質

問を行っており、全協や委員会でも説明や議論

があったと承知をしています。 

 そういった中で、過日の新聞報道があり、２

日後の６月４日の議員全員協議会で「遠野駅舎

に係る基本計画調査の実施について」説明がな

されました。ワークショップに関係した方や、

中心市街地や行政に関係する方を除いて、多く

の市民の方は、駅舎の建て替え新築という必要

性をどの程度認識しているのか不明です。 

 最初に私も少し触れましたが、この際、これ

までの経緯の概要と、基本計画調査ではどのよ

うな事項について調査をするのか、その中身、

内容についてお知らせを願います。 

○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）  瀧本議員の一般質問に

お答えいたします。 

 大項目では２つの項目の中で、市政課題の一

つであります駅舎問題につきまして、今、かな

り経過を詳しく質問の中で述べられながら、こ

の問題にどう対応していくのかという、このよ

うな御質問でありました。 

 これにつきましては、質問の冒頭に、提案を

しながら、究極的には、まさに一体となって市

政課題に、市民のニーズに寄り添う形でやっぱ

り議論をしていくんだというような、そのよう

な基本認識が示されました。私は本当に大事な

ことだというふうに思っております。 

 さまざまな形で課題だらけという言葉になる

わけでありますけども、しかし、これは、やは

り、まさに提案をいただきながら、私どももし

っかりと、それを真摯に受けとめながら、そこ

にさまざまな知恵を出し、そしてまた協力し合

いながら、やっぱり市政課題に一つ、少しでも、

少しでも前にという部分の中で取り組むことが、

やはり基本ではないのかなというように思って

おります。 

 よく言われます。「問題は指摘するのは、誰

でもできる」と。しかし、それをどのようにす

ればいいかということについても、やはり提案

が肝心だと。それで議論が進むんだという話を、

私も先輩の方々からよく言われるとこでござい

ますけども、そのような一つのスタンスの中で

議論を深めてまいりたいものだなというように

考えているとこでございますので、そのことを

申し上げて、これから、お話のありましたその

ことについてお答えを申し上げたいと思ってお

ります。 

 経過につきましては、いろいろお話があった

とおりでございます。その繰り返しになります

けども、やはり、これは大きな課題であります

ので、私の立場として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。 

 昭和25年に建設されました遠野駅舎、68年経

過をしているという中で、老朽化と、それから

耐震化の観点から、平成26年にＪＲ東日本盛岡

支社が遠野駅舎の解体と、それに伴う一つの袴

線駅という中で一つの方針を示してきたという

のが平成26年でありました。 

 そしてまた、さらには、平成27年の３月14日

でありますけども、駅舎２階に営業していた

「フォルクローロ遠野」が営業を停止したとい

う一つの経過もあります。 

 これに対しまして、私どもは、平成27年２月

９日に、庁内に関係団体と市内の関係団体の代

表によりまして「遠野駅舎の未来を考える会」

というようなものを一緒になって立ち上げ、Ｊ

Ｒ東日本と向き合うという、そのような体制を



－ 60 － 

構築したところであります。 

 この「遠野駅舎の未来を考える会」の主な活

動状況といたしましては、平成27年２月23日に

ＪＲ盛岡支社へ趣意書を提出、平成27年７月１

日はＪＲ盛岡支社と駅舎の未来を考える会の幹

部との意見交換等も行っているところでありま

す。 

 さらには、平成28年10月から12月までにかけ

まして、５回ほどにわたりまして、未来を考え

る会のワークショップが開かれ、どうしようと。

まさに、みんなで知恵を出して、この駅舎の未

来をどのように位置づけるかということにつき

まして、大きな議論を５回ほど行ったと。 

 それを踏まえながら、平成29年の６月であり

ますけども、ＪＲ盛岡支社へ、ワークショップ

のいろんな内容を踏まえた一つの申し入れを行

ったということであります。 

 そして、この報道の背後には、やはり、さま

ざまなこの駅舎の未来をどのように考えるのか

というところの中で、情報を共有しながら意見

をいただいた結果となったわけでありますから、

関係者の意見をしっかりと把握しながら、ＪＲ

東日本と向き合ったということになろうかとい

うように思っております。 

 ＪＲ側のほうからは、当初は遠野駅舎のこの

状況を考えれば、平成27年度中には取り壊し、

いうところの袴線駅をつくるという、そのよう

な一つの方針であったわけでありますけども、

ただいま申し上げましたような一つの経過の中

で、ＪＲのほうにつきましても、真摯に私ども

の活動に向き合っていただきました。「そんな

こと、どうでもいい」と、「乗降客の安全だ」

と。したがって、取り壊し、袴線駅をつくると

いう、そのような一つのものに持っていかず、

支社長をはじめ、真摯に私どもと向き合ってい

ただいたということが背景にあったわけであり

ます。 

 そういった中におきまして、遠野市といたし

ましても、市民センターの大規模改修あるいは

本庁舎の一つの新たな建設といった大型事業も

控えておったわけでございますから、この解体

に向けたさまざまな対応につきましては、やは

りいろんな意味で、いろいろ緊急性、それから

優先性ということを考えれば、駅舎問題につき

ましては、いろんな形での具体的な話について

は、保存、解体も含め、あるいは合築のような

一つの選択肢も含め、その辺についてはなかな

か、ＪＲ側のほうとの話し合いが……、やっぱ

り、まず市民センターあるいは本庁舎といった

ものを急がなければならないという状況にあっ

たということであります。 

 そのようなことを踏まえながら、現在の駅舎

を残すことが耐震上、非常に困難であるという

一つのことが、我々のほうにも、あるいは「考

える会」の皆様にも、そのことがＪＲ側のほう

から一つの配慮の中でいろいろ示されたという

ことになるわけでございます。 

 この「耐震上、非常に困難だ」という一つの

問題は、やはり乗降客の安全、そしてユニバー

サルデザインという、高齢化する中にあっては、

この問題をやっぱりそのような面でからもしっ

かり考えなければならないという中で、ＪＲ東

のほうから出てきたのは、この遠野のまちづく

りのシンボルである駅舎の外観、あるいは、こ

の外観の維持に配慮しながら駅周辺のいろんな

集客施設などとも連動をしながら、新たな一つ

の駅のあり方というものを一緒になって考えよ

うじゃないかというような、そのような話が出

てきたわけであります。 

 そのことを、先般の６月１日に、「遠野駅舎

の未来を考える会」の皆様に集まっていただき

まして、ＪＲ側のほうからそのような申し出も

あるんで、それを真摯に受けとめながら、みん

なで考えようじゃないかと。ＪＲも本気になっ

て考えてくれている。我々も本気になって向き

合おうじゃないか。──という中で、そのよう

な中で「未来を考える会」の皆様に経過を説明

しながら、２日の日の全員協議会の場におきま

して、議員各位にも、その経過と一つの考え方

を申し上げたということになるわけであります。 

 そういった中におきまして、きょうの、基本

計画の中における調査という一つの形になるわ
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けでございますけども、これにつきましては、

駅舎と、この駅舎並びに関係する周辺につきま

して、現況調査、２つ目には計画条件の整理、

３つ目には計画案の作成、４つ目には鉄道支障

調査という──いろんな関連施設があるわけで

ございますけども、これをどのように持ってい

ったらいいだろうか。それから、概算工事費が

どの程度見込まれるだろうか。あるいは、事業

施工上のさまざまな問題点もあるだろうと。 

 これ、やっぱりきちんと整理しなければ、ど

のようなものに持っていくかということに踏み

出せない。そのためには、市のほうでも負担金

をというような話もあって、また、これはやっ

ぱり放っておけない問題だという中で、この６

月定例市議会の中に、その基本調査に係る、た

だいま６項目のポイントを申し上げたわけでご

ざいますけども、そのようなものを調査しよう

ということで、所要の予算を計上したと。 

 したがいまして、合築ありきという、一つの

結論ではない。その合築ということになっても、

そこにどういう機能を持たせるのか。どのよう

な関連施設の中で、「旅の蔵遠野」もある、

「あすもあ遠野」のもある、「とぴあ」もある。

本庁舎もある、「蔵の町ひろば」もある。昔、

駅前通りが──そのような中で、非常に空洞化

してきているという駅前通りがある。博物館、

「蔵の町ひろば」、「旅の蔵」、「とおの物語

の館」、あるいは「伊藤家」、一日市通り、仲

町通り。 

 そのような一つの動線の中で、そしてまた、

今御質問ありましたとおり、「駅舎」という部

分におきましては、非常にいい言葉だと思うん

ですけど、「旅人の思いに残るような」という

ような、そのような一つの遠野ならではのシン

ボル的なものも、その中に位置づけながら、中

心市街地の再開発という、５年、10年あるいは

20年かかる、その大きなプロジェクトにも、し

っかりと足元を見据えた中で、将来を見誤らな

いような、そのような一つの遠野のまちづくり

を進めていかなければならない。ただ乗降客の

安心安全だけでもって袴線駅というわけにはい

かないんではないだろうかというのが、ほとん

どの市民の皆様の声でもあるし、ＪＲのほうで

も、そのことをしっかりと認識をしている。 

 ＪＲのほうの立場からすれば、基本的には乗

降客の安心が一番なわけでありますから、そう

いった意味においては、コストもかからない、

費用対効果だ、そして赤字を出さないというこ

とになれば、袴線駅をつくれば一番いいわけで

あります。 

 しかし、それだけでは、まちづくりはできな

い。駅というものはどのような存在なんだろう

か。また、駅舎というものはどのような位置づ

けなんだろうか。 

 その中にあっては、お互い、まちづくりに、

我々ＪＲも参加するから、市も一緒になって考

えましょうという中に、ＪＲ側を──市、まさ

に「未来を考える会」の皆様の力あるいは市民

の皆様の力がＪＲという１つの大きな民間会社

を我々の土俵にのせていただいたという部分は、

やっぱり、この「未来を考える会」をはじめ市

民の皆様の力ではなかったのかなというように

私は思っているとこでございますから、これを

真摯に受けとめながら、しっかりとＪＲ側のほ

うと、まちづくりの将来を誤らないような、そ

のような検討を、まさに情報を共有しながら、

進めてまいりたいというように考えているとこ

でございますから、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）  これまでのまちづくり

と「駅舎の未来を考える会」や市当局の真摯な

対応が、このような経過につながってきたとい

う説明がなされました。 

 現在の駅舎は、民間企業となったＪＲ東日本

が所有しているものと思われます。計画では遠

野市とＪＲとの合築ということですが、市の建

物部分は、都市施設・集客施設として今後協議

をしながら決めるとのことであります。 

 周辺に「あすもあ遠野」や「旅の蔵」などの

施設がある中で、具体的な都市施設・集客施設
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のイメージが、正直なところ、いま一つ湧いて

きません。現段階での都市施設・集客施設の整

備方針、コンセプト、イメージなど、市として

構想を描いている部分があれば、お示しを願い

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、この駅舎の問

題に係る経緯につきまして、瀧本議員の質問に

あったことを繰り返すような形での答弁を申し

上げたわけでありますけれども、やはり、きち

んと手順を踏みながら、情報を共有しながら、

そして、その「ありき」ではなくして事を進め

ているということを申し上げたくて、繰り返し

の答弁になったということについては御了承い

ただき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、コンセプトある

いはイメージといったような問題についてとい

うお話でありました。 

 ＪＲ遠野駅舎の活用策の検討につきましては、

「駅舎の未来を考える会」からの公募のほか、

高校生４人も入りまして、そして総勢26人。30

代より若いメンバーが半数以上という、そうい

う構成メンバーの中で、「未来を考える会」の

ワークショップを行ったと。そういった中にお

きまして、平成28年10月から、ただいま１問目

で申し上げましたとおり12月にかけて５回の

ワークショップを行ったということを、先ほど

申し上げました。 

 この中で、３つのコンセプトが位置づけられ

ます。 

 「まちの歴史と魅力が詰まった100年先に誇

れる駅舎」。まさに、このまちの歴史と魅力が

詰まった、という。そのような駅舎。「日常的

な賑わいのある人が集まる場所」。そのような

一つの場所に持っていきたいなというような、

そのようなコンセプト。さらには、「交通、情

報、人、時間の接点として安心な機能」という、

そのようなものが、この３つのコンセプトの中

で位置づけられたということであります。 

 これも、非常にそれぞれ大事な、遠野にとっ

ては大事な切り口ではないのかなというように

思っておりまして、こういったものをあれしな

がら、今度は具体的なアイデアを、この中に持

ち込まなければならない。 

 そして、そのことによって、いうなれば費用

対効果のような問題、あるいは維持管理の問題。

さらには、この経営という部分がどのように位

置づけられるのかということも、当然考えてい

かなきゃならない。 

 そしてまた、それが本当に100年先といった

ものに、３つのコンセプトの中で明確に、説得

力あるものになっていくのかということにつき

ましては、やはり、先ほどの基本調査の中での

さまざまな論点を整理しながら、「これは可能

だな」、「これは、もっともっと議論しなきゃ

ならないな」、「これは非常にいいんだけども、

じゃあ、その後の経営はどうするんだろう。維

持管理はどうするんだ」というようなことを、

やっぱり一つ一つ精査をしながら、そして、そ

れを具体性を持ちながら、市民の皆様の御理解

をいただきながら、ＪＲ側のほうと費用分担と

いうことについても話し合っていかなきゃなら

ないということに、一つ行くのではないのかな

と。 

 そのためのプロセスを踏むためにも、やはり

データが、あるいは調査がしっかりとなされて

いなければ、まさに、きのうの佐々木大三郎議

員の質問にありましたとおり、「思いつきと唐

突だ」というような一つのプロジェクトになっ

てしまったんでは、これは、本当に大変な禍根

を残すことになりますから、やはり慎重に、手

順を踏み、情報を共有し、そして、その中でや

れること、やれないこと、それを整理しながら

一つ一つ前に進んでいくというプロセスを大事

に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。 

○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）  ３つのコンセプトは示

されており、それを、基礎的な計画調査をきっ

ちりとしてから具体策を盛り込んでいくという
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ような答弁でありました。 

 先ほども市長の答弁にもありましたが、10代

の高校生４人を含む多方面の関係者──私の資

料では「31名」となっておりましたが、26名と

いうお話です。その人たちで構成された「未来

を考える会」の果たしてこられた役割は、非常

に大きいものがあると思っています。 

 ＪＲへの趣意書・申入書の提出、５回にわた

るワークショップの開催と詳細な報告書の作成

など、市当局と一体になっての取り組み行動が

ＪＲ東日本に与えた影響は測知れず、河野会長

さんも、市とＪＲとの合築案に「駅利用客の安

全が最優先で、市とＪＲの判断も評価できる。

新築する駅舎兼施設も新たなまちづくりのシン

ボルとなるよう議論を深めたい」と新聞でコメ

ントをしています。 

 今後も、どのような位置づけの中で、どのよ

うな役割を果たしてもらおうとするのか、「未

来を考える会」との今後の関係のあり方につい

て、見解をお尋ねいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この駅舎の問題が持ち

上がったときに、いろいろな、どのような手法

でＪＲ東日本という巨大企業と向き合うのかに

つきまして、非常に悩ましい課題でありました。 

 そういった中におきまして、この駅舎を保存

するという一つのスタンスではなかったと。市

民の皆様が考えた、この組織の立ち上げは、

「駅舎の未来を考える会」という、そのような

形で位置づけたというところに大きな意味合い

が私はあるんじゃないかなというように思って

おります。 

 時代は、刻一刻、変わってきております。そ

して、さまざまな形で変化を求められ、縮小社

会にあって、どのような仕組みをつくっていっ

たらいいだろうかということで、我々の知恵と

さまざまな一つの発想力、企画力が問われてい

るという、市町村という現場があるわけであり

まして、その中で、この「駅舎の未来を」とい

う、そのような一つの切り口の組織が、やはり

非常に重要な意味を持つ。これが、ＪＲのほう

でも、それを真摯に受けとめるという部分にな

っていったということに、私は大きな意義づけ

を持っているわけでございまして。 

 したがいまして、これからも、駅舎をどのよ

うに、あそこに形を残すのかということになっ

た場合のあり方につきましては、まさに「未来

を考える」という部分におきまして、多くの市

民の皆様の声を、この「未来を考える会」を通

じながら、把握し、また、その中でちゃんと共

有しながら、ＪＲ側と真剣に向き合いながら、

望ましい駅舎といったものを、その中に見出し

ていく。 

 その中において、遠野市の役割、ＪＲ側の役

割、さらには、それを取り巻くいろんな民間企

業を含めての役割といったようなことも考えて

いかなければならないのかなというように思っ

ているところであります。 

 この間、大きく新聞に報道がされました。そ

の見出しの中においては、これからの一つのあ

り方の中で、ＪＲグループと日本郵便局株式会

社グループがそれぞれ連携を図る、協定を結ん

だというような、そのような形での報道が大き

く見出しとなって躍っておりました。 

 いろんな意味で、もうさまざまな新たな仕組

みづくり、それが始まっているわけでございま

すので、私どもも、それにしっかりと受け答え

できるような一つの体制を構築していかなきゃ

ならない。 

 そのためには、やはり、しっかりとした地元

の情報を共有しながら、この課題にみんなで真

摯に向き合うんだというような、そのような環

境を遠野市としてつくっていかなければ、やは

り巨大企業との真正面からの議論ができなくな

ってしまうということになるわけでございます

から、改めて、この課題を共有しながら、そし

てまた、どうすればという部分の中で、いろい

ろ議論を深めていくということに持っていきた

いものだな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）  ５番瀧本孝一君。 
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   〔５番瀧本孝一君登壇〕 

