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   午前10時00分 開議   

○議長（浅沼幸雄君） おはようございます。

これより本日の会議を開きます 

本日の欠席の届け出議員は、17番佐々木大

三郎君であります。 

────────────────── 

日程第１ 一般質問 

○議長（浅沼幸雄君）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。８番萩野幸弘君。 

   〔８番萩野幸弘君登壇〕 

〇８番（萩野幸弘君） ただいま御指名をいた

だきました、萩野幸弘でございます。ただいま

から通告に従い、大項目1点「新型コロナウイ

ルス対策の現状について」と題し、一問一答方

式により一般質問をさせていただきます。 

昨年１月16日に国内で最初の感染例が報告

されて以来、新型コロナウイルス感染症は瞬く
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間に全国的に蔓延し、その猛威は約１年半を経

過した現在も衰えるどころか、なお一層、まん

延拡大を続けております。 

この事態を受けて、国や各自治体の長は、

住民に対し「緊急事態宣言」や「まん延防止措

置等重点措置」を発令するなどし、飲食店をは

じめ人が密になりやすく感染リスクの高い業種

に営業自粛や営業時間短縮を要請したほか、住

民に対しても不要不急の外出を控え、マスク着

用やうがい・手洗いの励行を再三呼びかけてい

ますが、当初こそ効果が認められたものの、そ

れ以降は人々も状況に慣れたのか、街の人手が

それほど減らなくなり、酒類の路上飲みの横行

などで感染リスクが増大をしております。 

その結果、第二波、第三波といった具合に

感染者の数が乱高下し、さらに現在は感染力を

増したウイルスに次々と変異を重ねながらまん

延続け、さらなる感染拡大や重症患者並びに死

亡者数の若年化などの悪循環が繰り返されてお

ります。 

岩手県は、当初こそ全国唯一の感染者ゼロ

を続けていましたが、国内で初の感染例が報告

されてから約半年後の昨年７月29日に盛岡市で

最初の感染例が報告されて以来、次々と増加し、

先週６月12日土曜日現在では、1,590例が報告

されております。 

このように、一刻も早い収束を望んでやま

ない新型コロナウイルス感染症ですが、現時点

における対策の本丸がワクチン接種であること

は、誰もが認めるところであろうと存じます。 

本市でも、65歳以上の高齢者を対象に集団接種

が４月27日から。個別接種が５月10日から始ま

っております。 

今回の一般質問は、特にもワクチン接種を

中心に新型コロナウイルス対策の現状について

質問してまいります。 

まず始めに、基本的なお考えを確認いたし

ますが、本市としてこのワクチン接種は積極的

に推奨するのか、それともあくまで個人のご判

断に委ねるのか、またはそれ以外のお考えがあ

るかについて、御確認をいたします 

〇議長（浅沼幸雄君） 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

〇市長（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。 

ワクチン接種という言葉がありました。新

型コロナウイルス感染症が昨年からまさに地球

規模でわれわれに襲い掛かってきているってこ

とは、ただいまの御質問の中にもありました。

国難という言葉も使われております。 

まさにオリンピック、パラリンピックって

いう正規の大祭典を前に、大変な状況の中でい

うところの仕方がない、やむを得ない、そのよ

うなやり切れない思いの中で、市民の皆様にも

しっかりとこのコロナウイルスに向き合ってい

ただいております。 

大きなクラスターも発生せず、まず市民の

皆様が冷静にこのウイルスに向き合って、基本

に忠実ということを守っていただいているんで

はないのかなと思っておりまして、改めてこの

場をお借りいたしまして、市民の皆様のご協力、

また萩野幸弘議員も議会で立ち上げました、ウ

イルス感染症対策特別委員会の委員長として、

議会のほうにおきましてしっかりとわれわれの

感染予防対策、あるいは社会経済対策といった

ものに向き合う、そのようなものにしっかりと

歩調を合わせていただいてることに、この場を

お借りいたしまして感謝と御礼を申し上げたい

と思っております。 

さて、このただいまの御質問の中で基本的

な考え方ということでありました。現在、新型

コロナウイルス感染症が猛威をふるう中、コロ

ナ対策の決め手と言われるワクチン接種という

これまでに経験したことのない事業に取り組ん

でおります。 

65歳以上の高齢者が約１万人。さらには64

歳未満の方々、16歳以上ということになると、

薬をやっぱり1万人ってことで、２万人の市民

の皆様にこの何にもかえがたい市民の命と健康、

そして暮らしを守るためにしっかりと取り組ま

なければならない。その決め手がワクチン接種

ということになろうかというように思っており
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ます。 

現在、65歳以上の高齢者へのワクチン接種

にあたり、遠野市医師会、県立遠野病院、花巻

薬剤師会遠野支部の先生方の全面的な協力をい

ただきながら、当初８月末完了ということから

１カ月前倒しとなる７月までに完了を目指し、

65歳以上の方々ですね、完了を目指し今鋭意取

り組んでいるところであります。 

医師会の先生方、繰り返しになりますけど

も、県立遠野病院の院長先生はじめスタッフの

皆様、あるいは薬剤士会の皆様はじめ大変なる

御協力をいただいていることに、この場をお借

りいたしまして、改めて感謝を申し上げなけれ

ばならないかというように思っております。 

このワクチン接種をいうところの積極的に

推進するのか推奨するのか、あくまでも個人の

見解の中で対応するのかという基本的な方向で

ありますけども、これにつきましてはただいま

申し上げましたとおり、これはワクチン接種予

約を４月上旬に郵送しながら事務を進めており

ます。 

今のところ８割以上の方々の予約がありま

した。これにつきましても、これから一問一答

の中でさまざまこれまでの取り組みにつきまし

て、議論が交わされるということになかろうか

というように思っておりますけども、一時はつ

ながらないという中で多くの高齢者の方々ある

いはご家族の方々に疲労困憊という言葉があり

ますけども、大変なる御迷惑をおかけしました。

これにつきましては、若干見通しのあまさもあ

ったのではないのかなと、私自身も反省してい

るところでございますけども、多くの市民の皆

様の御協力におきまして、80パーセントを超え

る予約率になっているってことでございますの

で、それをしっかりとフォローしてまいりたい

というように思っております。 

そして、いうところの広報や遠野テレビ等

を通じながら、さらなる周知を図っていきたい

と思っております。また、いろんな相談業務も

ありますので、健康福祉部を中心といたしまし

て、コロナ禍ともしっかり向き合わなければな

らないかと思っております。 

できる限りってよりも可能な限り、一人ひとり

接種ができるようにきめ細かく丁寧に対応して

いくことがやっぱり大事じゃないのかなという

ように認識をいたしております。 

ワクチン接種はあくまでも個人の希望によ

り行うものではありますけども、やはり命と健

康を守る何にも代えがたい健康を守る、そして

また感染したことによって多くの方々にご迷惑

をかけるってことになるわけでございますので、

やはりこれにつきましては、１人でも多くの市

民の皆様にご理解を頂き、接種していただける

ように丁寧に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す。 

この感染症対策につきましては、繰り返し

になりますけども、私が本部長となり市の部長

級で構成とする対策本部を既に立ち上げており

まして、さまざまな形で昨年の４月からこの問

題に向き合っているところでありますけども、

このワクチン接種は約２万人に及ぶ市民の皆様

に人体に注射っていうことになるわけでござい

ますから、事故があってはなりません。トラブ

ルがあってはなりません。また、ミスがあって

はなりません。細心が上にも細心に注意を払い

ながら、やっぱり対応していかなきゃならない

と思っておりまして、今月６月１日であります

けども、それぞれ総務企画部長、それから総務

企画部経営管理担当部長、この経営管理担当部

長はウイルス対策室長を兼ねております。 

さらには、予防接種あるいは福祉課、ある

いは健康長寿課というそのような部署を抱えて

おります健康福祉部長、この４月からは新たに

医療連携特命部長を立ち上げました。その４人

の部長がしっかりと連携を取りながら、繰り返

しでありますけども、ミスやトラブルや事故が

あってはならないということで、その取り仕切

る座長を副市長という形に位置づけまして、細

心の注意を払いながらこのワクチン接種問題に

向き合っているところでございますので、萩野

幸弘議員からは、これからさまざまこのワクチ

ン接種問題にかかる項目、あるいは課題等につ
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きまして御質問あろうかと思っておりますので、

