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   午前10時00分 開議   

○議長（新田勝見君）  おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日、午前中の欠席の届出議員は、10番照井

文雄君であります。 

 これより本日の議事日程に入ります。 

────────────────── 

   日程第１ 一般質問   

○議長（新田勝見君）  日程第１、一般質問を

行います。順次質問を許します。４番萩野幸弘

君。 

   〔４番萩野幸弘君登壇〕 

○４番（萩野幸弘君）  改めまして、おはよう

ございます。会派躍進とおの所属の萩野幸弘で

ございます。 

 ただいまから、通告に従いまして遠野駅舎の

活用策についてと小学校授業へのＩＣＴ導入に

ついて及び市内２高校存続の取り組みと高校魅

力化についての大項目３点を掲げ、一般質問さ
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せていただきます。 

 質問に先立ち、一言申し上げます。 

 現在、非常に強い勢力の台風21号が日本に上

陸しようとしております。昨今の異常気象は、

全国各地で甚大な被害を引き起こしております

が、今般の台風も勢力を保って日本に上陸すれ

ば、実に25年ぶりの大型台風とのことですので、

皆様には今後も引き続き御油断なさらずにと申

し上げたいと存じます。 

 一昨日の２日、日曜日には、市全域で防災訓

練が実施されましたが、今後は地震に加え、豪

雨などの異常気象も想定した訓練も必要なので

はないでしょうか。 

 話は変わりますが、記念すべき100回を迎え

たことしの全国高校野球選手権大会では、お隣、

秋田県代表の県立金足農業高校が見事準優勝の

栄冠をかち取りました。 

 新調された深紅の大優勝旗が白川の関を越え

る願いは、残念ながらかないませんでしたが、

比較的、私立優勢といわれる高校のスポーツ競

技の中にあって、地元出身の生徒で固めた公立

高校のチームが全国の参加校3,781校中、準優

勝の栄冠に輝いたことは、十分称賛に値する出

来事だったと思っております。 

 地元２校の県立高校再編に揺れる本市にとっ

ても、感動とともに勇気をいただけた話題であ

り、同じ東北人としても非常に喜ばしく、心か

ら祝福したいと存じます。おめでとうございま

した。 

 それでは、最初の質問に入ります。 

 遠野駅舎の活用策についてであります。 

 遠野駅は1914年（大正３年）、岩手軽便鉄道、

現釜石線の開通と同時に開業し、現在の駅舎は

1950年（昭和25年）に建てられました。 

 ヨーロッパの建築様式を取り入れ、石積みを

思わせる重厚な趣のある駅舎は、2002年（平成

14年）に「東北の駅百選」にも選定されており

ます。 

 遠野駅舎は、民話のふるさと遠野の、まさに

玄関口として市民、観光客など、訪れる方々全

ての皆様をお迎えするにふさわしい外観と情緒

を醸し出しており、歴史的、文化的価値のある

建物として、これからも後世に引き継ぐべき貴

重な財産といっても過言ではないと私は思って

おります。 

 しかし、３年前の2015年（平成27年）、所有

者であるＪＲ東日本様は、老朽化を理由に小規

模な駅舎に建てかえる意向を示しました。 

 これを受け本市では、遠野駅舎を考える会を

立ち上げ、駅舎の存在価値を再認識するととも

に、同年２月23日にはＪＲ東日本様に趣意書を

提出いたしました。その主な内容は次のとおり

であります。 

 「『永遠の日本のふるさと遠野』を標榜し、

豊富な地域資源を活かしたまちづくりを進める

本市にとって、市民はもとより全国から訪れる

多くの人々から、遠野にふさわしい建物と評判

の高い遠野駅舎は、まさに遠野が持つ地域資源

であり、遠野の歴史そのものであります。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

決定としていただくよう御配慮賜りますことを

要望いたします」 

 この文面からも、現在の駅舎を残してほしい

という願いが込められていることは明白であり

ます。 

 しかし、その後は遠野駅舎を考える会の活動

や駅舎解体計画の行方に関し、重立った進展が

見られなかったため、私は意を決し、昨年の３

月議会で駅舎立てかえ計画の現状と課題等につ

いて一般質問をさせていただきました。 

 その当時の事前ヒアリングにおける市担当者

のやりとりで、私はＪＲ東日本様と市当局の協

議が大事な局面に入っている、いわばデリケー

トな時期であることを知り、質問の中身も現状

の市民周知に徹した内容にいたしました。 

 その意図は、近日中に駅舎存続に向け大きく

進展する内容がまとまるとすれば、一般質問で
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拙速にその内容を引き出そうとする行為は、ま

とまりかけた交渉に水を差しかねないという私

なりの勝手な配慮でございました。 

 ところが、あれから１年余りが経過し、こと

し６月、市は駅舎の解体方針を受け入れ、駅舎

の再整備に向けた基本計画調査負担金896万円

を盛り込んだ補正予算案を発表し、新たに同規

模の駅舎に建てかえる方針を示しました。 

 この計画書を目の当たりにし、正直私は愕然

といたしました。なかなか話が進まないと思っ

たら、今度はいきなり解体、合築の発表です。

一体いつの間にそのような方針に変わったので

しょうか。私とすれば、交渉の経過が十分に周

知されないまま、あるいは保存に向けた交渉が

進んでいるものと思っていたらば、突然、解体

合築という発表がなされたことに唐突の感は否

めない心境でございました。 

 そこで伺います。 

 駅舎建てかえの結論に至った経緯について、

ＪＲ様とこれまでの協議内容など、詳細を改め

て伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  萩野幸弘議員の一般質

問にお答えをいたします。 

 大項目で３点という中で、第１項目は、遠野

駅舎問題でありました。萩野議員が、この本会

議場で前回いろいろ質問したことを踏まえなが

ら慎重な対応をという配慮の中で質問をしてき

たという部分のことの趣旨もよく理解をするこ

とができました。 

 そして、それだけ慎重な対応をしなければな

らない一つの大きな市政課題であるということ

も、私自身も十分認識いたしております。 

 ただいまは、いろいろこの問題に対する経過、

質問の中にいろいろ触れられておりました。改

めてこの問題に対し、ＪＲ東日本盛岡支社とど

のように向き合ってきたのかということにつき

まして、私のほうからも繰り返しということに

なろうかと思っておりますけども、答弁の中で

申し上げたいというように思っております。 

 平成26年に、ＪＲ盛岡支社から遠野駅舎の解

体と規模縮小の方針の提案があったわけであり

ます。その提示を受けたということであります。

それとともに、これは今、御質問にありました

とおり、遠野の中心市街地というよりも遠野の

まちづくりのシンボル的な駅舎である。昭和25

年、今から65年以上前に建設されたヨーロッパ

風の非常に重みのある遠野市ならではの駅舎だ

ということは、これは皆さん市民等しく認めて

いるところなわけであります。そのようなこと

を踏まえながら、この解体方針にしっかりと向

き合わなければならないという中で、遠野駅舎

の未来を考える会というものが立ち上がったわ

けであります。 

 市民の多くの有志の皆様がこれに賛同し、参

画をいただいたわけであります。大変心強いも

のがあったわけであります。それを踏まえなが

ら、平成27年の２月の23日でありますけども、

この未来を考える会の幹部の方３人と私も同道

いたしまして、ただいま萩野議員のほうから質

問の中で触れられておりましたとおり、趣意書

を手渡したという一つの経過があります。 

 遠野にとっては大変、大変大事な建物である。

その中においての一方的な解体、規模縮小とい

ったものは受け入れられないということを基本

としながら、趣意書を手渡したという行動がそ

の中にあったわけであります。 

 さらには、平成27年の７月の１日であります

けども、ＪＲ盛岡支社とこの遠野の駅舎の未来

を考える会の、これはただいま申し上げました

とおり、７月１日には趣意書を手渡したという、

そして意見交換を行ったと、７月１日には意見

交換を行ったと、非常に厳しい、そしてもう一

方においてはざっくばらんな、私はＪＲ盛岡支

社との関係を失うことがあってはならないとい

うことを基本にしながら、誠心誠意、誠実に向

き合ったという中で、未来を考える会の幹部の

方々もその中に同行、同道いただきながら、２

時間余にわたりまして意見交換を行ったという

そのような経過があります。 

 そして、その中におきましては、非常にやは
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りこの耐震という部分においては、ＪＲ盛岡支

社、旅客事業を行っているわけであります。乗

降客の安心・安全が最大の一つの役目であり、

それを確保しなければならないという一つの大

きな使命を持っているという公共交通機関であ

るわけでございますから、その部分はあるわけ

であります。そういった中には非常にさまざま

な課題があるんだなということも改めてその中

で承知をしたということも、私自身もその場で

感じたということも申し上げておきたいという

ように思っております。 

 それを踏まえながら、ＪＲ盛岡支社のほうか

らはこのさまざまな一つの景観、あるいは外観、

そして遠野市のまちづくり中心市街地の再開発、

あるいはシンボル的な遠野ならではという部分

につきましては十分理解をしているという、そ

のような話もいただいたところであります。 

 そのような話を引っ張り出したといえば引っ

張り出したということになるわけでございます

けども、そういう認識の中で取り組んでいると、

特にもＳＬ銀河などにおいては宮守駅において

も遠野駅においても、郷土芸能団体をはじめ、

多くの市民ボランティアの皆様がおもてなし、

お出迎え、お見送りといったようなことを一生

懸命なって行っているという部分などもＪＲ盛

岡支社のほうにはしっかりと伝わっておったわ

けでありまして、そのような中でいろいろ話し

合ったわけでございますけども、その際も平成

27年度には、解体に取り組みたいというような

話もあったわけであります。早く解体に取り組

みたいというような話も出たわけであります。 

 十分理解はするけれども、乗降客の安心・安

全を考えればほっとくわけにはいかないという

部分が、やはりＪＲ盛岡支社のほうとしての基

本的なスタンスであったという中で、27年度と

いう、そのような話も持ち出されたわけであり

ます。 

 そういったことを踏まえながら、私どものほ

うといたしましては、いろんな面でこのシンボ

ル的な遠野駅舎の問題、そしてまた鉄路、鉄道、

道路だけではない鉄道といったものの中で、釜

石線、その中における非常に遠野の一つの役割

といったものをその中には見出していかなけれ

ばならないという部分の中におきまして、それ

ぞれ遠野の思い、まちづくりの思い、そして一

つの考え方といったものを訴えたわけでありま

す。 

 しかし、その中におきましては、当市は、当

時は議員御案内のとおり市民センターの大規模

改修に約20億円ほどの費用をかけての大規模改

修工事を進めておりました。さらには、本庁舎

の建設も本格的に進めなければならないといっ

たような、そのような大型事業を控えておった

わけであります。 

 いろんな面で、例えば財源があれば直ちに遠

野市としてもそのような中でという中で話がで

きるわけでありますけども、その財源の手だて

もなかなか厳しいという状況もしっかりと相手

方に理解してもらわなきゃならないということ

も申し上げながら、もう少し時間をいただきた

いと。解体に向けた一つの早急な対応はしない

ように配慮してもらいたいということを強く申

し入れたわけであります。 

 御案内のとおりＪＲ東日本、これは規模な、

それこそ大企業でありますので、ＪＲ盛岡支社

だけでない本社もある。そのような中における

いろんなやりとりの中で、やっぱり大企業と向

き合うというものの難しさ、大変さということ

も痛感をしたわけであります。 

 それを踏まえながら、平成29年でありますけ

ども、６月５日にはワークショップが立ち上が

りまして、さまざまな議論をしてきたと、昨年

の６月でありますけども、まとめたものが私ど

もの方にも提出されたことを踏まえまして、こ

のワークショップ、市民の皆様の切実な声、そ

れをまとめたものをＪＲ盛岡支社に申し入れ、

提出をいたしました。それを踏まえながらいろ

いろ議論を重ねてきているところであります。 

 言うなれば、ただいま申し上げたことを申し

上げれば、「突然」というお話がありましたけ

ども、そういう突然ではない。それまでの一つ

の経過を踏まえながら一つ一つ丁寧に、お互い
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の信頼関係を損なわないように、崩さないよう

に、この４年間しっかりとＪＲ盛岡支社と議論

をしてきたと、この形を思えば当時の福田支社

長さその後の嶋支社長さん、そして大内支社長

さん、現在は石田支社長さんと、もう４人の支

社長さんとそれぞれ向き合いながら、真剣に遠

野市のまちづくり、地域づくり、そしてその中

における遠野駅舎の役割、機能、そのようなこ

とを必死になって訴えてきたという、そのよう

な経過があるわけであります。 

 そして、その中におきましては、この耐震補

強、あるいはこのさまざまな市がこれまで公共

施設の中でのこの耐震、それから、ＪＲといっ

たものの中における耐震補強の問題についても

いろいろデータ、そのようなものを私どもも求

めながらいろいろ話し合ってきたということに

なるわけでございますけども、なかなかその部

分におけるしっかりとしたデータというものに

つきましても、ＪＲとしてもやはり大きなこれ

は公共施設でありますから、軽々にそのような

データをという部分においてはかなり慎重であ

ったということもあるわけでございますけども、

話し合いの中においては、やっぱり耐震的には

かなり補強に多額の費用を要するというような

ことも、私どもも改めて知るところとなったわ

けであります。 

 そうした中におきまして、保存の、この現在

の駅舎が多くの市民、または遠野を訪れる観光

客に愛されている駅舎であるということを説明

をしながら対応をしてまいりました。そのよう

な中におきまして、特にこのワークショップの

中では、いろんなアイデアが出てまいりました。 

 このような利活用をすればもっといんじゃな

いかと、こういう駅舎に持っていけばいいんじ

ゃないだろうかといったようなさまざまな、

「うん、なるほど」と、「ああ、そういう方法

もあるな」といったようないろんなアイデアが

広範囲にわたって提案され、さらには、周辺施

設とどのような連携を図るのかと、機能の調整

を図るのかというようなことも話し合われたわ

けであります。 

 単なる駅舎の問題ではない、旅の蔵遠野があ

るじゃないかと、あすもあ遠野があるじゃない

か、本庁舎があるじゃないか、蔵の道ひろばが

あるじゃないかと、遠野町の館もあるぞと、博

物館、図書館もあるぞ、仲町一日市通りがある

ぞといったようなそのような中で、この連携・

調整の中で駅舎の問題をもっと広範囲にあらゆ

る角度から考えようというようなそのような市

民の皆様のワークショップにおける声が、その

中で話し合われたということであります。 

 そのようなことも踏まえまして、ただいま御

質問にありましたとおり、先般の６月定例市議

会におきまして、遠野駅舎周辺整備基本計画の

調査負担金といったような予算、質問の中にあ

りましたとおり900万近い予算をその中で計上

したということになるわけであります。合築と

いったような一つの考え方を一つの選択肢とし

て検討する。しかし調査でありますから、これ

だけは御理解をいただきたいわけでありますけ

ども、突然、解体・合築ということに方針を変

更したんではないんだということになるわけで

あります。 

 一つの選択肢としてそれを持ちながら、やは

りこの、繰り返しになりますけども駅舎の問題

だけではない、いろいろ駅周辺、20年ぶりに中

心市街地の再開発の中におきまして、きのうも

いろいろこの本会議場で議論されましたけども

24億円ほど、いろんな国費導入、さらにはいろ

んな有利な起債導入等も含めながら24億円ほど

の事業をかけながら中心市街地の再開発に取り

組んできたと、しかし、まだまだ駅前通りの民

話通りといったような民話も道といったものも

含めながら、空き家、空き店舗もふえてきてい

る、しかし、総合庁舎も本庁舎も仲町通りに建

てたということを踏まえながら、どのような動

線の中で連携調整をしていったらば、駅舎とい

ったものがどのように見えてくるだろうかとい

う中における調査をしっかりと行った上で、そ

の上でいろんな選択肢をＪＲ側と真摯に向き合

いながら対応をしていきたい。 

 やっぱりきちんとした何かのデータ、調査、
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そういうものがなければ、ただ保存、保存とい

うわけにはいかない。その辺のところの一つの

データという中でこの６月定例市議会に提案を

し、今、ＪＲ側のほうといろいろ交渉している

のは、そのような幅広い選択肢、それもワーク

ショップという中における市民の皆様の幅広い、

広範囲ないろんな提案をどのように集約してい

ったらいいだろうかと、あれもこれもそれもと

いってもとんでもない駅舎になってしまうわけ

でございますから、それをどのように利活用す

るというような位置づけの中で、遠野駅舎のＪ

Ｒ盛岡支社側のほうの乗降客の安心・安全、そ

れから公平・立法の高齢化社会における一つの

鉄路の一つの問題、インバウンドというものに

対する鉄道の位置づけといったようなものをそ

の中にしっかりと位置づけるような、そのよう

な調査をしっかりと行った上で、またさらに議

論と検討を深めていきたいというそのような状

況でございますので、御理解をいただければと

思っております。 

○議長（新田勝見君）  ４番萩野幸弘君。 

   〔４番萩野幸弘君登壇〕 

○４番（萩野幸弘君）  ただいま市長からるる

説明がございました。 

 私が突然といったのは、まさに今のような説

明です。経過説明というのが果たして市民に周

知されているのかなという疑問があったために

質問したわけでございます。恐らく私のほうに

唐突感を抱いている方、結構いらっしゃったと

思います。 

 これ、今回の市長の説明である程度の経過の

流れというのは理解はしたと思います。実際、

ただそれを受けて耐震の具体的なデータがいま

だに出てこないとか、あるいはワークショップ

でいろいろなアイデアが出た。果たしてどうい

ったアイデアが出たのか、あるいは合築はあく

まで選択肢の一つである。その辺が、また丁寧

な市民周知というのがやっぱり図られなければ

ならないんではないかなと思います。 

 ちょっと時間も限られておりますので、その

辺の思いは、次もし御答弁の中で説明すること

ができましたらば、ぜひお願いしたいと思いま

すが、私は建築に関しては素人ですけども、例

えば昨年、立派にリニューアルされた東京駅、

東京駅の改修工事の報道などを見聞きしても、

日本の建築技術というのは世界に誇れるものだ

なということを実感をいたしました。 

 その意味から遠野駅舎の耐震化、金額は置い

ておいて、金額はともかく技術的には可能なん

じゃないかなと確信した次第であります。 

 また、近代化が進む丸の内地区内にあって、

ＪＲ様が東京駅の歴史的、文化的、構造的な価

値に着目されて、あえて従来の駅舎の姿を重視

して改修されたことに、私は非常に感動を覚え

ました。 

 それゆえに、遠野駅、東京じゃなくて遠野駅

もまた、東京駅と同様にＪＲ様にとっても財産

であるという価値を、ＪＲ様にぜひ再認識して

いただきたいと感じた次第であります。 

 ７月25日付の新聞に、「遠野駅舎保存へ署名

活動」という見出しで、市民有志らがインター

ネット上で署名活動を始めた旨の記事が掲載を

されました。 

 そのインターネットのサイトを私も確認して

みましたが、正直、発信者が不明で、賛同人の

方々のお名前、これも御本人の了承を得て掲載

しているのかなと、そういうところは若干定か

ではないので一概に判断はできませんけれども、

地元市民や内外に著名な方々もあえて具体的な

名前は伏せますが名前を連ねておりまして、見

た限りで判断すれば現在の遠野駅舎を保存して

ほしいと願っている人は大勢いらっしゃるとい

うことがわかりました。 

 これ、方向を間違えると市を二分するような

問題になりかねませんので、そういう個人的な

心配も抱きながらも、なぜ、このような運動が

起こるのかなと冷静に考えたときに、先ほどか

ら説明していただきましたが、そのような保存

不可能な根拠をはじめ、解体・合築に至る丁寧

な経過説明というのが若干欠けていたからでは

ないかなと、それも一因ではないかと私は感じ

た次第であります。 
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 そこで次の質問ですけれども、先ほどもちら