○５番（瀧本孝一君）  「未来を考える会」と、

これからも情報共有をしっかりとしながら、市

民と一緒になって、巨大企業であるＪＲさんと、

駅舎の未来について考えていくということであ

りました。 

 次の質問は、５回にわたるワークショップで、

そのうちの３回を駅舎の利活用についてアイデ

ア出しとまとめに費やし、たくさんのアイデア

が出されたことが報告書から伺い知ることがで

きます。 

 私も、一般の方から「コンビニや銭湯があっ

たらいいな」とか「高齢者向け住宅や気軽に集

える集会所などもいいのでは」との声を聞くこ

とから、新築される市の建物部分の利活用のア

イデアを一般市民から募ることも一つの方法で

はないかと思われますが、その考えのあるなし

について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、この「駅舎

の未来を考える会」といったものを前面に出し

ながら御答弁を申し上げているわけでございま

すけども、やっぱり一般市民の皆様の本当にい

ろんなアイデア、提案、さらには考え、こうい

ったことをしっかりとすくい上げるような、そ

のような市のスタンス、さらには「未来を考え

る会」の皆様の御協力、そのようなものを、そ

れこそきめ細かく対応してまいりたいというよ

うに思っておりまして。 

 ちなみに、この「未来を考える会」の中にお

きましては、遠野高校と遠野緑峰高校の生徒諸

君が延べ119人、この議論、ワークショップに

参加している。これは非常に大きな力ではない

のかなというように思っておりまして、このよ

うな一つの仕組みを大事に、大事に、そして、

きめ細かく対応してまいりたいと考えていると

こでございます。 

 改めて、議員各位はじめ市民の皆様の、この

問題に対する御協力と、また、ともに考えよう

という中で対応したいと考えてございますので、

御理解をいただければというように思っている

とこであります。 

○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）  今の答弁では、市民か

らのアイデアも受け付けていただけるような答

弁と伺いました。ぜひ、その方向でお願いをし

たいと思いますし、ワークショップではたくさ

んの提言も出ているわけではありますが、市民

の声も大事ではないのかなというふうに思いま

す。 

 今定例会には、２款総務費１項総務監理費６

目企画費で、まちづくり再生事業費の駅舎の基

本計画調査費として896万4,000円の増額補正が

提案されており、議決されれば、ＪＲ側へ調査

費の負担金として支出されると思われます。 

 ＪＲの所有物に市が介入するということで、

調査費は原因者負担が原則とのことで市の全額

負担となるようですが、しっかりとした調査を

願うとともに、冒頭申し上げたとおり、駅は、

そのまちの玄関口であり、そのまちをイメージ

する顔であります。ＪＲとの合意で、遠野らし

さを醸し出し、それなりの規模と風格を備えた

駅舎は、私は必要であると考えます。 

 今後は、基本計画調査とＪＲとの協議を重ね、

細かな部分が決定されていくものと思われます

が、市民の皆様への周知のためにも、駅舎の解

体・新築に向けた今後のスケジュールなど、現

時点で公表できる工程表があればお知らせを願

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）  先ほど来、申し上げて

いますとおり、基本計画をＪＲ側のほうではし

っかりと示したいということを言っているわけ

でございまして、それに対しまして、当市とし

ても、大きな課題であるということから、今般

の市議会に所要の調査費を遠野市負担分として

予算提案をさせていただいていることになるわ

けでございますけども、ただ、これも、提案す

ればいいんではない。どのようなスケジュール
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が、ということになるわけでございますから。 

 今、2018年、平成30年度であります。したが

いまして、この部分におきまして、今般、議会

のほうで御承認いただいたならば、それを踏ま

えて、ＪＲ側のほうにしっかりと申し入れをし

ながら、協議の場を設ける。 

 そのために、協議の場を設けても、単なる口

約束ではできない。したがって、その部分のお

けるものとして協定のようなものを締結しなが

ら、そしてスケジュール的には、2019年、まあ

平成31年度ということになるわけでございます

けども、2019年中に、そのような一つの調査の

結果等を皆様に御報告申し上げながら、どのよ

うな形での駅舎に持っていったら一番望ましい

だろうか、まちづくりにとっては将来を見誤ら

ないような、一つのプロジェクトとしてどのよ

うな形態と機能を──特に、もう、機能をどの

ように持たせたらいいだろうか。 

 ＪＲ側のほうからは、一定の集客──「集め

る」「お客さん」ですね。集客施設のようなも

のも考えたいというような、そのようなお話も

いただいております。 

 観光振興、交流人口。今、遠野にとっては大

きな、大きな課題であります。これをしっかり

と受けとめるという部分におきましては、「旅

の蔵遠野」、「あすもあ遠野」、「とぴあ」、

本庁舎、あるいは仲町・一日市通り、さらには

駅前通り、博物館、図書館、市民センター、こ

のような動線をどのように結びつける。町なか

のにぎわいという中で駅舎をどのようにという

ことが、やはり徐々に、徐々に見えてくるんで

はないのかと。 

 また、それを見るように持っていかなければ

ならない。ただ「調査を出したから」とは、

「ＪＲさんが出してくれるだろう」じゃなくし

て、我々もしっかりとした、そのような、この

「未来を考える会」の皆様の、そしてまた議員

各位の皆様の意見をしっかりと踏まえながら、

それをＪＲ側のほうに真摯に提案をしていかな

ければならない。そのような、一つの大きなま

ちづくりのプロジェクトであるということの認

識の中で、この工程表、2019年度中というお話

を申し上げたわけでありますけども、やはり、

その方向で進めていかなければならないんじゃ

ないのかな。 

 これは、「2019年」というのは、この今般の

調査費の中において、2019年度中には、この様

子が、概要が、中身が、事業費が、少しは見え

てくるんじゃないのかと。また、それを見せな

ければならないという意味においてのスケジ

ュールでございますので、よろしくお願いを申

し上げます。 

○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）  来年度中には調査結果

が出てくるのではないかなというお話でござい

ました。それを基にして、それから基本計画に

入っていくものと思われます。ぜひ、市の立場

は立場として、しっかりと、ＪＲと協議をして

いただきたいと思います。 

 次の質問に移ります。 

 高速横断道、いわゆる自動車専用道ともいい

ますが、釜石秋田線全線開通後の道の駅「遠野

風の丘」への影響と誘客についてのテーマでお

尋ねをいたします。 

 道路網が新設や改良で整備され、移動時間の

短縮などで利便性が向上することは喜ばしいこ

とであります。 

 しかし、一方において、高速道路の開通など

により通過されてしまうだけの負の側面も持ち

合わせ、いわゆるストロー現象と呼ばれている

ことは、広く知られています。 

 長年の悲願が実り、今年度中に予定されてい

る遠野インターチェンジから釜石インターチェ

ンジまでの区間の開通や、国道340号立丸峠の

トンネル化の実現で通行の難所の大幅改善、さ

らには、３日後の６月22日から始まる宮古・室

蘭間の定期フェリーの就航の波及効果など、高

速交通環境の大きな変化が予想されるところで

あります。 

 きのうも、遠野ふるさと公社の経営改善と

「風の丘」の20周年記念事業の関係で厳しい議
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論が交わされましたが、私は、道路環境の変化

がもたらす道の駅「遠野風の丘」への影響や誘

客対策などについて、見解を伺ってまいります。 

 最初に、道の駅「遠野風の丘」が花巻から釜

石までの区間でサービスエリアとなり得ること

ができれば、喜ばしい限りですが、逆に、スト

ロー現象により、高速道路から降りないで目的

地に真っすぐに向かう車両も多くなることも考

えなくてはなりません。 

 そこで、遠野釜石間の高速道路の交通量予測

調査や周辺国道等への影響予測調査、「風の

丘」等への利用予測調査などはされているもの

なのかどうか、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）  この区分につきまして

は、今議会でも、何度も、何度も申し上げてい

るわけでありますけども、釜石自動車道の全通

がカウントダウン。そして、きのうも、室蘭港

と宮古港を結ぶフェリーの就航記念祝賀会が宮

古市でありまして、担当職員も出席しておりま

すけども、宮古と遠野の中における立丸峠の２

つのトンネルのカウントダウン。そして、ラグ

ビーワールドカップの釜石会場、この８月19日

にはスタジアムが完成をするという、そのよう

な状況も目の前に迫っているわけでございます

から、この部分、まあ繰り返して申し上げます

けども、通過させない、魅力のあるまちづくり

ということが、やはり、しっかりしたものに持

っていかなければならない。 

 その中で、やっぱり、どうしても一定の影響

は受けるということは、これは覚悟をしなけれ

ばならない。 

 しかし、覚悟をしなければならないのは、こ

れは遠野だけではない。この高速インフラがど

んどん整備されることによって、どこの市町村

でも、かなりの危機感を持っている。 

 したがいまして、その危機感をどのように跳

ね返すのかとなれば、やっぱり魅力のあるまち

づくりに持っていかなきゃならない。 

 遠野は、そういった意味においては、ある意

味では恵まれた地域資源を持っているという部

分を自信とし、誇りとしながら、それを活かす

ようなまちづくりを進め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、いつも思っ

ているところであります。 

 したがいまして、予測をどのように捉えてい

るんだというお話がありました。この全通とい

うのに向けて、どのような状況として、この交

通量等をどのように把握しているのかというこ

とでございます。これは、具体的な数字をもっ

て答弁を申し上げたほうがよろしいかと思いま

すので、担当の環境整備部長から、この予測調

査等で持っている数字を具体的に答弁の中で申

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）  千田環境整備部長。 

   〔環境整備部長千田孝喜君登壇〕 

○環境整備部長（千田孝喜君）  命によりまし

て、瀧本孝一議員の一般質問にお答えをいたし

ます。 

 影響予測ではございますが、国土交通省の交

通量調査によりますと、江刺田瀬インターチェ

ンジから宮守インターチェンジまでの区間の交

通量でございますが、平成27年３月時点では１

日約8,500台ございました。遠野インターチェ

ンジ供用開始後の平成28年３月時点では、１日

約 9,300台でございます。その後の平成29年10

月時点では１日約１万400台と、年々増加して

おります。 

 遠野インターチェンジまでの交通量も、平成

28年３月時点で１日約6,700台でありましたが、

平成29年10月時点では１日約7,500台となって

おり、供用区間の延伸によりまして横断道の交

通量は増加傾向にあり、全線開通いたしますと、

さらにふえると思われます。 

 しかし、これまで起点・終点であった遠野イ

ンターチェンジを利用する交通量は、全線開通

によって減少することが見込まれます。かつて

横断道の起点・終点だった宮守インターチェン

ジから遠野方面に向かう国道107号の交通量は、

遠野インターチェンジ供用開始後、約40％にと
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どまっております。 

 道の駅「遠野風の丘」は、本市の平成28年５

月の交通量調査では、遠野インターチェンジ供

用開始前に比べますと、施設に面しました国道

283号の交通量が約40％減少しましたが、同じ

時期の入り込み客数や販売額は約10％減少にな

っており、その数字にとどまってございます。 

 これらは、「遠野風の丘」を目的地とする利

用者によるものと言えますが、その数もわずか

ながら減少してきており、全線開通による影響

は、心配はされます。 

 そのほか一般国道への大きな影響は考えにく

いものでございますが、遠野インターチェンジ

から東側の交通事情が大きく変わることにより、

特にも国道283号遠野バイパス周辺の商業施設

等への影響は懸念されます。 

 以上でございます。 

○議長（新田勝見君）  午後１時まで休憩いた

します。 

   午後０時00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。 

 ５番瀧本孝一君。 

   〔５番瀧本孝一君登壇〕 

○５番（瀧本孝一君）  午前中の最後の質問で

は、環境部長のほうから高速道路の通行車両の

台数など、詳しい数字をもって答弁をいただき

ました。インターチェンジが延伸するごとに車

両がふえてはおりますが、周辺の国道などには、

やはり40％程度の通行量の減少が見られるとい

うふうな答弁でございました。やはり、そうい

った問題は、今後予想されるのではないかなと

いうふうに思います。 

 次に、釜石・花巻間にサービスエリアがない

ということで、風の丘にサービスエリアの機能

を持たせることが、一つの狙いであるのは理解

できますが、いかに中間点とはいえ、90キロ

メートルの区間距離でトイレ休憩をとるには、

やや説得力に乏しく、多彩な誘客対策が必要と

思われます。駐車場の拡張や産直施設やレスト

ランの改修、防災館の新設など機能強化につい

ては、既に議会の承認を得ています。予算の確

保の関係もあるのは理解しなければなりません

が、できるだけ早い時期の対応が求められてい

るのではないかと案じています。釜石道全通後、

どのように人と車を呼び込み、誘客対策を講じ

ていこうとするのかについて、考えをお尋ねい

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）  午前中の質問の中にお

きまして、交通量の予測ということで担当部長

から数字を上げて御答弁申し上げました。その

中に、影響が心配される、あるいは、さらには

こういう言葉もあったかというように思ってお

ります。遠野バイパス周辺商業施設への影響が

懸念される。さらには、この全線開通による影

響が心配されるというそのような一つの予測調

査の中での、一つのそういうことが懸念される

ということが、数字として示したわけでありま

す。40％近く減ったというものの売り上げが1

0％程度で納まったという中で、遠野インター

チェンジの影響そのものを何とか食い止めてい

るというのが、今の道の駅の姿ではないのかな

というように思っているとこでありまして、言

うなれば、目的地化してきているという部分が、

その数字の中で、私どもは手応えとして感じな

ければならない。それをしかし、手応えにとど

めるわけにはいかない。しっかりとした一つの

環境をその中でつくっていかなければならない。

でなければ目的地化にはならないということに

なるわけでございますから、いろいろ議論があ

って、またさまざまきのうも、この本会議場の

中でいろいろ議論をしました。まさに、であれ

ばどうするのか、懸念される、心配される、そ

れをほっとくわけにはいかない。この懸念を、

心配を少しでも跳ね退けるという力が、今、遠

野に求められているということに、私はなるん

ではないのかなというように思っておりまして、

そのような意味におきましても、この風の丘の
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リニューアルも含め、さまざまな議論を、財源