その取りまとめの座長であります副市長から具

体的に答弁を申し上げるってことにしたいと思

いますので、ひとつよろしくお願いを申し上げ

ます。 

もちろん基本的なこと、あるいは方針的な

こと、さらにはこれからの方向性のこと等につ

きましては、私のほうからも答弁を当然申し上

げますけども、それぞれの課題を具体的にこの

議場を通じまして市民の皆様にも周知するって

ことも必要ではないかと思っておりますので、

その座長である副市長のほうから答弁をするっ

てことを御了解いただければってことを申し上

げまして、第１問目の基本的な取組方針につき

ましての私の答弁にさせていただきます。よろ

しくお願いを申し上げます。 

〇議長（浅沼幸雄君） ８番萩野幸弘君。 

   〔８番萩野幸弘君登壇〕 

〇８番（萩野幸弘君） ただいまの答弁では、

基本的にはやはり接種をなるべくしていただき

たいという方の姿勢かなというふうに判断をい

たします。 

なぜこのような質問から入るのかと申しま

すと。新型コロナウイルスワクチンについては、

皆様ご周知のとおりです。ファイザー製だけじ

ゃなくてモデルナやアストラゼネカ製など、そ

れ以外にもさまざまワクチンの種類がございま

す。 

一般的なワクチン開発は、基本的には基礎

研究、非臨床試験、臨床試験の大きく３つのス

テップを踏む中で、安全性や有効性などの確認

が行われますが、これまでに開発されたワクチ

ンの中で、ウイルスの分離から承認までの期間

が最も短かった物は、1960年代に開発されたム

ンプス、流行性耳下腺炎、いわゆるおたふく風

邪のワクチンで、それでも4年かかっておりま

す。通常でも10年とか25年、長い物ですと100

年単位での長い期間をかけて承認をされるのが

一般的でありますから、この新薬といいますの

はゆえに新型コロナウイルスのワクチンがいか

に急速な速さで承認されたのかというのが分か

ります。 

そういうふうに捉えますと今回のワクチン

接種に関しても、人それぞれさまざまな思いや

考え方があろうかと思います。 

したがいまして、これから私が行うワクチ

ンに対するこまごまとした質問の趣旨、これは

接種を推奨しようとか、しないということでは

なくて、あくまで今現在国内で進められている

ワクチン接種関連の実情を踏まえた上で、本市

のお考えや今後に向けた方針をご確認するとい

う目的のみで質問をさせていただきますので御

理解をいただきたいと思います。 

それでは質問を続けます。65歳以上いわゆ

る高齢者のワクチン接種の進捗状況については、

議会でご報告がございますし、市のホームペー

ジや遠野テレビなどでも毎日のように速報値を

公開しておりますが、なかには知らない方もい

らっしゃるかもしれませんので、改めてこの場

で確認をさせていただきます。 

現在行われております65歳以上、いわゆる

高齢者のワクチン接種について、最新の予約率

及び接種率を確認したく存じます。県内の主な

自治体の状況や比較なども含めて実情をお聞か

せください。 

〇議長（浅沼幸雄君） 飛内副市長。 

   〔副市長飛内雅之君登壇〕 

〇副市長（飛内雅之君） 65歳以上の高齢者へ

のワクチン接種の予約率及び接種率について、

お答えいたします。 

本市では、４月19日から予約を開始し、６

月10日現在、施設入所者を除く対象者約9,500

人のうち8,350人、88パーセント、およそ９割

の方が予約を完了しております。 

接種状況については、６月10日現在の１回

目の接種完了者は3,931人、約37パーセント、

２回目接種完了者は2,175人、約21パーセント

という状況にあります。 

また、県全体の高齢者等の接種実績は６月

６日現在、１回目接種完了者は約21パーセント、

２回目接種完了者は約3.6％という状況にあり

ます。 
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なお、市町村別の接種率については、現段

階では公表されておりませんが本市の接種実績

は県全体の接種率より高い水準で推移しており

ます。 

〇議長（浅沼幸雄君） ８番萩野幸弘君。 

   〔８番萩野幸弘君登壇〕 

〇８番（萩野幸弘君） 県平均から見ても高い

接種率であるということで、本当に関係者、従

事者の皆さんには頑張っていただいてるんだな

ということを実感をいたしました。 

この高齢者のワクチン接種につきまして、

国は７月末までに完了という目標を掲げており

ます。これに対し本市では、当初８月下旬まで

かかる予定だったワクチン接種を１日でも早く

高齢者の方々に安心していただけるよう前倒し

作業を行っていると考えております。具体的に

どのような方法で前倒しを行っていく予定か、

あるいはしているのか、いまだに予約されてい

ない方々の意思確認方法も含めてお伺いをいた

します。 

〇議長（浅沼幸雄君） 飛内副市長。 

   〔副市長飛内雅之君登壇〕 

〇副市長（飛内雅之君） 前倒しの方法及び未

予約者への意思確認方法についてお答えいたし

ます。 

御質問の通り、国が65歳以上高齢者全員分

のワクチンについて、６月末までに供給できる

見通しを示したことから、本市では市民の皆さ

んの安全安心の確保の観点から高齢者の皆さん

に１日でも早く接種いただけるよう、接種日程

の前倒しを進めております。 

遠野市医師会をはじめ県立遠野病院、花巻

薬剤師会遠野支部の全面的な協力をいただき、

日程の追加、また１日あたりの接種枠拡充を図

り、当初の８月末完了から1カ月前倒しとなる

７月末の完了を目指しております。 

前倒しに伴う接種日程の繰り上げについて

は、広報遠野、遠野テレビ等でお知らせしてい

る通り１回目接種が６月８日以降の方を対象と

し、公平性の観点から予約順に順次繰り上げを

行っております。繰り上げの接種日時について

は、予約者に個別通知をしているほか、必要に

応じて電話確認を行い日程誤りを防ぐ取り組み

も行っております。なお、前倒しに伴う全体的

な日程調整が必要であることから、コールセン

ターによる予約受付については先週６月11日に

一時的に締め切り、予約締め切り後に未予約者

のリストを抽出し、今週中に予約勧奨通知を個

別に発送することとしております。予約勧奨通

知には意向確認のはがきを同封し、接種の意思

確認や支援の必要性についても伺うこととして

おり、その状況を下に関係機関団体と連携した

予約困難者や交通弱者への支援につなげること

としております。 

〇議長（浅沼幸雄君） ８番萩野幸弘君。 

   〔８番萩野幸弘君登壇〕 

〇８番（萩野幸弘君） ただいま御答弁いただ

いた内容を聞いて、非常に大変な作業をされて

いるなと、本当に敬服する次第であります。 

通常８月以降の予約分繰り上げる時にです

ね、７月以内の予約分はそのままに調整して、

開いた所に入れていけばとも思いましたが、そ

うしますと結局先に予約した方々から不平不満

が出ることが予想されますので、順次平等性の

見地から引き上げるというのは言葉では簡単で

すけども、非常に大変な作業かなと思います。

本当にお疲れ様でございます。そしてまた、接

種する方々に寄り添っているなというのが充分

伝わって参ります。 

政府は、東京、大阪に大規模接種会場接種

設置して、自衛隊を動員してまで高齢者の７月

末接種完了を目指して接種スピードを加速させ

ております。 

過日の新聞では、岩手県でも滝沢市と奥州

市で県内の全ての65歳以上の方々のうち、市町

村での接種を受ける予定がない人を対象とした

集団接種を実施する予定とのことです。 

本市の場合、現時点でそこまでの規模は必

要ないとしても、これまでの反省点、改善点な

どを検証しながら、今後に向け万全の体制を再

構築すべきと存じます。 

特にも、実際に接種する際の注射器は当然
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ながら有資格者しか扱うことができませんので、

そういった方々の確保といいますか、接種体制

の強化は早急に図っておかなければならないこ

とであります。 

この件に関し政府は、接種できる人材とし

て歯科医師、臨床検査技師、救急救命士の方々

にも御協力をいただく検討を既にしております。 

では、本市の場合はどうなのかと。さきほ

どは医師会の全面的な協力を仰ぎいただいてい

るというお話しを伺いましたが、歯科医師など

それ以外の方々のご協力が必要か。仮に、さら

には地元医師だけで期限までに接種しきれない

となった場合は県などからの医師派遣の要請も

視野に入れなければならないのかなど、非常に

気になるところであります。 

そこで質問なんでございますけれども、本

市は県立遠野病院、遠野医師会の全面的な協力

をいただいているということで、今伺ったとお

りでありますが、今私が述べさせていただいた

ような心配、つまりは接種体制が万全か、もし

課題があるならその解決方法はどうお考えか、

そういった部分に関しての御質問をいたします。 

〇議長（浅沼幸雄君） 飛内副市長。 

   〔副市長飛内雅之君登壇〕 

〇副市長（飛内雅之君） 接種体制についてお

答えいたします。 

高齢者への接種については先にも述べたよ

うに遠野市医師会、県立遠野病院、花巻薬剤師

会遠野支部の皆様の多大なるご協力により、現

在の接種体制により７月末の完了を見込んでお

ります。したがって、現在のところ歯科医師会

等への協力要請は行っておりません。しかしな

がら、今後64歳以下の接種が続き、市内医療従

事者の負担も増していくことからそのことに備

え、市として県に対し医師等の派遣については

要望をしております。 

〇議長（浅沼幸雄君） ８番萩野幸弘君。 

   〔８番萩野幸弘君登壇〕 

〇８番（萩野幸弘君） 現時点は大丈夫だけれ

ども先を見据えた準備を進めているということ

で、非常に安心をいたしました。 

次に、ワクチン接種は「改正予防接種法」

により、努力義務を課せられるのみで強制では

ない。先ほど申し上げたとおりであります。 

したがって、中にはワクチン接種を拒む方

がいらっしゃるかもしれませんが、その理由と

しては先ほど述べたようなワクチンそのものへ

の不安、いわゆる非常に短期間で作られたワク

チン大丈夫なのかという不安。また、宗教上の

理由といった身体的には接種可能でも本人の意

思で拒む場合もあれば、本人は逆に接種したい

んだけれども極度のアレルギーなどの持病のた

めにできないといった場合など、さまざまあろ

うかと存じます。 

このように、接種しない方やできない方に

は基本的にはご本人が接種された方以上に感染

リスクを避ける行動を取らなければならないわ

けですけれども、本市としても単に仕方ないと

これらの方々に仕方ないなというだけではなく

て、感染予防の徹底、万が一感染した場合のま

ん延防止対策など、ワクチン接種をされた方と

は違う対応が必要ではないかと存じますが、そ

の点はいかがお考えでしょうか。 

〇議長（浅沼幸雄君） 飛内副市長。 

   〔副市長飛内雅之君登壇〕 

〇副市長（飛内雅之君） 未接種者への対応に

ついてお答えいたします。 

新型コロナワクチンは、接種することで感

染リスク、重症化リスクを低減できるとされる

一方、感染の可能性がゼロになるものでないこ

とに注意が必要であります。 

また、接種できない方、接種しない方も一

定数いることが想定され、感染拡大防止の観点

から、ワクチン接種の有無に関わらず当面の間

は基本的な感染予防対策の継続が必要と言われ

ております。 

市といたしましては、引き続き感染予防対

策の継続について、市民の皆さんに積極的に呼

びかけていくとともに、国などが提供する最新

情報に基づき必要な対策を講じてまいります。 

〇議長（浅沼幸雄君） ８番萩野幸弘君。 

〔８番萩野幸弘君登壇〕 
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〇８番（萩野幸弘君） 分かりました。この接