っと触れましたが、いわゆる現在の駅舎保存が

難しいという理由の根拠、具体的な根拠につい

て例えば解体費用の額、あるいは建築基準法の

問題など、何か今の時点でわかっていることが

あれば具体的にお示しをいただきたいと思いま

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１問目の質問

の中で、これまでの経過につきましては答弁の

中で申し上げたわけでありますけども、「突

然」というその中に一つの丁寧な説明が一つ欠

けていたのではないだろうかというようなその

ような認識は示されたわけでありますけども、

その分につきましては、私も市政課題の大きな

一つの重要課題であるという認識というものを

踏まえれば、もう少しきちんとした丁寧な説明

がやっぱりあるべきであったなということにつ

いては、私自身も十分認識しておりまして、そ

の部分における一つの配慮が足りなかったのか

なという部分については、言うなれば反省をし

ているというよりも、足りなかった部分につい

て認めざるを得ないというように、そのように

私は正直に申し上げますけれども、認識をいた

しております。 

 もちろん、いろんな経過等については、先ほ

どの質問で申し上げたとおり、それなりの手順、

そして配慮はしながら慎重にと、そして何より

もＪＲ盛岡支社さんのほうとの信頼関係を崩し

たくないという思いの中で、慎重さがそのよう

な丁寧さを欠くということのほうに受けとめら

れてしまったのかなという部分を正直に反省を

しなければならないかというように思っており

ます。 

 おとといでありますけども、宮古市の中心市

街地拠点施設整備、新しい市役所の記念式典が

ありました。石田支社長ともその中で会いまし

た。やはり、今、御質問にありましたとおり、

その署名活動の部分につきましては、大変気に

しておりました。これは、ごく当たり前なわけ

であります。やはりＪＲという一つの大企業、

お客様を扱っている一つの大きな企業でありま

すから、やっぱりその企業イメージ、あるいは

信頼関係を損なうという部分におきましては、

現地の盛岡支社長としても、この署名活動の展

開の一つの動向については大変な関心を持って

おられました。 

 私もいろいろ話し合いをしながら、石田支社

長にはしっかりと、遠野市のほうとしても市民

の皆様と気持ちを一つにしながらこの問題に立

ち向かって行きたいと考えておるんで、ひとつ

よろしくということを申し上げてきたわけであ

りますけども。 

 この署名活動の件につきましても、ほとんど

誰がどういう形で、責任のある一つの顔の見え

る署名活動をしているのかとなれば、全く私は

わかりません。ネットでどんどん、どんどん、

それが発信されてきている、九州のほうからも

解体とはとんでもないことじゃないかというよ

うなそのような、市長は何を考えているんだと

いうようなそのようなメールも届いております。

そのようなことにつきまして、誰がどのような

形でそのような行動をとったのかということが

見えないという部分は、私ははっきり申し上げ

ますけれども卑怯だと思います。しっかりと形

を顔を出し、そして責任のある行動の中でそれ

なりの考え方を示し、賛同者を求めるというの

が署名ではないでしょうか。それが全くないま

まに、どんどん、どんどん、ネットでそれが増

幅していくという分につきましては、これは正

直なところやり方とし、いかがなものかという

正直な気持ちを、これまた申し上げたいという

ように思っているところであります。 

 私もある方に言われました。「保存、解体と

いう一つの二者択一で言ったならば、私も遠野

市のまちづくりのコンセプトからすれば、保存

のほうにボタンを押しますよ」という話を実は

申しわけであります。その方は苦笑いをしてお

りましたけども、そのあり方について文字どお

り先ほどの答弁で申し上げましたとおり、「あ

りき」ではない。いろんな選択肢の中から遠野
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の30年、50年、100年といったような一つのス

パンの中におけるまちづくりをどのように進め

ていくのか、避けて通れない人口減少、これは

きのうの本会議場でも人口減少問題がいろんな

角度から取り上げられました。その辺の中にど

のように対応していったらいいのかということ

も冷静に見極めなければなりません。 

 東京駅の問題が出されました。500億、600億

というような巨費を投じて東京駅が見事に復元

されたという部分は、私も正直うらやましいと

いうふうに思っております。これも正直な気持

ちであります。そういった一つの中におきまし

て、ＪＲのほうにそのような一つの東京駅の事

例もある。遠野にとっては日本のふるさと遠野

だと、そして、例えば本庁舎にしてもあすもあ

遠野にしてもまさにこだわりの中でのまちづく

りを行ってきている、それをしっかりと踏まえ

た駅舎問題を考えてほしいということを、もう

何度も、何度も再三にわたって御説明を申し上

げているとこでございますから、その辺のとこ

ろについては一定の理解をいただいているんで

はないのかなと思っておりまして、繰り返しに

なりますけども調査はその辺のところをあらゆ

る角度から検討し、どうあれば一番望ましいの

かという方向に持っていくという部分が、やっ

ぱりその調査として何か結果が出てくるんでは

ないのかなと。そうすれば、また具体的な議論

がまたその中で展開できるのはないのかなとい

うように思っております。 

 いずれＪＲ盛岡支社のほうからは、遠野の駅

舎問題につきましては、一日当たり平均約300

人の利用者だということになっているわけであ

りますから、それから職員が４人でありますか

ら、これはもう300人前後、そしてもちろん観

光シーズン、お盆、お正月といったものはふえ

るわけでありますけども、平常時は大体300人

前後ということになって、駅員は４人というこ

とになるわけでありますから、この駅舎問題は

いろいろ議論されているとおり費用対効果、あ

るいは企業ベースで考えれば、あれだけの駅舎

はいらないということには当然これは言うまで

もなく当然なるわけでございますから、その中

でまちづくりという部分等の中においてどのよ

うにという部分は、私は一つの知恵の出しどこ

ろではないのかなと、ＪＲ東日本も遠野のまち

づくりにひとつ参加をするというそのような一

つのテーブルにようやく着いたと、４年かかっ

てようやく着いたということについて、多くの

関係者の皆様にも受けとめていただければとい

うように思っております。 

 ＪＲ盛岡支社に対しましては、ただいまいろ

いろ御質問ありましたとおり、再三にわたりま

していろんな建築基準法上の、あるいはいろん

な問題、あるいはいろんな費用の問題、耐震費

用の問題等につきましてもいろいろ申し入れを

しているところでございますけども、保存しよ

うとした場合においては、この駅舎の歴史のあ

る雰囲気を醸し出す重要なポイントである外壁

ブロックの再利用のために丁寧に撤去しながら、

その上で耐震補強を行うというようなそのよう

なことも調査をする必要があるというような話

も言われておりますし、それから、盛岡支社の

ほうにおきましては、経年変化に、先ほど言い

ましたように65年もたっているわけでございま

すから、かなりのダメージを受けている。老朽

化によるかなりのダメージを受けている。だか

ら、したがってその再利用、あるいはそのよう

な中で東京駅舎のような問題のように持ってい

くというためには、その部分に持っていくブロ

ックが少ないのではないだろうかというような

ことも一応考えられる。 

 しかし、それを外す場合においても、それも

非常に費用が高くかかるかもしれない。いずれ

調べてみなければわからないということになっ

ているところでございますから、６月定例審議

会におきまして承認いただいております、この

調査費をＪＲ側のほうとしっかり今のような問

題を話し合いしながら、やっぱり望ましい、そ

して新たな駅舎といったものをどのようにとい

うその方向に行くのか、あるいは今言ったとお

り利活用の方向で行くのか、あるいは東京駅舎

のような問題のほうに持っていけるのかという
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部分については、まだ私の今の情報の中におい

ては、その辺のところはそれこそ幅広い選択肢

の中からという部分の中で対応しなければなら

ないかというように思っているところでござい

ますので、その辺のところはひとつ御理解をい

ただければということになっております。 

 何度も申し上げますけども、やっぱりいろん

なさまざまな、いろんな保存の署名といったも

のについても、その心情なり気持ちは私は全く

理解できないわけじゃなくて、ただ、そのよう

なことを行動を起こすんであれば、しっかりと

やっぱり、はっきり言えば顔を見せて、そして

こういうわけだから、こういう事情だから遠野

はこうなんだと、だからこうしようじゃないか

というようなことを責任のある形で示しながら

署名活動といったものを行うのがやはりこれは

一つのルールではないでしょうか。 

 そのルールが、ネット社会という中で全く無

視されたまま、解体をするという市は一体何を

考えているんだというようなそのようなものが

一人歩きするということについては、正直憤り

を覚えているということも申し上げたいと思っ

ております。 

 正直ということを何度も使っておりますけど

も、やはりその辺のところをしっかり理解して

いただきたいと、そして、丁寧さがないという

のであれば、その丁寧さがないということにつ

いて「市長、こうだぞ」というようなことをし

っかりと申し入れするというのがやはりルール

ではないでしょうか。 

 その辺のところを私も一方においてはこの問

題を大きな、遠野のまちにとっては大きな課題

でありますから、冷静に、ただいまお話ありま

したとおり、さまざまな切り口の中から冷静に

沈着に、ＪＲ側と市民の皆様の力をいただきな

がら向き合ってまいりたいというように決意を

いたしているところでございますから、その決

意を申し上げて答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  ４番萩野幸弘君。 

   〔４番萩野幸弘君登壇〕 

○４番（萩野幸弘君）  市長のおっしゃること

はもっともだなと思います。あんまりこう、私

にぐいぐい来られると、私がいかにも署名の先

頭になっているような感じに、一瞬、私も誤解

しましたけども、そのとおりだと思いますし、

今般、今の質問、いわゆる駅舎の保存が難しい

理由の根拠、これにつきましてはちょっと明確

なお答えはいただけませんでしたが、ある意味

忖度をしますと、ヒアリングも含めて私の理解

としては、それだけそういう具体的な数値が一

人歩きすることにちょっと慎重になっていると、

かばうわけではないですがそういう理解をしま

したが、いずれＪＲ様のほうも、またちょっと

段階が具体的に変わってきて、駅舎についてち

ょっと慎重に言ってみれば、前向きに考えてい

ただける方向に動いているのかなという感触が

答弁の中から感じましたので、ぜひ、その部分

は慎重にかつ大胆に、大胆にといいますか、市

民の感情もぜひ御理解いただけるように今後も

協議を努力していただきたいと思います。 

 さて、遠野駅舎、本市の中心市街地活性化策

においても中心的な役割を果たすということは、

市長の先ほどの御答弁でもございました。 

 先ほど、解体・合築はあくまで選択肢だとい

うことでしたけれども、建てた後の活用策はこ

れから検討するということも６月の説明のとき

にはおっしゃっておりました。 

 そういう答弁だと、ちょっとこの質問、仮の

質問、仮定の質問になってしまって恐縮ですけ

れども、駅舎を解体・合築した場合に、活用策

やはり現段階において、これから考えるではな

くて本来は、ちゃんとこういう目的だからこれ

を建てるんだということじゃないと理解を得ら

れないと思うんですが、現段階ではその辺、活

用策についてはどのように進展がありますでし

ょうか。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  活用策について現段階

ではという形での御質問でありました。今まで

答弁の中で申し上げてまいりましたけども、冷

静に、それこそこの問題に真摯にＪＲ側と向き
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合っていかなきゃならないということは基本で

あります。 

 私もＪＲのほうに何度もお話しもしましたけ

ども、例えば中心市街地の再開発の問題におき

ましては、地元２行がいずれもバイパス沿いの

ほうが車社会の中では利便性があるけども、遠

野市のまちづくりに協力するという中で、いず

れも２行とも中心市街地の中に新店舗を構えて、

一つの大きなまちづくりにふさわしい、遠野の

まちづくりにふさわしい支店を新たに新築移転

をしたという部分も、私はＪＲ側のほうに申し

入れしているわけでございますけども、その辺

のところもよく、だんだんＪＲ側においても理

解はされてきているということをあるわけでご

ざいます。 

 そういった中にございまして、この遠野駅舎

の未来を考える会、からのそれぞれの公募した

という一つの手順を踏ませていただきました。

高校生４人、これはやっぱり大事な一つの発想

の、あるいはそのような将来を考える、将来の

遠野を担う高校生の方も４人これに応募してい

ただきまして全部で31人、それよりも、30代よ

り若いメンバーが半数以上という中でワークシ

ョップが立ち上がったわけであります。 

 その中でいろんな議論が行われまして、28年

からでありますけども計５回、そのような31人

の若い方々が駅舎をどう考えるんだと、そして

どう利活用するんだと、遠野のまちづくりにと

っては駅舎にというものは何なんだろうという

ような、そのような視点に立って本当に自由活

発なそのような議論を展開をしていただいたと

いう中におきまして、その際における一つの

ワークショップのコンセプトは、まちの歴史と

魅力が詰まった、その中にはこういう数字も出

ているわけです。100年後に語れる一つの駅舎

という、そのような「語れる」というよりも

「100年後に誇れる駅舎」といったようなコン

セプトを、この若い方々がそれにしっかりと打

ち込んできたと申しますか対応してきたと、私

はこれは非常にうれしいことだというふうに思

っております。 

 30代、20代の方々が100年後に誇れる駅舎を

というそのようなことを打ち出してきたと、そ

れをその中に単なる100年後じゃないと、まち

の魅力と歴史が詰まった駅舎だというそのよう

な一つの中におきまして、この日常的なにぎわ

いのある人が集まる場所、交通、そして情報、

人、それから時間の拠点としての駅舎といった

ようなものもその中で位置づけられたというこ

とで、若干抽象的でありますけども、非常にや

っぱり私はこの若い方々のこういう物の考え方、

発想それ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。 

 そのようなことを一つ考えた場合におきまし

ては、この駅舎の中におきます文字どおり100

年後に誇れる駅舎に持っていくという部分にお

きましては、まだまだ詰めなきゃならない、そ

して具体的な利活用もどのように、それから維

持管理も考えていかなきゃならない。駅舎の問

題として維持管理も考えていかなければならな

い。 

 繰り返しますけども、ＪＲは企業であります

から、跨線駅でもって駅員４人の中で安心・安

全を図れる駅舎をつくれば、それでＪＲは一番

いいわけです。いいわけです。しかし、いいわ

けというよりもそれが企業の論理なわけであり

ます。しかし、遠野のまちづくりにＪＲも協力

するようなところにこの４年かかってようやく

こぎつけたという部分について、やっぱりしっ

かりと受けとめてワークショップで若い方々が

それにしっかりと受け答えていただいたという

ことを、私も大きな力として受けとめながら、

それを力にしながらＪＲ側と向き合っていきた

いというように思っております。 

 観光情報、子育て支援、あるいは24時間トイ

レ、いろんな銭湯もないからお風呂などもいい

ななんというような話も出たり、いろんなアイ

デアが出てきておりますから、そのアイデアを

どんどん集約させていかなきゃならない、凝縮

させていかなければならない。 

 そして、ハードだけではなくてソフトをしっ

かりしなければなりませんので、その辺のとこ
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ろもしながらいずれ繰り返しになりますけども、

このワークショップによりいろいろ提案された

コンセプトをしっかりと踏まえながら、ある意

味においてはこれはパブリックコメントといっ

たようなこともしなきゃなりません。 

 市民の皆さんの参画もしなきゃなりません。

そのようなものを踏まえながら、より具体的な

活用、アイデアをこれからやはり市民の皆様と

一緒に取りまとめながらＪＲ側のほうと話し合

ってまいりたいというように思っているところ

であります。 

 いずれ、今回、実施する調査そのものにつき

ましては、いろんなアイデアを盛り込んだもの

と踏まえながらということの一つのプロセスに

なろうかというように思っておりますから、こ

れを大事に大事にしてまいりたいというように

思っているところであります。 

 繰り返し繰り返し申し上げますけども、やっ

ぱりＪＲ側の慎重さと、それから、信頼関係を

損なわないという部分と、市民の皆様としっか

りとタッグを組むという部分との、その部分の

バランスをどうとるのかということも、それこ

そ市長としての一つの大きな役目じゃないのか

なというように思っておりますから、それを十

分自覚しながら、しっかりとその信頼関係を構

築し、ＪＲをまちづくりに参加してもらうとい

うような方向に持っていき、一方においては、

市民の皆さんのその熱い思い、100年後に誇れ

るそのような駅舎といったものを考えるという

ような、そのようなものの舞台がどのようにつ

くれるかということが、これから一つの大きな

正念場じゃないのかなというように思っている

ところでございますから、よろしくお願いいた

します。 

○議長（新田勝見君）  ４番萩野幸弘君。 

   〔４番萩野幸弘君登壇〕 

○４番（萩野幸弘君）  わかりました。利活用

については、いずれ解体・同規模新築が決まっ

たわけではございませんから、まだ。ただ、い

ろいろそういう市民、特に若い方々を巻き込ん

でいろんな活用策を検討中だということはわか

りました。 

 もう一度お話しますが、くれぐれも、これま

ではやっぱりＪＲさんとの交渉の過程において、

どちらかというとＪＲさん側の意向に配慮が傾

き過ぎてて、いわゆる市民への周知がちょっと

おろそかになったかなというそのバランスです。

そこを今後はしっかりと向き合うことが、ＪＲ

様にとってもいいことだと思いますので、企業

イメージとか、いろんな面では。そこをぜひ御

配慮をいただきながら進めていくべきかなと私

は考えております。 

 確かにＪＲさん、民間企業であります。やは

り費用対効果というものももちろん考えるのは

当然でありますが、先ほど東京駅を例に出して

ように、要するに遠野駅をどう見るかだと思う

んです。いわゆる財産と見るのか、単なる乗降

客の行き来するチェックとしての箱としか見な

いのか、そこでやっぱり変わってくると思いま

す。 

 いずれ建ててしまってから活用策を考えるの

ではなくて、こう活用したいから建てるんだと

いう順番で物事を考えるのが本筋だと思います

ので、よろしくお願いします。 

 そもそも遠野駅舎について、先ほど市長も御

答弁の中で若干触れましたけれども、保存と解

体・合築の二択だけなのかという疑問もありま

す。 

 先ほどは、二択であれば保存に傾くという方

の発言の例をおっしゃっていましたが、市民の

負担なども考慮し、納得すれば、解体を受け入

れる判断もやむなしということもあるかもしれ

ませんが、その際、合築で同規模ありきではな

くて、例えばＪＲ様単独で必要規模の駅舎を建

てていただくことも選択肢としてはあり得るわ

けでありますし、つまり、私とすれば大きく４

つです。 

 まず１つは、現状を保存して耐震化するのが

一つ。今ちょっといろいろ出ています解体して

同規模に建てかえるのが２つ目。３つ目として

は、解体して、新たに小規模、いわゆるＪＲさ

んの必要規模、４つ目には、今の駅舎を一部だ
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け解体して、その部分を耐震化という、そうい