をやり繰りしながらきちんとした形で環境を整

備をして、まさに文字通り目的地化に明確に位

置づけられるような、そのような環境を整備を

していかなければならないんじゃないのかなと

思っております。 

 したがいまして、そのためにという中で、み

んなでスクラムを組んで力を合わせようという

観光推進協議会12団体の方々が知恵を出しなが

ら、戦力会議という一つの議論の中から、６月

30日の感謝祭を単なる一過性のものにしないで、

通年的にしっかりとこれを関係者に目的地化す

るような、そのような存在として位置づけよう

と、そのことによって遠野バイパス、あるいは

中心市街地、あるいは、繰り返しになりますけ

ども、国道283号線の産直としてのめがねばし

産直であるとか、107号線のともちゃん産直で

あるとか、283号線沿いの遠野バイパス沿いの

東側に位置する夢産直かみごうであるとかとい

ったところとのネットワーク、それをしっかり

ネットワークとして構築するためには、この道

の駅風の丘の存在が、極めて極めて大事な存在

になるということの中でさまざまな計画を練り、

そしてまたそれを一つの厳しい行財政事情の中

で国や県の支援をいただきながら、それを確実

なものに持っていくという部分の中で、今、取

り組んでいるということでございますので、誘

客対策そのものは、やはり一つの遠野全体の、

繰り返しになりますけども、底上げにつながる

一つの位置づけとして考えているということで

ございますので、そのような一つのプログラム

を、あるいは事業を、ソフト、ハードの中にお

けるものをしっかりと組み込み、それを実施し

てまいりたいというふうに考えているところで

あります。 

○議長（新田勝見君）  ５番瀧本孝一君。 

   〔５番瀧本孝一君登壇〕 

○５番（瀧本孝一君）  風の丘を目的地化にし

て、市内の産直などとネットワークを組み、市

内全体で誘客を図っていくという御答弁であり

ました。 

 次の質問に入ります。 

 いくら、全国道の駅のモデル遠野風の丘とい

えども、ストロー現象が予想される中では、お

客様に来ていただくためには、何かしらのイン

パクトのある魅力がなければなりません。遠野

の魅力とは何か、いろいろなものが浮かぶ中で、

やっぱりジンギスカンではないでしょうか。 

 わざわざ遠くから遠野のジンギスカンを食べ

たいがために来ている方々も結構いるように聞

いています。風の丘の食堂では、ジンギスカン

定食のメニューは提供されているようですが、

この際、屋外エリアを設けて、自分たちのバー

ベキュースタイルでバケツジンギスカンを楽し

めるコーナーをつくり、誘客を図ってみてはい

かがでしょうか。毎日が無理なら、週末や祝祭

日に限定して炭とバケツと鍋を貸し出し、遠野

ならではの屋外ジンギスカンが味わえる風の丘

にチャレンジしてみてもいいのではないかと思

います。 

 できることなら、今月末から始まる20周年感

謝祭から食堂の屋外テラスなどを使い、試験的

に始めてみて感触をつかむのも一つの方法では

ないでしょうか。このような遠野ならではの魅

力と遊び心を発信し、誘客につなげていこうと

する考えがあるのかないのかについて、見解を

お尋ねいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいまの提案の中に

は、遊び心を持ちながら遠野ならではという一

つの魅力を発信するという中で、ジンギスカン

という食文化もその中に位置づけられるのでは

ないだろうかというそのような御提案でありま

した。全くそのとおりだというように思ってお

ります。 

 したがいまして、このバケツジンギスカンと

いったそのようなものを、あのロケーションの

中でどのように魅力のあるものに持っていくの

かということも、当然考えなければならない。

そのことによって誘客というものがそこにつな

がるということになるわけでございますから、
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それを考えながら、もう一方においては、市内

あるいはバイパス沿いで、このジンギスカンと

いう一つの食文化の中で懸命に頑張っている、

本当に、本当に懸命に頑張っている民間の方々

がいらっしゃるわけであります。その方々とも

しっかりと連携を図らなければならない。一人

勝ちがあったんではならない。やはりそれぞれ

の魅力の中で、そのジンギスカンという食文化

をそれぞれの場所、あるいはそれぞれのロケー

ション、さらにはそれぞれ味、こだわりの一つ

の環境、そういったものの中で、それぞれのお

客様の観光客の方々の選択肢をさまざまふやし

ながら、遠野全体のジンギスカンという食文化

をさらに魅力のあるものに持っていく、そのた

めには、風の丘の果たす役割と、一つの切り口

はどのように位置づけたらいいだろうかという

ことを、やはり観光推進協議会の皆様を中心と

して、いろいろ意見をいただきながら、風の丘

でのジンギスカンといったものを、どのように

位置づけるかということについて考えていかな

ければならないんじゃないのかな。 

 ただ、試験的にという話がありました。した

がいまして、この６月30日から始まる長期的な

イベント、誘客対策については、特にもこのバ

ケツジンギスカンの部分においては、この夏場

あるいは秋といったものにつきましては、非常

に魅力のあるものにつながるわけでございます

から、その辺のところもさまざま関係者と協議

をしてまいりたいというように考えております。 

○議長（新田勝見君）  ５番瀧本孝一君。 

   〔５番瀧本孝一君登壇〕 

○５番（瀧本孝一君）  私も当然、民間の皆様

を圧迫してはならないと思いますし、が、一方

では、減っていくお客さんの誘客対策の一つと

して、曜日限定、数量限定で、今市長の答弁に

ありましたが、試験的に始めてみて、そうすれ

ば家族連れ、子ども連れ、そういったお客さん

も喜ぶのではないかなという思いから質問させ

ていただきました。 

 次に、最後になりますが、釜石道全通後にお

ける通行料金について、確認の意味でお尋ねを

いたします。 

 ちまたでは、花巻から釜石までつながれば通

行料金を支払わなくてはならないのではないか

と思っている方々もいるようです。国直轄の復

興支援道路だから通行料金は発生しないと見て

いる方々も多いように感じますが、全通後一定

の期間は無料でも、将来的に通行料金を支払わ

なければならない時期が来るものなのか、その

確認と、もしも通行料金が賦課される場合、こ

としの３月下旬から東北自動車道や磐越自動車

道で試験的に行われている高速道路からイン

ターチェンジを出て、道の駅に一時的に立ち寄

り、１時間以内に同じインターチェンジに戻っ

て目的地に向かう一時退出実験試行という試み

がなされています。高速道路は、一旦インター

チェンジを出て、同じインターチェンジに戻っ

ても料金は割り増しになるものが、道の駅を利

用することによって据え置きとなり、道の駅の

活性化や経済効果につながるものと期待され、

岩手県内では八戸自動車道の九戸インターチェ

ンジと道の駅おりつめで実験試行をされており

ます。 

 釜石道においても、万が一通行料金が賦課さ

れる場合が来た場合、道の駅遠野風の丘を立ち

寄り施設として、このような一時退出実験試行

に参加すべく、国土交通省に要望することも視

野に入れなければならないと思われますが、そ

のあたりの現状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）  この高速ネットワーク

の中で、いかに交流人口を拡大し、人とものの

動きを活性化するということは、これは極めて

大事なことであり、それがいうところのコスト

効果ということにつながるわけであります。 

 今、御質問のありましたとおり、一時退出実

験試行につきましては、おりつめのほうでも県

内では行われているという、要するに、道の駅

あるいは休憩施設それをうまく利用しながら活

発な交流をするようにという中で、国交省も実

験試行に入ったということでありますけども、
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そのことについては、私ども十分承知もいたし

ているわけでありますけども、花巻の東和イン

ターから釜石ジャンクションまでは、これは無

料ということになっているところでございまし

て、いうところの新直轄の道路として、復興支

援道路として整備されるということでございま

すから、現時点では、釜石自動車道、東和・釜

石ジャンクションはこれは無料ということに位

置づけられているとこでございますので、こう

いう仕組みもいろいろ検討しているということ

は十分承知しておりますから、その辺のところ

の情報を把握しながら、当分の間というよりも、

私は無料だということにそのように国のほうか

らも聞き取っているとこでございますから、そ

の辺を踏まえながら、もう一方においては、こ

ういうネットワークがどのように今後広がって

いくのかということも注意しながら、当市とし

ての対応なども、そういった情報をもとに適時

適切に対応し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）  ５番瀧本孝一君。 

   〔５番瀧本孝一君登壇〕 

○５番（瀧本孝一君）  当分の間は無料である

ということを聞いて安心しました。 

 以上で、私の一般質問を終わります。 

○議長（新田勝見君）  次に進みます。２番小

林立栄君。 

   〔２番小林立栄君登壇〕 

○２番（小林立栄君）  公明党の小林立栄です。

通告に従いまして、一問一答方式で質問をいた

します。 

 人口減少社会の中で、私たちは人口減少を抑

制し、人口構造の若返りに取り組むことを基本

的方向性として、住民が地域で稼ぎ、子育てを

し、高齢となっても安心して生活できるまちづ

くり、そして遠野が若い世代が憧れる輝いた場

所となることを目的に、遠野スタイル創造・発

展総合戦略を策定して取り組みを進めておりま

す。 

 今回は、大項目２点、産業と交流の元気なま

ちづくりの推進、安心の長寿社会に向けての取

り組みについて質問してまいります。 

 「若さの前に不可能もなければ陰影もない、

それは一切を突破する力であり、一切を明るく

する太陽である」明治から大正時代にかけて活

躍した歌人与謝野晶子の言葉であります。若者

には、情熱や純粋な心、柔軟な発想力、そして

行動力があります。遠野の元気、産業の活性化

には若者の存在が欠かせません。多くの若者が

市内に就職し、定住していただけることが重要

になります。 

 若者に対する就労、定住支援について、まず

は遠野市の取り組みの現状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。 

 一問一答ということでの対応でございますの

で、まず、第１問でありますけども、若者が非

常なユニークな発想力と行動力を持っていると、

これをどのように生かすのかという部分が大事

であるというそのような視点に立っての御質問

でありました。全くそのとおりであります。若

い方々の情熱とそして柔軟な発想力と行動力、

これはしっかりと生かすことによって、遠野の

活性化が見えてくるということになろうかと思

っております。特にもしがらみがないという部

分は、非常に大きな魅力であり、戦力でもある

ということになるわけでございますから、その

ような意味におきましては、こういった若い

方々の一つのまちづくり、地域づくりそういっ

たものにどう取り込むのか、協力をいただくの

かというよりも、協力をいただくのか取り込む

のかということじゃなくして、一緒にやるのか

という部分を、やっぱり組み立てていかなけれ

ばならないかというように思っているところで

あります。 

 これにつきましては、市の立場としては、商

工観光課を商工労働課という形に改めました。

若者の雇用をしっかりその中で確保する。確保

するためにはもっと定住もしてもらわなければ

ならない、そういう中におきまして、今、行っ
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ているのは、この就労支援として新規学卒者の

奨学金、報奨金でございますか、そのようなも

のに対しまして10万円ほどを、１人の雇用に対

して10万円、３カ年間頑張った場合においては

さらに10万円といったようなものも交付しなが

ら、定着して頑張ってほしいというそのような

一つの施策も講じているとこでございますし、

また、さらには若年者の雇用奨励金、そのよう

な勤続奨励報奨金でございますか、奨励金、こ

のようなものにつきましても交付をしながら、

頑張ってほしいという中で応援を行っていると

いうことでございますし、また、定住支援の一

つのあり方といたしましても、いうところの観

光交流課のほうにおきまして、「で・くらす遠

野」といったような取り組みの中で、同じフロ

アの中に観光交流課と商工労働課が一つ机を並

べながら、まさに官民一体と中における若者の

まちづくりの参加といったものを位置づけた体

制を構築しているとこでございますから、その

ようなものを生かしながら、また一方、Ｕ・Ｉ

ターンといったような方々に対するアプローチ

もやっぱり必要じゃないのかな。そのためには、

やっぱりアパート、家賃の奨励金なども補助し

ながら、やっぱり定住してもらうというような

事業も今年度からスタートをさせたという形で

ありますし、そのほかに、やっぱりコミュニ

ケーション、仲間づくりということが大事であ

りますから、市のハローワークあるいは商工会、

あるいは職業訓練協会、そういった関係者と十

分連携をとりながら、そういった研修の場とい

ったようなものも積極的に開きながら、お互い

顔見知りなりながら、遠野のまちづくりに頑張

ろうじゃないかというようなそのような場も積

極的に設けているということも申し上げながら、

取り組んでいるということでの答弁といたしま

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）  ただいま取り組みにつ

いて御説明、現状の御答弁がありました。その

中で、Ｕ・Ｉ・Ｊターンでのアプローチについ

て質問をいたします。 

 最近は、特にも就職、将来の人生設計を意識

して大学を選ぶ学生が多く、大学としても就職

活動の支援に力を入れております。また、若者

の地方移住に対する関心も高く、大学と連携し

たＩ・Ｕ・Ｊターンの取り組みが大事でありま

す。 

 大学と就職協定を締結し、学生に対して、市

内事業所の紹介、求人や就職ガイダンスの開催、

移住定住についての情報を、学生に直接、積極

的に発信していくことが大事であると考えます。

また、インターンシップや就職試験で遠野に訪

れる際の交通費や宿泊費への助成支援も効果が

大きいと考えます。遠野市とつながりのある大

学が県内外、首都圏にもございます。大学と連

携した就労・移住定住支援に取り組むべきでは

ないでしょうか。お考えを伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この問題も大変重要な

切り口ではないかなというふうに思っておりま

して、大学と連携に関しましては、県内の大学

あるいは自治体、民間団体で構成するふるさと

いわて創造協議会といったようなものにも、遠

野市が参加をしているということであります。 

 また、昨年度から、大学生を対象とした企業

見学会、昨年は約30名の方々が参加したという

そのような結果も得ているとこでありまして、

今年度も大学の夏休み期間中に当たる９月に、

実施を計画していると、また10月には、ふるさ

と発見！大交流会ｉｎ Ｉｗａｔｅといったよ

うなものが岩手大学で開催され、その中で遠野

市もブースを設けるというそのような形での企

画を思っているところであります。 

 インターンシップそういったものにつきまし

て、就職試験への交通費の助成といったような

もの、あるいは県内市町村のこういった事例等

についても参考にしながら、遠野としてもこの

大学との連携をしっかりと密にしてまいりたい

というに考えておりまして、これは私も今、富

士大学のほうと岩手大学のほうに、地域づくり
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というキーワードの中で講座をいただいており

まして、今月末も岩手大学のほうに出向くこと

になっておりますけども、今の小林議員の質問

等十分踏まえながら、私の立場といたしまして

も、学生に直接呼びかけてまいりたいというふ

うに考えているところであります。 

○議長（新田勝見君）  ２番小林立栄君。 

   〔２番小林立栄君登壇〕 

○２番（小林立栄君）  遠野市の事業所を選び、

市内に就職していただいた若者を、経済的に応

援していく支援の充実も大事ではないでしょう

か。県では、2017年度に自動車、半導体、環

境・エネルギー、医療福祉機器、ソフトウエア

開発を対象とした物づくり企業に就職する若者

を対象として、最大250万円の奨学金返還支援

を行う制度を設け、取り組みを進めております。

就職を希望する学生に遠野の事業所を選択して

もらう、また、高校や大学への進学で一度は市

外に転出した遠野の子どもたちが、就職で遠野

に戻る選択をしてもらう後押しとなるように、

遠野市においても奨学金の返還支援に取り組む

べきと考えます。若者の移住、定住の観点から、

奨学金返還支援制度の導入についての御所見を

お伺いいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいまの御質問の中

におきまして、これも若者定住という部分にお

きましては、大変大きな一つの取り組むべき課

題の一つではないのかなと思っておりまして、

今、御質問の中にありましたとおり、例えば、

香川県の例であるとか、さらには鳥取県の例な

ども、もう既に出始めているということでござ

いますので、こういったような情報をしっかり

と分析、あるいはその成果等も見きわめながら、

遠野市といたしましても、これからさまざまな

形で、Ｕターン、Ｉターンも含め、大学生とい

ったような方々の受け入れも、きちんと仕組み

として持っていかなきゃなりませんので、まさ

に若者を呼び込むための新たな方策として、こ

れら先進事例を参考にしながら、奨学金返還支

援の一つのあり方につきまして、これを検討し

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）  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、前向きに検討い

ただきたいと思います。 

 少し視点を変えます。奨学金返還支援制度は、

人材を必要とする分野への支援を厚くするなど、

戦略的な人材確保策として取り組んでいる自治

体がございます。私は、遠野市にとっては、医

療・福祉・介護人材の確保が重要であると考え

ております。医療・福祉・介護分野に就職した

若者への奨学金返還支援制度の導入を含め、医

療・福祉・介護分野の人材の確保については、

どのようにお考えでしょうか。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま、この物づく

りという部分の中における若者定住という部分

の中における切り込みであったわけであります

けども、御質問にありましたとおり、医療・福

祉・介護分野の人材確保についても、これも大

きな市政課題の一つであるということになるわ

けでございますから、サービス業という位置づ

けにはなるわけでございますけども、この医

療・福祉・介護の分野の人材確保につきまして、

いろんな形で今も取り組んではおります。いう

ところの市のほうの産業部では、遠野職業訓練

校と連携を図りながら、さまざまな研修を実施

している、さらには健康福祉部のほうでも医療

職の進路選択セミナーなどの事業も実施してい

るということでございますけども、それだけで

はないと。 

 したがって、この奨学金のあり方につきまし

ても、このような分野も含めながら、どのよう

にもっていったらいいかということにつきまし

ては、やはりある意味においては、急がれる一

つの仕組みづくりの一つ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ので、検

討してまいりたいというように考えております。 
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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）  この医療・福祉・介護