種されない方については、ワクチン差別という

ものも不安、懸念材料としてあります。例えば、

接種しなければ退職を迫られるとか、そういっ

た問題も出てきていると全国的には伺っており

ます。ぜひそういった部分にも細心の注意を払

いながら、今後作業を進めていくべきかと思っ

ております。 

次に、ワクチンを２回接種すれば１年後で

も中和抗体が確認された事例も報告されており

ます。 

そこで、できる限り接種率を上げるための

取り組みとして、ワクチン接種をした方に地元

で使える商品券を配布したり、商品そのものを

割引するなどの特典を打ち出す自治体や企業も

増えております。この取り組みは接種率を上げ

るだけでなく、冷え込む経済の活性化にもつな

げる狙いもあるとのことです。ある都市では自

治体とショッピングセンターがコラボして、店

舗の中に接種会場を設置したことで、お店の売

り上げアップにつなげた実例もございます。 

このように接種した方に地元で使える商品

券を配る、あるいは大規模ショッピングセン

ターの中に接種会場を設営するといった、また

あるいは市内の商品を接種した方にその場でお

土産として配るなど、ほかの自治体が実際に行

っている取り組みについて、本市はどのように

捉えておりますでしょうか。そのご所見を伺い

ますとともに、もし、ワクチン接種に特典を付

ける関して、さきほど申した接種したくてもで

きない方との平等性を考えるのであれば、接種

できない旨の証明書により接種したとみなすな

どの工夫で特典を受けれるようにするとかとい

ったことも考えられますが、お考えを伺います。 

〇議長（浅沼幸雄君） 飛内副市長。 

   〔副市長飛内雅之君登壇〕 

〇副市長（飛内雅之君） 接種率向上のための

特典等の考え方についてお答えいたします。 

市といたしましては、新型コロナワクチン

接種は任意による接種であることから、接種の

有無で区分けするような経済対策を行う考えに

は現在のところありません。 

一方で、新型コロナウイルスの感染症の影

響により地域経済が疲弊していることは事実で

あり、これまでと同様に市民ニーズに応じ、ス

ピード感を持って経済対策を展開してまいりま

す。 

より多くの方により早く接種していただく

ことが、感染予防対策、引いては経済回復につ

ながることから、ワクチン接種の有効性につい

て市民の皆さんへきめ細かな周知を継続し、接

種率の向上に努めてまいります。 

〇議長（浅沼幸雄君） ８番萩野幸弘君。 

   〔８番萩野幸弘君登壇〕 

〇８番（萩野幸弘君） この特典をつけるとい

う発想、現時点ではお考えではないということ

ですけれども、これは現に行われている65歳以

上の方だけではなくて、今後65歳未満の方々の

接種が始まるとなおさら接種率が下がることを

危惧して、今から特典を付けて若い方々にも動

機づけにつなげようという意図もあるようでご

ざいます。いずれ接種率を上げて集団免疫を早

く作るということが大事なことかと思います。

全く無視してるわけではないというご答弁と理

解をいたしました。 

次に、先月の世論調査では85％の人が接種

がうまく行われていないと回答したデータもあ

りますが、その理由の一つとしてさきほど市長

も言っておられましたけれども、予約が取りに

くいといった苦情が多かったことも要因の一つ

に挙げられると思います。実際に本市の場合も

４月19日の予約開始直後から電話がつながりに

くいといった苦情が相次いでおります。この点

は、３月議会で予約方法について説明があった

際も議会側から懸念材料として指摘され、当局

からは委託業者に万全を期させる旨の御答弁を

いただいておりましたが故に、残念だったなと

いう思いもございます。 

したがいまして、今後に向けて電話予約の

みの受け付け方法と付随する回線数及びオペ

レーター数も検証の余地があるのではないかと

感じていますし、インターネット予約など、新
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たな予約方法を加えるなどの改善をすべきでは

ないかと思います。 

このインターネット予約、一般的に高齢者

には難しいというご判断で当局は電話予約のみ

とした経緯があったかもしれませんが、電話予

約でさえ実際はご家族の皆さまの御協力を得た

という話もよく聞きますので、いわゆる手分け

をしてかけて、なかなかつながりにくいという

ことですね。ですから、インターネット予約も

併設しておれば電話予約同様、家族の助けを借

りながら、しかも予約時間の縛りがインターネ

ット予約はないわけですから自分の都合に合わ

せたスムーズな予約につながったかもしれませ

ん。 

これらを踏まえ、今後に向けて予約方法の

あり方、今一度再検討する必要がさきほど市長

はあるような御答弁でしたが、その点を再度ご

確認をいたします。 

〇議長（浅沼幸雄君） 飛内副市長。 

   〔副市長飛内雅之君登壇〕 

〇副市長（飛内雅之君） ワクチン接種の予約

のあり方についてお答えいたします。 

65歳以上高齢者を対象とした接種予約につ

いては、本市では平等性の観点から65歳以上全

員を対象とし、電話による一斉予約という手法

を採用したところであります。 

予約対象者から予約相談コールセンターに

は想定を超える電話が殺到し、電話がつながり

にくい状況が続いたことは事実であり、市民の

皆様に大変なご不便をおかけしました。大変申

し訳なく思っております。 

この状況に早急に対応するため、遠野健康

福祉の里で既存の電話回線を活用し、市職員ス

タッフを臨時配置して、問い合わせや相談等に

緊急に対応を行ったところでもありました。65

歳以上の高齢者の接種が７月末に完了次第、64

歳以下からの接種を開始することになります。

前回の反省を踏まえ64歳以下の接種においては、

インターネット予約の導入や年齢などで区分し

た段階的な予約など、さまざまな工夫した予約

の方法について現在検討を進めております。 

〇議長（浅沼幸雄君） ８番萩野幸弘君。 

   〔８番萩野幸弘君登壇〕 

〇８番（萩野幸弘君） わかりました。この件

はこれで終わりたいと思います。 

次に、今回配られているファイザー製のワ

クチン保存温度がマイナス75度、誤差があって

もプラスマイナス15度ということであって、専

用の超低温冷凍庫での保存が必要とされており

ます。 

厚労省では、この温度をマイナス25度から1

5度の一般冷凍温度帯に移したのち、最長14日

間の保管が可能と後に追記しましたが、それで

もかなりの低温であり、人為的ミスで冷凍庫の

扉が開いていたりコンセントが抜けたりして、

ワクチンを廃棄する例も複数件、全国的に報告

されております。 

では、本市の場合、ワクチンの確保、保管

及び配送などに関して課題はないのか、その点

をご確認します。 

〇議長（浅沼幸雄君） 飛内副市長。 

   〔副市長飛内雅之君登壇〕 

〇副市長（飛内雅之君） ワクチンの確保、保

管及び配送についてお答えいたします。 

現在接種に使用しているファイザー社製ワクチ

ンについては、超低温冷凍庫による保管や冷蔵

状態での配送が義務づけられており、国が示す

マニュアルに基づいて慎重に対応しているとこ

ろであります。特にワクチンの保管については、

複数回にわたり取り扱い方法や手順が変更とな

り、その都度対応を余儀なくされていることは

事実であります。 

一方で、超低温冷凍状態から解凍後の冷蔵

保管期限が当初解凍後５日間から現在では１カ

月間程度まで変更となるなど弾力的な運用が可

能になった事例もあります。 

全国では、超低温冷凍庫の保管や接種会場

へのワクチン配送等の過程において、物理的、

人為的なミスによりワクチンを大量廃棄してし

まう事案が見受けられておりますが、本市では

そのような事案はなく、そのような事案を未然

に防ぐためマニュアルに基づく取り扱いを徹底
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しているほか、管理責任者の複数配置や看護師