うこともいろいろ考えられるわけです。 

 繰り返しますが、これらの選択肢は、基本的

に駅舎を財産と捉えるか否かによって考え方が

違ってくると思いますので、ＪＲ様とは今後交

渉を進める当たり、お互いにその辺の認識を明

確化して、できれば共通認識で進めるべきとは

思います。 

 その見極めにはある程度の時間は必要かもし

れませんけれども、そもそも建てかえの理由と

なったのは、老朽化とか、利用者の安心・安全

という面では、余り時間も置いていられないと、

やっぱり、ある程度早急に進めないと、次何か

あったときに、事故が起きたときは大変ですか

ら、早急に進めるべきと思います。 

 これら今、選択肢を４つほど上げましたけれ

ども、この事例も踏まえた上で、改めて現在の

駅舎問題に対する本市としての考え方について、

このテーマのまとめになりますけれども、質問

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）  この問題に対するまと

めとして、４つの選択肢の中で判断をという方

向の中で御質問をいただきました。 

 文字どおり、冒頭申し上げましたとおり、あ

りきではない。 

 いろんな面で遠野の中心市街地、まさにきの

う、宮田勝美議員が中心市街地の再開発問題に

ついて取り上げられておりました。約24億円ほ

どの市の事業をやりくりしながら、旅の蔵遠野、

あすもあ遠野といったような、あるいは総合、

本庁舎といったような問題をいろいろ整備をし

てきたと。 

 駅周辺といったものを整備をしてきたという

一つの経過があるわけでありますから、それを

しっかりと踏まえながら、この４つの選択肢と

いう一つの方向になるわけでございますけども、

この部分につきましては、繰り返し申し上げま

すけども、やっぱり耐震、あるいは老朽化とい

った問題は、これは現実であるということにな

るわけでございますから、その辺を折衷案のよ

うなものに持っていけるのか、あるいは、それ

とも、繰り返しますけども、これも利活用とい

う部分でどのような機能を、市民にとってどの

ような利便性のある機能を、どこにどのように

位置づけるのかという、そして、それを伴って

維持管理をどのように持っていくのかという部

分はいろいろ検討しなきゃならない課題であり

ますから、４つの選択肢の中からふるいをかけ

ながら、どのような方向に持っていくかについ

ては、これからの大きな作業になるかというよ

うに思っておりますけども、合築という一つの

選択肢の中では、ある意味においては具体性の

ある選択肢の一つではないのかなというふうに

私自身も認識はしておりますけども、その部分

においては、事を急ぐんじゃなくして、じゃ、

どのような機能をその中に持たせるのかという

こともしっかりと議論しなければならない。 

 その上で、やっぱりその方向の選択肢のほう

にということになるのか、やっぱり、いやいや

保存という分の中で、その一部保存ということ

も出てくるのかなというような、そのような問

題、それをどのようにという部分は、この調査

によってもう少し具体的に明らかになってくる

んではないのかな、また、いろいろ議論もしな

ければならないのかなと思っておりますから、

議員各位にもそのような情報をしっかりと共有

をしながら議論をしてまいりたいというように

思っております。 

 今御質問の中で、ＪＲ側のほうに気を使い過

ぎながらという部分もあったんではないのかな

ということはあったわけでございますけども、

１問目の質問にありましたとおり、その辺のと

ころの情報の一つの共有という部分におきまし

ては、若干甘いところがあったのかなという部

分は、私自身も率直に反省をしていることも、

改めて、また繰り返しになりますけども、申し

上げまして、ことのほか、これから100年後の

一つのプロジェクトなわけでありますから、よ

り慎重に、そしてまた、より丁寧に情報を共有

し、課題を確認し合いながら、市民の皆様とと
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もにこの問題に向かっていきたいというふうに

考えているところでございますから、その決意

も申し上げまして答弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  ４番萩野幸弘君。 

   〔４番萩野幸弘君登壇〕 

○４番（萩野幸弘君）  それでは、納得をさせ

ていただきましたので、次の質問に移ります。 

 大項目２点目であります。小学校授業へのＩ

ＣＴ導入についてと題し、教育長に質問をして

まいります。 

 「学問は身を助ける」とは孔子の教えですが、

教育環境の整備・充実化は、単に教育分野だけ

ではなくて、本市の経済など自治体存続に係る

あらゆる分野を助ける重要な要素だと私は思い

ます。話が大きくなっていると思われるかもし

れませんが、私はそう思います。 

 そこで、今回は学力を向上させるための方法

論の中から、ＩＣＴを活用した遠隔授業を取り

上げ質問をしてまいります。 

 その中身に入る前に、本市の現状、小学校の

実情について認識しておかなければなりません。 

 我が遠野市には11の小学校がございますけれ

ども、学校別の児童数や教職員数、複式学級の

有無や特色などについて、この機会に、調べれ

ばわかると言えばそれまでなんですが、改めて

実情がどうなっているのか確認をいたします。 

○議長（新田勝見君）  中浜教育長。 

   〔教育長中浜艶子君登壇〕 

○教育長（中浜艶子君）  萩野幸弘議員の御質

問にお答えいたします。 

 はじめに、学校別の児童数、教職員数、複式

学級の有無についてお答えします。 

 ４月３日現在、市内小学校11校の全児童数は

1,192名ですが、最も児童数の多い学校では、

児童数331名、14学級、内訳、通常学級12、特

別支援学級２、教職員23名となっており、学級

当たりの児童数は最大31名、最小23名となって

おります。 

 また、最も児童数の少ない学校では、児童数

が34名、学級数５学級、内訳、通常学級４、う

ち複式学級２、特別支援学級１、そして教職員

９名となっており、学級当たりの児童数は最大

13名、最小３名という現状になっております。 

 複式学級を設置している小学校が11校中４校

あります。４校にはいずれも複式学級２学級ず

つ設置されております。複式学級では、学級を

構成する人数が少ないという特性を生かし、一

人ひとりを大切にした授業を展開させることが

できます。 

 複式学級の定員は両学年を合わせて16名とな

っており、16名を超える場合は２学級の設置と

なります。ただし、１年生を含む場合は両学年

合わせて８名が定員となります。 

 このように少人数で構成されるため、一人ひ

とりの実態をきめ細やかに把握することが可能

となり、全ての児童の個性を引き出す授業、一

人ひとりの伸びを実感させる授業を展開するこ

とが可能となります。 

 さらに、教師が直接指導をしない間接指導の

時間があることで、学び方を学び、将来にわた

って生きて働く力となる主体的に学ぶに向かう

力を育むことになります。 

 もちろん、指導者側として一度に２学年分の

授業準備をしなければならないなどの難しさも

ありますが、複式学級の特色を上手に活用する

ことにより、通常学級では得られない学びを得

ることが可能です。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午前11時00分 休憩   

────────────────── 

   午前11時10分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 ４番萩野幸弘君。 

   〔４番萩野幸弘君登壇〕 

○４番（萩野幸弘君）  市内11校の状況を先ほ

どは伺いましたが、全11校全部合わせても1,19

2名、私が小学校のころ1クラス、まず、いわゆ

る40人学級で少なくなったといっても６クラス

ありましたので、掛ける６学年だと1,500人、

１校で1,500人、今、全体で1,192名、あと複式

も４校あるという状況ですが、そういう実態を
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聞きますと、今の小学校の状況というのが若干

見えてまいります。 

 私も立場上、毎年、地元小学校等の諸行事に

御案内をいただきますけれども、年々児童数が

減ってきている実態を肌で感じております。 

 学校環境の整備にはさまざまな考え方や方法

論があろうかとは存じますが、例えばその一つ

には、いわゆる中学校でも行った「統合」とい

う選択肢がございます。 

 実際に、そういう形で25年４月には８中学校

を３校にしたわけですけれども、小学校につい

ては、今のところそういう動きはないと理解を

しております。 

 しかしながら、先ほどの状況を受けて、答弁

を受けて、少子化傾向にさらに歯どめがかから

ない状況を踏まえますと、子どもたちのよりよ

い学校環境、あるいは学習環境を維持するため

には、この統合という考え方もちょっと脳裏を

よぎるところではございます。 

 この小学校の統合に関し、本市における現在

の基本的なお考えを伺います。 

○議長（新田勝見君）  中浜教育長。 

   〔教育長中浜艶子君登壇〕 

○教育長（中浜艶子君）  少子化、人口減少が

大きな問題となっている県内の過疎地域におい

て、小中学校の統廃合が進んでいるのが現状で

す。 

 平成29年度において、県内で13小学校が廃止

校となり、既存の小学校へ、あるいは新設校と

して統合されました。平成28年度においては、

９つの小学校が廃止校となり統合されておりま

す。 

 県内を広く見ますと、少子化に加え東日本大

震災の影響もあり、このような厳しい状況にあ

ります。 

 当市における現在の基本的な考え方としては、

各校の地理的・文化的な状況、あるいは地域住

民の思いなどを鑑み、単なる数合わせによる小

学校の統合について議論することは性急ではな

いかと考えております。 

 しかしながら、今後の見通しにつきましては、

平成24年度190人だった市内出生届出数も、平

成29年度には138名と減少傾向が続いており、

保育所における入所見込み人数や就学前の幼児

の推移を見ますと、保育所においても非常に厳

しい状況となっております。 

 少子化は遠野市全体の問題であり、これらの

データを示しながら地域と懇談を進め、住民の

意見とすり合わせながら、地域みずから子ども

たちの未来や地域の活性化の構想を検討いただ

くなど、今から慎重に将来に向けた準備を進め

たいと考えています。 

○議長（新田勝見君）  ４番萩野幸弘君。 

   〔４番萩野幸弘君登壇〕 

○４番（萩野幸弘君）  ただいまの教育長の答

弁、私も全く同感であります。 

 やっぱり地域の意向等々も考えながら配慮も

必要ですし、ただ、かといって現実もやっぱり

直視をして今後どうしたらいいかをやっぱり考

えていくということは大事なことだと思います

ので、今後とも引き続きその方向で取り組んで

いただければと私も思います。 

 市内小学校の実情を把握したところで、私は、

今回取り上げたＩＣＴ遠隔授業の取り組みが本

市にも有効だという思いがますます強くなりま

した。 

 私が、ＩＣＴ遠隔授業の取り組みを知ったの

は、ことしの５月に市議会の教育民生常任委員

会で、ＩＣＴを活用した遠隔授業の先進地であ

る愛媛県西条市に視察に行ったことがきっかけ

であります。 

 西条市は、四国、愛媛県の中央部から東寄り

に位置して、海、山、川、平野の自然が豊富で、

瀬戸内海地方特有の温暖な環境にも恵まれた自

治体であります。人口約11万人は県内20市町中

４番目の規模で、面積は県内３番目の広さであ

り、うち山間部が70％ほどを占めます。 

 その西条市では、学校は地域の核と位置づけ、

極力統廃合はしないという基本方針であり、そ

のための対策としてＩＣＴ活用を模索していた

ところ、国、いわゆる文科省の実証事業に採択

されまして、平成27年度から小学校４校、中学
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校１校で遠隔合同授業の取り組みを始めたとの

ことです。 

 今回、私たち委員会が視察に伺ったのは、市

の中心部から西へ15キロほど離れた丹原小学校

というところでした。 

 ＩＣＴ技術を活用した遠隔授業の内容ですけ

れども、基本的に２校がペアとなりまして、送

り手側と受けて側に分かれます。送り手側の先

生がＴ１、受けて側の先生がＴ２となり、大画

面で相手クラスの映像を映し合いながら、お互

いあたかもそこに大勢の児童がいるような錯覚

を生み出す大規模なシステムにより授業が進め

られていきます。 

 その臨場感は、視察している私たちにとって

目を見張るものでしたが、当の児童たちはもう

これはまた慣れたもので、何の違和感もなく平

然と授業を受けていたのが印象的でございまし

た。 

 生みの苦しみを伺いましたらば、先生方の抵

抗感だったようでございます。 

 今回Ｔ１の先生は経験３年目で、最初はやは

りすごく嫌がったそうですけれども、現在は逆

に、この遠隔授業システムのない学校には行き

たくないとまで言っているそうでございます。 

 また、このシステムは美術などの人数の少な

い専科の先生の授業も遠隔で共有化できるメリ

ットもあります。 

 例えば、今後小学校での英語教育も本格化し

ますが、各学校を結ぶことで、ＡＬＴの先生、

より多くの児童がその先生の質の高い英語教育

を効果的、効率的に受けることができるでしょ

う。さらには、中１ギャップも解消し、勉強意

欲も高まるのではないでしょうか。 

 加えてこの技術、先生の校務──いわゆる事

務みたいなものです──その軽減でも威力を発

揮していると、役立っていて、まさによいこと

づくめのシステムであると私も感じた次第であ

ります。 

 まだまだ言いたいところはあるんですが時間

の関係もありますので、このようにＩＣＴを活

用した遠隔システム、まさに本市の状況にもマ

ッチした優れたシステムであるように私は感じ

ましたが、教育長はどのような御感想をお持ち

でしょうか。 

○議長（新田勝見君）  中浜教育長。 

   〔教育長中浜艶子君登壇〕 

○教育長（中浜艶子君）  ただいま、萩野議員

から愛媛県西条市での取り組み状況について御

説明を頂戴いたしました。感想を述べる前に、

岩手県における遠隔授業の状況について御説明

いたします。 

 岩手県教育委員会では、文部科学省の多様な

学習を支援する高等学校の推進事業として、平

成28年度から、県立西和賀高校と県立岩泉高校

同士で、あるいは、総合教育センターと両校同

士で遠隔授業の実証実験を推進してきました。 

 本実験は、本県教育行政における最先端のＩ

ＣＴ技術を持つ、総合教育センターの情報・産

業教育を担当する研修指導主事が、指導・助言

に当たり取り組んできましたが、本事業は28、

29年度の２カ年の事業であり、昨年度をもって

本事業は一旦終了しております。 

 平成30年３月に発行された、本事業の成果と

課題をまとめた研究論文によりますと、研究２

年目であった平成29年度には、７月から９月の

３カ月間で、岩泉高校から西和賀高校へ理科の

授業を３回配信し、９月から12月の３カ月間に

公民の授業を西和賀高校から岩泉高校へ３回配

信しております。 

 また、総合教育センターから９月に商業科の

授業を２回、12月には家庭科の授業を２回配信

しております。 

 本事業を通じた成果として、数少ない専門教

員の配置を補ったり、教員相互の資質向上に一

定の効果を期待できるというような意見や、生

徒側からはより多くの生徒と同時双方向で意見

交換をすることで、学習内容の理解が深まった

という好意的な反応を得たようでした。 

 また、課題としては、遠隔授業システムの一

層の有効性を高めるための教員のＩＣＴ技術の

向上や対話的な授業の充実、あるいは年間を通

じて安定的に授業を行うためのノウハウの蓄積
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などが挙げられています。 

 ＩＣＴ環境の整備をするための予算確保やＩ

ＣＴを使いこなすための技術を持った先生方の

育成などの課題も想定されるところです。 

 議員のおっしゃったように、小規模校同士が

連携し、相互の教育資源を活用する遠隔授業は、

これからの教育の質を保障する上で、有効な一

方策になると考えます。 

 しかし、その一方で、スマホやＬＩＮＥなど

情報機器でしか相手とコミュニケーションをと

ることができない子どもがふえていると言われ

る現代社会においては、少ない人数であっても

直接触れ合うことのできる人と人との付き合い

から上手に人間関係を結ぶ力を育てていくこと

も必要です。 

 御提案いただいた愛媛県西条市の取り組みに

注視しながら、最先端の技術と学校だからこそ

できるコミュニケーションの両立を大事にし、

当市において遠隔授業をどうするかということ

を考えていきたいと思っています。 

○議長（新田勝見君）  ４番萩野幸弘君。 

   〔４番萩野幸弘君登壇〕 

○４番（萩野幸弘君）  残り時間も少なくなっ

てまいりましたので、もう一つ聞きたい事があ

ったわけですが、質問は割愛をいたしますが一

言だけ今の御答弁に対して申し上げたいと思い

ます。 

 課題もあるかと思いますが、もう実際に実証

実験でやっている地域があるわけですから、ぜ

ひ、百聞は一見にしかずで一度やっぱり出向い

てごらんになることも一つだと思いますし、確

かに、人と人との結びつきを大事にすることも

これは大事であります。特に小学生ですか、や

っぱり小さければ小さいほどそういうことが大

事です。 

 ただ、私なりによく遠野モデルというか、遠

野独自のなんていうのが常套句になっています

けれども、中学校、高校に関しては、先般教育

委員会からお示しいただいた資料、全国標準学

力検査ＮＲＴ、あるいは全国学力学習状況調査

においても、小学校との学力と中学校に行って

から結構伸び悩む、あるいは落ちているという

のがありますので、例えばやっぱりある程度人

との結びつきを覚えた後は、やっぱり効率的な

学習に活用するという意味では有効かと、いわ

ゆる中学校あるいは高校で有効ではないかなと、

今、西和賀等々の例も出していただきましたが、

ぜひそういうことも検討すべきだと思います。 

 あと、議会だよりの７ページのほうにも、先

ほど言った視察の状況が載っておりますので、

ぜひそちらのほうもごらんいただければと思い

ます。 

 そういうことで、次の大項目３点目に移って

まいりたいと思います。 

 市内２高校存続の取り組みと高校魅力化につ

いてであります。 

 高校再編に関しましては、昨年３月に一般質

問させていただいて、まだ１年余りではござい

ますが、ことし５月に新たな動きがございまし

たので、もう一度質問します。 

 遠野の２校が平成32年度まで統合の判断が先

送りされたという報道が流れました。その情報

を聞いて、私もちょっとひとまず胸をなでおろ

したわけですが、ただ、これは根本的な原因が

払拭されたわけでなくて、いわゆる引き続き、

要するに検討するよというだけの話であります。 

 そういうことで、やっぱりこの問題に関して

は引き続き本市としても努力が必要であります

が、自治体の長である本田市長、この問題に先

頭になって取り組んでまいりましたので、その

ことを踏まえてあえて２校に対し、２校存続に

向けた最新の状況はどうなっているのか、これ

まで取り組んできた内容も踏まえながら伺いま

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）  高校再編問題について

の御質問をいただきました。今議会でも人口減

少問題にどう立ち向かうのか、そのためにいろ

んな切り口から対応していかなきゃならないと

いう、そのような課題が浮き彫りになっている

わけでありますけども、この高校再編問題も少
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子化、ただいま教育長等のやりとりの中におき

ましても、遠隔授業の問題、ＩＣＴを導入した

問題も含めながら、小規模校というような中で

のやりとりがあったわけでありますけども、高

校再編問題もその一つの線上にある大きな課題

ではないのかなと思っておりまして、遠野市２

校体制をいかにという中で、さまざま進めてま

いりました。 

 そういった中におきまして、ただいま御質問

ありましたとおり、見送りという形での一つの

県教委の方針を引き出したという部分におきま

しては、市民会議の皆様をはじめとする多くの

市民の皆様の力が、もちろん審議会も私どもと

一緒になりまして、請願あるいは陳情活動も行

ったということも背景にあるわけでありますけ

ども、そのようなものが見送り、先送りという

ことになったという結果になったというふうに

思っておりますから、この一連の対応と成果に

つきまして担当の教育部長のほうから、ちょっ

とその経過も含めまして御答弁申し上げますの

でよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（新田勝見君）  教育委員会事務局教育

部長。 

   〔教育委員会事務局教育部長澤村一行君

登壇〕 

○教育委員会事務局教育部長（澤村一行君）  

命によりまして、お答え申し上げます。 

 遠野高校及び遠野緑峰高校の存続に向けた、

今までの取り組みの経過と最新の状況について

であります。 

 御承知のとおり、平成28年３月に岩手県教育

委員会から新たな県立高校再編計画が示されま

した。内容につきましては、平成32年度におい

て、遠野高校と遠野緑峰高校の校舎制による統

合の方針が盛り込まれた内容でございます。 

 現在ある情報処理科を廃止し、普通科４クラ

スと生産技術課を１クラスとした、普通科と専

門学科を併設する新設高校にするというもので

ございます。 

 県の高校再編計画の公表に先立ちまして、当

市では、両校がそれぞれ異なる教育目標を掲げ、

生徒の求める学びの多様性に対応していること、

また、地域の未来を担う人材育成に大きな役割

を担っていることから、両校存続のため、市民

で構成する高校再編を考える市民会議が設立さ

れ、市民運動が展開されてまいりました。 

 市では、平成28年４月に中高連携サポート室

を教育委員会に設置し、中高生や保護者へのア

ンケート調査結果に基づいた支援策の展開と高

校魅力化アクションプランの策定を進めたわけ

でございます。 

 平成29年２月には、この高校魅力化アクショ

ンプランを策定し、以降、段階的に支援策の実

施と拡充に努めてまいりました。 

 主な支援事業といたしましては、高校紹介パ

ンフレットやＤＶＤの制作、スマートフォンビ

ジネス活用事業や新しい『遠野物語』を創るプ

ロジェクトなど、新たなカリキュラムの運営支

援、資格取得支援、クラブ活動支援等々を行っ

ている状況にあります。 

 さらに今年度は、各支援事業の充実に加え、

市内高校に通う生徒への通学費補助や姉妹都市

アメリカ・テネシー州チャタヌーガ市への高校

生海外派遣費補助を充実させて取り組んでいる

ところでございます。 

 一方、高校再編を考える市民会議では、平成

29年５月から遠野高校・遠野緑峰高校両校の存

続を求める市民署名活動を展開してまいりまし

た。昨年11月には、岩手県議会に１万筆を超え

る署名簿とあわせ、県立高校統合に係る新たな

判断基準を求める請願書を提出しているところ

でございます。 

 これを受けて県議会では全会一致で請願を採

択し、さらには地方の実情に応じた教育環境を

支えるための新たな教職員定数改善計画の早期

策定と財政措置を求める意見書を発議、議決し、

国に提出しているところでございます。 

 本年５月24日には、遠野高校及び遠野緑峰高

校の地方創生に向けた地域とのかかわりと入学

者数の改善が評価され、両校の統合判断時期を

２年先送りし、平成32年とする方針が示された

ところでございます。 
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 これは、県知事や県教育委員会及び県議会に