分野については、本当に急いで取り組んでいか

ないと、どこの地域でもどこの自治体でも人材

不足という現状であると思いますので、御検討

いただいて進めていただきたいと思います。 

 2017年度に公表された岩手県の若年者雇用動

向調査によりますと、県内に本社がある企業を

１社も知らないという高校生や学生が約37％、

高校生に限ると約50％のという結果が公表され

ました。遠野の若者が地元に定着するためには、

県内や県外に進学する前の早い段階から、遠野

市で働き、暮らしていくイメージを持ってもら

うこと、市内の事業所の周知が大切であると思

います。 

 遠野馬の里の職員だったときは、中学生の職

場体験、高校生のインターンシップ担当をして

おりました。中学、高校の段階から、学生生徒

に対して、遠野市内の事業所の魅力や市が取り

組んでいる就労支援の情報を発信し、職場体験

の機会をさらにきめ細かく充実させる取り組み

が必要ではないでしょうか。市のお考えを伺い

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）  中高校生に対するアプ

ローチといったようなものが非常に重要じゃな

いかなと、全く御質問にあったとおり同感であ

ります。そのようなアプローチもしっかりと行

っていかなきゃならないということで、現在、

中学生は職場体験といった一つのプログラムを

持っております。さらには、高校１年生、これ

は全員を対象としての企業見学会、さらには２

年生もこれも全員対象としての企業説明会、そ

れから就職希望の方々に対するインターンシッ

プ、３年生に対しては就職指導といったような

このような事業プログラムを行っているわけで

ありますけども、特にもこの職場体験の充実に

ついては、さまざまな一つの役割をしっかりと

組み込みながら、中学校、高校、現場との一つ

の役割、特にこの一つとしての高校生側へのア

プローチについては、高校と連携して、いわば

予習復習という中で、事前学習や振り返りを通

じながら、意識の徹底を図っていくというよう

なことも一つ大事じゃないのかなというふうに

考えているとこでございますので、高校現場、

中学校現場と、特にも地場企業へのアプローチ

なども、その分におきましては、きちんと仕組

みとして組み込ま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して、関係機

関と十分連携を図りながら、中高校生に対する

御質問の趣旨にあったような、そのような仕組

みづくりのさらなる充実を図ってまいりたいと

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）  ぜひ、地元の企業の魅

力をどんどん中学生、高校生にアピールをして

いただくことで、遠野での将来こういう暮らし

をしていきたいというイメージを持ってもらう

こと、これが重要でございますので、取り組み

の充実を進めていただきたいと思います。 

 産業振興、若者の就労を含め雇用の確保を図

り、ますます元気な遠野にしていくためには、

遠野の地域資源を生かした生産、加工、販売と

いった６次産業を推進してにぎわいを創出し、

遠野の魅力を市内外にアピールをして、現在、

遠野で頑張っている方々、起業家や事業所、農

家の皆様が力を合わせて総合力を発揮できる仕

組みが大事だと考えます。 

 ６月10日には、地元の方が企画をして取り組

んでいる遠野駅前バケツでジンギスカン大会が

開催され、ことしも多くの観光客や市民の皆様

がジンギスカン鍋を囲み、楽しいひとときを過

ごしておりました。８月には遠野じんぎすかん

マラソンが開催されますし、ジンギスカンを使

用したさまざまな関連商品の生産販売、イベン

トが開催をされております。また、ホップや

ビールに関する新商品が次々と生産、また販売

され、ビアツーリズム、緑のカーテン等の企画、

ホップ収穫祭などイベントの開催、新たなビー
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ル醸造所の開店、ホップやビールの生産過程の

中で発生する副産物である麦芽かすなどの堆肥

や飼料としての活用、シロップをはじめホップ

豚などさまざまに商品化もされております。緑

峰高校の生徒とホップ農家が中心となり進めて

いるホップ和紙の取り組み、遠野高校の生徒か

らは、総合学習「新しい遠野物語を創るプロジ

ェクト」の取り組みの中で、ホップの天ぷらや

石けんのアイデアが出されるなど、ホップ、

ビールを核とした、ホップの里からビールの里

に向けた取り組みが勢いよく進んでおります。

キリングループとＪＲと市で連携協定も結ばれ

ました。どぶろく特区として、どぶろくの生産

販売、どぶろくに関連した商品も数多く販売を

されております。遠野といえばジンギスカンで

あり、ホップ、ビールであり、どぶろくであり

ます。これらを結びつけ、相乗効果を発揮させ

ていくことが必要です。 

 国の取り組みとして、ふるさと応援名物宣言

がございます。138市区町村がこの制度を利用

してふるさと名物宣言をしております。県内で

は、これはホームページから落としてきたんで

すが、二戸市が「漆 浄法寺漆 ～漆と地酒と

伝統食～五感で堪能する二戸物語」と銘打って

浄法寺漆を名物宣言しております。青森県の南

部町では、「季節を選ばず味わえる、新鮮でお

いしい果物の加工品 南部の四季を堪能し、心

に残る体験メニュー」と銘打って取り組みを進

めております。 

 ジンギスカン、ホップ・ビール、どぶろくを

一つの物語として統一したブランド化を図り、

関連する多様な事業者や団体、個人が地域ぐる

みで連携した継続的な取り組みへの支援、効果

的な情報発信、地域経済の好循環に向けた取り

組みとして、ふるさと応援名物宣言の制度を活

用してはどうでしょうか。お考えを伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  地域の活性化というこ

とにつきまして、ただいま、いろいろ質問の中

で御提案のあった内容等につきましては、非常

にこれは考えなければならいというよりも、既

にやっている部分もあるわけだけども、これを

しっかりとした一つの商品開発に持ち、遠野の

魅力のあるものに持っていくというためには、

ふるさと応援名物宣言といったような仕組みも、

私はすごく大事なことではないのかなというよ

うに思っております。 

 このふるさと応援名物宣言は、平成27年に中

小企業地域資源活用促進法といったようなそれ

の法律の一部改正にもちまして、経済産業省と

中小企業庁が地域ブランドの確立という一つの

創出という取り組みの中で、一部の法改正があ

ったという仕組みの一つであります。 

 昨年の、ちょうど１年前でありますけども、

６月の27日に、中小企業庁の職員が私のもとを

訪ねてまいりました。いろいろ話がありました。

遠野もぜひやったほうがいいというような部分

での働きかけがあり、二戸の話なども、その際

にもいろいろお聞きしたということをあるわけ

でありますけども、その際、私が申し上げたこ

とが一つあったわけであります。国の政策が、

いろいろこうして打ち出されるのはいいと、し

かし、打ち出した場合においては、一つの中で、

市町村間の取り組みを促すという一つの方向は

あるんだけども、先見性あるいは新規性といっ

たものを一つのキーワードにしながら、新たな

ものをという中で、国は我々に求めてくると、

じゃないんだと、もともとあるものにさらにそ

れを磨きをかけるような、そのようなものを応

援するという部分にやっぱり国の制度が、ある

いは法律があっていいではないだろうかと、先

見性あるいは新規性とばっかり訴えられても、

なかなかそういうアイデアがいっぱいどんどん

出てくるわけじゃない。今、御質問ありました

とおり、ジンギスカンあるじゃないか、どぶろ

くあるじゃないかと、さまざまな郷土料理もさ

まざまなものがある、ジンギスカン、この中に

ビール、地酒、どぶろく、ジンギスカン、どべ

っこ祭りもあればホップのいろんな製品もある。

そのようなものをこの地域資源をうまく組み合

わせながら、これが遠野の一つの名物だという
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部分の中で、それをストーリー性を持ちながら

訴えていくという部分に、このような法改正あ

るいは制度を、どんどん応援するから頑張れと

いうのが国の仕事ではないでしょうかというこ

とを、強く訴えたわけでありますけども、どう

しても、先見性、新規性ということの中で、あ

るいはベンチャーという一つの言葉の中で、な

かなかこういうもともとあるものにしっかりと

光を当てる、それが、あるものにしっかり光を

当てるつう部分は、我々の一つの知恵も問われ

ている、そこでどうストーリーを持たせるか、

御質問にいろいろあったとおりの一つの仕組み

づくりをやっぱり行うことによって、このよう

な法制度あるいは補助制度だとうまく活用でき

るということにつながるんじゃないのかなとい

うように思っておりますから、これも一つ、ま

さに遠野としての、あるいは遠野ならではの取

り組みの一つとしていろんな仕組みづくりに、

関係者と知恵を出しながら取り組んでまいりた

いというように考えております。 

○議長（新田勝見君）  ２番小林立栄君。 

   〔２番小林立栄君登壇〕 

○２番（小林立栄君）  いつも言っております

が、遠野は魅力的なものがたくさんあり過ぎる

ぐらいございます。ただ、それが残念ながら、

バラバラな感じがどこかであります。やはりし

っかり連携をして、一つのストーリー、一つの

ブランドとして発揮できたときに、大きな効果

も出てくるのではないかと思います。そういっ

た仕組みづくりについても、真剣に御検討いた

だいて取り組んでいただきたいと思います。 

 それでは、次に進みます。 

 企業誘致について質問いたします。 

 遠野東工業団地の拡充をはじめ、これまでの

企業誘致の取り組みが見える形としてあらわれ

てきております。工業団地を中心とした企業誘

致の取り組みは、当然重要でございます。その

上で、中心市街地への企業誘致にテーマを絞り

質問をいたします。 

 これまでも、コンテンツ産業の誘致に取り組

むべきと一般質問をしてきましたが、改めて、

コンテンツ、ソフトウエア関連の企業誘致も大

事であると考えます。また、事務所、オフィス

として、中心市街地に企業が進出できる環境整

備が必要ではないでしょうか。コワーキングス

ペースやレンタルオフィスの整備など、受け入

れ環境の整備、事務所、オフィスとしての企業

誘致の必要性についてお考えを伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この課題も、遠野にと

ってはすごく大事な切り口ではないのかなとい

うふうに思っております。 

 工業団地を整備した、だからそこに物づくり

という部分も、もちろんこれは世界的な戦略の

中で遠野が位置づけられているわけであります

から、これを確実なものに持っていくという部

分の中にあって、もう一つは、ただいま御質問

にありましたとおり、この中心市街地への企業

誘致といったものの環境整備、これも行ってい

かなきゃならないんじゃないのかなと思ってお

りまして、これまで、３社の誘致に、ひとつ成

功しているという部分の中で、今、それぞれの

この情報産業を中心といたしまして、市内で事

務所を構えながら行っている。さらには、旧土

淵中学校のみらい創りカレッジに、ふるさとテ

レワーク事業といったものをモデル事業として

導入し、その部分の中において遠野の果たす役

割があるんじゃないのかなということで、今現

在、さまざまな形でこの部分を一つのさらなる

波及効果を及ぼすような一つの取り組みに持っ

ていこうということで、このテレワーク事業に

も果敢に挑戦をしているということであります

ので、その辺の経過を見ながら、やっぱりこれ

も一つの空き店舗なり、やっぱり空き家対策と

いったものにつながりながら、特にも情報関連

産業をこの中心市街地の中に呼び込むという部

分も、遠野の果たす役割としてあっていいんじ

ゃないだろうかと。 

 一つの例ではありますけども、かなりの歴史

を誇る印刷会社が、一日市のほうにしっかりと

した拠点を構えながら、このネットを──テレ
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ワークと申しますが──ネットを使いながら業

務を行っているという一つの事例もあるわけで

ございますから、そのようなことをもう少しし

っかりと把握しながら、把握しながらというよ

りも発信しながら、遠野はこういうところでこ

ういう場所があって、このようなことができま

すよという部分を、やっぱり積極的にアプロー

チしながら、中心市街地の活性化にも一つの活

路を見出してまいりたいというように考えてお

ります。 

○議長（新田勝見君）  ２番小林立栄君。 

   〔２番小林立栄君登壇〕 

○２番（小林立栄君）  これまでも、空き家、

空き店舗の対策について、きのうきょうと議論

もされておりました。まず、中心市街地に成功

事例もございますので、やはり可能性というも

のはかなり大きなものだと思います。みらい創

りカレッジのテレワークとか、うまく連携もは

かりながら、中心市街地への企業誘致も取り組

んでいただきたいと思います。 

 それでは、次に進みます。 

 全国、世界の多くの方々に遠野を知ってもら

い、遠野への関心を高めて、交流人口の拡大に

つなげていく取り組みも大事であります。ここ

からは、交流人口の拡大という視点から、ス

ポーツをまちづくりに生かしていく取り組みに

ついて質問をいたします。 

 先週末、市内中学校総合体育大会が開催され

ました。ひたむきに競技に、勝負に向き合う姿

に感動を覚えました。広報６月号には、遠野市

空手道連盟の県大会の結果と、８月に開催され

る全国大会に向けて稽古に励んでいる内容の記

事が掲載をされておりました。また、韓国で開

催される国際一輪車競技大会に市内の高校生２

名と卒業生１名が代表として出場することが、

遠野テレビや新聞で報道されておりました。そ

のほか、少年野球の国際大会に監督として、選

手として出場して優勝された市民の方もいらっ

しゃいました。市民の皆様がさまざまな競技で

県大会、全国大会、そして世界に挑戦をして活

躍をしております。 

 大会参加については、遠野市として、これま

でも交通費など参加支援に取り組んでおり、大

変評価できることでございます。しかし、世界

大会というレベルとなると、各家庭の経済的負

担はかなりの重さになります。多くの市民が選

手、監督、チームとして安心して競技に集中し

て活躍できるように、市民や企業や事業所を巻

き込んで応援できる新しい仕組みについて考え

る時期が来ているのではないでしょうか。 

 提案ですが、遠野市そして協賛していただけ

る市内外の事業所や団体、一般市民で協賛金を

募り、オール遠野の応援団を組み、全国、世界

大会に出場する市民に対して交通費等の経済的

負担の軽減となる支援を行える仕組みを構築し

てはいかがでしょうか。その際、選手やチーム

の皆さんには、各競技団体としてのルール、各

大会の規定から外れない範囲で、例えば遠野市

のロゴマークをユニフォームに表示をするとか、

あと、関係者同士での交流やマスコミ対応など

で遠野市をＰＲしてもらうことを条件にする。

スポーツを通して、全国、世界での遠野市の知

名度の向上、そして交流人口の拡大につなげて

いけるのではないでしょうか。お考えを伺いま

す。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  一問一答方式でありま

すけども、この若者定住、中高校生のアプロー

チ、さらには大学生への積極的なアプローチと

いったものの中で産業振興、そして人口減少等

に歯どめをかける施策を、もっともっと積極的

に展開してはどうかというそのような立場での

御質問を、提案型としていろいろいただいてお

ります。 

 ただいまは、スポーツというものを通じなが

ら、地域の活性化といったものの中で、スポー

ツというよりも、中高校生も含めジュニア世代

が大変な活躍をしているというのが、もう新聞

紙上あるいはテレビでも常に発信されてきてい

る、それが大きな地域の力になっているという

ことが、全国至るところで見えているわけであ
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ります。遠野も、今、御質問ありましたとおり、