等の有資格者の配置を行うなど、細心の注意と

緊張感を持って対応しております。 

〇議長（浅沼幸雄君） ８番萩野幸弘君。 

   〔８番萩野幸弘君登壇〕 

〇８番（萩野幸弘君） 分かりました。細心の

注意を払っておられるということですが、ニ

ュースでは川崎市でワクチン6,400回分が廃棄。

この原因は管理者が気をつけていたにも関わら

ず冷凍庫自体の不良によって廃棄になったとい

うことで、これを製造した冷凍庫を製造しエバ

ック社が回収をしているというようなこともニ

ュースで見聞きしました。この件どうなのかな

と心配しましたが、通告しておりませんのでこ

の件は差し替えますが、いずれ気をつけておか

なければならない事案だなと感じた次第であり

ます。さらには、保管方法だけではなくて解凍

して複数人に接種できるよう準備する際、ある

いは接種する現場でもさまざまなトラブル事案

がこれまでも明らかとなっております。 

ワクチンを１日に２回接種したり、生理食

塩水のみ接種した事例もございますし、ワクチ

ン濃度を過度に薄くあるいは濃くして接種する

など、さまざまな接種のミスも各地で起こって

おります。 

このようなミスを防ぐ具体的対策あるいは

体制について、本市の状況をお伺いいたします。 

〇議長（浅沼幸雄君） 飛内副市長。 

   〔副市長飛内雅之君登壇〕 

〇副市長（飛内雅之君） 接種におけるミスを

防ぐ対策や体制についてお答えいたします。 

ワクチンの接種会場は大きく分けると個別

接種と集団接種となります。特に集団接種会場

は広く確実で丁寧な誘導が必要となることから、

従事人数を多く配置し接種を受ける方が受け付

けから接種まで迷うことがないよう配慮してお

ります。また、誤って複数の接種が生じないよ

う今後とも丁寧な対応に心がけてまいります。 

ワクチンの希釈作業については、市内医療

機関の専門スタッフの協力により、各病院及び

接種会場で実施しております。医療ミスが生じ

ないよう複数名により確認している状況にあり、

特にワクチンを希釈する際には細心の注意をも

って作業をし、接種者と注射針の本数をその都

度チェックしながら作業に当たっているところ

でもあります。 

〇議長（浅沼幸雄君） ８番萩野幸弘君。 

   〔８番萩野幸弘君登壇〕 

〇８番（萩野幸弘君） 御答弁了解いたしまし

た。引き続き慎重に作業を進めていただければ

と思います。 

次に、予約キャンセル対応についてのご確

認です。予約キャンセルが出た場合は、せっか

く用意されたワクチンが無駄にならないよう医

療関係者などに、順次接種を行うよう計画され

ているものと理解をしております。しかし医療

従事者などへの優先接種が進むということは、

その回数分、そのような医療従事者の代わりに

打つ対象者が減ることになりますから、今後は

医療関係従事者に特定せず一般の方も打てるよ

うに体制を見直さない限り、最終的にキャンセ

ルが出た場合に打つ方がいなくなって廃棄せざ

るを得ない場合も想定されます。 

それを踏まえて、本市のキャンセル発生状

況とその場合の活用方法並びに今後についての

キャンセル待ち予約体制の整備についてのお考

えを伺います。 

〇議長（浅沼幸雄君） 飛内副市長。 

   〔副市長飛内雅之君登壇〕 

〇副市長（飛内雅之君） 予約キャンセル発生

状況及びその場合の活用方法等についてお答え

いたします。 

ワクチン接種の予約をしながら体調不良や

発熱入院等により、残念ながら接種を受けられ

ない方もおられます。事前のキャンセルの連絡

も含め、これまで当市では31人の方々がキャン

セルをしております。内訳で見ると集団会場で

のキャンセルが26人、、個別でのキャンセルが

5人となっております。 

ワクチンを無駄にすることなく１日でも多

くの市民に接種いただくよう、本市ではキャン

セルが発生した場合、既に予約受付を済ませて
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いる方で、かつ接種会場におおむね10分以内に

足を運んでくれる方々へ随時、その都度連絡し

接種いただいております。 

今後もキャンセルについては、それぞれの

理由があり発生することから、ワクチンを廃棄

することがないようキャンセル待ち予約体制の

整備については、今後県内他県の状況も踏まえ、

さらに検討を加えてまいります。 

〇議長（浅沼幸雄君） ８番萩野幸弘君。 

   〔８番萩野幸弘君登壇〕 

〇８番（萩野幸弘君） 31人のキャンセル、ち

ょっと私聞き違いでちょっと集団と個別の数と

合わないんですけども、いずれ30人余りのキャ

ンセルにも対応しているということでした。い

ずれ今後も想定されることはですね、事前にや

っぱり対策を打っておくっていうことが大事な

のかなと思います。このようなワクチン接種の

進捗状況を見せつつ、今後もワクチンを無駄に

廃棄することのないよう万全の体制を維持して

いただきたいと思います。 

次に、ワクチン接種の優先順位についてで

すが、特にも医療従事者の範囲について、さま

ざまな解釈やご意見があろうかと存じます。 

全国的には自治体の長ほか行政職員が優先

接種をしたり、庁舎内で職員クラスターが発生

し、役所を訪れた住民に対する感染の恐れが否

定できないとして、市民サービス窓口を当面閉

鎖する措置をとった旨の報道もございました。

つまり自治体の長や職員を医療従事者とみなし

て、あるいは市民生活に支障をきたさないこと

を最優先に考えて首長や行政の職員に対してワ

クチンを優先的に接種すべきか否かという議論

があります。このことについては、当然ながら

それ以外のさまざまな御意見もあろうかと存じ

ますが、それを踏まえての御質問です、 

首長や自治体職員等のワクチン接種、市長のお

考えを御見解をお伺いをいたします。 

〇議長（浅沼幸雄君） 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

〇市長（本田敏秋君） ワクチン接種のそれぞ

れの課題等につきまして、今対策会議の座長で

あります、副市長のほうからそれぞれ個別に御

答弁を申し上げました。 

この議場から遠野テレビで市民の皆様に放

送されておりますので、今の状況あるいはワク

チン接種に今どのように緊張感を持って向き合

っているかってことにつきましては、ある程度

市民の皆様の御理解をいただいたんではないの

かなと思っておりますので、対策本部の本部長

という立場に立ちましてもそれぞれ今いただい

たご質問等につきまして、しっかりとこれから

も向き合ってまいりたいということを申し上げ

たいというように思っております。 

さて、今のこの御質問、市長や行政従事者

についてはどうなんだろうというお話しがあり

ました。新聞テレビ等でも大きく報じられまし

た。いうところの余剰ワクチン等を優先的に市

町村長が受けたとか、あるいは予約をしないま

ま受けたとかってようなことが問題になりまし

た。私は、やはりこのワクチン接種の会場に足

を運びますと高齢者の方々にしっかりと向き合

っているのはお医者さんであり、看護師さんで

あり、医療従事者のスタッフの皆さんでありま

す。さらには、受け付けからさまざまな対応を

してるのは市の職員の方々にもみんな対応して

いただいてることになるわけでございますから、

やはりその中にクラスターのようなものが起き

たんでは大変な混乱になるわけでございますの

で、やはりこういった意味におきましては市職

員の接種については、国が示す優先順位である

医療従事者等と同等の取り扱いということでよ

ろしいんじゃないのかなというように私は思っ

ております。 

集団接種会場に繰り返しになりますけども、

集団接種会場に従事する職員を対象に実は医療

従事者向けの残余ワクチンを有効活用する形で

実施をしたというそのような現場の声もありま

した。私は、それはある意味においては市民の

皆様の御理解をいただけるんじゃないのかなと

いうふうに思ったところであります。 

なお、首長のこのなんと申しますか、優先

接種ということにつきましては、それぞれの首
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長さん、お考えもあろうかと思っておりますけ