対し、市議会の皆様の御指示をいただき行って

きた要望活動と、さらには高校再編を考える市

民会議の活動が一体的に連動して取り組んでき

たことが認められたものであるというように認

識しているところでございます。 

 さらには、高校生と市民の皆様が協働で地域

課題に懸命に取り組んでいただいてきた成果で

もあり、御協力、御支援いただいた市民各位に

心から感謝するところでございます。 

 なお、一定期間の先送りとなったものの、さ

らなる両校の魅力の向上と発信に向けて気を緩

めぬよう取り組んでいかなければならないとい

うように思っているところでございます。 

 以上、答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  ４番萩野幸弘君。 

   〔４番萩野幸弘君登壇〕 

○４番（萩野幸弘君）  わかりました。持ち時

間も少なくなってまいりましたので、恐らくこ

れが最後の質問になろうかと思います。 

 ただいまは、教育部長からこれまでの経過

等々、そして成果の説明がございました。本当

に当局をはじめ、皆さん関係各位の努力に私か

らも感謝と敬意を表したいと思います。 

 そういういわゆる現実を目の当たりにしまし

ても、これまでの成果があったとしても、それ

が実際に受験をする生徒の皆さんの心を動かす

ことと連動しているのかといえば、必ずしも連

動はしていない部分もあるのではないかなと。 

 つまり、肝心なのは受験生本人の気持ちであ

り、みずからが遠野市内の高校に進学したいと

強く希望をしていただくことが必要になってく

ると、そのために、今、教育部長がいろいろと

御答弁されたような取り組みを進めてきたもの

の、さらなる受験生の取り込み、これを図るこ

とは県立高校に関する最終的な決定権が本市に

ない以上、はっきり申し上げて限界があるので

はないかなと、現状では思うわけです。 

 つまり、県立高校の再編や今後の県立高校の

運営に関して、基本的な考え方を見直していた

だかない限り、自治体独自でこれ以上、地元高

校の魅力化について新たな進展を図るというこ

とは率直に申し上げて厳しいと言わざるを得な

いと思います。 

 過去におけるベビーブームの当時の子どもの

数を前提とした現行制度において、現在の少子

化に対応した学校運営ができるかといえば、は

っきり申し上げて厳しくなるのは当然でありま

す。 

 一般論として、何事も変化に柔軟に対応して

いかないと最終的には行き詰ると、あるいは消

滅してしまったりするわけですから、公立高校

の学校運営に関する基本的な考え方や制度に関

しても、時代の実情に応じて、その都度見直す

ことが重要ではないかなと思います。 

 したがいまして、私たちが今後やるべきこと

というのは、そのような判断をする立場にある

県や国の機関の担当者の方に前向きな見直しを

求めて、それを実現させることこそが必要では

ないかなと考えます。 

 このような私の持論ですけれども、これまで

先頭に立って積極的、情熱的に取り組まれてき

た市長として、私のこの持論にどのような御見

解をお持ちか、地元２校の存続はもとより岩手

県の高校再編に対する市長としての思いや願い、

それに対し今後どのような行動をとろうとお考

えなのかもあわせて伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま、この高校再

編問題につきまして、担当の教育部長からこの

２年間の取り組みの経過とその成果について答

弁を申し上げました。まさに市民会議の皆様が

自発的に立ち上がりながら、この両校の一つの

学校理念を踏まえながら、しっかりとした高校

教育環境を守ろうというそのような運動であっ

たわけであります。 

 この請願も全会一致で採択をいただいたとい

う部分の中におきまして、県議会のほうにおき

ましても、文字どおり超党派の立場で我々市町

村の動きに呼応してくれたというそのような成

果も得ることができたわけであります。 
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 ただいまの質問の中でありましたとおり、人

口減少を避けて通れない、そういった中におい

てこの県立高校が、公立高校が、今のままの状

態で存続ということをただ訴えても、これはや

はりどうしても数の論理がその中にあるわけで

ございますから、何らかの形で再編、統合は、

これは避けて通れないということは私は十分認

識しております。 

 しかし、教育の問題という中において高校生、

もう18歳、有権者であります。そしてまた新成

人も18歳という方向になるという中で、ひとつ

この高校生が地域を支える大きなマンパワー、

先ほどの駅舎問題につきましても高校生が４人

も参加した、そして新たな遠野のまちづくりに

取り組もうと、子育てという中におきます、そ

の保育行政といったものにつきましても、これ

にも高校生が参加をするというようなそのよう

な方向になりまして、積極的に高校生が地域づ

くり、市町村の一つのいろんな立場に参画して

きているという状況にあります。 

 もう一方においては、遠野にとっても特に大

事な郷土芸能などは高校生諸君がしっかりとそ

れを支え、次の世代に伝えているというような

現状があるわけであります。そのようなことを

考えてみた場合、教育効果ということも当然、

そしてまた学校規模による事業規模といったよ

うなものも当然考えなきゃならないわけであり

ますけども、ただいまの御質問にありましたと

おり、新たな仕組みづくりをしていかなければ

ならないんじゃないのかなと私は思っていると

ころであります。 

 今回、いろいろな形で市町村の長に呼びかけ

ました。私と、それから八幡平の田村市長と軽

米町の山本町長、西和賀の細井町長と葛巻町の

鈴木町長が呼応してくれました。５人の首長で

もって全33の市町村長に呼びかけましたところ、

ほとんどが反応していただきました。その中で

出た結論は、新しい高校教育を考える市町村協

議会を立ち上げようという、そのような中で合

意が得ることができまして、９月定例県議会中

にそのような組織を立ち上げ、県会議員と連動

しながら新しい仕組みづくりを県に、あるいは

国に訴えていく方向に持っていきたいというふ

うに考えております。 

 その中におきまして、この人口減少という避

けて通れない中にありましては、県立高校であ

るから県が全てということではない、やっぱり

我々市町村も生き残りをかけて懸命に頑張って

いるわけであります。 

 それを支えている中に高校生というマンパ

ワーもあるとなれば、やはりその中において、

学級定数の問題、教職員の配置の問題、あるい

は先ほど議論でありましたとおり遠隔教育とい

ったような手法を取り入れながら、小規模校で

もしっかりと地域を支える高校がそこにあるん

だとなれば、その県立高校にそこの当該市町村

も学校経営に参画をするという中で、新たな財

政措置を文科省だけはなくして、例えば総務省

のほうの交付税の中では、それを新たな財源措

置を考えるとかいったような文字どおり新たな

ステージをつくっていかなければならない。 

 実は、この問題が出たときに、文科省の教育

制度改革室を尋ねました。そして、遠野高校の

総合学習プログラムの話、それから緑峰高校の

農業クラブの話、商業クラブの話、特に緑峰高

校の農業クラブ・商業クラブは、全国にも発信

するほど大変な活躍をされているわけでありま

す。ホップ和紙、ああいうふうな問題につきま

しては、果敢に挑戦している。その事例をしっ

かりと説明をいたしました。 

 それが私は多分、その訴えが通じたと思いま

すけども、この８月１日に文科省が公立高校は

地域人材を支える大きなよりどころだと、その

ためのモデル事業を平成31年度からスタートさ

せるというそのような方針を発表されました。 

 要するに定数だけではない、そこにいる教職

員だけではない、その中に地域をどのように支

えている公立高校がということにもう少し着目

しようと、それを国としても応援しようという

そのようなことになっているわけでございます

から、この遠野高校、遠野緑峰高校のひたむき

な魅力づくりの動きが、やっぱり国を動かした
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ということに私はなるんじゃないのかなと思っ

ておりますので、これからも市町村と市町村長

と、そして議員各位の皆様ともしっかりとタッ

グを組みながら、そのような中における地方の

小規模校の高校のあり方、もちろん魅力といっ

てもおのずとなかなか限界もあるのではないだ

ろうかと、生徒の数が減っているわけでありま

す。それはそのとおりだと、現実はそのとおり

だと、その現実を直視しながらであれば、その

20人学級、25人学級でも立派な学校経営ができ

るというようなそのような方向の新たなステー

ジを国が、あるいは県が、だから県知事には岩

手モデルをつくろうじゃないかということを事

あるごとに訴えているわけでございますので、

その方向でこれからもこの問題には、まさに真

摯に、そして誠実に、この地域のあり方、小規

模校の一つの持っていき方、地方創生の一つの

市町村の一つの取り組みの一つの事例として、

この小規模校の再編問題にも私も先頭に立って

取り組んでまいりたいというように考えている

とこであります。 

○４番（萩野幸弘君）  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。 

 15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  政和クラブの浅沼幸雄

でございます。通告に従いまして一般質問を行

います。 

 私からは、市長に対しまして遠野市の子育て

支援についてと、遠野市における買い物難民、

弱者対策についての大項目２点を質問いたしま

す。 

 それでは、まず第１点目であります。当市で

は、子育てに対する支援策については、かなり

以前からさまざまな施策を展開し、力を注いで

いると認識しております。 

 そしてまた、私や他の同僚議員も機会あるご

とに当局とこの問題に関して議論を展開してお

ります。 

 そこで、今回の質問ですが、本年４月にリニ

ューアル工事を行い、５月にオープンしたわら

すっこルームの利用状況や利用された方々の反

響についてお伺いいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  浅沼幸雄議員の一般質

問にお答えいたします。大項目で２点という中

で、この１点目は、子育てという部分における

市の取り組み等につきましての対応についての

御質問でありました。 

 質問の冒頭にありましては、子育てといった

ものにいろいろ力を入れながら取り組んでいる

というような評価をいただきました。文字どお

り、まだ道半ば、やらなければならない課題が

たくさんあるわけでございますけども、この少

子化問題、そしてさまざまな形でやはり家族の

問題、あるいは育児の問題、そういったような

問題もいろいろ抱えているわけでありますから、

切れ目のない子育て支援をしなければならない。

財源がなかなかその中に見出せないという問題

あるわけでございますけども、少子化という一

つの大きな課題の中にあっては、やはり優先順

位は極めて高い市政課題ではないのかなと、私

自身も認識しているところであります。 

 そのような認識のもとに、ただいま御質問あ

りましたとおり、この４月、子育て応援部とい

う組織を立ち上げました。そして、こども政策

課、母子安心課といったものを立ち上げながら、

保育協会、教育委員会、そして子育て応援部と

しっかり連携を図りながら、切れ目のない子育

て支援を行っていこうという対応を行い、そし

て、その中におきまして、ただいま御質問あり

ましたとおり、リニューアルをいたしまして、

元気わらすっこセンターを立ち上げたというこ

とになるわけでございますので、この現状、そ

れから利用状況、その辺のものにつきましては

数字も上げながら、子育て応援部長のほうから

御答弁申し上げますので御了解願います。 

○議長（新田勝見君）  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〕 
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○子育て応援部長兼総合食育課長（佐々木一富

君）  命により、申し上げます。 

 元気わらすっこセンターは、「子育てするな

ら遠野」をキャッチフレーズに、東舘庁舎を新

たな子育て支援拠点として、さらなる充実を図

るため、わらすっこルームの拡張工事等を行い、

平成30年５月２日にリニューアルオープンいた

しました。 

 わらすっこルームには、クライミングウォー

ルや木のブロックを備え、おやこのくつろぎス

ペース、ここには親子で楽しめる、くつろげる

コーナーを設置しました。 

 リニューアルオープン後の利用状況について

ですけれども、前年度５月の利用者69人に対し、

今年度は419人で約６倍となってございます。

以後６月から８月までは約３倍の増加となって

おり、多くの親子連れ、また保護者同士が交流

できる新たな居場所として親しまれております。 

 以上、申し上げます。 

○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）  ５月に限って言えば、

前年度69名が419名、これは話題性もあったと

いうドローを差し引いてもすばらしい数字だな

と。私たち議会でも補正予算のときに、中身に

ついていろんな議論したんですけれども、その

議論があったからこの数字ということではない

んですけれども、やっぱりこういう結果が出て

ほしいなという願望もあって、議会の中でも議

論したんだろうなというのを改めて考えさせら

れました。 

 実際、私ごとになりますけれども、他の市に

嫁いでいる私の娘も、たまにうちに帰ってくる

と利用させていただいているみたいです。非常

に本人も子どもも喜んでいるというのを聞くと、

本当によかったなというふうに感じているとこ

ろでございます。 

 当市には、子育て支援に関して今後の考え方

とか計画、そういうものがあるんですけれども、

その一環として仮称としましょう、わらすっこ

の城構想というのがあるんですけれども、現段

階においてこのわらすっこの城構想、どのよう

な取り組みをなさっているのかについてお伺い

します。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この５月オープンいた

しました、このわらすっこセンターの利用状況

につきましては、今、担当部長のほうから利用

状況が伸びているという話をいたしました。 

 先ほども冒頭申し上げましたとおり、子育て

応援部を立ち上げ、その中にこども政策課、母

子安心課といったものも位置づけながら、保育

協会等教育委員会とも連携を図りながらという

ような体制を構築したところなわけであります。 

 その中で、ただいま御質問ありましたとおり、

わらすっこの城というコンセプトの中から、や

っぱり環境整備をしていかなきゃならない。こ

れは単なるハードの整備ではない。あの周辺を

どのような形で対応していかなきゃならないか

となれば、旧庁舎の東館もあるわけであります。 

 それから、その延長線上には遠野小学校もあ

る、稲荷下の第二区画整理事業も完了したとい

う、そうしてまた一方においては一日市通りも

さまざまな形で市民の皆様、町内会の皆様が懸

命に頑張りながら、一日市商店街も懸命に頑張

っている。そこに岩手銀行も新たな支店をその

中に位置づけたというような一つの動線ができ

てきているわけでありますから、いうところの

ハード、ソフトといった部分の中で、私はやっ

ぱり一つのわらすっこの城というコンセプトを

形にしていかなければならないかというように

考えているところであります。 

 したがいまして、この元気わらすっこセン

ターの改修工事といったものが一つの市民に親

しまれる子育て拠点ということに見えてきたと

いうことを踏まえながら、これから一つの２弾

とすれば、まさに、さらには、このよく言う切

れ目のないとなれば、妊娠から出産、そして子

育てといったような切れ目のない一つのコーデ

ィネートをする拠点を、その中に見出していか

なければならないかというように思っていると
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ころであります。 