世界に羽ばたくそのような活躍をしている方々

もいらっしゃる。それから、先般の野球でも、

台湾のほうに監督と選手が出ていったという部

分も、これも大きく報道された。遠野高校のサ

ッカーの選手諸君も懸命に頑張り、全国に遠野

ありということを発信していただいているとい

う部分におきましては、このスポーツというも

のを通じての地域の活性化、これは大変、大変、

大事な、大事な取り組みであります。 

 人材育成、さらには環境整備、そのようなも

のを行うためには、御提案のありましたとおり

スポンサーというとこを協賛をいただきながら、

まさにまちぐるみ、市ぐるみで応援するという

部分が、仕組みとしてあってもいいんじゃない

だろうかというそのようなお話でありました。 

 スポーツツーリズムという一つの中で、国体

のレガシーを生かしながら、遠野としての一つ

の活性化を、スポーツを通じて何とか見出そう

という部分も取り組んでいるとこでございます

から、その辺のところを一つの関係団体、関係

機関、あるいはスポーツ団体等も十分連携を図

りながら、御提案のあった一つのスポンサー、

応援という切り口の中で、この遠野のスポーツ

人口の底上げと発信といったものについての、

やっぱり仕組みづくり、これもまさに遠野の活

性化にとっては大事な大事な一つの部門ではな

いかなというように考えているとこでございま

すから、今もいろいろやっているわけでござい

ますけども、さらなる充実という方向に持って

いきたいというふうに考えているとこでござい

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）  ぜひ、さらなる充実に

取り組んでいただきまして、きめ細やかに対応

していただきたいと思います。ほかの自治体で

は、よく国際大会とか世界大会に出場という段

階になれば、また別な形で報奨金、報奨する制

度に取り組んでいる自治体もございます。あえ

て今回はそちらではなくて、みんなで応援をす

ると、そして遠野をＰＲしてもらうということ

を一つの視点として、スポンサー制度のほうを

質問をさせていただきました。いずれにせよ、

市民の皆さんが経済的なところでも大変な中で

世界に出て、遠野市のあるいは遠野を背負って

活躍をしておりますので、そういったところを

みんなで応援できる仕組みというのは、ぜひ進

めていただきたいと思います。 

 そして、遠野市スポーツ推進計画が策定され

ております。スポーツ推進計画において、ス

ポーツ合宿や大会の誘致といったスポーツツー

リズムの推進が掲げられております。まずは、

スポーツの合宿や大会の誘致について、課題な

どを含む現状と取り組みの状況をお伺いいたし

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）  スポーツ合宿の現状と

課題という御質問でありました。スポーツツー

リズムという言葉も、今、小林議員のほうから

出ましたけども、これも本当に遠野にとっては

大事な一つの活性化のためにおける大事なプロ

ジェクトの一つであります。 

 スポーツ合宿や大会の誘致につきましては、

昨年度、これは平成29年度からでありますけど

も、花巻市や岩手県、いわてスポーツコミッシ

ョン等と連携しながら、さまざまな取り組みを

進めてきているという状況にあります。 

 県内及び全国的に、スポーツを通じた地域振

興への取り組みが進む中にありまして、今年度

からは、合宿支援補助金を創設をいたしました。

この新規とした補助金の特徴は、小中学生も対

象としているということであります。合宿を決

定する一つの要因として、費用面あるいは施設

面などがありますので、もうそれらを含めなが

ら、練習相手もその一つであるわけでございま

すので、遠野市には全国レベルのスポーツとし

て、サッカーとか空手等が大変な評価を受けて

いるわけでございますから、そういったところ

をひとつ位置づけながら、このような合宿誘致

などにもアンテナを高くしながら、誘致活動に
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もさらなる活動を強化し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）  このスポーツ合宿につ

いてのチラシを見つけまして、大変わくわくを

して、チラシのほうを見させていただいており

ました。大変重要な取り組みであると思います。 

 ただ、遠野の場合は、野外競技には不向きな

冬期間への対応であったり、会場設備の関係で

公式戦を招致できないといった、やはり課題、

そういったものも抱えていると私は考えており

ます。 

 また、合宿、大会の誘致については、野球や

サッカーといった大きなマーケットと、競技人

口や認知度の面で、特定のニーズを持つニッチ

なマーケット、そういったものがございます。

大きなマーケットの中で合宿、大会会場地とし

て勝負していくことも必要であります。しかし、

このニッチなマーケットでも、遠野市らしい競

技団体の合宿、大会誘致に取り組むことが大事

ではないでしょうか。 

 合宿や大会誘致については、これまでの取り

組みはしっかり進めていただいた上で、私は一

輪車競技に注目をしております。市内では、80

年代から児童館、保育園等で取り組みが始まり、

県内の大会で上位を占めるなど、県内の一輪車

競技や一輪車を活用した教育への取り組みを牽

引をする立場であったと聞いております。現在

でも、保育の集い、児童館の落成イベントなど

において、保育園や児童館の児童の皆さんが一

輪車を披露している姿をよく見かけます。一輪

車は市民にとって身近なものになっていると感

じております。 

 また、一輪車競技は、野外、体育館、舞台の

ステージを使用した競技があり、さまざまな場

所で冬期間を含む通年の利用が見込めます。市

内の高校生や卒業生が、先ほども言いましたが

国際大会へ出場もいたします。公益財団法人日

本一輪車協会のマスコットキャラクターは、遠

野の方がデザインした作品が選ばれたそうであ

ります。日本一輪車協会と連携をして、合宿や

指導者講習会、大会誘致に取り組んでみてはい

かがでしょうか。 

 市内には、一輪車のほかにも、空手や卓球、

ミニバスケットボールなどについても、遠野市

らしいスポーツツーリズムとして取り組めるも

のと考えております。まずは、一輪車をスポー

ツツーリズムに生かしていく取り組みが、モデ

ルケース、一つの先行事例になるのではないで

しょうか。スポーツツーリズムの取り組みにつ

いて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）  スポーツツーリズムと

いう一つの位置づけの中で、歴史のある一輪車

といったものが市民に定着しながら、まさに世

界の舞台にというところまで、さまざまな競技

が遠野に定着しているというその中で、そうい

ったようなことも含めながら、やっぱり合宿誘

致やら、あるいは大会誘致といったものを考え

てみてはどうだろうかというそのような提案で

ありました。全く、一つのあるものに新たな役

割という部分の中におきましては、この遠野が

30年近いこの歴史を歩んでいる一輪車競技など

もその部分においては、世界にあるいは日本各

地に発信する大きな魅力のあるスポーツの一つ

ではないのかなというように思っておりますの

で、その辺も含めながら、一つのスポーツとい

った場合におきましては、やっぱりいろんな考

え方があるという部分、その中におきまして、

スポーツをもっとみんなで楽しむんだというこ

とになった場合は、一つの「するスポーツ」と

いう一つの切り口、それから「みるスポーツ」

という一つの位置づけ、さらには「ささえるス

ポーツ」という一つの位置づけといったような

一つの中で、このスポーツを通じての地域の活

性化あるいは若い世代の活躍、その中には、

「する、みる、ささえる」という一つの言葉が

そのスポーツを取り巻く中にあってはある。そ

れは年代を問わず、それぞれの役割がその中に

見えてくるということになるわけでございます
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から、そのような一つの位置づけの中におきま

して、特にもうジュニア世代が日本各地に、あ

るいは世界に羽ばたくようなそのような環境、

そしてまた一方においては、やはりさまざまな

競技に磨きをかけるという部分におきましては、

合宿などを通じながらいろんな強い相手と戦う、

あるいは競技をする、切磋琢磨するという部分

も、やはり遠野の中にあってはもっともっとあ

ってもいいのかなと思っているとこでございま

すから、こういった強みを、今言ったような強

みを積極的にＰＲする、そしてそれを生かすと

いう中で、関係団体やそれぞれの関係者としっ

かりと連携を図りながら、ひとつ取り組んでい

かなければならないのかなと。 

 わらすっこ基金というのもありますから、こ

ういったようなものもジュニア世代といった場

合においては、ある意味においては活用する一

つの手法ではないのかなというふうに考えてお

りますし、また、一方においては、スポーツと

いう通じ手はあるんですけども、産業振興条例

のようなものが、この分野にも何かうまく組み

込めないだろうかといったようなことも、一つ

の検討材料として考えてまいりたいというよう

に思っ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）  10分間、休憩いたしま

す。 

   午後１時57分 休憩   

────────────────── 

   午後２時09分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き、会

議を再開いたします。 

 ２番小林立栄君。 

   〔２番小林立栄君登壇〕 

○２番（小林立栄君）  ぜひ、このスポーツと

いうものも産業、交流人口、経済的な視点とい

うものもやはり取り入れながら推進をしていた

だきたいと思います。 

 それでは、大項目２点目、安心の長寿社会に

向けて質問をいたします。 

 誰もが安心・安全で希望を持って自分らしく

生きていける社会、誰もが必要とされ、自分の

存在が認められる共生社会が求められておりま

す。 

 人生の先輩である高齢者の皆さまが、住みな

れた地域で自分らしい暮らしを送ることができ

る地域づくり、つまり地域包括ケアシステムの

構築が重要であり、遠野市においても取り組み

を進めております。 

 地域包括ケアシステムの構築に欠かすことの

できないものに、終末ケアと在宅でのみとりの

取り組みがあります。最期まで人間として誇り

と尊厳を持って、自分らしく生きるためにはど

うあるべきかという観点で、終末期ケア、みと

りのあり方を考えていく必要があると考えます。

本人や家族の希望、思いに応えるためには、み

とりを含めた医療や介護の質の向上、多様な選

択ができるような環境の充実、訪問診療を行う

医師や歯科医師、看護師、薬剤師、理学療法士、

ケアマネジャー、介護福祉士や保健師などが

チームとして連携し、本人や家族を支援できる

体制の整備が重要であると考えます。 

 終末期医療のあり方と、自宅でのみとりを支

える体制の充実について、市長のお考えを伺い

ます。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この高齢社会といった

ことが、もう現実のものになっているという中

にございまして、2025年問題などももうカウン

トダウンが始まっている。団塊の世代が、いう

ところの後期高齢者に入っていくという部分の

中で、高齢化がどんどん進むという中で、ただ

いま小林議員の質問の中に、人間の誇りと尊厳

という言葉がありました。これは非常に大事な、

そして重い重い言葉だというように思っている

ところであります。 

 医療が進化した、医療技術が大変なる進歩を

遂げているといっても、誰しもが迎えるという

部分の中における、終末という言葉がその中で

適切かどうかということはあるわけでございま

すけども、終末医療といったようなことも現実
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として、言葉として使われているということな

わけでありますから、自宅でみとられ、そして

安らかにという部分の環境をどのようにつくっ

ていくかということも、また大きな一つの課題

ではないのかなというように思っているところ

であります。 

 そういった中におきまして、遠野市におきま

しても、これをほっとくわけにはいかないとい

う部分の中の認識の中で、平成28年３月であり

ますけども、県立遠野病院あるいは市内居宅介

護支援事業所、ケアマネジャー事業所、約10箇

所あります。それと遠野市、地域包括支援セン

ター、今、質問の中にもありました地域包括支

援センターの関係者によりまして、地域の医療

と介護を考える会といったようなものを立ち上

げまして、入院、退院時の医療と介護の一つの

連携をマニュアル化をしたというそのような動

きがあります。 

 さらには、在宅医療の専門家及び在宅介護、

介護予防を支える専門職の方々が参加しながら

話し合える、連携し合える新しい組織を年内に

立ち上げるという動きも出てきているとこでご

ざいますので、この辺のところをしっかりと行

政の立場としても連携を図りながら、これは私

は言葉をもてあそぶには余りにも重過ぎる一つ

の課題ではないのかなと思っておりますので、

尊厳と誇り、これは人間にとって極めて、極め

て大事な、そして重い言葉でありますので、そ

れにふさわしいしっかりとした連携策を、きち

んとフォローしながら、また連携をコーディ

ネートしながら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）  連携の枠組みをしっか

り広げていく途中の段階、取り組みの段階だと

承知をいたしました。何よりも専門職の方々の

連携、情報共有が重要であります。 

 そこに、ＩＣＴの技術を活用した取り組み、

そういったものも必要であると考えております。

平成29年度６月定例会で、医療・介護・福祉・

救命救急の連携と協働をＩＣＴの利活用で支え

ていく必要性について質問をいたしました。市

長からは、現在、医療情報ネットワークの構築

と情報の共有化を図れる仕組み、体制整備に努

力したいとの御答弁がありました。 

 気仙地区では、大船渡市、陸前高田市、住田

町の医師会を中心とした医療情報ネットワーク

システムが運用されており、北上、花巻市を中

心とした中部地域においても、医療情報ネット

ワークシステムが稼働しております。遠野市と

しても積極的に参加していくべきと考えますが、

遠野市の現状と今後の方向性についてお聞かせ

ください。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  医療と介護のネット

ワークという中で、情報システムを活用しなが

らそのネットワークをという部分の中での、今、

御質問の中にそれぞれの大船渡地区の仕組み、

あるいは岩手中部圏域の仕組みというようなお

話がありました。 

 先般、５月の連休明けでございましたけども、

岩手中部病院の伊藤院長さんが私のところを訪

ねてまいりました。この二次医療圏としての岩

手中部病院は、遠野にとっても大変大きな存在

でありますので、伊藤院長さんからいろいろお

話を聞きました。その中で、今、御質問のあり

ました一つの仕組みづくりについてのお話があ

りましたので、その場に同席しておりました健

康福祉部長のほうから、その際の申し入れと、

今、どのような状況になっているかということ

につきまして御答弁をさせますので、よろしく

お願いをいたします。 

○議長（新田勝見君）  鈴木健康福祉部長。 

   〔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鈴木英呂君登

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（鈴木英呂君）  命によりま

して、答弁させていただきます。 
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 岩手中部圏域においては、平成28年４月に、

県立中部病院や北上医師会、花巻市医師会など

が参加して、岩手中部地域医療情報ネットワー

ク協議会が設立されました。これは、岩手中部

地域の医療機関のほか、薬局、介護施設、行政

などをインターネット回線で結び、患者の情報

を共有することで、より質の高い医療、介護

サービスの提供につなげる仕組みです。 

 平成29年10月に、先行して、北上市と花巻市

の希望する病院などが参加登録し、システムが

稼働しております。当市においては、県立遠野

病院や遠野市医師会、遠野歯科医師会、釜石広

域介護支援専門員協議会遠野地区がこれに参加

することを表明しており、ことし５月からは協

議会事務局が、順次、市内の医科、歯科医院な

どへの個別説明を開始し、既に３つの医療機関

が参加の同意を提出しているところです。 

 現在、協議会では、当市を含め中部広域の自

治体が、オブザーバーとして参加しております

が、先導者である県立中部病院長からは、持続

可能なシステムとするために、岩手中部圏域３

市１町には、より上の立場でのかかわりを持っ

ていただきたい旨の話を受けております。これ

については、他の自治体とも歩調を合わせてい

く考えでおりますが、当市では積極的にかかわ

りを持ち、市民へのＰＲのほか、より多くの関

係機関の参加を呼びかけていく方向でおります。 

○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）  ぜひ、それぞれの専門

職の方々がマンパワーを発揮して、それが相乗

効果をしっかりと発揮できるように、そういっ

たＩＣＴ、使えるものも本当にしっかり活用し

ていただきながら、大事に仕組みを進めていた

だきたいと思います。 

 人としての誇りと尊厳を大事にしていく制度

として、成年後見制度がございます。認知症、

知的障害、精神障害によって判断能力が不十分

な方にかわって、財産管理や契約の支援をする

制度として成年後見制度がございます。また、

障害を抱える我が子の将来への不安、いわゆる

親亡き後への対応としても成年後見制度は重要

でございます。 

 権利擁護の観点から必要な制度ですが、制度

自体が知られていない、また、複雑な手続であ

ることが理由で、実際の利用がふえていない現

状であると捉えております。制度の周知啓発、

利用への支援、また弁護士などの専門職や親族

による後見人だけでなく、地域の中で高齢者を

支える人材として、市民後見人の養成が必要で

あると考えますが、今後の取り組みについてお

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）  先ほどの答弁で、2025

年という中で、団塊の世代を中心にまさに後期

高齢者に突入をするという、そのような形での

数字を申し上げました。その中で、いろんな

データが、あるいは数字がさまざま飛び交って

いるわけでこれはございますけども、この団塊

の世代が後期高齢者、75歳を迎えたときには、

５人に１人が認知症というそのような大きな数

字も飛び交っているという事実があるわけであ

ります。そういった意味におきましては、いろ

んな意味で成年後見人制度といったようなもの

をしっかりとした仕組みに持っていかなければ

ならないということも、まさに備えあれば憂い

なしという一つの言葉の中にあらわせるように、

このような問題にもしっかり対応した準備を進

めていかなきゃならないということは言うまで

もないことではないのかなと思っております。 

 地域包括支援センターといったような中で、

さまざまな一つの関係機関との連携を図ってい

るわけでありますけども、この成年後見制度の

申し立て、あるいはそれに伴う対応といったも

のにつきましては、やっぱりこれもいろんな法

制度をはじめとするさまざまな連携を図ってい

かなければならない。このいうところの制度利

用者、申し立てに伴う費用の負担なり、あるい

は後見人制度に対する一つのさまざまな費用負

担の問題、あるいは制度の周知といったものも

図っていかなきゃならないかというに考えてい
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るところであります。 