ども、やはりこの感染予防あるいは責任、さら

にはこの接種が事故のないようにしっかりとま

さに責任を果たすという意味におきましては、

優先接種というものが認められてもよかったん

ではないのかなというように私自身は思ってい

るところであります。ちなみに私も一般予約の

中におきまして、先般おかげさまで関係者の皆

様の大変な御理解をいただきまして接種を受け

たってことになりますけども、あくまでも一般

予約のルールに基づいて受けたということでご

ざいますので、そのことも一言申し上げまして

答弁といたします。 

〇議長（浅沼幸雄君） ８番萩野幸弘君。 

   〔８番萩野幸弘君登壇〕 

〇８番（萩野幸弘君） 分かりました。これは

非常にデリケートなテーマだなとは思いますけ

れども、いずれワクチン接種が機能不全になら

ないようにというのが最優先かなと私は思って

おります。現在はこれまでの質疑の中でありま

したとおり、65歳以上の方々のワクチン接種対

応でおそらく市当局の皆さんも頭がいっぱいで

はないのかなと存じますが、「厚労省は65歳未

満の方の接種券を今月下旬から、自治体の実情

に合わせて段階的に発送できるように準備を進

めるよう求めている」と報道されております。 

本市の場合、現段階において65歳未満のい

わゆる先ほど出た64歳以下ですかねの方々の接

種はいつ頃からどのような方法で行う予定でし

ょうか。64歳以下の方々は仕事をしている方も

多いと思いますから、接種日は休日主体に行う

とか、平日でも時間を繰り下げるとか、接種会

場もかかりつけ医の個別接種や大規模接種会場

だけではなく、職場や学校、地区センター単位

での巡回接種を行うなどといった工夫が例えば

ですが必要と思いますが、ご所見を伺います。 

〇議長（浅沼幸雄君） 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

〇市長（本田敏秋君） いずれは本格的に始め

なければならない64歳以下の方々の一般接種の

ほうにもしっかりと舵を切っていかなきゃなら

ないってことは、そのとおりであります。 

国のほうでは65歳未満の方への接種券につ

いては、自治体の実情に合わせ今月下旬から段

階的に準備に入るというそのような情報が入っ

てきております。現段階では65歳未満の方々の

ワクチン接種や供給量など具体的な情報はまだ

示されておりません。本当はこの辺のところも

しっかりと示してもらいたいというのは、私ど

もで市町村というところの現場の声なわけでご

ざいますけども、まだ示されておりません。 

したがいまして、そうは言いながらもこれ

にしっかりと向き合わなきゃなりませんので、

繰り返しになりますけども遠野市医師会あるい

は県立遠野病院それから薬剤師会のそのような

関係者の皆様と協議を進めながら、今いろいろ

御提案ありました。職場や学校、地区センター

など巡回接種といったような工夫も必要じゃな

いだろうかというようなお話もありました。こ

れをしっかりと受けとめながら、そのようなひ

とつの効率的なそのような中で１日も早く安心

安全を届けるような形での準備に入らなければ

ならないかというように思っているところであ

ります。 

接種券の早期送付も必要と考えますが、紛

失のおそれもあるということも担当の方から聞

いておりますので、これにつきましては接種日

程及びこの会場予約方法等をしっかり明記した

中で発送するってことにしなければ、やはり二

重手間になるんじゃないのかなと思っておりま

すので、その辺の作業を急ぎたいと思っており

ます。 

繰り返しになりますけども学校や職域の対

象者数が多数を占めるっていうことにつきまし

ては、接種会場はもとより接種日程についても

土日を中心としたというような、そのような対

応も必要になってくるんではないのかなという

ように思っております。 

いずれこの高齢者の集団接種、個別接種の

さまざまな、先ほど副市長のほうからもいろい

ろ答弁いたしましたけども、やはり課題も見え

てきております。また見直し改善も図らなきゃ
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ならないのも見えてきておりますので、そのよ

うなことをしっかりしながら一般接種の方にも

しっかりと踏み込んでまいりたいというように

思っているところであります。 

〇議長（浅沼幸雄君） ８番萩野幸弘君。 

   〔８名萩野幸弘君登壇〕 

〇８番（萩野幸弘君） 東京23区のほとんどの

自治体は今月からもう既に65歳未満のワクチン

接種券の配布もやっております。本市としても

あくまで御指摘あったとおり、ワクチンの供給

次第あるいは詳細が示され次第ということはあ

るとは思いますけれども、その説は迅速な対応

を期待するものであります。 

次に、ワクチンは対象年齢とともに住民登

録をされている方に接種するわけですけれども、

昨今の本市は不足する労働人口を補う意味でも

外国人実習生の方々を招聘している企業団体も

増えてまいりました。 

仕事のスキルや日本の文化、慣習とともに

日本語も勉強して来日した実習生ではあるもの

の、当然ながらコロナ関連は未経験であり、日

本人同様の対応では混乱を招く恐れもございま

す。 

このような実習生など外国人の皆様への接

種対応、いかがお考えでしょうか伺います。 

〇議長（浅沼幸雄君） 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

〇市長（本田敏秋君） いわゆる外国人の方々

への特にも外国人実習生でございますね、その

ような方々にどのように対応するのかというこ

との御質問でありました。 

住民基本台帳に登録されている外国人の方

については、市内の方と同様の接種をいただく

ということがまず基本であります。 

厚生省厚労省のホームページでは、外国語

による予約、予診票やワクチンに関する説明、

あるいは接種の流れなどを紹介しております。

そのようなことを踏まえ市内事業所に勤務して

いる方、あるいは接種について不明な点がある

場合は、事務所の方々を通じワクチン接種対策

室までご連絡いただきたいということで、その

ような案内をしながら丁寧に向き合っていると

ころであります。なかなかこの不足な点も考え

られますので、なかなか即答もできないって部

分あろうかと思っておりますけども、そんなに

大人数ではないわけでございますから、一つひ

とつの事業主の皆様ともしっかり連携をとりな

がら、これもきめ細かく丁寧にいうところの差

別が出ないような形でのフォローをしっかりと

行ってまいりたいというように考えております。 

〇議長（浅沼幸雄君） ８番萩野幸弘君。 

   〔８番萩野幸弘君登壇〕 

〇８番（萩野幸弘君） 実習生の場合は、２回

目を打つ前に実習期間が満了して帰国するとか

特定技能に移行して職場が変わり遠野を離れる

ケースも想定されます。現実的には今現在ほと

んど飛行機が飛んでおりませんので、逆に実習

期間を延長しているケースが多いと推察します

けれども、それでも日本人とは境遇が異なるこ

とで想定外のケースが出てくるかもしれません

ので、ただいま御答弁いただいたように受け入

れ企業との状況をあらかじめ把握するなどして、

万全の体制を組んでおくべきと思っております。 

次に、ワクチン接種が進み規制が緩やかに

なってくると、穏やかになってくると当然なが

ら人々の地域をまたいだ行動が活発化してくる

ことが予想されております。 

そこで今注目を集めているのが、ワクチン

の接種証明書いわゆるワクチンパスポートであ

ります。 

世界的にも入国の水際対策としてイスラエ

ルや中国、アメリカニューヨーク州などで導入

され、欧州連合ＥＵでも７月から運用を始めま

す。 

日本国内では政府がやっと重い腰を上げて、

先月20日には加藤官房長官が「政府の検討チー

ムを近日中に発足させる」と述べ、内閣官房に

審議官級ら10人の組織を設置、厚生労働省や外

務省など関係省庁と連携して検討を進める方針

を示しております。 

ただ、ワクチンパスポートの発行には、証

明期間や差別につながるなどの課題が山積して
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おり、発行までの道のりは容易ではなさそうで

す。しかし、経済界特にも旅行業界などの一部

では既に発行に向けた準備を進めているとのこ

とですので、今後も動向を注視する必要があり

ます。 

このワクチンパスポートが発行される場合、

証明する内容や用途など、さまざまな疑問が思

い浮かびますが、なかでも発行業務これはどこ

で行われるのかというのが一番気がかりであり

ます。といいますのも、政府はワクチン接種の

実務を担う市町村が書面形式で証明書を発行す

ることを想定しているという記事を私は目にし

たからであります。 

さらには、過日のテレビ放映でも政府の担

当大臣も自治体に対応してもらう方向だという

考えを表明をしておりました。まだ具体的な内

容に乏しいとはいえ、現状ではいずれ全国の各

自治体、本市にも発行を担う事となる状況が出

てくるかもしれません。今から心構えをしてお

かなくてはならないと思いますが、どうお考え

か伺います。 

〇議長（浅沼幸雄君） 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君〕 

〇市長（本田敏秋君） ただいまの御質問の中

で今から心構えっていうお話がありました。大

事な言葉だというように思っております。まさ

にあらかじめ想定されることに対してどのよう

にしっかりと向き合うかってことが、やっぱり

心ないってことでそのようななかに向き合うの

がひとつの危機管理なわけでございますから、

このことを大事にしてまいりたいというように

思っております。 

新型コロナウイルスワクチン接種したこと

を証明するワクチンパスポートについては、海

外で今御質問ありましたとおり大変な動きに広

まってるってことであります。これもやはり、

この大事なひとつのことではないのかなと思っ

ておりまして、国でも検討チームが立ち上がっ

たと。いろいろ質問の中にありましたワクチン

パスポートを発行することで調整に入ってると

いうことであります。主に渡航者向けの発行が

想定されるわけでございますけども、国のほう

では海外の動きにしっかり対応できるよう検討

するとしておりますので、ただこれは前段に降

りましたとおり、未接種者への言葉としては適

切ではないかもしれないけれども、差別につな

がるってことになりかねないわけでございます

ので、そのような仕組みをしっかりあれしなが

ら、当市においても慎重に今後国の動きを見な

がらこのようなまさに心構えとして、しっかり

とこのようなことについても向き合うような体

制を情報収集を進めてまいりたいというように

考えております。 

〇議長（浅沼幸雄君） 10分間休憩いたします。 

午前11時02分 休憩 

────────────────── 

   午前11時12分 開議 

〇議長（浅沼幸雄君） 休憩前に引き続き会議

を再開いたします。８番萩野幸弘君。 

   〔８番萩野幸弘君登壇〕 

〇８番（萩野幸弘君） 新型コロナウイルスワ

クチン接種を中心にこれまで議論を重ねてまい

りましたが、まだまだ確認しなければならない

ことがあろうかと存じますが、このコロナ関連

の情報、毎日のように更新をされております。 

さきほど冷凍庫の不具合の情報なんかも昨

日今日放送の情報です、通告には間に合いませ

んのでいずれ今後まだ同僚議員もコロナを取り

上げて通告しておられる同僚議員の皆さんもい

らっしゃいますし、今後の予算委員会等でその

新たな課題、問題点等については議論をしてい

きたいと思います。 

ワクチンに関する質問、次で最後にしたい

と思います。このワクチン接種を実施して初め

てわかったこと、例えば接種後の実際に接種し

た後の体調変化で特筆すべき事案の有無や問題

点、今後に向けた改善点などあればお示しをい

ただきたいと思います。 

〇議長（浅沼幸雄君） 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

〇市長（本田敏秋君） これまでにない大規模

なワクチン接種っていう業務に今向き合ってい
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るわけであります。 