 そして一方においては、健康福祉部のほうと

の連携をどう図っていくのかということも、そ

の中で視野に入れていかなければなりません。

したがいまして、わらすっこの城の今の拠点の

周辺も含めながら、どのような土地利用をして

いくのか、そこには旧商工会館もあるわけでご

ざいますから、そのようなことも視野に入れな

がら、どのようなハードを、そしてどのような

ソフトをその中に組み込んで行くかということ

につきまして、いろんな形での知恵を出してい

かなければならないかなというように思ってお

りまして、さまざまな一つの考え方とすれば、

ねっと・ゆりかごも、もう十余年たっているわ

けでございますから、新たなステージをつくっ

ていかなきゃなりません。 

 それから、遠野病院等の中におけるわらっぺ

ホームなども充実させていかなきゃなりません。

わらっぺホームも、育児を抱えているというよ

りも働きながら子育てする方々にとっては、非

常にニーズがあるわけでございます。 

 そのようなところともどう連動していったら

いいのかということも考えていかなきゃなりま

せんので、さまざまな手立てを考えていかなき

ゃならないという中で、それが子育てや子育て

世代、そしてまた市民ぐるみでこの子育てを支

援するというような、そのようなオール遠野の

拠点をあの中に見出していくということが、や

っぱりこれからは大事じゃないのかなと思って

おりますので、ただ大事な場所があるというだ

けじゃない、そこにみんなで知恵を出しながら

どのように利活用を図り、また土地利用をして

いくのかという部分を考え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すから、わ

らすっこの城、いよいよ第２弾の第２ステージ

にこれから本格的に入り、予算をやりくりしな

がら、それを、その思いを、子育ての思いを形

にするという方向に2019年、2020年と、その中

に共生社会というコンセプトも入ってくるわけ

でありますから、障がい者の方々に対するどの

ような切り口をそのように持っていったらいい

のかということも、当然、位置づけていかなき

ゃならないかというように思っておりますので、

そのような方向で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）  ただいまの答弁の冒頭

の部分で、子どもに対する支援策、見えてきた

という市長の答弁がございました。すっかり見

えたわけではないというふう意味と捉えました。 

 でも、見えてきたということは、これからま

すます見えて明るくなるんだというふうにも捉

えました。 

 ９月２日付の地元紙、「子育て充実へ新戦力、

遠野市わらすっこ支援委員会、高校生２人が初

加入」という記事、おとといですけれども載っ

たんですけれども、ちょうどこの質問の原稿を

書いて、こっちがあんまり大した原稿でもない

んですけれども、書いているときにこの記事を

読んで、やはり子育て支援はもちろん、その

ハードの部分でお金かかる部分もあるんですけ

れども、こういう方々とか、それ以外にも市内

のいろんな立場の方々、こういう方々のアイデ

アをいっぱいいただいて、お金をそんなにかけ

なくても、実効性のあることといったらすごく

いっぱい隠れているんじゃないのかなと、いい

方はちょっと乱暴なんですけれども、お金かけ

た施策とかけない施策と比べたときに、やっぱ

り心の入り方が違うんじゃないのかなと。乱暴

ですよ、極論ですけれども、そういう意味から

言うと、子育てという切り口からものを見たと

きに、やっぱりいろんな市民の皆さんからいろ

んなアイデアを出していただいて、アイデア出

した方々というのは恐らくそれ以降も協力して

くれると思うんです。でありますので、その第

２弾わらすっこの城構想、19年、20年度という

話ございましたけれども、ぜひ、このわらすっ

こ支援委員会も含めまして、ソフト部分にも力

をいっぱい入れていただきたいなと思うんです

けれども、その点についてのお考えを伺います。 

○議長（新田勝見君）  午後１時まで休憩いた
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します。 

   午前11時57分 休憩   

────────────────── 

   午後１時00分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  午前中いただいた質問

に対し、御答弁申し上げます。 

 この子育てという分におきまして、わらすっ

この城をどのような中での、立ち上げた元気わ

らすっこセンターの利用実績、それから、周辺

を含めてどのような計画を持っているのかとい

う中で、あの周辺の土地利用も含めながら、一

つの考えを申し上げたところであります。 

 しかし、いうところのハードの整備はあった

としても、きちんとしたソフトの組み立て、言

うなれば事業の組み立てがなければ、やっぱり

その構想が生きたものにならないということは、

浅沼議員、日ごろから申し上げているような内

容であるわけでございますから、そのとおりだ

というふうに思っております。 

 そういった中におきまして、この組織再編の

中で子ども政策課といったものを設け、そして、

今、女性の視点でしっかりと考えていただこう

ということで、そこに女性課長を登用したとい

うそのようなものも、やはり、この政策、切れ

目のない一つの事業を展開するという意味にお

いては、大事な、一つの市としての立場として

は大事なことではなかったのかなという認識の

もとに、そのような体制を組んだということで

ございまして、わらすっこ支援委員会という一

つの組織も立ち上げております。 

 わらすっこ支援委員会には、前の答弁ともち

ょっと同じことを申し上げることになりますけ

ども、高校生もその中に参画をするというよう

な仕組みに持っていったということになりまし

て、まさにこれからの遠野を支える若い方々が、

しっかりとその政策、あるいは事業、今行って

いる事業の、これもありきたりなことでありま

すけども、スクラップ・アンド・ビルドをしっ

かりしなければならない、その中で財源の再配

分も図っていかなければならない。 

 そして、いろんなニーズが次々と出てくるわ

けでありますから、きのうも小林立栄議員の中

で、不妊症のみならず不育症の問題もあるよと

いうような問題に対して、どのようにアプロー

チするのかといったようなものも出てきている

わけでございますから、そのような切れ目のな

い事業を展開するという意味におきましては、

私は、この支援委員会の一つの位置づけに大き

な期待を寄せているところでありますし、また、

一方においては、市民の皆様のいろんなサポー

ターの方々もいっぱいおりますし、ボランティ

アの方々もいっぱいおりますから、その方々か

らしっかりと提言、意見をいただきながら、そ

れを、事業を政策を組み立てていくという一つ

の作業を、まさに丁寧に、そして着実に行うよ

うな方向での努力を行って、できれば31年度の

子育て応援部の、これも余り言いたくない言葉

ではありますけども、目玉事業のようなものを、

その中でしっかりと位置づけることもやっぱり

必要じゃ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、御了承いただければと

思います。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  大項目１点目、子育て

支援の２つ目の質問に移ります。 

 遠野市児童館等ネットワーク推進補助金とい

う補助金、私の認識に間違いなければ、28年度

から３年の予定で補助しているというふうに認

識しているんですけれども、まだ３年目で途中

ですけれども、今までにどういうふうなことを

実施して、どのような成果が上がっているのか

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）  これは事業の、いたし

ましては３年目になるということが御質問の中

にありましたとおり、平成28年度から実施、市



－ 90 － 

内11カ所のこの児童館及び児童クラブが、遊び

の一つの場といたしまして、それぞれ連携を図

りながら進めているというような仕組みであり

ます。 

 その中におきましては、研修内容といたしま

しては、ケース検討会から、あるいは専門研修

などを含めまして、５つの事業が展開されてい

るというような形で進めているところでありま

して、待機児童の問題などもいろいろ全国的に

は取り上げられておりますけども、この中には

発達障がいのある方、あるいは個々の個性によ

りさまざまなケース、そのようなものにつきま

しては、専門的な一つの知識も非常に多岐にわ

たるという部分もありますから、このような部

分でこのいうところの職員研修、それをしっか

り現場のニーズに対応できるような、そのよう

なものとして位置づけながら取り組んでいると

いう事業でございますので、３年間の経過もよ

く見きわめながら、やっぱりこの分についても

内容があるものに守っていかなければならない

んじゃない。まさにニーズが本当に多様化して

きているという部分は、私も正直なところ、い

ろいろ報告を聞いたり、話を聞いたりいたしま

して、そういうそのような状況にあるんだなと

いうようなことを痛切に感じておりますから、

このような仕組みも大事に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。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  通常、補助事業は３年

一区切りというのが一般的な考え方です。今の

市長の答弁でも３年という話があったんですけ

れども、ただ、ニーズもあるという答弁もあり

ました。 

 児童館、児童クラブ、保育協会のほうで運営

しているわけなんですけれども、予算の額、多

い、少ないというふうなことではないと思うん

ですけれども、多分、年間30万ぐらいだったん

じゃないかなと記憶していますが、間違ってい

たら済みませんけれども、その金額で11ある児

童館、児童クラブ、そこで仕事をしている方々、

いろんな課題がある中で、そういうものを解決

するための研修やら何やらという非常に有効な

手段ではないのかなと感ずるんですけれども、

今の段階で、３年で打ち切るということになる

のか、継続になるのかというものを聞くのはち

ょっと時期が違うかもしれませんけれども、今

の段階で市長が考えている考えについてお伺い

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）  やはり、このようなさ

まざまなニーズを抱えている現場にあっては、

私は一つのキーワードとして、ネットワークじ

ゃないのかなというふうに思っております。 

 いろんなボランティアの方々、そしてまた、

専門的な知識を持った方々、そしてまた、行政

的にいろんな知識を持っている方々が、いかに

役割分担をしながら、そのニーズに的確に答え

ていくのかという分におきましては、このよう

な仕組みをもっともっとこの子育ての分野、子

育て応援という一つの応援部という分野におき

ましては、しっかりと対応していかなきゃなら

ない仕組みだというふうに考えておりますから、

やっぱりこれはいろんな、ハードだと、先ほど

言いましたわらすっこの城を形にするためには、

やっぱり財源のやりくりをきちんとやっていか

なければ、形にすることはできません。 

 しかし、このネットワークという中において、

人と人とのつながりの中で、そのニーズにきち

んと対応できる分につきましては、やっぱりネ

ットワークじゃないのかなと思っておりますか

ら、その認識で対応してまいりたいというふう

に考えております。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  内容としては同じよう

な質問になるんですけれども、市内には保育協

会が運営している、今質問いたしました児童館、

児童クラブのほかに、保育園というのも存在し

ます。やはり、この保育園の先生方もいろんな

直面する課題、山積しているんですけれども、
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これに対応していくために、それぞれ大変な思

いをしているというふうに私は認識しているん

ですけれども。 

 児童館等ネットワーク推進補助金という非常

に私は有効な手段だろうなというふうに思うん

ですけれども、この保育園も、例えば、その保

育園等ネットワーク推進補助金というようなも

のを創設して、保育園の先生方が抱えている課

題に対応するということはどういうものなのか

について、市長がどのように考えるかについて

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）  児童館、児童クラブの、

いろんな発達障がい児童も含めながら、さまざ

まなニーズに的確にという部分で最初御答弁申

し上げました。その分における一つのこのネッ

トワークの大切さというものを申し上げたとこ

ろでありますけども、今お話しありましたとお

り、遠野市も保育協会という一つの大きな組織

があります。 

 そして、市内各地の保育園、幼稚園といった

ようなものを、文字どおり合併のときには、宮

守と遠野の中における２制度の中でやっておっ

た部分が、関係者の大変な努力の中で、保育園、

保育協会一本化の中で進んでおるというような

状況にありまして、そこには大きなマンパワー

集団がありますので、その保育協会も件名に保

育士さんを含めての一つの資質の向上、専門職

員としての一つのあり方等につきまして研修を

行っているという部分はあるわけでございます

けども、このような一つの子育て、繰り返し言

いますけども、切れ目のない子育てという部分

におきましては、このようなネットワークは保

育協会の中にもやっぱりしっかりと位置づけな

ければならないのかなというような認識は持っ

ているところでございますけども、協会が、そ

こで、実はこの４月に、わらすっこの城の構想

の一環といたしまして、教育委員会と保育協会

と、子育て応援部がしっかり連携を図ってほし

いという中で、教育委員会のほうの幹部職員を

企画調整参事として位置づけまして、この三者

連携を常に図るようにという中で、そのコーデ

ィネイトの仕事をしてもらっておりますので、

そういったものの中からネットワークの一つの

あり方なども、先ほどありました児童館等も含

めまして、どうすればもっと効率よくその多様

なニーズに対応できるためのマンパワーをしっ

かりと向上できるのかといったような仕組みづ

くりにさらに検討を加え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。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  前回６月定例会に私が

一般質問で取り上げました幼児・児童の虐待問

題、これは保育園の先生方でも、やっぱりこう

いう虐待の早期発見、あるいは気づき、または、

発達障がいのある子どもたちの保育等、本当に

現場の先生方は、昔にはなかったようないろん

な問題に直面しながら頑張っているんだと、今、

市長の答弁で、そのようなネットワークも考え

るというニュアンスの答弁だったというふうに

とりましたので、その点については、ぜひ取り

組んでいただきたいなと思います。 

 次に、大項目２点目でございます。遠野市に

おける買い物難民・弱者対策についてでありま

す。 

 農林水産政策研究所というところがあるそう

なんですけれども、そこのところが６月に、65

歳以上の高齢者の４人に１人が、店舗、お店で

食料品を買うのが難しい状況という推計結果を

公表しました。 

 同研究所は、こうした高齢者を食料品アクセ

ス困難人口と定義しています。いわゆる買い物

難民、買い物弱者などとも呼ばれております。 

 それでは、質問に入ります。 

 遠野市では、市内の買い物難民・弱者の現状

をどのように把握しておられるのかについて、

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）  高齢化にというのに伴
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いまして、御質問にありましたとおり、買い物、

あるいは、それこそ買い物難民・弱者といった

ような対応につきまして、いろいろ対応を進め

ていかなきゃならないということは、そのとお

りであります。 

 これにつきましても、市民センターの市民協

働課と健康福祉部の福祉課がしっかりと連携を

図りながら対応をしているところでございます

ので、御質問の中で、現状はどうなっているの

か、どのように把握しているのかということで

ありましたので、その分につきまして、市民セ

ンター所長のほうから現状につきまして御答弁

申し上げますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  市民センター所長。 

   〔市民センター所長小向浩人君登壇〕 

○市民センター所長（小向浩人君）  命により

ましてお答えいたします。 

 当市において買い物難民・弱者となる最も大

きな要因としては、住民の高齢化が上げられま

す。 

 また、各町にあったＪＡ各支店の撤退や、古

くから地域を支えてきた小売店の閉店も要因の

一つであります。 

 農林水産省では、平成23年度から毎年、全国

市町村を対象に、食料品アクセス、買い物弱者

等の問題に関するアンケートを実施しており、

ここでも同様の結果となっております。 

 当市の高齢者数の推移を見ますと、国勢調査

の数値では、後期高齢者と呼ばれる75歳以上の

人口が、2005年には4,943人であったものが201

5年の調査時では6,201人に増加しております。

このことから、買い物難民・弱者は確実に増加

して、今後も増加することが見込まれます。 

 最大の要因は、交通手段がないことであると

考えられます。公共交通機関が乏しく、あって

も最寄りの駅、バス停に移動するのも大変だと

いう人たちがふえている現状が年々顕著になっ

てきております。 

 各地区で策定した地区まちづくり計画の事業

推進をする中で、高齢者の生活支援を内容とす

るアンケート調査を行い、現状の把握とニーズ

の調査を行っているところであります。 

 アンケート調査からは、買い物以外にも通院

や農地の管理、自宅周辺の環境整備等、さまざ

まな生活への不安の声が出ております。 

 買い物弱者等を支援する施策としては、介護

保険サービスの中で、ホームヘルパーが高齢者

宅を訪問し、食材の買い物、調理などの生活援

助サービスを行っているところであります。 

 介護保険サービス以外の事業としては、軽度

生活援助事業をシルバー人材センターに委託し、

買い物代行や外出時のつき添い、庭の清掃や草

取り、除雪等の支援を行っているところであり

ます。 

 一般の交通機関を利用することが困難な要介

護認定者等が、医療機関、施設等へ移動する場

合、移送車両、リフトつき車両とかストレッチ

ャーつき車両などで送迎を遠野市社会福祉協議

会へ委託して行っております。 

 高齢者ひとり世帯、もしくは高齢者のみの世

帯等で、調理が困難な高齢者や栄養状況の改善

が必要な高齢者に対し、配食サービスを実施す

るとともに、配食時に安否確認を行っている事

業も行っております。 

 地域づくりにおける買い物弱者対策としては、

上郷町では、日常の買い物が困難となっている

高齢者等の世帯に対し、買い物を代行するボラ

ンティアの支援を行っている事例があります。 

 買い物難民・弱者対策のみならず、生活支援

を必要としている方はふえ続けているものと認

識しております。 

 定期的に状況把握に努めながら、高齢者等の

包括的な支援を拡大していく必要が考えており

ます。 

 以上、答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  農林水産省、農水省が

ことしの３月に発表した、先ほど来出ておりま

す食料品アクセス問題の市町村アンケート、先

ほどの答弁でも、アンケートに答えている、あ

るいはそのアンケートを分析しているという答
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弁がありましたけれども、回答した８割超の市

町村が、現時点で対策が必要だと考えている、

答えている。 

 しかし、実際には、その対策を実施している

市町村は必要だと答えた市町村のうちの６割に

とどまっているとのことであります。 

 でも、今の答弁を伺いますと、遠野市ではい

ろんな対策をとり始めている、とっているんだ

なというのは伺えますし、昨日の市長の答弁で

も、その上郷町の買い物ボランティアの答弁ご

ざいましたし、今の市民センター所長の答弁に

も同じことだと思うんですけれども、ありまし

た。 

 私たちも、私たち総務常任委員会も、島根県

の雲南市で地域づくりの研修に行った際に、こ

の買い物弱者対策の一環として、大手コンビニ

エンスストアと連携して、そこのコンビニエン

スに移動販売車を運営してもらうというやり方

をしているところもございました。 

 今の答弁の中にもあったんですけれども、あ

るいは昨日の同僚議員の質問にもあったんです

けれども、今、私が質問している買い物難民・

弱者というのと、交通難民・弱者、あるいは医

療難民・弱者、みんな根っこは同じだと思うん

です。本質は全部同じだと思うんです。 

 これを一つ一つ、その時その時、対処療法で

解決するということではなく、これから遠野は、

あるいは遠野の中のそれぞれの自治会はどのよ

うになっていくのかなと、そうしたときに、じ

ゃ、よく言われる自助・共助・公助、どの部分

までが自助で頑張んなきゃいけないのか、じゃ、

どの部分、共助でできることなのか、そして、

最後にはセーフティになるかどうかは別ですけ

れども、公助の部分が出てくるんじゃないかな

と思うんですけれども。 

 やはり、今、11の地区で、地連協でまちづく

り計画、既に何年か前から策定して実施してい

るところもございますし、今策定中のところも

あるんですけれども、そのまちづくり計画の、

その計画の立て方、あるいは、それを受けて実

施していくやり方、これは多分、11の地連携、

あれは11通りあると思うんですけれども、やは

り、それぞれの地区に合った、もちろん私が言

うまでもなくそうやっているとは思うんですけ

れども、あったものを見つけながら、お互いに、

ほかでやっているのもいいことだなとか、お互

いにそういうのもやったりとったりしながら、

有機的な取り組みにしていかないと、何か毎回

毎回同じような課題が出てくるような感じがす

るんです。 

 だから、そういうところを、もちろん行政、

市民センターが主導的役割を担うのも必要なん

ですけれども、先ほどの子育て支援じゃないん

ですが、市民、あるいはその地区の住民、本当

に、小学生、中学生の子どもさんから70、80の

高齢者までが一緒になって、自分たちの地区を

どういうふうにしていくんだというところを考

えながらやる時期に来ているんじゃないかなと

思うんですけれども、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〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいまの御質問を聞

きながら、まさにそのような時期に来ているん

ではないのかなというような認識も私も持って

いるということを、まずもって申し上げたいと

いうふうに思っております。 

 先ほど市民センター所長のほうから総括的な

現状を申し上げたところであります。しかし、

これは、これから減るというよりもふえていく。 

 きのう、菊池巳喜男議員等、デマンドバス、

デマンドタクシー、そういった交通弱者問題に

つきまして、いろいろこの場で議論を交わさせ

ていただきました。 

 そういった中におきましても、免許を返納す

る、返納するということは、足を奪われるとい

うことにもなるのが、我々地方の実情なわけで

あります。 

 その中で、自助・共助・公助という言葉の一

つの大切さも今、話しされたわけでありますし、

それから、小さな拠点をネットワークにという

中で、コミュニティをしっかり守っていこうと、
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その中においては、地区センターのマンパワー

を確認しながら、総合力として、市の組織もそ

こにきちんと取り囲むようにしながら、住民参

加の仕組みをそこに持っていこうという部分で、

これも、これから半年をたちましたけども、こ

れからもう一つ、一つの正念場になろうかとい

うふうに思っておりますけども、11カ所交付い

たしました一括交付金の活用の仕方というのも、

その中に知恵を出さなければならないとなれば、

ただいま浅沼議員が申し上げたような提案、あ

るいは御意見、これなどは、まさにそのような

時期として、この部分を、組織の問題、それか

ら、一括交付金の問題、官民一体という部分、

市民協働といった部分、しかし、一方において

は、デマンドバスにしても、デマンドタクシー

にしても人材不足といった課題を抱えていると

いう部分の中で、それをどのように補い合いな

がらとなれば、やはり優先順位をしっかりとし

た上での新たな仕組みづくりを今やっぱり急が

なければならないのかなというふうに思ってお

りまして。 

 私がよく話をしておるんですけども、オール

遠野ということを考えみた場合に、きょう本会

議場でありますし、一般質問でありますから、

余りあれやこれやエピソードを語るのもいかが

なものかなと思うんですけども、ある市民から、

500メートル先までバスが来ているのに、なぜ、

両脇に荷物を持って500メートル歩くといった

ら大変だと、だったら来てくれないか、そこま

で行ってくれないかとお願いしたんだけども、

それはだめだと言われたというので、市民の皆

さんから強い、言うなれば意見を言われたとい

うことも職員には話をいたしました。 

 やはり、段階的に市民の皆様のニーズにどの

ように適時適切・適格に応えるのかというのが

市町村の行政であるんだと、国や県は、ありき

たりの一つの定まったものを申せば、それで済

むかもしれないけども、我々市町村はそういう

わけにはいかないんだと、だったらば、いいよ

と、500メートルちょっと行きますかと、おば

あちゃんここでおりてというような、そのよう

な臨機応変なやり方もまた我々市町村職員には

求められているんじゃないだろうかな、決まり

どおりやることは誰でもできる。その辺のとこ

ろも少し考えながら、そういう意識もある程度

持って、だったら何でもやればいいのかという

ような気がしてならない。やっぱり原則はある

んだ、そしてまた、決まりもあるんだというこ

とも、そのとおりなんだけども、その辺の状況

判断をしっかりと柔軟な発想の中で対応できる

ような一つの市職員であらねばならないのでは

ないだろうかなということを話もしているとこ

ろも申し上げまして、ただいまの御質問に出ま

したそれもそのタイミングではないのかなとい

うことは、やっぱり真正面から受けとめながら、

関係者一丸となりまして、そのような仕組みづ

くりにも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）  15番浅沼幸雄。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  今の市長の答弁の500

メートルの話を聞いて思い出したんですけれど

も、市民と議会との懇談会の中で、ちょっと若

干原文と違う、記憶だけで話しますので、違う

ところはあるかもしれませんけれども、立丸峠

に近い部落の方だったと思うんですけれども、

病院に行くのに結構歩かなきゃいけないと、当

然帰りもバス停から歩かなきゃいけないという、

結局、具合悪いのを治しに行くんだけれども、

まだ具合悪くなるという、本当に笑うに笑えな

い、そういう切実なお話を出していた地域、方

がいたなというふうに思い出しているところな

んですけれども。 

 繰り返しになりますけれども、あるいはさっ

きの第１点目の子育てのことにもつながるかも

しれませんけれども、最近の地元紙の声の欄に、

私だけじゃなく、気がついている方がいっぱい

いると思うんですけれども、遠野市の小学生・

中学生の投稿が非常に多いんです。内容がすご

くいいんです。 

 多分、昨日か一昨日、中学生を、13歳の女子

中学生だったんですけれども、13歳の時点で、
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５年後18歳のとき、10年後23歳のとき、15年後