 このような意味を含めまして、実はこれも国

の仕組みと市町村の仕組みという中にあっては、

これはやむを得ない一つのあれでありますけど

も、例えば、今、岩手中部ネットワークの仕組

みの話を申し上げました。岩手中部病院が仕組

みとなり、３市１町が一つのネットワークにと

いう中にあるわけでございますけども、一方に

おいては、住田、大船渡、陸前高田という大船

渡病院をした仕組みの中でも、ひとつ遠野も位

置づけられているという部分もあるわけでござ

いますから、先ほど、担当部長が答弁しました

とおり、岩手中部病院の中に参画するというこ

とになったわけでありますけども、私は、オー

ル岩手の中の仕組みにしていかなきゃならない

ということを強く訴えておるとこであります。 

 そういった意味におきまして、この成年後見

人制度も、この盛岡家庭裁判所遠野支部管内の

という中で、この成年後見人制度のセンターを、

ひとつ設置をするという一つの仕組みになって

いるわけでありまして、家庭裁判所がその仕組

みの一つの拠点になるということでありますか

ら、そうすると、遠野支部の管轄ということに

なれば、釜石、大槌、遠野ということになるわ

けでございまして、この部分においては、３市

町、遠野市、釜石市、大槌町の中におきまして

連携を図りながら、成年後見センターの共同設

置をという方向に持っていかざるを得ない。本

年度内に、この設立合意のもとに平成31年度か

らこの運用をスタートするという方向で、今、

話し合いを進めているところでございますので、

遠野市には成年後見センター支所を設置すると

いうことの方向で、今、関係機関といろいろ協

議を進めているところでございますので、その

ような仕組みも立ち上げながら、この成年後見

制度のさらなる周知と定着を図ってまいりたい

というふうに考えております。 

○議長（新田勝見君）  ２番小林立栄君。 

   〔２番小林立栄君登壇〕 

○２番（小林立栄君）  市長の答弁でございま

した。オール岩手という考え方は、本当に大賛

成でございます。医療は中部、後見制度などこ

れは釜石、いろんな法律の制度上仕方ないかも

しれませんが、実際に利用する方がやはり不便

をしないような形でしっかり連携をして、仕組

みをつくっていっていただきたいと思います。 

 それでは、続きまして、終活支援事業につい

て質問をいたします。 

 「終活」とは、「終わりの活動」と書きまし

て、人生の終わりのための活動の略語でありま

す。神奈川県横須賀市では、自治体で初めてひ

とり暮らしの高齢者の埋葬、納骨、延命治療の

意思を支援するエンデイングプラン・サポート

事業を、平成27年７月から開始をいたしました。 

 事業の導入については、ある70代後半のひと

り暮らしの高齢者が自宅で孤独死をされたこと

がきっかけであったそうであります。その方は、

身寄りがいないことからそのまま火葬され、費

用は公費で支払われました。その後、自宅のた

んすから「私が死亡したとき、15万円で火葬し、

無縁仏にしてもらえませんか」との書き置きと

通帳が発見されたそうであります。自分の葬儀

費用だけはと貯金をしていたこの方の最後の意

思、思いは酌み取られず、生かされなかった、

そういった苦い経験から、市の担当者がエンデ

イングプランのサポートを考案し、事業化した

とのことであります。 

 この事業の概要は、ひとり暮らしで身寄りの

ない低所得の高齢者を対象に、葬儀、納骨、死

亡届人の確保といった終活課題についての一連

の終活支援相談と記録の保管を行う事業であり

ます。まず、生活福祉課が相談窓口となり、終

活プランを作成します。市が仲介して、対象者

が協力葬儀社から葬祭プランを選択をして、生

前契約を結び、葬祭費用を事前に預託する仕組

みとなっております。記録内容を記載した登録

カードを、個人携帯用と自宅用２枚作成し、市

と協力葬儀社の両者で保管をいたします。病院

からの問い合わせに備え、市役所が閉庁時でも、

葬儀社が24時間体制で対応することとなってお

り、終活プラン策定後は、月に１度の電話確認

と３カ月に一度、対象者宅を訪問するなど、定
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期的な安否確認を行っております。本年５月か

らは、終活情報登録伝達事業と改め、市民であ

れば誰でも終活についての情報を行政登録して、

事前に本人が指定した方に開示できる仕組みと

したそうであります。 

 ひとり暮らしの高齢者や身寄りのない方にと

って、自分が亡くなった後の心配事がなくなり、

生きていく上での安心感も増す取り組みではな

いでしょうか。横須賀市のエンデイングプラ

ン・サポート事業、終活情報登録伝達事業のよ

うな、具体的な終活支援事業が必要だと考えま

すが、市長の御所見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）  終活支援という一つの

仕組みの大切さということを、今、それで横須

賀市の事例をもとに質問がありました。 

 この横須賀の事例につきましては、情報誌を

通じ、あるいはテレビ等を通じ、私も承知して

おります。御質問の中にあったとおりの内容で

ありました。そういった中におきまして、それ

ぞれの地域の特性がある、あるいはそれぞれの

地域が持つ一つの仕組みがある。遠野市は、１

町10カ村という小さなコミュニティーを安心・

安全の拠点にしようということで本格的にス

タートをいたしました。そういった中におきま

して、ひとり暮らしの方も含め、民生委員、児

童委員の皆様のいろんなマンパワーを、さらに

は消防団員の皆様の力を、そして一方において

は地区センターの果たす役割として、社会福祉

協議会としっかりとした連携をつくるという中

で、安心・安全を一つでもよりよいものに持っ

ていこうとしているわけであります。 

 そういった中におきまして、この横須賀の事

例、あるいは香川県の琴平町の社会福祉協議会

が、やはりこの地域生活総合支援サービスとい

ったものを実施しながら、さまざま本人との委

任契約によりまして、いろんな、何と申します

か終活という部分における仕組みを制度化した

というにも聞いているところであります。この

身寄りのない方への、入退院支援あるいは葬儀、

供養、死後事務といったようなものを丸ごと支

援する仕組みだというに聞いているところであ

ります。 

 もちろん、コミュニティーといったようなも

のが、あるいは行政の一つの立場の中において、

どこまでという部分におきましては、まさに個

人情報であり、プライバシーであり、その方の

価値観の問題であり、先ほど来、述べられてい

ますとおり、人間としての尊厳と誇りといった

部分の中に、どのようにこういう仕組みを機能

させるかということにつきましては、言葉とし

ては簡単に言えるような内容ではないんじゃな

いのかなと。やはりより慎重に、そしてさらに

はきめ細かく対応していかなきゃならない、そ

こには気配り、心配りというのもその中に持ち

合わせなければならないというそのような課題

ではないのかなというように思っておりますの

で、先進事例なども情報を収集しながら、であ

れば、遠野とすればどうしたらいいだろうかと、

地域包括ケアシステムのような、一つのこの構

築をさらに充実させる中で、今のようなニーズ

にも当市に合った仕組みとして充実させるとい

うことも選択肢としてあるのかななんてことも

考えているとこでございますので、これからも

さまざまな情報を提供いただきまして、この問

題にも慎重に立ち向か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）  ２番小林立栄君。 

   〔２番小林立栄君登壇〕 

○２番（小林立栄君）  この終活の問題、地域

包括ケアシステムを進めていけば、やはり出て

くる大きな課題であると思います。ぜひ、慎重

に、それでもきめ細かく取り組みを進めていた

だきたいと思います。 

 それでは、最後の質問に入ります。 

 地域での支え合い・助け合い、見守りを支援

する取り組みについて質問をいたします。 

 昨日の質問の中でも、生活支援コーディネー

ターの配置、地域ケア会議等情報共有、協議体

を設けて、地区センターと連携しながら地域で

支え合いを進める旨の御答弁もございました。
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そういった地域での支え合い、しっかり進めて

いただきたいと思います。 

 その上でですけども、ただいま、介護予防の

取り組みについて市内の御高齢の方に直接訪問

したり、いろいろ紙に書いてもらったりしなが

らアンケート調査を行っております。まだ、集

計等まとめ作業はしておりませんが、カートを

押しながら、ゆっくりでもお店に買い物に行く

ときは楽しいと、それが健康や体力を維持して

介護予防になっているのかな、そういったお答

えを多くいただきました。 

 高齢者の日常的な生活支援ニーズに応えるた

めに、地域住民やボランティア、民間事業者な

どの多様な主体による生活支援体制の構築が重

要であります。 

 さまざまな支援体制の中で、美容師や理容師

による訪問理髪、お弁当の配食や買い物代行

サービス、店舗内や店先に高齢者用の休憩ス

ペースを用意する、お茶などのサービスをする、

利用者の高齢者割引、見守りへの協力など、高

齢者を応援する事業者や団体、店舗をふやして

いく取り組みも重要であります。そして、高齢

者を応援していただけることに対して、社会貢

献のお礼として、市のホームページや広報にそ

ういった店舗を掲載をする、高齢者の皆さんに

も利用していただけるように積極的な宣伝を行

うなど、お互いにメリットがあるような取り組

みを進めてみてはいかがでしょうか。 

 つまり、今、全国各地で、子育てを応援する

店、消防団を応援する店といった取り組みが進

んでおりますが、その高齢者の方を対象にした

取り組みというイメージで捉えていただければ

と思います。 

 高齢者がいつまでも住みなれた地域で自分ら

しく生活を続けることができるように、地域で

の支え合い・助け合い、見守りの機運を高め、

高齢者とその家族を応援する取り組みについて

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）  ただいまの質問の中で、

この支え合い、そして助け合い、そして見守り

を支援するという中で、そのような事業所もふ

やしながら、まさに地域ぐるみ、まちぐるみと

いう部分の中で、この高齢者の方々を、まさに

ここに住んでよかったというような安心・安全

な環境をつくっていくということが大事ではな

いだろうかという中で、さまざまな仕組みの提

案も含めての御質問がありました。 

 これは、繰り返しになりますけども、団塊の

世代の2025年問題を、一つのカウントダウンが

始まっている中におきまして、住みなれた地域

で自分らしい暮らしを続けるということができ

るような環境づくり、それには、この医療、介

護、予防、住まい、さらには生活支援、こうい

ったものが包括的に確保される仕組み、これは

地域包括ケアシステムの一つの定義になるわけ

でありますので、その辺のところをしっかり充

実したものに持っていくということが、まず基

本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。 

 そしてその中におきまして、いろんな市内の

６カ所の事業所の中に、在宅支援介護センター

が設置されているところでありますので、この

部分の一つの生活支援コーディネーター、これ

はきのうの一般質問で菊池美也議員から、いろ

いろ福祉によるまちづくりという部分につきま

して、さまざまな角度から御質問をいただきま

した。その中で、この生活支援コーディネー

ターの一つの役割といったようなものもその中

で述べさせていただいたわけでありますけども、

この部分をどのように交通弱者、あるいは買い

物弱者も含めて高齢者の方々、大変お困りにな

っている、その部分をどのようにという部分に

なれば、この一つの高齢者対策、何で健康福祉

部だということばかりじゃない、市民センター、

地区センター、そこもどのようにそこに参画し

ていくのか、あるいは、社会福祉協議会もそこ

にどのように協働歩調をとっていくのか、それ

を取り囲むように民生児童委員であるとか、そ

れから消防団の方であるとか、いろんなそのよ

うなマンパワーがそれを取り囲むようにきちん
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と支援をするという仕組みができれば、まさに

これを生活支援コーディネーターがきちんと対

応すれば、住民あるいは地域団体、区長会、地

連協、いろんな団体があるわけでございます。

そしてボランティアの方々、そういった方々が、

ひとつ定期的な連携を図れば、私はこのキー

ワードの中にあります支え合い、そして助け合

い、さらには見守りを支援するという仕組みが、

私はできるんじゃないのかな、しかしそれはで

きるんじゃないじゃなくて、つくらなければな

らないというそういう気概の中で、やっぱりこ

の問題にも立ち向かっていかなければならない

かというように考えているとこでございますの

で、このような、特にもさまざまな先進事例を

参考にしながら、地域包括ケアシステムといっ

た部分の中で、ハートフルプラン2018という中

でさまざまな計画として位置づけているわけで

ありますから、それをさらなり加速をさせ、充

実させるという中で、この新たな仕組みのさら

なる充実強化ができるんではないのかなという

ように思っておりますので、そのことにつきま

して、いろいろ関係部署と連携を図りながら対

応を図っていくように、私も先頭に立って取り

組んでまいりたいというふうに考えております。 

   〔２番小林立栄君登壇〕 

○２番（小林立栄君）  以上で、一般質問を終

わります。 

○議長（新田勝見君）  次に進みます。９番菊

池巳喜男君。 

   〔９番菊池巳喜男君登壇〕 

○９番（菊池巳喜男君）  市民クラブの菊池巳

喜男でございます。 

 今６月定例議会一般質問、最後の質問者とな

りました。議員、当局の各位には、本日も４時

間余りの経過となっておりますが、耳を傾けて

いただきながら、ともに考え、ともに行動して

いくことにつながればいいかなというふうに思

っているところでございます。 

 それでは、通告に従い、一問一答方式で、１

項目めでは、災害対応の強化と支援について、

２項目めには、新介護保険料についてを、それ

ぞれ市長に質問を随時行ってまいります。 

 それでは、最初に災害対応の強化と支援につ

いてでございます。 

 この通告をしてから、昨日の朝、大阪北部で

震度６弱の揺れを観測した地震、各地に大きな

被害が発生をいたしました。９歳の女の子を含

む４人が亡くなったほか、大阪や兵庫など２府

３県で、少なくとも360人ぐらいがけがをした

との報道がございました。亡くなられた方々に

お悔やみを申し上げるとともに、被災に遭われ

た方々に心からお見舞いを申し上げます。 

 さて、質問に先立ちまして、災害の関連につ

いて、幾らか述べさせていただきます。 

 10年前の平成20年６月14日にも、岩手・宮城

内陸地震が発生し、寛大な被害が発生しており

ます。この地震、記憶にとどめている方もある

かと思いますが、風化が進み、その教訓も現代

では生かされていないのではないかと不安もご

ざいます。 

 その中で、大地震や災害時の孤立について、

この前、地元紙の特集として、自治体からのア

ンケート調査を行ったコメントが掲載されてお

りました。遠野市からのコメントでは、大規模

災害では「集落の孤立化が想定されるが、その

半数弱が65歳以上の高齢者であり、初動時の自

助、共助による対応に不安がある」と答えられ

ておりました。また、同報道では、市内の小友

町山谷地区の現状が掲載されておりまして、孤

立する災害の恐ろしさや不安がそこに住む住民

によって語られておりました。高齢者だけで避

難せざるを得ない老老避難、若者など地域の支

援者が時間帯によって不在になる隠れ孤立など、

大きな課題として浮かび上がってもいますと述

べられております。 

 遠野市では、岩手県下で最も多い46地域で孤

立想定地域があること、対策として早目の避難、

避難のためのバス運行などについても対策が述

べられておりました。 

 このように、いろいろ、今、例を新聞報道を

もとに述べましたけども、遠野市では、市民が

安心して暮らすことができる災害に強い地域社
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会を築き上げることを決意とした、遠野市防災

基本条例が、既に平成26年４月１日から施行さ

れております。改めて、この条例を通して、災

害に備え、万が一発生した場合の対応について、

市民とともに再構築していきたいと思っており

ます。この条例は、ご存知のとおり市民各位が

経験した東日本大震災などを教訓に、防災の重

要性を鑑み、減災の対策も講じながら岩手県下

でいち早く制定されたものであります。 

 一方、先の東日本大震災では、沿岸被災地と

の交通アクセスや地理的環境から、遠野市は被

災地支援のためのベースキャンプの拠点として、

重要な役割を担うことができました。この遠野

市が被災地を支えていくという強い信念で取り

組んだ支援活動は、市民に誇りと、お互いにお

互いが支え合うという共助意識の高揚につなが

ったものと考えております。 

 この防災基本条例は、既に周知されていると

ころでありますが、基本理念として、自助、共

助、公助のもと、市と市民が相互に連携して行

動していくことが、第３条の中で示されており

ます。それ以降の条項では、自助、共助、公助

の基本理念の中でどのような行動をしていくの

かを示し、市の責務や防災活動の啓発、必要な

物資の備蓄、情報提供、そして災害対策本部の

設置による体制の確立、ボランティアの受け入

れや医療体制の整備、そして他の地方公共団体

の支援が条項として連なっております。 

 しかしながら、災害が発生した場合、遠野市

として市民の生命や財産をどのようにして守っ

ていくのか、具体的な救助については示され、

周知されていないのではないかと考えるところ

もございます。その点、いかがと考えるのか、

最初にまず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）  菊池巳喜議員の一般質

問にお答えいたします。 

 災害対応、それから２つ目が介護保険制度に

ついての２項目という中で、今、災害対応、昨

日も８時前に６弱というものが大阪を、高槻市

を中心に襲ったという中で犠牲者も出たと。そ

して帰宅困難者を含め、やはり一つのパニック

状態になったという大都会のもろさが、もろに

あらわれたんではないのかなというようなこと

を、テレビ報道等を通じながら感じたところで

もあります。 

 兵庫県の福崎町も友好都市の一つであります

ので、電話で確認したところ、大きな被害はな

いということでありましたので、正直ほっとし

ているわけでありますけども、東日本大震災の

ときは、関西広域連合あるいは大阪の堺市とい

ったところが中心となりまして、大阪市消防局

も遠野に拠点を求めたという、一つの７年３カ

月前の事案があるわけでございますので、やは

り人ごとではないという中で対応していかなけ

ればならないかということで、一つの緊張感を、

きのう改めて感じ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いるところでありま

す。 

 そういった中におきまして、この災害対応、

いろいろ新聞でも報道されたという中で、山谷

地区の事例等も含めながらお話がありました。

まさに、孤立集落あるいは若い方々が働きに出

ておっての、みなし孤立というような一つのこ

とも現実として受けとめなければならいぞとい

う、そのような御指摘であったのではないのか

なというように思っているところであります。 

 東日本大震災、あるいはこの台風10号での孤

立集落といったようなものも、私どももかなり、

まさに受けとめたという部分の中でそのような

経験もある。そして一方においては、限界集落

という、私はこの言葉は使いたくないんですけ

ども、一つの限界集落、あるいは消滅集落とい

ったものの定義に近い集落が、市内に各地にも

あるということを含めれば、というところの災

害弱者をどのようにフォローすべきかというこ

とにつきましては、これも極めて大きな課題。

災害は、いつ何どきどのような形で襲ってくる

かわからないというのが、今の状況なわけであ

りますから、きちんとした緊張感のもとに対応

していかなきゃならないということは、言うま
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でもないか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、この御質問にあ