４月の末かな、この個別接種集団接種とい

う体制に入りました。もう６月も中旬でありま

す。 

ただいまもありましたとおり、これまでワ

クチン接種を実施したことでわかったことある

いはこの接種後のさまざまな状況等について問

題点や今後に向けた改善点などについて、ちょ

っとお尋ねでありました。これにつきましては

御案内のとおりワクチン接種対策室を立ち上げ、

その11人のスタッフがその中に詰めながらこれ

に緊張感を持って向き合ってるところでござい

ますので、これらの状況等につきましてはワク

チン接種対策室長のほうから御答弁を具体的に

御答弁申し上げますので御了承願います。 

〇議長（浅沼幸雄君） 新型コロナワクチン接

種対策室長。 

〇総務企画部新型コロナワクチン接種対策室長

（佐々木一富君） 命によりまして答弁いたし

ます。 

高齢者のワクチン接種は４月下旬に始まり

まして、集団接種や個別接種さらには老人施設

の接種会場においてこれまで大きなトラブルも

なく順調に進んでいるところでございます。 

心配された副反応についてでありますけれ

ども、多少体調を崩された方がおられましたけ

れども、大事には至っておりません。 

今後、高齢者の接種において懸念されるこ

とでありますけれども、気温の上昇に伴う接種

会場での体調管理でございます。特に集団接種

会場では空調設備が十分ではないということが

ありますので、環境はもとよりその日の気温に

応じたですね扇風機の設置などを熱中症対策が

必要になってくるものと思います。 

また、65歳未満のですね接種開始に伴う予

約の手法、会場の選定、接種に関する周知につ

きまして、現在まで課題も洗い出ししながらで

すね対策本部を中心に協議し再び混乱を招かな

いように細心の注意を払って進めてまいりたい

と思ってございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（浅沼幸雄君） ８番萩野幸弘君。 

   〔８番萩野幸弘君登壇〕 

〇８番（萩野幸弘君） これからは非常に気温

も上がる時期になってまいりますし、そういっ

た天候の変化等もあるかと思います。ぜひ万全

を期していただきたいと思います。 

冒頭で市長にも御紹介をいただきましたが、

遠野市議会では昨年の12月定例会において、新

型コロナウイルス等感染症対策調査特別委員会

を立ち上げ、コロナ関連の市民ニーズに迅速に

対応する体制を強化したことはその通りでござ

います。 

委員長を拝命しております私といたしまし

ては、市当局のコロナ対策作業に支障をきたさ

ないよう細心の注意を払いつつ、適切な議会対

応や迅速な市民周知を第一義とした委員会運営

を心がけております。その意味で今回はこの一

般質問の場を借りましてワクチン接種を中心と

した新型コロナウイルス対応の現状について、

これまで質問をさせていただいたわけでござい

ます。 

そういうことで私の時間もここまででギリ

ギリとなってまいりましたが、最後の質問をさ

せていただきたいと思います。 

先ほどもワクチン接種で商品券などの経済

対策も同時にといった趣旨の質問をいたしまし

たが、アフターコロナを見据えた経済の活性化、

これは非常に良い重要な課題であります。 

その意味において、前回の３月定例会にお

ける当初予算審議では経済支援に関しさらなる

予算措置が必要である旨の議論も交わしており

ますし、当局答弁としても６月定例会に向けて

しっかりと準備する旨の御答弁をいただいてお

ります。 

そこで改めて今期６月定例会になりました

ので改めてご質問いたしますが、本市の現時点

における経済状況をどのように捉えているのか、

産業別の認識について伺いますとともに、新型

コロナウイルスで疲弊した経済の活性化に向け

て具体的にどのような対策を講じようとされて

いるのか伺います。 



－ 23 － 

〇議長（浅沼幸雄君） 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君〕 

〇市長（本田敏秋君） 新型コロナウイルス感

染症のひとつの中におきまして、両立いう言葉

が使われました。感染予防拡大防止対策と社会

経済対策、これを両立ということでその都度臨

時議会等にもお諮りをしながら、あるいは場合

によっては専決処分等も行いながら、このタイ

ミングをあるいはスピードとタイミングを間違

わないような対応をこれまでも行ってきたとこ

ろであります。そのような意味におきましては

議員各位の大変なる御理解もいただいたってこ

とも改めてこの場をお借りしながら感謝をし、

これからもしっかりと歩調を合わせながらこの

市民の安心安全、健康と命と暮らしを守るとい

う部分につきまして、これからも緊張感を持っ

てしっかりと向き合いたいというように思って

いるところでありますので、お尋ねの市内事業

者アンケートを見ますと飲食業、宿泊業、旅館、

輸送業、小売業など、いうところのサービス業

の半数が売上減少という影響を受けているって

ことがそのようなアンケートのなかでもしっか

りと示されております。また、一部製造業も受

注減などの影響も出てきているということであ

ります。業種間格差でございますね、これが現

れてるんではないのかなというように捉えてい

るところであります。ただ今月、令和３年度市

民税の納税通知を出したところであります。 

確定申告に基づく昨年度１年間の市民所得

ベースは総じて減少をせずにすんだというその

ような結果も得ているところであります。特に

も、この営業所得の減少が見られなかったこと

から、売上減少に対する新型コロナ経済対策が

この事業活動の維持継続を下支えをしたのでは

ないのかなというようにも捉えているところで

あります。いずれ地域経済が底値を防ぐことが

できたのではないのかなと。やはりその都度ス

ピードとタイミングを間違わないように経済対

策も打ち出していったってことが支えたんでは

ないのかなというように捉えておられますけど

も、これはまた持って油断するわけにいきませ

ん。そしてこのコロナワクチン接種の加速化に

向けて、今進んでいるのはウィズコロナ、ポス

トコロナという言葉であります。これにもまさ

に心構えって話がありましたけども、しっかり

と心を持って向き合っていかなきゃならないか

というように思っております。 

事業活動の維持継続に取り組む事業者への

支援策をこれからも講じていかなきゃならない

かと思っております。特にも、いうところのア

フターコロナを見据えなければなりません。 

今年１月に設置いたしました商工労働課の

中にものづくり推進室を立ち上げまして、雇用

を吸収率の高いものづくり産業の生産性向上に

向けた設備投資を積極的に講じていきたいとい

うように思っております。 

先月発表いたしましたけども民間のそれぞ

れの設備投資製造業を中心としながら、これは

遠野テレビのＦＴＴＨ化も入ってるわけでござ

いますけども、総額で100億円近い設備投資が

市内で展開されるっていうのは、そのような数

字もあるわけでございますので、そのようなこ

とも踏まえながら遠野の経済あるいは産業振興

といったものにしっかりとそのような結果を表

せるように関係機関と十分な連携をとりながら、

雇用あるいは生産さらには消費はこの３つの切

り口の中からこの遠野の活性化といったものに

支えるそのような施策を打ち出しまいりたいと

思っておりますので、これからも積極的な御提

言あるいはさまざまなひとつの施策の提案等に

つきましても、積極的に提案いただければって

こともお願いいたしまして、答弁といたします。 

〇議長（浅沼幸雄君） ８番萩野幸弘君。 

   〔８番萩野幸弘君登壇〕 

〇８番（萩野幸弘君） 私の質問は以上であり

ますが、ただいまの市長の御答弁でありました

とおり、昨年の売り上げ等々に関して、一部や

っぱり黒字であったというのは恐らくコロナに

関する国あるいは市町村もそうですけれども、

経産省、厚労省の下支えがあったからこそであ

り、ある意味正念場は今年かなと思っておりま

す。 
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いずれ、一つ気を緩めたら大変なことにも

なりかねませんので、これからもしっかりとし

た構えを持ってこのコロナに立ち向かってぜひ

コロナの終息に向け一致団結して市民一同一致

団結していくべきと思っております 

以上で私の一般質問を終わります。 

〇議長（浅沼幸雄君） 質問者席消毒のため暫

時休憩いたします。 

午前11時25分 休憩 

────────────────── 

   午前11時26分 開議 

〇議長（浅沼幸雄君） 会議を再開いたします。 

次に進みます。４番佐々木敦緒君。 

   〔４番佐々木敦緒君登壇〕 

〇４番（佐々木敦緒君） 佐々木敦緒でありま

す。 

2019年末からの新型コロナウイルス感染症、

いまだ収束が見えず、本年５月以降も東京都を

はじめ全国の都道府県において、緊急事態宣言

やまん延防止等重点措置の適用により人流、い

わゆる人の流れを止める対策が幾度となく繰り

返されております。 

昔から、冬来たりなば、春遠からずとの言

葉があります。今は不幸な状況にあってもじっ

と耐えていればいずれ幸せが巡ってくるという

例えでありますが、此度の寒さはいささか長く

感じられてやみません。 

さて、コロナでの落ち込みはもとより、そ

れ以前から続く不振の挽回、コロナ収束後を見

据えた本市の観光振興・地域振興について、私

の提言を交え、市長に一括方式により質問いた

します。 

観光振興は経済への波及効果とともに、地

域文化の振興やまちのイメージアップなど、市

民生活を豊かにする効果があります。近年の傾

向に加え、コロナ禍が生活を見つめなおす契機

となったことから、人々は心の豊かさやゆとり

を重視するようになっています。観光もこうし

た価値観の変化と相まって、時間をかけじっく

り味わう、いわば「スローライフ・ツーリズム」

思考に進むと考えます。当然、観光地では、こ

うした訪問者の動向・意欲に寄り添うことが求

められる。 

そこで私は、遠野のまち魅力アップ観光、

遠野スタイル、「まち歩き」の推進を提言した