28歳のとき、20年後33歳のとき何をしているの

か、何をやりたいのかということをはっきり書

いておりましたけれども。 

 私は本当に、ああいう小学生、中学生の記事

を読むと、遠野市の子育ては間違っていないん

だなというのを再認識しますし、小学生・中学

生といえどもこんな立派な考えを持っているん

だったら、やはり、いろんなことを聞いて、そ

の小学生・中学生の意見を聞いたり、考え方を

聞いて、市政に反映して、十二分にそういう立

派な内容のことを話しているなと感じるんです。 

 でありますので、ぜひ、そういう方々の、小

学生・中学生、あるいは高校生の意見も取り入

れながら、そして、高齢者の知恵、工夫も取り

入れながら、何ぼでもお金がかからなくても、

すばらしい遠野にしていただきたいなと思うん

ですけれども、それを伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま御質問の中に

ありましたとおり、小学生・中学生も社会の現

状といったものをしっかりと素直に受けとめな

がら、やっぱりいろんな考えを、あるいは将来

に向けてのいろんな意識などもきちんと持って

いるという部分をもっと尊重しながら、施策に

反映するということをもっともっと考えなけれ

ばならないんじゃないのかなと、全くそのとお

りだというように思っております。 

 私も、自分でもこうしてしようという仕事を

務めながら、やっぱり若い方々の新たな発想、

中学生、高校生の皆さんの柔軟な物の見方、考

え方、何よりも素直に、今の社会の現状を見て

いるという部分は、私は、物すごく貴重であり、

大事ではないのかなというように思っておりま

すので、ただいまの御質問にありましたとおり、

いろんな子育て、あるいは高齢者対策、弱者対

策には、そのような若い世代の方々の意見、あ

るいは提言、そういったようなものもしっかり

と受けとめるような、そのような形で努力をし

てまいりたいというように考えております。 

○15番（浅沼幸雄君）  これで、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。12番菊

池充君。 

   〔12番菊池充君登壇〕 

○12番（菊池充君）  遠野一新会所属の菊池充

であります。通告に従いまして、市長に対して

大項目１点、ホップの里づくり対策について、

次の３つの観点から、１つ目は栽培の現状と課

題について、２つ目は生産拡大を目指す里づく

り対策について、３つ目は遠野特産農業セン

ターの持続可能な運用について、一問一答方式

にて質問を行ってまいります。 

 まず、先月の25日、26日開催された2018遠野

ホップ収穫祭には、市内外はもとより、県外か

らも多くの愛好者やファンが訪れ、盛大に開催

された内容を覚書として報告を受けたところで

ございます。 

 参加者は、平成27年の開催から右肩上がりに

増加している状況や、売り上げも前年対比25％

増とのことであったと、地域の活性化や特産の

振興、ＰＲ活動による成果と感じとった次第で

あります。なお一層の盛り上がりを期待するも

のであります。 

 さて、最初の質問に入ります。日本一の産地

として、イベントの盛り上がりを支えている栽

培の現状と課題についてお伺いいたします。 

 遠野地方でホップの契約栽培が始まって55年

が経過したと聞いてございますが、この間に栽

培面積が112ヘクタールから25ヘクタールに、

生産量も229トンから43.6トンに、生産者は239

戸から34戸にそれぞれピーク時から大幅な減少

となっておりますが、その原因をどのように捉

えているのかについて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）  菊池充議員の一般質問

にお答えいたします。 

 大項目の中で、このホップの里づくりの一つ

の対策というよりも、取り組みについてという

中で御質問をいただきました。 
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 御質問の中にありましたとおり、このホップ

生産が高齢化といったものに伴いまして、規模

が縮小してきているという現実にあるわけであ

ります。 

 そういった中におきまして、遠野ならではと

いう一つの大きな取り組みの中で、さまざまな

手だてを講じながら、今、御質問の中にありま

したとおり、ホップ収穫感謝祭であるとか、そ

れとじんぎすかんマラソンがうまく連動しなが

ら遠野のにぎわいをといった部分の中で、新た

な試みとさまざまな可能性にチャレンジしてい

るというような状況にあるわけでございますの

で、ただいまの御質問とちょっと重複するかも

しれませんけども、現状等につきまして、担当

の産業部長のほうから答弁を申し上げますので、

よろしくお願いをいたします。 

○議長（新田勝見君）  産業部長。 

   〔産業部長大里政純登壇〕 

○産業部長（大里政純君）  命によりましてお

答えさせていただきます。 

 栽培の現状と課題についてでありますけれど

も、昭和38年に大手ビール会社との栽培契約締

結が進みまして、同年、遠野ホップ農業協同組

合が発足して、本市のホップ栽培が始まりまし

た。 

 議員御指摘のとおり、栽培面積につきまして

は、昭和58年度に最大で112ヘクタールありま

したものが、現在は25ヘクタールということで、

22％ということでございます。生産量につきま

しても、昭和62年度に最大で229トンありまし

たものが、現在は43.6トンということで、５分

の１ということでございます。 

 生産者については、昭和49年度の最大239戸

から現在は34戸ということで、率にいたします

と14％と、激減をしているという状況でござい

ます。 

 要因につきましては、昭和63年からの大手

ビール会社の減反政策、そして、生産者の高齢

化、後継者の不足が大きいと受けとめておりま

す。 

 ホップ生産におきましては、特に収穫時に、

一時的ではございますけれども、相当の労働力

が必要でありまして、その労働力の確保が難し

くなってきたことも減少の要因の一つであると

捉えております。 

 今後におきましては、新規就農者の確保も必

要ではありますが、作業の省力化の検討も必要

と考えております。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（新田勝見君）  12番菊池充君。 

   〔12番菊池充君登壇〕 

○12番（菊池充君）  現在は34戸の生産者とい

うことでございます。恐らく34戸の生産者の平

均年齢は70を超えているだろうというふうに聞

いてございます。 

 そうした状況の年齢の部分では、当然高齢化

による高所作業の厳しさ、あるいは収穫後の秋

移行、毎年の株づくりから続く農作業の対応の

むつかしさ、そういったものが想定されてござ

いましたけれども、昭和63年からの減反政策も

主なる要因の一つであるという御答弁をいただ

きましたが、いわゆる減反政策、作付制限は現

在も遠野市、あるいは個々の生産者の方に制限

されているというふうに理解してよろしいでし

ょうか。 

○議長（新田勝見君）  産業部長。 

   〔産業部長大里政純登壇〕 

○産業部長（大里政純君）  お答えいたします。 

 現在は、減反ということではなくて、希望す

る量を生産しているという状況でございます。 

○議長（新田勝見君）  12番菊池充君。 

   〔12番菊池充君登壇〕 

○12番（菊池充君）  減反政策はとられていな

いという答弁でございました。いわゆる自由に

つくっていいのだといっても、やっぱりそこは

契約栽培でしょうから、会社と生産者がそれぞ

れが翌年度の栽培面積の契約をしながら作付に

取り組んでいるんだろうというふうに思います

けれども、ある程度面積の拡大は可能だという

ふうに理解するところでございます。 

 そうした状況の中で、それでは、次に生産拡

大を目指す里づくりの対策ということでござい
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ます。 

 市内で生産拡大を目指す機運が全国紙、ある

いは地方紙で取り上げられ紹介されております

が、市として、今までの課題の解決による生産

拡大への支援について、新たに検討されている

ようなことがあれば伺いたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいまの質問の中に

おいては、生産拡大をということでありました。 

 １問目の中においては、現状をということで

ありましたので、産業部長から答弁を申し上げ

ました。それに伴って、減反政策はどのように

続けているかということにつきましても産業部

長のほうから答弁をもうしあげました。 

 そういった中で、この生産拡大に向けてとい

う分におきましては報道もされておるところで

ありますけども、このホップ生産に取り組みな

がら、ホップの里からビールの里へという一つ

の大きな目的と、可能性に挑戦をするという一

つのマンパワー集団が出てまいりまして、その

方々が賢明に組み立てたものが国の補助対象と

いう中に採択を受けたという中で、改めてこの

ホップの生産拡大のプロジェクトに取り組むと

いうことになりました。 

 その所要の予算等につきましては、国の交付

決定を受けたその再現をもって、この今般の９

月補正予算にその予算を計上しているとこでご

ざいますので、予算等を審査の場合におきまし

ては、議論をしていただければというように思

っております。 

 ちなみに、この新たな農業法人のホップ栽培

の拡大に向けての取り組みは、平成27年度以降、

６人の新規就農者が出たと、この方々が中心と

なり、約4.6ヘクタールの圃場でもってホップ

の栽培に改めて挑戦をするというそのような一

つのプロジェクトであります。 

 今後、この後継者不足、あるいは高齢者に伴

う新たな一つのホップ産業の持続ということを

考えれば、このようなチャレンジする方が出て

きたということで、それを国が認めたという部

分は、遠野にとってはこのホップ栽培、そして、

それをビールの里、そして、新たな市場として

のクラフトビールといったものに果敢に挑戦を

するというような、そのような夢のある一つの

可能性のあるプロジェクトになるんではないの

かな、これがホップ生産の拡大プロジェクトと

しての新たな取り組みであるということでござ

いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  12番菊池充君。 

   〔12番菊池充君登壇〕 

○12番（菊池充君）  今、市長の答弁は、６月

定例会の一般会計補正予算の産地パワーアップ

事業の関連での1,202万円での4.9ヘクタールの

ホップ棚整備事業、あるいは今回の９月定例会

に提案されています補正予算の第２弾の産地パ

ワーアップ事業費１億8,131万2,000円で、園芸

野菜周年栽培用高規格ハウス70アール１カ所の

整備と理解をしたところでございますけれども。 

 これは、あくまでも農業生産法人に対する国

の、農林水産省の産地パワーアップ事業であっ

て、減少する一方の農家の方々への支援策はど

のように進めていこうとしているのかという部

分については答弁がございませんでした。 

 いわゆる34戸になってしまっているという状

況は現実なわけですけども、これが高齢化が進

行するという状況の中では、今回も、今年度限

りで１名の方の廃作が現時点で確定になってご

ざいます。 

 大変優良な圃場でございますけれども、それ

らの優良な圃場という部分を、新たな生産者の

確保につなげていくという必要が、私はあるん

だろうというふうに思うわけでございます。 

 いわゆる優良な圃場ですと、初期投資の抑制

が図られるというメリットもあるわけですから、

こういう部分についても実態を把握をしながら、

それらに対する新たな生産者でも構わないと思

いますし、いわゆる新規といいますか、面積を

拡大する方でもよろしいと思うんですけども、

圃場が離れるとか、新たな品種の導入とか、い

ろんな課題もあると思うんですけれども、そう

いう部分に対しての私は支援も、大型の法人に
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対する支援ばかりじゃなくて、必要ではないの

かなと、じゃないとますますこれからの進行に

よって減って廃作になるという対策を防止しな

ければならないと、このように考えて、現状を

見て考えるわけですけれども、その辺の考え方

についてお伺いしたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  このホップ生産の拡大

という部分で、新たに国の交付決定を受けての

可能性に挑戦をするという部分におきましては、

新規就農者の方々が、この遠野ならではという

部分の中におきまして、それぞれ連携を図りな

がら組み立てたというプロジェクトであります

ので、一つの市の立場といたしましても、国の

交付決定を受けたことを踏まえながら、まさに

このプロジェクトがしっかりと成功事例につな

がるように、あらゆる可能性と、そしてまた、

いろんなフォローを行いながら、これを遠野な

らではの一つの産業として位置づけられるよう

に、全面的にバックアップ等をフォローしてま

いりたいというように考えております。 

○議長（新田勝見君）  ただいまの市長答弁で

ございますけれども、既存のホップ農家、ある

いは大きなところじゃない、今までやってきた

中での支援というようなことも含まれていたと

いうふうに思いますけども、その辺、答弁漏れ

だと思いますので、お願いします。本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  あらゆる角度から支援

をしてまいりたいということは、既存のホップ

農家の方々との連携もということも含まれてい

るわけでございますので、ここは本会議場であ

りますから、予算等審査特別委員会の中で、こ

この案件についてはしっかりと議論していただ

きたいということをお願い申し上げたいと思っ

ております。 

○議長（新田勝見君）  12番菊池充君。 

   〔12番菊池充君登壇〕 

○12番（菊池充君）  詳細、細部にわたっての

支援策については予算委員会ということでござ

いますので、そちらのほうで議論してまいりた

いというふうに思います。 

 やはり、この事業の取り組みについては、新

しい品種の導入もあるというふうにも聞いてご

ざいますので、そういう部分の支援も含めた形

での議論をしてまいりたいというふうに思いま

す。 

 それでは、最後の質問になります。いわゆる

遠野特産農業センターの持続可能な運用につい

てでございます。 

 センターが整備されて以降50年ほど経過して

いるというふうに理解しますけれども、乾燥機

４基をはじめ、主要な機械は修繕等で対応して

きており、耐用年数も大幅に経過し、修繕費の

増大と能力の低下による生産性の低下を招いて

おり、組合員への負担も増加して、早急な対応

による対策が必要であると認識しておりますが、

市として、花巻農協の所有施設でありますが、

どのような対応方針を検討されているのかお伺

いいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この施設の利活用の問

題について、どのように検討しているのかとい

うお尋ねでありました。 

 御案内のとおり、このセンターにおける乾燥

施設につきましては、花巻農協のＪＡ花巻のほ

うで所有をしながら、これを施設として活用し

ているということであります。 

 遠野ホップ農協もこれを活用しながらという

ことでありますけども、今の現段階では、この

部分につきましては、これを活用するのか、そ

れともまた別の施設を持つのかということにつ

いては、今検討中だということを聞いておりま

して、まだ結論は、その農業法人のほうからは

聞いていないところでございますから、その辺

はしっかりと行政の立場としても、間に入りな

がらこの部分の施設の利活用の問題について、

しかるべき一番いい結論を出すような方向に支

援を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）  12番菊池充君。 

   〔12番菊池充君登壇〕 

○12番（菊池充君）  この施設はホップ栽培に

おいて大変重要な施設であるという部分は、当

然、市としても認識をしているわけでございま

す。 

 そして、昨年の11月14日には花巻農協へ、い

わゆる遠野特産農業センターの持続可能な運用

についてということで要望もしているというふ

うに理解をしてございます。 

 そうした中で、今後どのような対応が出てく

るのかという部分についてでございますけれど

も、私は、この施設は待ったなしの状況にある

んだろうと、このように見てございます。 

 私が申し上げるまでもありませんが、この緊

急性についてあえて申し上げますと、収穫作業

がスタートしました８月の20日の日でございま

すけども、午前10時半ごろにセンターでの処理

状況を見せていただきました。そうしましたら、

間もなく施設内の機械全体がストップしてしま

いました。 

 私はちょっと時間がずれた、何か、いわゆる

休憩時間かなというふうに思ったんですけれど

も、休憩時間ではなくて、ストップの原因は、

いわゆる脱穀処理された、つるとか葉とか茎等

を運ぶベルトコンベアーの枠が壊れてしまいま

して、溶接をしなければ稼働できないという状

況に陥ったということをお話をされましたし、

私もその現場を見ました。 

 私が、そのほか乾燥施設、あるいは２階に上

がってのいろんな分別等を見て回って帰ってき

たわけですけども、私が帰ってくるまでには稼

働はしませんでした。いわゆるそういう部分で

は、なかなか、常時あるということではないけ

ども、結構な修繕にかかるんだというのはお話

をされたところでございます。 

 また、つるから脱穀されてベルトコンベアー

で乾燥機へ移動する中のホップの花が、摩耗し

た機械から落下して散乱しているという状況で

ございます。それを収集するにも大変時間がか

かるというふうに作業員の方々がお話をしてご

ざいました。 

 さらに、整備当初の処理能力は１日に約１ヘ

クタールあったけれども、現在では１日、いわ

ゆる８時間にさらに２時間から３時間の時間延

長しても８反分ぐらいしか処理ができないと、

そういう状況であって、運営上の負担にもなっ

ているというお話をされておりました。 

 これらの実態について把握されているのか、

まずお聞きしたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま乾燥施設のベ

ルトコンベアーの不具合の話が質問の中に申し

上げておられました。このことについては、私

も担当のほうから報告を受けているところであ

ります。 

 先ほど申し上げましたとおり、新たな可能性

に挑戦する新規就農者の方々のプロジェクト、

それにつきましては、御質問にありましたとお

り品種がちょっと異なるという部分の中にあっ

て、供用できるのか、やっぱり別立てにしなき

ゃならないのかということについては、両者が

しっかりと誠意をもって話し合っているという

ことでございますので、市の立場としてもそこ

の間に入りながら対応をしていかなきゃならな

い一つの課題である。 

 しかし、こういった実際のベルトコンベアー

の不具合なども生じながら、これもまたしっか

りとした体制を構築しなければならないわけで

ございますので、ホップ生産の農家の方々、も

ちろんそれはホップ農協の方々なわけでありま

すけども、そこと大手ビール会社でありますほ

うとの連携と、さらには、この部分で、生産者

とホップ農協と大手ビール会社のそれぞれの連

携によります新たなこの体制の構築、こういっ

た不具合が出ないようにどうすればいいか、で

あればどうすればいいかということにつきまし

て、しっかりとした話し合いを行っていただく

ということになっているところでございますの

で、この部分をどのようなステージに持ってい

くかということにつきまして、市として、これ



－ 100 － 

らをしっかりとフォローする体制の中で、ただ

いまの御質問に対する一つの対応を進めてまい

りたいというように考えているところでありま

す。 

○議長（新田勝見君）  12番菊池充君。 

   〔12番菊池充君登壇〕 

○12番（菊池充君）  新たな法人としての取り

組みで、面積の拡大も図られるという状況でご

ざいますので、やはり、ベルトコンベアーの一

部が故障した程度であれば、時間的な部分で修

繕補償はできると思うんですけれども、乾燥機

がとまってしまえば、品質の低下は避けられな

いという実態であります。 

 ですから、やはり、これは全体の施設をどう

するのかという部分については、今、市長が生

産者、ホップ農協、大手ビール会社含めて、こ

れから検討をしていくのだということでござい

ますし、いわゆる新たなステージに踏み出して

いくのだというお話をされましたけれども、や

はり、持続的な運用について、関係者が主体的

になっていくということは当然でございますけ

れども、やはり、所有者である花巻農協さん、

花巻農協さんは、施設を今後は持たないという

考え方に立ってございます。育苗センターしか

り、カントリーしかり、そうでございます。 

 ですから、この施設についてもそのようなあ

考えがあるんだろうということはお聞きをして

ございますけれども、されとて、じゃホップ農

協さんが、これだけの30何人の組合員でこの施

設を持って運営できるのかという部分について

は、大変難しい課題、問題でもあるんだろうと

いうふうに思ってございます。 

 だけれども、施設の稼働はとめられないとい

うことがございます。１カ月ぐらいの短い時間

ではございますけれども、やはり、ここが中心

とならないといわゆるビールができないという

ことになりますので、ですから、私は花巻農協

さんと遠野市が、それぞれの立場に立って、施

設整備に係るアクションを起こしていく必要が

あるんだろうというふうに思ってございますの

で、その部分について、いわゆるその施設が早

急に求められると思われますが、市長のお考え

をお聞きしたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この新たなプロジェク

トに挑戦をするという部分と、それから、ＪＡ

花巻所有している乾燥施設の部分と、文字どお

りこの辺がしっかりと整合性をとっていかなけ

ればならない。 

 新たな投資といっても、それぞれの中におけ

る限界はあるわけでございますから、既に用意

されたものをいかに利活用するかという部分は、

これは本当に大事なことだというふうに思って

おりますから、担当部のほうを通じまして、Ｊ

Ａ花巻のほう、それから、ホップ農協のほう、

大手ビール会社のほう、さらには新規就農で新

たなプロジェクトに取り組むそのメンバーのほ

うと、農業法人のほうとのそのそれぞれの課題、

そしてまた、それぞれの現状といったものをし

っかりと整理するのも、また市の一つの役目で

はないのかなというふうに思っておりますので、

担当部のほうにしっかりと指示をしながら、そ

の辺の整合性を図って、お互い強調をし合える

ような、そのような環境づくりに全力を挙げて

取り組んでいきながら、この一つのホップの里

をビールの里にというプロジェクトの新たなス

テージをフォローする、そのような役目として

の市の果たす役割というものがその中にあるん

じゃないのかなというように思っておりますか

ら、そのような方向で取り組んでまいりたいと

いうように思っております。 

○12番（菊池充君）  昨年度、生産量56.5トン

で、日本一になりました秋田県横手市、横手市

は市を挙げて横手ホッププロジェクトによるホ

ップのまちなか、グリーンカーテン、ホップで

エコな環境づくりに市民、企業、学校に至るま

で、地元の宝であるホップとの触れ合いができ

るまちづくりに取り組んでいる内容が紹介され

ておりました。 

 遠野市においても、市民と一体となってのホ

ップの里の遠野のＰＲの企画を大きく期待をし、
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私の一般質問を終わります。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後２時00分 休憩   