りましたとおり、この災害基本条例を平成26年

３月に策定をいたしました。議会にも承認をい

ただいている条例であります。これは、東日本

大震災から３年目を迎えたという中におきまし

て、基本条例として制定したのは、県内では遠

野市が初めてであったということなわけであり

ますけども、初めてであったからということで、

それをもってよしとするわけじゃない、条例を

制定したからそれで対応がきちんとできるんだ

ということではない。問題は、具体的な一つの

点と、あるいは点を面とし、そして面をネット

ワークにしながら、広域連携の中で安心・安全

を確保していかなきゃならないというそのよう

な仕組みづくりこそが大事なわけでありまして、

ただ、この仕組みづくりの中におきましては、

まず一つは市の防災会議がある、そこにあらゆ

る関係機関が参画をしている、そしてその都度、

地域防災計画の見直し作業も行っている。その

地域防災計画の見直しは、縦という部分の中に

あっては、国の計画、それに県の計画があり、

市町村がそれに整合性をとりながら、一つの縦

の中における一つの計画として位置づけられな

がら見直しを行っていくということになるわけ

でございますけども、えてしてその見直しも行

政組織の名称変更とか何とかの部分で、極めて

事務的な見直しに終わっている可能性もなきに

しもあらずという部分の中に、私どもは、やは

り一つの緊張感を持たなければならない。具体

的に、さまざまな歴史をひもとけば、それぞれ

の地域に災害が、あるいは年齢構成も含めいろ

んな課題がある。それを小まめに分析をしなが

ら、そこにどのような対応をしていったらいい

のか。 

 先般、消防職員を前に立たせまして、プロ意

識を持ってほしいという中で、約１時間半ほど

訓示をいたしました。平均年齢が37歳近いのが、

今、遠野市の消防職員の一つの若い世代の年齢

構成であります。そういった中におきまして、

やはりナビゲーターに頼るんじゃないと、自分

の頭で、その現場にいかに早く到着をするかと

いうことについて、知り尽くせという話をいた

しました。それが大事であるぞという話をいた

しました。 

 そしてそのような一つの中におきまして、そ

れぞれの防災計画にどう生かすか。自主防災組

織の方々がそれにどのように参画をしてくるの

か。あるいは消防団の分団がどのようにかかわ

ってくるのか、民生児童委員の方々がひとり暮

らしあるいは高齢者、障害のある方々にどのよ

うに情報を持ちながら、そこにタイミングを失

しないような中でアプローチをできるのか。リ

ヤカーが一番大事な、一つの避難行程にとって

は大事な一つの機動力を示すにはリヤカーだぞ

という話を申し上げたわけでありますけども、

今の時代、リヤカーって何だというような時代

も、本気とも嘘ともつかないような中で交わさ

れている時代でありますから、しかし、あのリ

ヤカーには、災害時には４人、５人と乗れるわ

けであります。そのようなことも含めながら、

きめ細かいアプローチをしていくという部分が、

地域防災計画であり、地域別の計画であり、地

区センターが消防団も入りながら、安心・安全

の小さな拠点にしようという部分も、今のよう

に御指摘のありましたとおり、単なる条例をつ

くったんだからいいんではないんだぞという部

分につきましては、そのようなフォローを行い、

もう一方においては、やっぱり訓練を行うとい

うことがやっぱり大事じゃないのかな。 

 ただ、この訓練も、訓練、訓練となってしま

うと、いつの間にかそれが当たり前のことにな

ってしまって、緊張感がどこで失ってしまうと

いうことになりますから、その訓練の持ち方も、

やっぱり常に工夫をしながら、そして住民の

方々、特にも高齢者の方々に負担のかからない

ような、そのようなスムーズな動きに持ってい

くようなやっぱり訓練などにも工夫を凝らして

いかなきゃならないということに、さらに意を

用いていかなきゃならないんじゃないのかなと

いうに思っているところであります。 

○議長（新田勝見君）  ９番菊池巳喜男君。 
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   〔９番菊池巳喜男君登壇〕 

○９番（菊池巳喜男君）  きのうの大阪の地震

に際しましては、４人の犠牲者の中の災害の原

因というのは、ブロック塀の倒壊によるものだ

というふうな案件が２人ほど、それで亡くなっ

ていたということで、この際、遠野市内の通学

路なども、やはりきちんとその辺を、ブロック

塀等々を確認しながら、安心・安全につなげて

ほしいものだなというふうに思っております。 

 さらに、ちょっとこの防災基本条例の中で、

ちょっと確認をしていくわけでございますけど

も、17条におかれまして、ボランティアの参加

等々が条項の中にうたわれておりますけども、

ボランティアといえども、いろいろと災害に巻

き込まれる可能性もなきにしもあらずというこ

とで、ボランティアに参加される方々の身を守

るというんでしょうか、その辺、保険等々はど

のようになっているものなのか、そして、その

辺検討されているものなのか、ちょっとお伺い

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）  条例との関連の中で、

ボランティアをどのように位置づけているのか

と、そしてそのための保険制度などについても

どのような認識を持っているのかということに

ついてのお尋ねでありました。 

 ボランティアにつきましては、災害ボランテ

ィアという一つの日本での活動は、今から23年

前の阪神淡路大震災で大きな力を発揮したとい

うことに、一つのスタートがあるわけでありま

す。その後発生いたしました中越地震におきま

しても、災害ボランティアの方々がいろいろ活

動をした。そしてあの東の大震災の際は、遠野

を拠点として、11万人とも12万人とも言われる

ボランティアの方々が、遠野から被災地等に向

き合ったという中で、ボランティアの方々の活

動が、本当に目をみはるほどの活動があったが

ゆえに、官民一体というような一つの組織が、

遠野をモデルという形での中に位置づけられた

ということは、御案内のとおりであります。 

 そういった中におきまして、ボランティアは

基本的には、特にも災害ボランティアは自己完

結なわけであります。遠野に行ったと、宿はあ

るのか、食料はどうすんだと、飯は食えるのか、

寝る場所はどこだというのは、これは災害ボラ

ンティアではありません。寝袋を持参し、食料

を持ち、そして誰にも迷惑をかけないという中

で、災害対応の一つのボランティア活動を行う

というのが、基本なわけであります。要するに、

志を高く持った方々の一つの活動が、災害ボラ

ンティアという中に、ひとつ位置づけられてい

ることなわけであります。 

 しかし、ただそれをもってして、これだけの

人数の方々が被災地を支えているという部分に

なれば、やっぱりただそれをほっとくわけには

いかないという部分も、やっぱり一つの考えな

ければならないことではないのかなというよう

に思っているとこでございますので、そのよう

な意味におきまして、このボランティアの保険

にみずから加入し、そして活動の事故による負

傷及び事故があった場合においては、その保険

の適用が受けられるようになっておりまして、

掛金は年間で350円から1,220円という一つの制

度が、全国社会福祉協議会の中に行っている制

度の中に、ボランティア保険として位置づけら

れているわけでございますので、そのようなも

のをしっかりと周知させながら、周知させなが

らというよりも周知し、そしてその中におきま

するいろんな団体の方々、例えばこのボランテ

ィア活動におきましては、当社会福祉協議会、

赤十字組織、あるいは全国に展開しているいろ

んなＮＰＯ法人、そのような方々としっかりと

情報を共有しながら、相互に連携をしながら活

動を、それこそ心配しなくて展開できるような

そのような一つの制度の周知といったものを図

っていかなければならないんじゃないのかなと

いうふうに認識しているとこでございますので、

よろしくお願いをいたします。 

○議長（新田勝見君）  ９番菊池巳喜男君。 

   〔９番菊池巳喜男君登壇〕 

○９番（菊池巳喜男君）  周知させながら情報
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を共有していくということで、十二分にその辺

やっていただきたいなというふうに、これは基

本中の基本だと思いますけども、そう思います。 

 それでは、ちょっと角度を変えまして、今回、

日本、自然災害がかなり多いわけでございます

が、片方、自然災害とはまた別に、大規模なテ

ロ、武力攻撃事態が発生したと想定される場合

に、国民の生命や身体、財産を保護するため、

国民保護法が、武力攻撃事態等における国民の

保護のための措置に関する法律として、平成16

年６月に国会で成立しております。 

 この法律に関しましては、各市町村でも、こ

の成立によっていろいろ計画されていると思い

ますけども、この際、広く市民に知らせるため

にも、ちょっと御紹介をお願いしたいと思いま

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）  自然災害だけではなく

してという部分の中で、国民保護を、例えば武

力攻撃等における生命、財産、身体の危険を及

ぼした場合における対応といたしまして、国の

法律の制定を受けまして、平成18年６月に遠野

市国民保護協議会条例を制定をいたしておりま

す。平成19年の２月には、国民の保護のための

この条例を総合的に推進するための事項を定め

た遠野市国民保護計画を策定をしているという

ことになるわけでありますけども、この部分に

つきましては、さまざまな世界情勢、国際情勢

の中における一つの仕組みの中にあるわけであ

りますから、国の一つの対応の問題の中で、県、

市町村、そういったものとの連携の中でどのよ

うに対応しているのかと、Ｊ─ＡＬＥＲＴとい

ったような周知の仕組みもできておりますし、

エリアメールといったようなものの仕組みもで

きている。弾道ミサイルが発射されたという中

におきまして、それが直ちに周知をされるとい

うような仕組みもできているわけでありますけ

ども、刻一刻変わる国際情勢、あるいは世界情

勢の中にありまして、このような情報伝達仕組

みがしっかりと機能するという部分の中におき

まして、やはりこれもいい意味での緊張感を持

ちながら、対応していかなければならないんじ

ゃないのかなというように思っているところで

あります。 

 こういった部分におきましては、こういった

国際情勢の流れの中もさることながら、今度、

来年にはラグビーカップのワールドカップ釜石

大会が行われるわけでありますけども、そのよ

うな中におきまして、やっぱり一つのテロ行為

といったようなものも、やっぱりきちんと受け

とめるようなそのような緊張感を、やっぱり関

係者は持たなければならないのかなというよう

に考えているところでございますので、改めて

これは国の問題だということじゃなくして、そ

のようなものがいつどこで、どんな場所で起き

るかわからないというようなそのような情勢に

なっているわけでございますから、そのような

ことも十分認識しながら、関係者、いい意味で

の緊張感を持ち続けながら対応してまいりたい

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）  10分間、休憩いたしま

す。 

   午後３時02分 休憩   

────────────────── 

   午後３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。 

 ９番菊池巳喜男君。 

   〔９番菊池巳喜男君登壇〕 

○９番（菊池巳喜男君）  質問に入る前に、冒

頭、岩手・宮城内陸地震が発生し、寛大な被害

と申しましたけども、甚大な被害ということで、

大変失礼をいたしました。 

 それでは、質問を進めさせてまいります。 

 災害救助法、遠野の防災基本条例でも災害対

策基本法にということで、第４条でうたってお

りますけども、国の災害救助法による救助の適

用基準は、災害によって市町村の人口に応じた

一定数以上の住家の損失が、滅失というんです

が、ある場合、例えば人口5,000人未満の住家

が全壊30世帯以上ということになっておりまし
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て、救助の種類といたしましては、避難所、応

急仮設住宅の設置、食品、飲料水の給与、それ

から被服、寝具等の給与、それから医療、助産、

被災者の救出、住宅の応急修理、学用品の給与、

埋葬、死体の捜索及び処理、住居またはその周

辺の土石等の障害物の除去となっておりまして、

救助の程度、方法及び期間では、内閣総理大臣

が定める基準に従って、都道府県知事が定める

ところにより、現物で行うことになっていると

のことでございます。 

 しかし、この規模に適用しない災害支援が生

じる可能性もあるわけでございまして、市とし

ては、具体的なその辺、支援方法や体制を迅速

に実行する体制というものは整っているものか

をまず伺います。 

○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、災害救助法

の中におけるさまざまな支援活動、あるいは救

助活動についての、それぞれの項目が質問の中

で述べられました。文字どおりハード、ソフト

の中で、一つの生命、財産といったものを守っ

ていかなければならない、それをきちんと保全

し、そしてまたそれをつなげていかなきゃなら

ないというのが、災害救助法というものの中に

位置づけられる。文字どおり、災害対策基本法

があり、災害救助法があり、この災害対策基本

法、災害救助法といったようなものも、大災害

が起こるたびに見直しをされ一部改正もされな

がら、着実にその被災地の現場に対応するよう

な、ニーズに対応するような法改正が行われて

いるということがあるわけであります。しかし、

それに頼ってばっかりいられない。そういった

中におきまする、例えば激甚災害のようなもの

を受ければ、復興などについても手厚く、国の

一つの財源手当が行ってもらえるということに

なるわけでございますから、この法律とは何か。

法律とは、ただ解釈するだけではない。逐条解

説するだけではない。その現場、現場に応じて

どのような一つの柔軟な発想の中で、その被災

地、ニーズが何を求めているかということに対

して対応をしていかなきゃならないというのが、

私は法律の趣旨だというに、いつも理解をいた

しております。解釈だけの問題ではない。そう

いった中におきまして、ただいま申し上げまし

たような災害救助法の一つの適用外といった場

合においては、基本的には、住民の安心・安全、

命を守るのが、これが地方自治体の一つの大き

な責務であり義務であるということを十分認識

しながら、やっぱり間髪入れずに対応をする、

しかしその部分のかかった費用等については、

この救助法なり、あるいは災害対策基本法の理

念、救助法の仕組みといったものの中できちん

と国や県がその部分が何らかの形で面倒を見る

というか手当をするというその後のことが、や

っぱり基本として大事ではないのかなというよ

うに思っております。 

 あの東日本大震災の際に、遠野市がいろんな

形でかなりの持ち出しがありました。そのとき

に信じられない言葉を、私、今でも鮮明に覚え

ております。「遠野市から事前協議がなかっ

た」というその言葉が聞いたときは、正直なと

ころ驚きました。そこで、かなりのテンション

が上がって食い下がりました。どういうことな

んだというような話をしました。そうしました

ところ、今度は余りの怒りように、今度はでき

る規定だからしっかりとした積算根拠を持って

きてほしいというようなそういうような話があ

りました。いや、もちろんそうだよと、しっか

りとした根拠を持ってお願いをしているんです

よ、したがって、法律の趣旨に基づいて手当を

していただくというのが、やっぱり国や県の一

つの対応ではないでしょうかというなりがあっ

たことによりまして、最終的には全額手当をし

ていただいたということを、ついきのうのこと

のように思い出すわけでありますけども、そう

いう一つの解釈が、またそういう対応が、私は

法律といったものの解釈の中にあるのが、特に

も生命、財産、身体といった大変な状態の中で

誰の責任でもない自然災害でありますから、そ

ういったときにはそのような解釈を行う、そし

てまたそのような対応をするというのが、自治
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体の責任でもあり、県の責任でもあり、国の対