い。時間をかけ多くの場所をめぐるまち歩きは、

施設の訪問や買い物・食事の充実を通じて、観

光客と市民・事業者との間に、交流の機会が生

まれます。 

先に結論を申せば、これまで市の観光施策

は、今から100年以上前の遠野物語・民話の世

界拡大再生産、特にそのハード面と派生整備に

偏ってきたきらいがある。こうした既存振興策

の見直しに目を開き、自然や歴史・遺跡などの

資源を掘り起こすなどして、これまでの人が来

るのを待っている遠野の観光から、人を呼ぶ遠

野の観光にシフトすることが必要であります。 

訪れる来訪者との交流は、まちに対する誇

りを高め、地域文化の振興につながります。こ

のことにより郷土愛が高まり、結果的に定住促

進の効果も期待されます。 

コミュニティ活動や生きがいづくりでは、

市民が自らの知識や経験を活かして観光ガイド

などをすれば、活躍の場が増え、生きがいづく

りや生涯学習にもつながります。 

健康づくりとしては、史跡案内やイベント

参加といった行動が、心の潤いや体力の増進と

心身両面での効用が見込まれます。 

これからますます高齢化が進む社会の中で、

心身の健康維持に、また楽しみ・生きがいづく

りに観光分野は一層重要度が高まると考えるの

であります。 

以上述べたような観光振興について、市長

はどのようにお考えでしょうか。これまでの遠

野市の観光振興の施策を省みるとともに、今後

について改めるべき、あるいは伸ばすべき事柄

などご所見をお伺いします。 

さて、2021年５月14日の地元紙論壇に、こ

んな記事がありました。「東北道岩手山サービ

スエリア緑地に建つ啄木歌碑。これに導く案内

板ばかりか歌碑の説明板もない。せっかく他県

からたくさんの人が来ているのに観光資源が活
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用されていない。新しいものを作るだけが予算

の使い方ではないはず。既存の資源を生かす工

夫が必要だと思う。」文面、私は全く同感の思

いでこれを読みました。 

遠野市は観光や文化関連施設の新設や改修

を積極的に進めるが、有効な活用と管理は図ら

れているか、そして効果・効用が生み出されて

いるのか。資料に照らすと、観光客の入り込み

数、平成27年度と令和元年度の比較では13万人

も減少しています。この実態から見れば、各観

光施設や文化施設改修後における観光客の誘致

は、事前の言葉のみが先行し成果が伴っていな

い。私はこうした当市の観光振興に懸念を抱く

のであります。 

さらに、令和元年度から令和２年度にかけ

て観光客の入り込み数・宿泊客ともに大きく減

少している。このことから当局では密にならな

い体験型観光や通過型・滞在型観光における魅

力の創出が課題であると分析しておられる。 

しからばどうすればいいのか、肝心なのはここ

と思うのでありますが、その対応策も明示がな

く、旧態のまま前例の踏襲から脱してはいない

と危惧しています。 

先日、自宅に突然の訪問者がありました。 

「こんにちは〇〇コンビニです、土用丑の

日ウナギはいかがでしょうか、御予約にお伺い

しました、予約票は〇〇日に受け取りに回りま

す」と、女性店長自ら笑顔での売り込みには、

「こりゃ、お願いしなきゃいけないな」と思う

気持ちになったところであります。民間企業の

待ちではなく攻める姿勢を感じたところでござ

います。 

遠野市は時代に即した観光ニーズを企画し

売り込むぞの攻めの姿勢が不足してはいないか。

私はこのことが懸案事項と感じています。 

当局では、以前体験型観光等、魅力の創出

が課題であると分析されておられます。それを

もとに望ましい方向に舵取りがなされていると

お考えでしょうか、お伺いします。 

私の観光振興の考えは冒頭に申し上げまし

た。 

また、３月市議会定例会では金取遺跡や綾

織新田遺跡の史跡を体験学習あるいは観光に生

かすべきことを教育長に質問及び提言をいたし

ました。こうした助言や提言に対しては、部や

課、委員会を超えた壁を取り払い、能動的かつ

速やかな理解、縦横の連携・連絡によって活か

す行動が重要であると思います。 

こうした機を見る敏感性の希薄が、人口は

もとより農業生産額、観光客の入り込み数など

の減少に結び付いていると私は思うのでありま

すが、市長の御見解をお伺いします。 

さて、眠っている観光資源に光をあて、新

たな観光ルートを構築し遠野の観光振興促進の

一助にとの思いから、その具体策の一つとして、

新たな観光ネットワークづくり、柳田國男の遠

野物語発祥の地、土淵町から宮沢賢治の銀河鉄

道の夜のモチーフとなった軽便鉄道岩根橋鉄橋

間を結ぶ、以前土淵東禅寺岩根橋停車場線と命

名されていた旧県道の観光ルート化を提言しま

す。土淵町を起点とし、附馬牛馬越峠を越え、

宮守町達曽部を終点とする延長約30キロメート

ルの県道土淵達曽部線。この県道に以前私が一

般質問で改良の必要性を訴えた市道妻の神線を

含めて、昔のなごりの旧県道全線としての提案

であります。この道路を通ると、とカッパ淵、

伝承園、福泉寺、遠野馬の里、遠野ふるさと村、

遠野を守る五芒星としてにわかに注目された遠

野七観音の一つ笹谷観音、大洞カルスト、稲荷

穴など遠野を代表する数々の観光施設や名称を

見ることができます。また、枝道に入ると日本

百名山の一つ秀峰早池峰山をはじめ、荒川高原、

早池峰神社、早池峰ふるさと学校、荒川駒形神

社、又一の滝、長瀞の滝、重湍渓、寺沢高原展

望台などの観光名所もあります。さらには、ホ

ップ畑や養魚施設、東北一のワサビ田をはじめ、

馬の里、荒川牧場、寺沢牧場に大野平・石羽根

キャトルセンター、養豚施設などの農業施設。 

歴史関連では、金取遺跡や張山遺跡、東禅

寺跡、土淵町の本宿、附馬牛の宿、達曽部の宿

といった昔の宿場のなごり。釣り関連では、猿

ケ石川源流、大洞渓流、達曽部川といったファ
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ンに好まれる自然の流れ。そして、土淵しし踊

り、似田貝神楽、駒木鹿子踊り、張山しし踊り、

上柳しし踊り、早池峰神楽、東禅寺しし踊り、

湧水神楽など数々の郷土芸能。食の資源では、

牛肉、豚肉、淡水魚に加え平成３年盛岡大学短

期大学部佐藤教授の分析で世界一おいしいと言

われた達曽部の鍾乳洞稲荷穴の水、この水を遠

野わさび公社等で加工販売すれば新たな観光地

化と実益が可能となります。それにワサビ、ど

ぶろくなど、あげたらきりがないほどの豊富な

観光資源・地域資源に恵まれているのでありま

す。 

この道路に沿って連なる名所旧跡群を新た

な観光スポットとして、「遠野ロマン歴史街道」

とでも名付けて整備し、新たな人の流れづくり

を提案するものであります。具体的な取り組み

としては、ルート間に存在する各種案内看板の

デザインを統一し、要所でのルート案内、これ

は起点の土淵町、中間点の附馬牛町、達曽部の

しらいし屋前、終点の岩根橋駅付近に設置する

とともに、各名所の由来等を記載した説明板も

加えたい。さらに、伝承園や馬の里、ふるさと

村、稲荷穴、しらいし屋等、公の施設であるト

イレは洋式水洗化へなど、計画的な改修整備を

進め、その整備に合わせて観光スポットのＰＲ

に努める必要があります。 

ＰＲの方法としては、豊富な地域資源を生

かした新たなイベントを仕掛けたいものであり

ます。一例として、屋外ではふるさと村を会場

に屋内では水光園芸能館を会場とした郷土芸能

大会を１日限りではなく、全国から郷土芸能団

体を呼んで複数日の開催。これには、牛肉・豚

肉・羊肉などに活用しての遠野の食肉文化提供

イベントもあわせたい。また、綾織町の国道28

3号線並木の桜が咲くころは、ライトアップま

たはイルミネーションを設け、夕刻から夜にか

けての散策を可能にして、道の駅風の丘広場で

は、ウエスタンダンスなどを堪能しながらのバ

ケツジンギスカンと遠野ビール。さらには、土

淵町から達曽部までの宿場町ウォークも展開。

などなどアイディアが浮かびます。 

市内関係者が集まり、知恵を出し合えば必

ずや全国から注目されるイベントが生まれると

思います。 

過日、ゴールデンウイークを前にした、４

月28日の地元紙に「春、見どころいっぱい！い

わて二戸エリア巡り観光マップ」が、広域的な

観光ポイント・見どころが分かりやすい内容で

１面広告されていました。私はこれを見て、マ

スコミを活用し、適時に効果的にＰＲすること

の大切さを痛感したのであります。 

これまで述べてまいりました新たな観光の

掘り起こしとＰＲ、その構築を提言するもので

ありますが、市長の御見解をお伺いします。 

また、今一度強調したいのは、飲食業の振

興についてであります。 

コロナに打ち勝つ、地域の魅力アップと健

康維持には、遠野固有のあるいは新たな食文化

を前面に押し出し、誘客する取り組みが必要と

考えます。 

その観点からも、今こそ遠野のソウルフー

ドであります、ジンギスカンを大々的にアピー

ルすることを提案します。市内には、ジンギス

カンを提供するお店が遠野バイパスを中心に数

軒。宮守町達曽部にも老舗のお店がありますが、

最近では新生風の丘でのバケツジンギスカンが

人気となっています。遠野市内のジンギスカン

の消費量は年間60トンと聞き及びます。この数

値からすれば、市民１人当たり2.2キログラム

を食べている計算になります。ちなみに、国民

１人当たりの年間平均平均消費量は0.2キログ

ラムということですから、遠野市の消費量は極

めて多いと言えます。 

遠野市民の元気の源「ジンギスカン」。そ

こで、この食文化を市内食肉組合と連携して全

国に発信してはいかがでしょうか。先日、東京

の娘から「ふるさと納税でジンギスカンが届い

た。職場の友人はこれが私の故郷遠野の食文化

とは知らなかったようだ。初めて食べたけどと

てもおいしいと喜ばれた。遠野の知名度アップ

につながったかな。」とＬＩＮＥの書き込みが

ありました。こうした身近な例からしても、遠
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野は観光地の発信もさることながら食文化のＰ