────────────────── 

   午後２時10分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 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。きょうは９月４日、ちょうど１年前

のこの日からこの本庁舎で業務が開始されたと

記憶をしています。 

 まずは、昨日の開会前に市長から報告があり

ましたが、先月８月22日水曜日から29日まで、

ドイツ・シュタイナウ市のグリム博物館への文

化交流訪問と、ブラジル・サンパウロ市で開催

された岩手県人会60周年記念式典への出席や、

東京オリンピック・パラリンピック大会のブラ

インドサッカーチーム事前合宿地としての表敬

訪問活動に、大変お疲れさまでしたと申し上げ

ます。 

 とともに、その成果を今後の市政運営にいか

んなく発揮・反映され、国際交流を深めながら、

小さな自治体でもキラッと輝く取り組みで、遠

野名の声をさらに一段と高めていただくことを

期待するものであります。 

 ところで、ことしの夏は厳しい暑さが続き、

広報無線から連日、熱中症に注意してください

の放送がなされました。また、西日本豪雨災害

では、これまで経験のない雨量で甚大な被害を

受けた方々と、無念にも犠牲になられた皆様に、

この場をかり、改めてお見舞いとお悔やみを申

し上げます。 

 ８月は広島・長崎の原爆犠牲者への平和記念

式典と、終戦記念日などでの戦後73年にわたる

平和のありがたさを実感し、夏の甲子園では隣

の秋田県の金足農業高校が、公立高校として県

内の選手だけで並みいる全国の私立の強豪校を

次々と強烈な試合内容で撃破し、体を反り返し、

全力で校歌を斉唱する姿にはつい涙腺が緩んで

しまいました。 

 最後は、全国から優秀選手を集め優勝候補ナ

ンバーワンといわれた学校相手に力尽きたとは

いえ、全国の公立学校や農業高校、そして農業

に関係する人々に大きな希望を与えてくれた暑

い熱い夏でもありました。金農野球部の選手の

皆さんにも大いなる敬意と感謝を申し上げます。 

 さて、事前通告に従い、２期目の任期最後と

なる今定例会において、きのうからの一般質問

者９人目の最後の質問者として、今回も市長に

対し一問一答形式により、以下の２つのテーマ

について考えをお尋ねいたします。 

 １項目めは、市営住宅等に居住する高齢者等

への家賃支援福祉対策等についてと題し、限ら

れた年金収入等で生活保護には頼らず、毎月の

家賃支払いなどに苦慮している高齢入居者への

家賃支援福祉対策などについて、そして、２つ

目の項目は、ラグビーワールドカップ2019・釜

石開催や、東京五輪・パラリンピックのホスト

タウン事前合宿地受け入れを含めたインバウン

ド・観光客対策にも影響すると思われる環境整

備の一環として、市内観光施設やさわやかトイ

レから発信する遠野の魅力や印象と観光客対策

についてと題する質問に答弁を願うものであり

ます。 

 最初の質問に入らせていただきます。市内中

心部には八幡・鶯崎、稲荷下・早瀬・材木町・

穀町・宮守町には、笠平・雪谷沢・下郷・吉

金・達曽部・下鱒沢に市営住宅が整備設置され、

市営住宅条例等によって管理運営されているも

のと認識をしています。 

 入居者資格については、市営住宅条例第５条

にきめ細かく規定されているわけですが、その

第１項（２）の現に住宅に困窮していることが

明らかであることの理由によって入居されてい

る方々が大部分ではないかと勝手に推測をいた

しますが、さまざまな方々がそれぞれの事情に

より入居され、日々の暮らしを営んでおられる

と思われます。 

 私がなぜ、このような市営住宅等に居住する

高齢者等への家賃支援福祉対策等についてとい
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う質問をすることの理由は、先般、ある市営住

宅に入居されている方からたまたまお話を伺う

機会があり、高齢の方が限られた年金収入の中

で家賃を支払いながら生活をしている実態を訴

えられ、何らかの支援策などはないものだろう

かという趣旨の相談を受けたことに端を発した

ものです。 

 その後、担当課の職員に家賃の減免・割引制

度みたいなものはないものかと問い合わせや確

認をしていますが、改めてこの場で議論を交わ

しながら順次質問をさせていただきます。 

 立派な御自宅を所有されていたり、家族とと

もに自宅などで一緒に暮らしている高齢者の

方々には無縁のテーマではありますが、いわゆ

る自宅を持たない一定の年齢を超えている高齢

者等の、市営住宅をはじめ、市内民間アパート

等も含めた入居実態について、わかる範囲でい

いので、把握されている数値、資料等があれば、

そ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）  瀧本孝一議員の一般質

問にお答えいたします。 

 この市営住宅の問題という中で、公営住宅の

一つの現状の中からという部分で、実際、市民

の皆様から、年金生活の中でやりくりをしてい

るという部分のそのようなお話があったので、

あえてこの問題にひとつ取り上げてみたいとい

うような、そのような話がありました。 

 高齢化という部分におきまして、交通弱者、

あるいは、先ほども議論を交わしたところであ

りますけども、買い物弱者、そのような方々の

足を、そしてまた、そのような一つの切実な

ニーズにどのように対応をするかということが

大きな課題であるということは、もちろんその

とおりであります。 

 しかし、一方、この住という部分におきまし

ても、この住宅という問題に対しましても、さ

まざまなこれの手だてと、一つの心配り、気配

りもまた対応が求められている一つの市政課題

ではないのかなというように承知もいたしてい

るところであります。 

 わかる範囲でということでありましたので、

この現状をちょっと申し上げますと、この市営

住宅の高齢者、これは65歳以上、この方々、昭

和29年度の入居状況を見ますと、343世帯中139

世帯となっております。そのうち単身世帯は82

世帯、高齢者世帯の半数以上が単身ということ

になっている現状にあります。 

 市内のアパートで暮らしいている65歳以上の

ひとり暮らしの高齢者は、住民基本台帳等によ

れば約80世帯というような、そのような数字を

得ているとこでございますので、現状としては、

数字としてそのような数字を持っているという

ことを申し上げて答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  ５番瀧本孝一君。 

   〔５番瀧本孝一君登壇〕 

○５番（瀧本孝一君）  今、数字が示されたわ

けですが、私の聞き違いでなかったら、昭和29

年に聞こえましたけれども、そこは多分平成29

年ということで理解をいたします。 

 市営住宅には、収入に応じて家賃が決められ

ているものと推察をいたします。条例第16条で

は、家賃の減免または徴収猶予の規定があり、

入居者や同居者の収入が著しく低かったり、病

気にかかってしまったり、災害により著しい損

害を受けたとき及びこれらに準ずる特別の事情

があるときと４項目が定められております。 

 例えば、高齢の入居者が生活保護に頼らない

までも、国民年金の収入のだけで精いっぱいの

生活をしているような場合、御高齢と低収入の

理由による家賃の減免・割引措置的な何らかの

制度があるものか、ないものかについて確認の

意味でお尋ねをさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  市営住宅という中にお

きまして、このような一つの対応をしているわ

けでございますけども、その基づく根拠は、公

営住宅法に基づきまして、しっかりと規則等が

定められながら運営しているということになる

わけでございますけども、この高齢者であると
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いうがゆえにもって、減免という一つの規定は

持っていないところであります。 

 入居者ごとに具体的な事情等により判断をし

ながら、減免することができるということにな

っているわけでございますので、そのような個

別の事例によってのケース・バイ・ケースの判

断だということになりまして、高齢者だという

一つの対象とした減免規定は、そのような規則

は、定めは持っていないということであります。 

 繰り返しになりますけども、市営住宅は、公

営住宅法に基づく住宅ということになるわけで

ございますから、家賃の額の決定や減免は、法

律によってひとつ定められているということが

基本になっているわけでございますから、その

辺のところをしっかりと踏まえた対応の中にお

きますそこにどのような個別事情、あるいはそ

の背景、経過、そのような実情を踏まえながら、

個別に判断をするというとこに我々の一つの裁

量がその中に見出すことができるんじゃないの

かなというように思っておりますけれども、法

律的には、そのような高齢者としての減免とい

うものは持っていないということでもって答弁

といたします。 

○議長（新田勝見君）  ５番瀧本孝一君。 

   〔５番瀧本孝一君登壇〕 

○５番（瀧本孝一君）  法律上は、高齢者とい

う理由だけでは減免という制度にはないという

ことの答弁でございました。 

 前の質問に関連をいたしますが、条例第16条

（１）に規定している「収入が著しく低額であ

るとき」の著しく低額とはどのくらいの金額を

指すのか。また、（４）の「前３号に準ずる特

別の事情があるときの特別な事情」とはどのよ

うな事象を指しているのかについてお尋ねをい

たします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  先ほど申し上げました

とおり、法律により定められているということ

にはなるわけでありますけども、今取り上げら

れましたこの法律の16条という中に、この一つ

の規定があるわけでございまして、収入が著し

く低額であるときのこの捉え方につきましては、

世帯所得で月額６万円というそのような形で設

置されているところであります。 

 家賃の減免のこの割合につきましては、世帯

所得の額に応じて５段階で定めているというこ

とでございまして、御質問にありましたとおり、

どれぐらいをもって低所得ということになると、

月額６万円という形で定められ、そして５段階

でそれぞれの家賃相当額といったようなものを

その中で示していると。 

 そして、その他前３号という部分も御質問の

中にありました。この部分につきましては、明

確な定めはない、規準の定めはない、入居者ご

とにその事情が異なることから、これも個別の

判断になるというそのケースでございますので、

これもまた繰り返しの答弁になりますけども、

入居者の方々の個別ケースの中で、個別にそれ

ぞれの事情を考えながら、考慮しながら判断し

ていくということに、そのような仕組みになっ

ているということでございます。 

○議長（新田勝見君）  ５番瀧本孝一君。 

   〔５番瀧本孝一君登壇〕 

○５番（瀧本孝一君）  月額６万円が世帯の基

準であって、特別な理由というのは、個別の事

業によるということであります。 

 これまでの答弁では、市営住宅入居者に係る

定収入の高齢者だというだけの範疇では、条例

上は減免・割引制度はないと理解をいたしまし

た。 

 福祉住宅という制度の住宅も八幡市営住宅の

一角にあるようでありますが、限られた地域だ

けの広く市内全域へのサービスとはなっていな

いと思われます。単身や夫婦だけの高齢者世帯

が今後もふえ続けると思われる中で、自宅の手

入れ等もできなくなれば、環境の整った市営住

宅への入居希望者は、一定の需要があると見込

まれます。 

 そこで、現在の市営住宅条例上では困難では

あるかもしれませんが、高齢者は65歳以上です

けれども、特に75歳とか80とか、高齢者でもか
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なり上の高齢者などに対しては、そういう入居

者に対して家賃支援などの福祉対策の必要性が

私はあると思いますが、この辺はどのように捉

えているのかについて市長の見解をお尋ねいた

します。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  高齢者世帯に対する福

祉政策のような、そのような切り口の中におけ

る制度はどうなんだろうというような、そのよ

うな御提案であり、また、御質問であります。 

 先ほど低所得という部分の中で、私、６万円

と申し上げましたけども、月額６万9,000円と、

それをちょっと６万円と申し上げたことをおわ

びし、訂正させていただきますけども、いずれ

６万9,000円という中にもって、その低所得と

いう部分は定められているわけでございまして、

繰り返しますけども、個別ケースの中でそれぞ

れ判断をしていくということになるわけでござ

います。 

 今、福祉というような切り口の中で、それを

という部分がありました。その部分につきまし

ては、私は、これはある意味においては、今議

会におきまして、そのさまざま高齢化問題に対

する買い物、あるいは通院、デマンドバス、あ

るいはデマンドタクシー、さらには福祉政策の

中におけるさまざまな取り組みということがい

ろいろ議論されました。まさに今日的な課題で

ある。 

 年金制度の中においてもいろんな課題、見直

しが進められている。高齢者といっても単身世

帯の話を、先ほど数字申し上げました。 

 しかし、一方においては、同じ高齢者世帯の

中にあっても、同居世帯、同居人もいるという

ような部分の中にはいろいろあるわけでござい

ますから、そのようなことを考えてみた場合に、

この高齢者へのそれぞれの優遇といったような、

優遇というよりも、福祉といったものをどのよ

うに捉えていくかということにつきましては、

いろんなケースによって判断していかなければ

ならないんじゃないのかなと。 

 ちなみにちょっと申し上げますと、70歳以上

の同居人がいる場合、人的控除が他の同居者に

比べて10万円加算されるという、そのような形

で一つの例になりまして、所得額が下がること

により、一般世帯に比べ低額になる場合もある

というような、そのようなケースの中で、ケー

ス・バイ・ケースという一つの対応になるわけ

でございますから。 

 ただ、ただいまいろいろ取り上げられており

ますとおり、年金のみでという部分も、これも

あるわけでございまして、そういった部分にお

きます、この住環境のより良好な確保という意

味におきましては、財政事情の問題もあるわけ

でございますけども、やっぱり住んでよかった

と、そしてまた、遠野に生まれ住んでよかった

という部分の中における対応の中におきまして

は、このよく言う衣食住という言葉があるわけ

でございますから、住環境もしっかりした環境

の中で、それこそ穏やかに過ごしていただくと

いう部分も、これも大事な市政課題ではないの

かなというように思ってございますので、要す

るに、この負担能力といったものを考えながら、

一方では高齢者での一律のこの一つの優遇措置

ではなくして、それぞれいろんな配慮、あるい

は状況、そういったことを踏まえながら、現行

の減免規定、さらには家賃の猶予といったよう

な一つの仕組みを活用するということも大事で

はないのかなと思っておりますので。 

 現行制度の中で、減免や猶予ということがど

こまでできるのか、あるいはもう一方において

は、さらに踏み込んで、福祉的な一つの分野を

その中に制度として持ち込むのかという部分に

つきましては、これも、先ほど浅沼幸雄議員の

ほうからも、子育てについては新たな仕組みづ

くりに取り組んでいかなきゃならないんじゃな

いかというようなこともありまして、私もその

タイミングに来ているんじゃないかという話を

いたしましたけども、この問題も、そのような

中においては、何もそれを持ってしているわけ

じゃないけども、待ったなしの市政課題の一つ

として、高齢化問題、それに伴う住宅問題、そ
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して、公営住宅のあり方といったようなものも、

やはり見直し、検討という、そういう一つのタ

イミングに来ているのかなという認識を持って

いるところでございますので、その認識を持っ

て答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  ５番瀧本孝一君。 

   〔５番瀧本孝一君登壇〕 

○５番（瀧本孝一君）  一つのタイミングでは

ないかなというお話でしたけども、月額６万9,

000円というのは、生活保護との兼ね合いとの

金額ではないかなとは思いますが、いろんな減

免措置、ケース・バイ・ケースという、その中

で対応をしていくというようなお話でございま

した。 

 また、前の質問に関連しますが、市営住宅使

用料、家賃徴収を担当する建設課と、福祉政策

や民生部門を担当する部署との横の連携がこれ

からは重要になってくると思われます。 

 住宅入居者から、何とかならないものかとい

う声が実際にある中で、どのような相互連携で

高齢入居者等の負担軽減を図っていくのか、部

署の枠を超えた連携・協力体制の構築や、考え

方についてお尋ねをいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この課題に対しまして

も、より総合力という一つの力をしめさなけれ

ばならない一つの課題ではないのかなというよ

うに認識をいたしているところであります。 

 この市営住宅の家賃に関しましても、公営住

宅法に基づきまして、それぞれの方々の住宅の

確保としての定めがあるということは、これは

繰り返しでありますけども、そのとおりであり

ます。 

 しかし、一方においては個別に、あるいは６

万9,000円という月額のその額に基づいてさま

ざま判断をするという一つの減免規定、あるい

は猶予規定というのもあるわけでございますか

ら、それを弾力的にどう運用するかとなれば、

セキュリティネットという話も今議会で取り上

げられました。安心・安全という部分におきま

して、その部分もセキュリティネットじゃない、

セーフティネットです。 

 セーフティネットの問題なども、やはりこの

総合力の中で組み立てていかなきゃならないと

なれば、この問題も、それこそ市の立場で言え

ば、市営住宅を担当しておる建設課のほう、あ

るいは生活保護なり弱者という方々をフォロー

している一つの健康福祉の里のほうともしっか

りと連携を図らなければならない。 

 さらには、民生委員、あるいは民生委員の皆

様、さまざまな地域の区長さん方との連携など

も図っていかなきゃならない、そして、さらに

はこの小さな拠点としての地区センターもその

中で役割りを果たしていかなきゃならないとい

うことになるわけでございますから、それぞれ

連携を図りながら、この問題に対してもやっぱ

りきめ細かく、きざな表現になろうかと思って

いますけども、思いやりの優しい一つの行政の

対応といったようなものも、このアプローチの

中に求めていかなければならないんじゃないの

かなと。 

 市営住宅だから建設課が担当でしょうという

わけにはいかない。その分において、やっぱり

こういうケースがあった、こういう生活実態だ、

こういう収入だといったときに、その個別の判

断という部分を総合力で判断できるような、そ

のような一つの仕組みをしっかりと庁内のほう

に確立していき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）  ５番瀧本孝一君。 

   〔５番瀧本孝一君登壇〕 

○５番（瀧本孝一君）  私は、一刻でも早くき

ちんとした制度を構築して、市営住宅等の入居

者への対応を求めたいところでありますが、遠

野ならではの子育て支援施策に並ぶ高齢者への

福祉政策の充実度や負担軽減を重要的施策とし

て、多角的見地から住宅困窮高齢者救済の必要

性について、その辺をもう一度、導入の時期等

を含めてお尋ねをいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 
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○市長（本田敏秋君）  高齢者の住宅困窮世帯