応でもあるんではないのかなということを常に

考えているとこでございますので、そのような

ことを申し上げまして、答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  ９番菊池巳喜男君。 

   〔９番菊池巳喜男君登壇〕 

○９番（菊池巳喜男君）  法律の解釈だという

ことで、問題もあるということでございますけ

ども、きちんと対応していくんだということが

話されておりますけども、遠野市防災基本条例

の第４条では、国の法律である災害対策基本法、

先ほどから述べておりますが、基本理念を反映

させなければならないと条項化されております。

災害基本法に適用されない、先ほど来から言っ

ている災害もございます。この辺の対応が曖昧

になってはいないかと思いますけども、明確に

なっているのかなというふうにも感じます。 

 この前、教育民生常任委員会で、岡山県の総

社市というところに、災害ではありませんけど

も、障害者雇用の取り組みについて研修に行く

機会がありました。その総社市では、総社市災

害救助支援条例というのがございまして、災害

基本法に適用されない災害についても、独自の

基準のもとで救助する条例が制定されておりま

した。それの条例を研修したわけではないので、

はっきりしたところは聞いてきませんでしたけ

ども、総社市では、基金でしたか、予算で1,00

0万円というふうな予算を計上しながら、常に

災害発生時に備え、議会の承認なくしても出動

できる体制を構築しているということでござい

ました。 

 これらの対策を講じていく場合に、遠野市災

害救助支援条例というような形で、まねをする

わけじゃないですけども、体制を整えてもいい

んじゃないのかなというふうに考えたところも

ございます。 

 その際、適用基準というようなことで、いろ

いろ住宅の喪失する数とか、災害の人数とかい

ろいろあるかと思います。市長が必要と認める

場合は、その限りではないというようなこと

等々、緊急的な課題ではないのかなというふう

にも考えますが、本市の災害の発生に際し、市

民に対し応急的に必要な救助や支援を行うとと

もに、被災者の保護及び社会秩序の保全を図る

目的として、どのように整えるべきだというこ

とを考えているのでしょうか。今の、遠野市防

災基本条例の中で対応が可能であれば、それで

もいいかと思いますが、その辺をお伺いいたし

ます。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま災害対策基本

法、それから災害救助法といったような中にお

ける一つの範囲に入らない、定義に入らない部

分の中で、独自の基礎自治体として独自の基金

なり仕組みを持ってもいいではないだろうかと

いう中で、他の自治体の事例も紹介いただきな

がら、御提案をいただきました。 

 これはやはり、ひとつ検討すべき課題ではな

いかなというようには思うわけでありますけど

も、この基金の一つの運用という部分の範囲の

中で、ものを考えていってもいいんじゃないの

かなという部分も、私は思っているところであ

ります。それを見える化しながら、特出しをし

ながら、市民の皆さん、安心してくださいよと、

このようなちゃんと基金も財源も持っておりま

すから心配しないでくださいという部分のアプ

ローチの仕方もあろうかというように思ってお

りますけども、やはり、事災害が起きた場合に

おいては、やはり間髪を入れずにしっかりとし

た対応をしていかなきゃならないという部分に

あっては、厳しい行財政事情でありますけども、

基金を活用しながら、その部分でやっぱりきち

んと、タイミングを失しない形でスピーディー

に対応をすると。そして、その部分においては、

また交付税等におきましてしっかりとした財源

をまた確保するというような、そのような地道

なというよりも、取り組みがやっぱり大事じゃ

ないのかな。 

 一つの、見える化しながら、安心・安全です

よと、皆さん、心配しないでくださいと、この

ような財源をしっかり確保してありますよとい
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う部分も、やっぱり一つの制度としてはあって

もいいだろうというようには思うわけでありま

すけども、どちらが、災害対策基本法、災害救

助法、地域防災計画、そしていろんな形での地

域ごとの防災の仕組み、あるいは安心・安全の

仕組みづくりにしっかりとしながら、もう一方

においては、事何か起きた場合においては、こ

のような仕組みの中で、基金を間髪入れずに対

応をするというような仕組みの中で、市民の皆

様、心配しないでくださいという部分の、やっ

ぱりアプローチの仕方ももう一方にはあるのか

なと思ったりもしているとこでございますから、

ただ、今、御提案があったことは、頭から否定

するつもりはありません。大事な仕組みづくり

の一つだというに受けとめているとこでござい

ますから、その辺を踏まえて、一つの検討材料

という中で、遠野が安心・安全な地域ですよと

いう部分を、しっかりと市民の皆様にお示しを

するという分においては、条例があり、そのよ

うな財源手当もしっかり持っているよという部

分も、一つの施策として位置づけることも、選

択肢としてはあってもいいのかなというような

部分はあるんだということを踏まえて、一つの

検討していきたいというように考えているとこ

でございますので、よろしくお願いをいたしま

す。 

○議長（新田勝見君）  ９番菊池巳喜男君。 

   〔９番菊池巳喜男君登壇〕 

○９番（菊池巳喜男君）  事が起きた場合、基

金を活用する、見える化をしながら財源を確保

してもいいんじゃないかと、検討材料にしても

いいのかなという市長の答弁でございました。

ぜひ、その辺前向きに検討していただきたいな

というふうに思います。 

 それでは、次の項目に入らせていただきます。 

 新介護保険料につきましてですが、この介護

に関しましては、小林立栄議員、菊池美也議員

も介護課題について一般質問されております。

私は、介護保険料から質問をさせていただきま

す。 

 新介護保険料に関しましては、去る３月の定

例会議会で、遠野市介護保険条例で介護保険料

の改正が可決され、平成30年度から３年間が保

険料が確定したところでもございます。 

 日本全体での介護保険料は、65歳以上の高齢

者が払う介護保険料として、今申したとおり、

３年に一度の改正期に当たっております。新保

険料は、日本全体では月額平均5,869円で、355

円前回よりも上昇したということでございます。

その比率は、6.4％上昇であるというデータも

あります。 

 介護保険制度、2000年から、平成12年度から

ですが、2,911円からスタートをいたしました。

そして２倍を超える保険料になってきておると

ころでもございます。今後、推移を見ると、先

ほど来から、ほかの議員等々でも議論がある、

2025年には7,200円になるのではないのかなと

いうような推測もなされておりまして、さらに

2040年度には9,200円にもなるのではないかと

いう推測もあるというふうに伺っております。 

 65歳以上の介護保険料は、市町村ごとに決め

られておりますが、今回の保険料設定では、保

険料をアップした自治体が８割ある一方、据え

置きまたは下げた自治体が２割強あるとのこと

であります。 

 このような中で、岩手県下33市町村の平均、

そして遠野市の実態、そして今後の料金体制は

どのようになるというふうに考えられるものな

のかを伺います。 

○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）  ただいまこの介護保険

の現状についての御質問がありました。これも、

2025年問題の中におきまして、一つの大きな基

礎自治体の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す。 

 平成30年５月21日に厚生労働省が発表した、

第７期計画期間における各都道府県平均保険料

基準額によりますと、岩手県は5,955円となっ

ております。第６期から第７期まで保険料月額

の伸び率は6.8％という状況になっております。

県内における遠野市の保険料基準月額は、5,42
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5円で、24保険者中20番目の額となっていると

ころであります。遠野市の第６期から第７期ま

でのこの保険料基準額の伸び率は8.6％で、24

保険者中11番目の伸び率という位置づけになっ

ております。平成29年12月末現在の時点での、

要介護認定率は18.6％で、24保険者中12番目の

位置にあるというそのような状況に、今、遠野

市はなっているところであります。 

 第７期計画策定後の将来推計の試算は、ただ

いま御質問にありましたとおり、当市の第９期

計画では、2025年度の介護保険料基準額は7,00

0円台になるんではないかというように見通し

ているとこでございますので、そのようなこと

を含めながら、この介護保険制度につきまして

も、より緊張感を持ちながら一つの対応をして

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）  ９番菊池巳喜男君。 

   〔９番菊池巳喜男君登壇〕 

○９番（菊池巳喜男君）  決して遠野市は、県

下でもそんなに高額ではないというふうなこと

が、ちょっと今示されております。 

 介護事業のデータというのは、先ほど来から、

見える化ということが進んで、我がまちのサー

ビスメニューや量が、全国でどのくらいの水準

かということで、他の自治体と比べるシステム

も整ってきていると言われております。自治体

では、こうしたシステムを活用して、保険料算

出の根拠として、事業計画をホームページなど

で公表もしております。 

 もし、自分自身が要介護になったら、どんな

介護を受けられるのか、そのためにはどのぐら

いの保険料を負担する必要があるかなど、住民

が納得できることが、制度を維持していく上で

重要であると考えられております。当市の実態、

他の市町村と比較するとどのような実態という

んですか、これからその辺を持っていくのかを

ちょっと説明を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）  ただいま、この介護保

険の第１問目の中におきまして、当市の基準の

伸び率も含め、介護保険の一つの核等につきま

しても、答弁で述べさせていただきました。 

 そして、この次の次期におきましては、7,00

0円台になるんではないのかなというような見

通しも申し上げたところでありますけども、今、

菊池議員のほうから、当市の介護サービスの実

態と他の市町村との比較の中で、どのような対

応を遠野市がしているのかというような中にお

ける状況でありましたので、これも、質問等答

弁を通じ、議員各位にも今の状況等につきまし

て、きちんと具体的な数字の中から答弁しなけ

ればならない、一つの大きな課題でもあります

ので、担当部長のほうから、今行っているこの

介護サービスの一つの実態と、他の市町村との

比較の中で、遠野市がどのような状況にあるの

かにつきまして、答弁をさせますのでよろしく

お願いをいたします。 

○議長（新田勝見君）  鈴木健康福祉部長。 

   〔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鈴木英呂君登

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（鈴木英呂君）  命によりま

して、答弁させていただきます。 

 当市と他市町村との比較は、保険者ごとの人

口、被保険者数や介護事業者数、サービスの種

類、地域特性などにより異なるため、単純な数

の比較は難しく、他市町村にはあるサービスで

当市にはないサービスも存在するところでござ

います。 

 当市にないサービス事業所の種類は、定期巡

回・随時対応型訪問介護看護、そして夜間対応

型訪問介護、地域密着型介護老人福祉施設、複

合型サービス、介護医療院などが上げられます。 

 第７期介護保険事業計画の策定に当たっては、

整備が必要と考えられる施設等についても、策

定委員会、ワーキンググループにおいて議論を

行い、原案策定後、パブリックコメントを実施

し、広く意見をいただいてきました。その後、

ワーキンググループ及び策定委員会において寄
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せられた意見を検討し、最終案としたものであ

ることを御理解願います。 

 当市においては、平成29年４月１日時点で、

特別養護老人ホームへの入所を希望する在宅待

機者が50名、うち早期に入所が必要な者が35名

という実態であることは認識しております。介

護保険事業計画の策定に当たり、介護保険サー

ビス事業所の整備について、要介護認定者など

ニーズ調査の結果、特別養護老人ホームの待機

者の問題、事業所の整備による保険料額への影

響額、新規に事業参入する事業所の希望調査の

結果などを総合的に策定委員会、ワーキンググ

ループで検討をしてきました。 

 第７期計画期間中においては、在宅生活を支

えるための定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所を整備する予定であります。先ほど来出

ております団塊の世代が75歳以上となる2025年

をめどに、重度な要介護状態となっても、住み

なれた地域で自分らしい暮らしを人生の最後ま

で続けることができるよう、医療、介護、予防、

住まい、生活支援が包括的に確保される体制、

いわゆる地域包括ケアシステムの構築の実現が

求められております。地域支援事業では、地域

包括ケアシステムの実現に向けて、高齢者の社

会参加、介護予防に向けた取り組み、配食、見

守り等の生活支援体制の整備、在宅生活を支え

る医療と介護の連携及び認知症の方への支援の

仕組みなどを一体的に推進しながら、高齢者を

地域で支えていく体制を構築するものでありま

す。 

 ケアシステムを実現し、地域で高齢者を支え

ていくために、みずからが住んでいる地域にお

いて役割を持ち、支え合えるコミュニティーを

目指した地域共生社会の地域づくりが重要とな

ります。 

 地域支援事業以外で、新たなモデル事業とし

て３町に「丸ごと相談員」を配置して活動を展

開しております。地区において、住民からの生

活支援に関する相談に対応するとともに、地区

住民をはじめ、区長、民生児童委員、ボランテ

ィア、社会福祉法人等の関係者、団体と連携し

ながら、地域で解決する体制づくりの構築、地

域資源の開発支援、地域協働の推進の仕組みづ

くりを進めていきたいと思っております。 

○議長（新田勝見君）  ９番菊池巳喜男君。 

   〔９番菊池巳喜男君登壇〕 

○９番（菊池巳喜男君）  ただいま部長のほう

からるる説明がございました。 

 その中で、在宅の待機者50名というような説

明もございました。私も、この遠野ハートフル

プラン2018に介護保険サービスの整備という形

で、今、部長が申された地域密着型サービスの

基盤整備を、定期巡回・随時対応型訪問介護看

護の整備を進めていくというようなお話がござ

いました。 

 ただ、遠野市では、夜間対応型の訪問介護が

なされていないというようなこともございまし

て、ぜひこれは、今後進めていただきたいなと

いうふうにも感じるところでございます。あと

は、丸ごと相談員も、これから３名から随時増

員していただけるかなあというふうにも感じる

ところでございます。 

 こういうように市の努力、そしていろいろ市

民のコスト的な意識が重要と思われますが、少

子化によって人口減少が進む中で、制度が維持

できるのかという問題も生じてくるということ

でございますけども、国民健康保険制度が都道

府県体制で維持するということになりましたけ

ども、介護保険に関しましては、各市町村がこ

のようにそれぞれ頑張っているわけでございま

すので、この辺、今後ともこの維持ができるこ

とを望むわけでございますけども、その辺、ど

ういうものなのかを伺います。 

○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）  ただいまこの介護保険

制度の実情につきまして、他の市町村がやって

いる事業も含めながら、担当部長のほうから現

状につきまして詳しく答弁を申し上げたところ

であります。 

 そういった中におきまして、今、話がありま

したとおり安定的な介護保険制度を維持できる
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のか、もう一方においては、国民健康保険制度

のように広域化なり県一本化というような動き

にどのように認識をしているのかというような

御質問でありました。 

 この単独の中におきまする今の遠野市の介護

保険特別会計等も、現状を見直すと、35億、６

億という額にはなっているわけでございますけ

ども、それぞれ関係者がしっかりとした仕組み

の中で、この介護保険制度を運用しているとこ

でございますから、安定的な経営はひとつ可能

ではないのかなと、またそのように確保してい

るんじゃないのかなというような認識もいたし

ているとこでございますし、また国民健康保険

制度のように、一部には広域化という部分を言

っている地域もあるわけでございますけども、

具体的な動きにはなっていないという部分の中

で、やはり市単独の中で健全経営をというより

も、健全財政を維持しながら、やはりしっかり

とした制度を充実させながら、やっぱりこの介

護保険制度に立ち向かっていかなければならな

い。そのためには、やっぱり健康寿命といった

ような中で、介護度を１から２、２から３、３

から４ということじゃなくして、どうしても高

齢化の中で、介護度が１、２に認定されるとい

う方があるわけでございますけども、それにと

どめるというような中における健康づくりの仕

組みづくりが、やっぱり一つの大きな課題とし

ても位置づけられるんではないのかなというよ

うに思っておるとこでございますから、人づく

り、地域づくり、健康づくりというような一つ

のキーワードの中から、この小さな拠点をネッ

トワークにし、そして安心・安全な地域共生社

会を構築するという部分が、この介護保険制度

にも向き合う、一つの遠野市としての仕組みづ

くりではないのかなというふうに考えていると

こでございますので、よろしくお願いを申し上

げます。 

○議長（新田勝見君）  ９番菊池巳喜男君。 

   〔９番菊池巳喜男君登壇〕 

○９番（菊池巳喜男君）  市長のほうから、介

護保険制度、現状を維持しながらよりよいサー

ビスで取り組んでいくような旨のお話がござい

ました。私からも、そのような形で市町村単位

で、広域に今後向かう場合もあるかもしれませ

んけども、維持しながら、安心・安全な体制を

整えていきたいというふうに思います。 

 これで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。 

────────────────── 

   休会の議決   

○議長（新田勝見君）  お諮りいたします。６

月20日及び21日の２日間は、委員会審査のため

休会いたしたいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新田勝見君）  御異議なしと認めます。

よって、６月20日及び21日の２日間は休会する

ことに決しました。 

────────────────── 

   散  会   

○議長（新田勝見君）  以上で、本日の日程は

全部終了いたしました。本日はこれにて散会と

します。ご苦労さまでした。 

   午後３時45分 散会   
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