に対する一つの手だてというものについて考え

なくていいのかというような御質問だったとい

うようにお伺いいたしました。 

 この部分につきましては、今議会で大きな

テーマとなりましたこの高齢化問題、そして、

弱者対策といった問題につきまして、この住宅

という切り口の中から考えていかなきゃならな

い。 

 冒頭、一番最初、市営住宅に入居している

方々の高齢者の状況等について数字をもって申

し上げました。この部分をまずもってしっかり

と現状分析をする必要があるんじゃないのかな

というように思っております。 

 もちろん担当の建設課のほうにおきましては、

それぞれ入居に当たり、きちんと書類と提出い

ただきながら、現状はしっかりと一応把握はし

ているわけでございますけども、今御質問にあ

りましたような形での手だてを講じるという部

分におきましては、やっぱり一定の公的負担を

その中に求めるということになるわけでござい

ますから、しっかりとしたデータと、やむを得

ないというような、そのような説得力のある一

つの組み立てをしなければならないかというよ

うに思っておりますので、今の提案を、あるい

はそのような御質問をただ受けとめるんじゃな

くして、現状分析を急ぎながら、であれば、遠

野市としてどういう手だてが講じられるか、財

政的にはやれるのか。 

 そしてまた、このような部分を合わせますと、

例えば、やり方によっては公営住宅法という法

律の中で手がけているということになれば、市

単独で対応するとなれば、それが少しの額であ

っても交付税のほうにも反映していく、それこ

そ減額ということになってくると、そんなに遠

野は余裕があるのかということにもなりかねな

いというような仕組みの中で我々やっているわ

けでございますから、その辺の一つのバランス

もしっかり把握しながら、必要だなと、やっぱ

りそういう手だては考えなければならないなと

いうところに持っていけるか、いけないか、そ

の辺につきましてはまずもって分析ではないの

かな、現状把握じゃないのかなというように考

えているところでございますから、今の御質問

をしっかりと受けとめながら、その対応につき

まして一つの検討課題として位置づけたいとい

うふ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）  ぜひともしっかりと検

討をしていただいて、よい方向に進めていただ

きたいと思います。 

 家賃支援からは離れて、最初の項目の最後の

質問となります。高齢者が自由に集える居場所

の確保についてであります。 

 我が遠野市は、「子育てするなら遠野」をキ

ャッチフレーズに、手厚い子育て支援施策を展

開していると認識をしています。しかし、一方

において、高齢者福祉支援施策についてはどう

なのでしょうか。老人クラブ等への支援や敬老

会開催への支援などはありますが、果たして十

分であるでしょうか。 

 青笹町には、地元団体が運営し、高齢者が自

由に集まって楽しめる、かたるべ館というもの

があると聞いております。また、遠野駅前には

不覚にもその存在を詳しく知らず、同僚議員か

ら情報提供を受けて概要を知ったシルバー人材

センターが運営している「サロン・銀」という

施設があり、小物や野菜を売ったり、和やかな

集いの場所としてにぎわいを見せているとのこ

とであります。 

 このサロン・銀は、市や国からの補助金が今

年度限りで、来年度以降の存続が危ぶまれてい

るという情報もあります。ぜひともこのような

場所をモデルケースとして、各町に高齢者が自

由に集えて楽しめる場所があることはとても意

義の大きなことであると思われます。運営管理

する人材の確保も課題ではありますが、これか

らの地域社会のコミュニケーションの維持の場

としての必要性は十分にあると思われます。 

 そこで、市営住宅に関連し、素人考えではあ

りますが、時間と費用を余り要しないと思われ
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る簡略的な方法として、家賃長期滞納不在住宅

や空き家住宅を活用しての集いの場の提供・確

保の方策であります。 

 不在・空き家住宅の明け渡しには一定の手続

が必要と思われますが、柔軟な発想と前例踏襲

をしない遠野市独自の先進的な施策で、団地内

での集会所的使用など有効な利活用を図り、高

齢者をはじめとする住人の自由な集会場所の確

保・提供が必要ではないかと考えますが、その

ことについての見解をお尋ねいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいまの御質問をお

聞きしながら、いうところの目的外使用という

その言葉を思い出したところであります。 

 この市営住宅は、繰り返しになりますけども、

公営住宅法に基づきまして、この定めによりま

すと、住宅に困窮する低所得者のためにこの市

営住宅が整備されている。公営住宅が整備され

ているという部分になるわけでございますから、

やっぱりその中にあっては、このような、今、

青笹のかたるべとか、あるいは駅前の銀といっ

たような一つの取り組みが事例として紹介され

ました。 

 コミュニケーション、そして、その中でいろ

いろ集いながら、認知症問題などにもみんなが

グループで参加しながら認知症の方々も社会参

加するような、そのような場所が、コミュニ

ケーション、そして、仲間づくり、地域づくり

といったようなものは、それに求められてくる

ことになるわけでございますから、市営住宅の

中にあっても、もちろんそのような一つの高齢

者の方々がそれぞれ生活していくとなれば、お

互い語り合うようなその居場所づくりというと

ころも大事じゃないのかなというように、私自

身はそのように考えているところであります。 

 ただ、その場合におきまして、いうところの

目的外使用という部分をどのようにハードルを

越えるかという部分、その中にどのような説得

力のあるやむを得ない、ここだとそういうよう

に利活用したほうがいいと、当然だというよう

な、そのような一つの対応をきちんと構築すれ

ば、私はこの市営住宅の中にもそういう居場所

をつくることが可能ではないのかなというよう

に思っております。 

 ７年半年前のことを思い出しておりますけど

も、仮設住宅が空き家ばっかりあったと、被災

地のほうに。そこに多くのボランティアの方々

が、居場所としてそこに入りたいと言ったとき

に、やはり、そのときに目的外使用だと、仮設

住宅は、災害で住宅を失った方々が入る住宅で

あると、したがって、ボランティアの方々が入

ることは、それは目的外使用だという、そのよ

うな見解を示されたことがありました。 

 そのときに厚労省のほうに伺いを立てました。

そのときに厚労省からは、聞かれればそのよう

に答えるしかないんだという話をされました。

だめだとしか言えない。あとは皆さんのとこで

しっかりと判断してくださいよという話をされ

たことがあります。そのようなことを考えれば、

公営住宅法を盾にだめだと、目的外使用だとば

っかり言えない。 

 今のこの地方の置かれている状況は、高齢者

の方々が年金生活の中で大変苦労をしながら賢

明に頑張っているという姿がその中にあるわけ

でありますから、その方々が支え合いながらと

いう部分にあっては、その市営住宅の中にもそ

のような空間、居場所を求めるということも、

私は、組み立て方によっては可能ではないのか

なというように考えておりますから。 

 一つの検討課題として考えながら、かたるべ

とか銀とかといったような問題のそのような成

功事例をうまく利活用しながら、小さなコミュ

ニケーション、そしてまた、それぞれの市営住

宅の中におけるそのような居場所づくりといっ

たものにさらなる検討を加えてまいりたいとい

うように考えております。 

 検討を加えるということは、よく言う、前向

きに検討をしますということは、やらないとい

うことだという話を、よく話を聞いたことがあ

るわけでございますけども、それこそ前向きに、

本当に正直に前向きに検討をする一つの課題で
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はないのかなというように考えているところで

ございますから、これからもさまざまな御提案

と御指導をいただければということを申し添え

て答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  ５番瀧本孝一君。 

   〔５番瀧本孝一君登壇〕 

○５番（瀧本孝一君）  ぜひ前向きに検討をさ

していただき、目的外使用ということもありま

すが、私は、市営住宅の中に何年も放置状態の

空き家を見ている関係もありますので、そうい

った空き家の解消につなげて、有効な利活用が

できればという思いから今の質問をさせていた

だきました。 

 次は、市内観光施設やさわやかトイレから発

信する遠野の魅力や観光客対策についてと題し、

２つ目のテーマの質問に移ります。 

 人間や動物は、食べたり飲んだりすれば必ず

排泄するという生理現象があるわけですが、生

きていくためには非常に大切な行為であり、汚

い話などと避けて通るわけにはいかない切実な

問題でもあると思います。 

 歴史的に日本人が便所を使い始めた正確な時

期は不明だそうですが、弥生時代の遺跡には、

下水道のような構造が見られることから、遅く

ともこの時代には排泄専門の施設として便所が

成立していたとされる研究もあります。 

 古くから日本では便所のことを、はばかり、

雪隠、かわや、手水・御不浄などと奥ゆかしさ

を秘めて表現されてきましたが、昭和の時代ま

では落下式、別名ポットン式便器が主流であっ

たことは御承知のとおりであります。 

 第二次世界大戦後には、西ヨーロッパから座

って用を足すいわゆる洋式便器や男性用小便器

が輸入され、今ではすっかり一般的になりまし

たが、昭和以降はお手洗い、化粧室などと言い

かえられるようになり、今や日本のトイレは世

界一清潔で、設備機能も最先端をいっており、

安らぎの個室・空間であると評されるまでにな

っています。 

 さて、市内の各家庭のトイレ事情と、水洗

化・洋式便器化がされて一定の水準で整備され

ている県の施設である風の丘や、みやもりの道

の駅のトイレは例外として、そのトイレ事情の

視点を我が遠野市に向けた場合、市内主要観光

施設や、さわやかトイレに関し、主に観光客な

ど外から来た方々に対して、果たして遠野トイ

レは清潔で快適な空間だというような印象を持

っていただけているのかどうかなどについて以

下質問をさせていただき、市長のトイレに対す

るうんちくについて答弁を願うものです。 

 以前、私は、インバウンドや観光客対策の一

環になるのではとの思いから、担当課に対し、

市内観光施設や、さわやかトイレの水洗化等の

現状について問い合わせ調査をした経緯があり

ますが、そこで終わってしまっていました。 

 改めて観光施設や、特に、さわやかトイレの

水洗化と、主に男性用の大便器の洋式便器化の

現状について、この場でその実態をお尋ねいた

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）  交流人口の拡大、さら

には観光振興、インバウンドといったような一

つの流れの中で遠野の活性化をその中に図って

いかなければならないということは言うまでも

ないわけであります。 

 そういった中におきまして、このトイレとい

う部分にどのようにアプローチするかというこ

とも大きな課題であるということは、私自身、

道の駅の関係もありまして、しっかりとその部

分は認識をしているとこであります。 

 道の駅なども、きれいなトイレがあれば、皆

様が立ち寄るといったような、そのような中で、

一つの魅力、あるいは一つの拠点性として存在

感を示すためには、トイレがどのように整備さ

れているかということも一つの大きな要素であ

るということになっているわけでございまして、

この中におきまして、さわやかトイレの話が出

ました。 

 市内観光施設約８カ所のうち１カ所を除き、

全て水洗化されているという状況にあります。

そして、市内観光施設８カ所の男女全てのトイ
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レにおきまして、洋式化が実施されているとい

う状況にもあります。 

 さわやかトイレについては、７カ所全てが水

洗化されております。さわやかトイレ７カ所の

うち、男子トイレ、洋式便器が整備されている

トイレは１カ所、女子トイレは全てが洋式便器

化されているという状況にありまして、もう一

方、宿泊施設のほうにつきましては、17施設の

うち15施設が男女とも洋式便器が整備されてい

るというような状況にありまして、一定の環境

整備はできているんじゃないのかなというよう

に思っているところでございますけども。 

 御質問にありましたとおり、これからいろん

な人と物の流れが高速インフラの整備に伴いま

して出てきてくるわけでございますので、さま

ざま、パラリンピックの共生社会といったよう

なものも、遠野としてのその環境整備をしてい

かなきゃならないということになれば、このよ

うなトイレの問題にもどのようにアプローチし

ていくかということも課題の一つでありますの

で、現状を申し上げて答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  ５番瀧本孝一君。 

   〔５番瀧本孝一君登壇〕 

○５番（瀧本孝一君）  今、水洗化や洋式便器

化の数値が示されましたが、さわやかトイレに

関しては、男女とも水洗化にはなっているもの

の。洋式便器化については女性は全て、男性の

ところは１カ所だけと受け取りました。 

 その問題は、やっぱり、さわやかトイレの男

性の洋式便器化になると思いますが、私は、あ

るさわやかトイレの管理を委託されている方か

ら直接聞いた話でありますが、和式、ポットン

式便器で利用者が用を足す場合、誤って財布や

携帯電話を落としてしまい、その都度便槽から

拾い上げてほしいと依頼され、苦労している実

態があります。御存じでしょうか。 

 さわやかトイレには、身障者用トイレが附帯

されていることも認識をしておりますが、女性

用の個室の実態は、のぞいて見たことがなく、

不明でありました。一般的に男性側の個室は洋

式便器化されていないのが、今の数値からの現

状を把握できました。 

 便器に物を落とした場合の対処や、小さな子

どもや足腰の悪い方の利用のしやすさ・不便さ、

清掃等を含めた管理の簡便さなど、和式便器と

洋式便器の違いをどのように捉えているのか、

その認識についてお尋ねをいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  先ほどの質問の中で、

便器の時代変遷にいろいろ述べられておりまし

た。それから、化粧室であるとか、お手洗いと

いったような一つの意味づけのというか、名称

の変遷も述べられておったわけでありますけど

も、そのようなことを考えれば、我々の日常生

活の中によっては欠かせないという部分におき

まして、洋式・和式という部分の中における一

つの対応をしなければならないとなれば、高齢

化、そして、さまざまな生活習慣の対応という

ことを考えれば、やはり洋式便器化の流れが一

つの時代の流れではないのかなというように捉

えているところでございますので。 

 そのような、一般家庭の中におきましても、

一般住宅などでも洋式便器にするケースが大半

を占めてきている。そして、既存の住宅などで

も改装によって洋式化するケースが多く見られ

るということになっておりますので、洋式便器

が一般化してきているというのが、今の時代の

流れであり、今の日本の状況ではないのかなと

いうように認識いたしております。 

○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）  私もそのような様式化

が一般化しているというふうに思っております。 

 さわやかトイレは、平成５、６年ごろから県

が集中的に建て、市町村に移管されたと聞いて

おります。設備機能的には古くなっているわけ

ですが、前の質問で洋式化ということが示され

ましたが、外から遠野市を訪問される観光客を

はじめ、ビジネス等で本市を車などで通過する

際、さわやかトイレ等を利用する方々はたくさ

んいると思われます。 
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 特にも観光客等へ与える和式便器、洋式便器

の印象の違いなどについて、市長はどのように

認識をなさっているかお尋ねいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  遠野市にとっては、交

流人口の拡大、そして、観光振興という中にお

ける恵まれた地域資源を持っているという分に

おきましては、そのような受けて立つ環境整備

をしっかりしていかなきゃならないわけであり

ますので、そういった点におきましても、先ほ

ど洋式化が一般化してきているというお話を申

し上げましたけども。 

 そのような一つの宿泊施設、あるいはいろん

な観光施設、そのようなところにはきちんとし

た洋式化された一つの水洗化された洋式便器を

設備しながら、おもてなしの中における心地よ

い一つの遠野観光をしてもらうそのような環境

づくりにとっては、この部分の取り組みも大事

ではないのかなというように思っておりますの

で、観光振興・交流人口の拡大が一つの大きな

県の施策にも位置づけられているところでござ

いますから、このような部分における財政支援

なども何らかの形で手当てをしてもらえるよう

な形で動きながら、一方においては遠野市の部

分といたしまして、各事業者の方々としっかり

連携を図りながら、そのような環境整備、洋式

化といったものに受け答えできるような、その

ような環境づくりになお一層取り組んでまいり

たいというように思っております。 

○議長（新田勝見君）  ５番瀧本孝一君。 

   〔５番瀧本孝一君登壇〕 

○５番（瀧本孝一君）  私を含めて、一般的に

人はできるだけ清潔できれいなトイレを使用し

たいというのが当たり前であります。その裏に

は、絶えず管理・清掃をしてくださる方々の御

苦労があることを決して忘れてはならず、敬意

と感謝を申し上げたいと思います。 

 この市役所庁舎の最新のトイレ設備はもちろ

んのこと、あえりあ遠野をはじめとするホテル

や宿泊関係の施設、飲食店や２カ所の道の駅の

トイレなどは、水洗化・洋式便器化されて、快

適な個室空間と認識をしておりますが、今まで

申し上げてきた、さわやかトイレや観光施設の

洋式便器化されていないトイレを、一部和式を

残しても、できるだけ速やかに洋式便器化、そ

れも暖房便座・温水洗浄機つきのものに変えて

いく必要があると思われます。 

 それらに対する今後の方針や考え方について

お尋ねをいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  観光振興、あるいはイ

ンバウンド対応、そして、2019年、１年後には

ラグビーのワールドカップの釜石大会、そして、

2020年にはオリンピック・パラリンピック、遠

野市もパラリンピックのホストタウンといたし

まして、ブラジル国のブラインドサッカーの合

宿所として遠野はその役目を果たすということ

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、昭和50年代、昭和55年から60

年にかけてというように記憶をしておりますけ

ども、全県一斉にさわやかトイレといったよう

なものを、県事業として大々的に展開をしたこ

とを思い起こしております。 

 そのようなことを踏まえれば、そのように整

備したところを、今度は日本の一つの最新鋭の

技術を持って、文字どおりさわやかといったよ

うな形での環境整備をするという部分について

は、あるものに新たな役割という一つの切り口

の中で、一つの県事業の中で、オール岩手の中

における一つの交流人口、観光振興、インバウ

ンド対応という部分におきましては、そのよう

な一つの事業に位置づけるということも、私は、

オール岩手の中で組み立ててもいいんじゃない

のかなというように思っておりますから。 

 もちろん遠野市としても、しっかりとしたそ

のような対応は、急ぎながらも、一方において

は遠野に来て、遠野だけで持って帰るわけじゃ

ないわけでありますから、全県オール岩手の中

でそのような環境整備をするというような事業

に持ち込むという部分につきましては、県のほ
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うにも、私も市長の立場を踏まえながら訴えて

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）  ５番瀧本孝一君。 

   〔５番瀧本孝一君登壇〕 

○５番（瀧本孝一君）  さわやかトイレが整備

された時期、私、認識違いをしておりました。

市長の答弁では昭和55、６年ごろではないかな

というお話でしたが、平成５、６年というふう

に捉えておりましたので、そこはしたいと思い

ます。 

 この質問に関し、私の最後の質問となります。

トイレを見れば、その家の掃除の状態がわかる

と昔から言われている言葉ではありますが、日

本人はきれい好き過ぎるとも言われる中で、残

念ながら我が家は例外で恥ずかしい限りであり

ますが、お客様や観光客に与える印象はとても

大きなものがあると思われます。 

 これからの時代は、用を足す、プラス快適性

を備え、遠野の観光地や、さわやかトイレに行

けば、清潔で快適なトイレを利用することがで

きて、なおかつ遠野らしさを感じてもらうこと

ができれば、利用客、観光客のリピートへもつ

ながるのではないかと思われます。 

 トイレが持つ力を再認識し、公衆トイレから

どのように遠野ならではの魅力や印象を発信し

ていくのか、また、それをどのように観光客対

策に結びつけていこうとするか、その見解をお

尋ねいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  先ほどの答弁と重複い

たしますけども、この問題につきましては、単

なる用を足すという一つの場所ではなくして、

快適な、その地域の一つの思いやりを、そして、

優しさを感じる一つの空間でもあるという認識

の中で、環境整備は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。 

 一つの水洗化という問題、そして、洋式化と

いうような問題、そのためには、一定の財源も

必要とするという部分におきまして、その仕組

みとして、そのようなものを国や県と連動を図

りながら、地方の一つの魅力づくりといったも

のに、このトイレといった問題も位置づけなが

ら対応をしていくということが必要じゃないの

かなというように思っております。 

 日本トイレ学会という学会があります。私も

その学会長の理事長さんをよく知っているわけ

でございますけども、非常に多角的な面からこ

の問題を捉えている部分におきましては、やっ

ぱり一つの生活の場である、そして、人として

の安心・安全な場所でもあるというような中で

捉えるという部分は、トイレ学会という一つの

組織を立ち上げたということもその方から聞い

ておりますので、そのような方々も日本では活

動しているということなもんでございますから、

そのような方々との連携の中で、日本の、ある

いは岩手の、そして、さらには遠野といったよ

うなものの一つの空間のあり方といったものに

つきまして、これからのさまざまな一つの手だ

てを講じていかなきゃならないんじゃないのか

なと。 

 いずれ、あと１年、ラグビーのワールドカッ

プであります。そして、その後にはオリンピッ

ク・パラリンピックであります。それが終わり

ますと、今度は全国植樹祭であります。次々と

全国的な国際的なイベントが遠野に押し寄せて

くる、遠野というよりも、岩手に押し寄せてく

るということになるわけでございますから、こ

の問題もしっかりと受け答えしながら、環境整

備といったものに取り組んでいくということが、

一つの行政としての役目でもあるかということ

を申し上げまして、答弁といたします。 

○５番（瀧本孝一君）  遠野トイレ事情がうん

と進化するように、そして、非常に強い台風21

号が近づいていますが、市民の皆様には被害や

影響がないことを願い、これで私の一般質問を

終わります。 

○議長（新田勝見君）  これにて一般質問を終

了いたします。 

 お諮りいたします。９月５日から12日までの

８日間は、委員会審査のため休会いたしたいと
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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、９月５日から12日までの８日間は、休

会することに決しました。 

────────────────── 

   散  会   

○議長（新田勝見君）  以上で、本日の日程は

全部終了いたしました。本日はこれにて散会い

たします。御苦労さまでした。 

   午後３時05分 散会   