Ｒも不足、アピールも下手と感じられてやみま

せん。 

さて、汽車旅行で印象に残るのは玄関口の

駅舎。これから多くの観光客を呼ぶのには、こ

れが観光地観光名所遠野か、さすがと思われる

ような老朽化してきている遠野駅舎と駅前広場

の再整備も必要です。整備と並行して、ＪＲ東

日本盛岡支社や地元遠野駅と提携した遠野の観

光地や食文化のＰＲ活動も重要となります。そ

のＰＲ活動の具体的なものとしては、都市部の

各駅にポスターの貼り出し、ネット上の掲載、

さらにはマスコミにもご協力いただくとともに

観光協会や市役所担当者が全国を駆け巡り、直

接遠野市をＰＲする。これこそ効果は絶大と思

うものであります。 

併せて、全国に先駆けてコロナ収束後を見

越し、ジンギスカンと遠野ビール全国大会等の

一大キャンペーン開催の算段を今からしておく

ことが必要と提言します。 

さらに、遊休農地解消対策と観光振興両面

からして、羊の放牧も一計と思います。畜産振

興公社でふるさと村もしくは風の丘周辺に遠野

羊牧場「遠野羊ヶ丘」の開設も考えられます。

新たな観光もさることながら地産地消となって

こそ、本物の地域の食文化と言えるのではあり

ませんか。 

遠野の経済振興、観光振興、農業振興のため、

観光部署と農林関係部署等関係部や課が連携し

た取り組みによって、新たな観光構築の達成を

期待するものでありますが、市長のお考えをお

伺いします。 

さて、今年のゴールデンウイーク。ふるさ

と村、地元附馬牛町の女性の方々が開設したレ

ストラン、大変盛況でありました。また、レス

トランの入り口では食の匠が作った伝承のやき

もちや団子の販売。これが見事に完売した。こ

れを見て私は自分のことのように感激いたしま

した。 

このように、遠野には新旧の多様な食文化

やどぶろく、日本酒に始まり、ホップの里が生

むビール、そしてワインと多彩な酒文化もあり

ます。まずは、ジンギスカンがけん引役となり、

酒食の連携で日帰り観光・寄り道観光から脱し、

宿泊そして滞在型観光へとシフトさせ、リピー

トにつなげる観光客誘致の企画をすべきであり

ます。 

日帰り観光では、地元に落とされるお金は

お土産やタクシー代等せいぜい１人１万円ほど

でしょう。宿泊となれば、宿泊料、食事代、タ

クシー等交通費、２次会の飲食費、お土産等に

より１人４万円からのお金が観光関連各施設を

はじめ地元小売店や宿泊施設、商業施設、飲食

店、タクシー等サービス業に回ることとなり、

遠野の経済振興が図られると期待するのであり

ますが、市長のお考えをお伺いします。 

〇議長（浅沼幸雄君） 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

〇市長（本田敏秋君） 佐々木敦緒議員の一般

質問にお答えをいたします。一括質問という中

でそれぞれ遠野にとっては極めて大事な観光振

興について、特にも。地域資源をどのように生

かすのかってことの提案型の御質問でありまし

た。 

御質問を聞きながら、それぞれの地名があ

るいはそれぞれの箇所が出てまいりました。頭

の中にその情景がしっかりと浮かび、これにど

う磨きをかけるのかということが、やっぱり改

めて問われているんじゃないのかなということ

を知ったわけであります。 

よく、足元を見つめそしてまた誇るべき遠

野のこの地域資源にいかに磨きをかけるのかと

いうことによって、遠野の魅力が高まる、その

魅力が高まることによって観光振興、交流人口

の拡大、さらには関係人口というそのような産

業振興を下支えするさまざまな経済活動が、そ

こに見出すことができるということになるんで

はないのかなということを思いながら御質問を

承ったところであります。 

全体でそれぞれ項目を見ますと全部で６項

目ほどの提案を含めての御質問をいただきまし

た。一括質問でございますので一括して答弁申
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し上げますけども、その中におきましてもこれ

は前にも御質問いただいたところでございます

けども、この金取遺跡と綾織新田遺跡のこの体

験学習の問題、これは前にも御質問いただいて

おります。したがいまして、これにつきまして

は文化課の方を所掌しております市民センター

所長のほうから今の取り組み状況等についてお

答え申し上げますので、よろしく御理解をいた

だければというように思っております。 

さて、このまず一つ目の項目でありますけ

ども、改めてこの伸ばすべき事業事柄などは、

市長の見解をということでありました。これは

これまでも何度も申し上げているわけでござい

ますけども、伸ばさなきゃならない、それをし

っかり下支えする方々が懸命に頑張っているわ

けでございますから、それをしっかりと背中を

押しながらあるいは共にタッグを組みながらや

っていかなきゃならないってことは、これは言

うまでもありません。そういったなかにおきま

して、これも何度も言いますけれども、波及効

果あるいは地域文化の振興とイメージアップっ

ていったようなものが、遠野の観光振興になる

わけでございます。何度も申しますけども、今

の御質問にもありましたけども、遠野物語って

ことを前面に出しながらやってきた、もちろん

遠野物語といっても遠野物語という物語ではな

いわけでございます。あの中にいろいろ言われ

てるとか何なのかとなれば、遠野の自然、歴史、

文化、風土といったものがその中にしっかりと

凝縮されて119話の中にあるこれが遠野物語な

わけでございます。 

したがって、その背景にあるものは何なの

かってことを踏まえれば、今の御質問がそれぞ

れ具体性を帯びてくるってことになるんではな

いのかなと思っております。 

遠野物語は物語、これはこれではないわけ

でございます。そのしっかりとしたロケーショ

ンがあるからこそ、遠野物語の存在感というこ

とが極めてインパクトある形で魅力ってものを

醸し出してるわけでございます。 

そういった中で、実は平成19年に策定いた

しました遠野観光推進計画、これが「物語が息

づき、心と自然がふれあう故郷遠野」という言

葉になるわけでございます。遠野物語をたどる

コースは６つのモデルコース、その中にいうと

ころの代表的な観光地、施設を巡る紹介を行っ

てきたという経緯があるわけでございます。 

したがいまして、繰り返しになりますけど

も、さきほど御質問の中にありましたそれぞれ

のルート、あるいはそこにもう少しポイント当

ててもっと魅力を醸し出していいんじゃないか

ってことを踏まえれば、みんなこの中に組み込

まれているものではないのかなと。 

したがいまして、改めてその価値を見出し

ながら足元を見つめながら遠野の魅力づくり、

そのようなものに向かっていかなきゃならない

んじゃないのかなということを感じたわけであ

ります。 

この観光マーケティング調査、これにつき

ましても観光客が遠野市を訪問したいと思った

動機について、このようなひとつの調査の結果

としてこのような結果があります。「河童や座

敷童に会いに来た」という理由なども多かった

と聞いております。河童や座敷童それが醸し出

す河童がいるじゃないだろうか、座敷童と会え

るんじゃないかっていうのを醸し出すのが、遠

野のそのような魅力としてあるわけでございま

す。そのようなことを踏まえれば、このただい

まの繰り返しになりますけども、いろいろ提案

いただいたことについては、ある意味において

はこの理念は遠野の観光の中心となる、この理

念は普遍的なものではないのかなと。ただその

磨き方あるいは魅力の発信の仕方、あるいは仕

組みの作り方、あるいはさまざまな形で連携を

取るっていうような、その点から線、線から面

という部分のそのようなストーリーの作り方に、

まだまだ努力が足りないんじゃないのかなとい

うところをこの御質問の中からも私も改めて感

じたということを申し上げておきたいと思って

おります。 

したがって、この遠野物語といったものを

踏まえながらそれを醸し出す、この自然、歴史、
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文化、風土といったものをどう生かしていくの

かってことになのであれば、まさにこれがこれ

からのひとつの遠野の観光振興の大きなまた改

めてということになると思いますけども、これ

までもやってこなかったわけじゃない、やって

きた。しかしこのポストコロナってことも考え

ながら今インバウンドという言葉もコロナの中

で消えました。しかしこのインバウンドという

流れも間違いなくポストコロナ禍でまた見出さ

なきゃならない、それが何かと言えば日本の魅

力ってことになるわけでございますから、それ

が遠野が持っているってことになれば、午前中

も萩野幸弘議員とコロナウイルス感染症対策に

係るさまざまな形での課題につきまして議論を

いたしました。その中にキーワードが「心構え」

っていう話がありました。やはりこの「心構え」

って言葉はポストコロナあるいはウィズコロナ

って言葉があるわけでございますけども、これ

にとっても極めて大事なものではないのかなと

いうように思っているところでございますので、

そういった点でしっかりと改めてこの地域資源

に目を向けながら遠野の魅力づくりといったも

のについて、いうところのストーリー作りにし

っかりと取り組まなきゃならないんじゃないの

かなというように思っております。 

遠野遺産認定制度っていうのがあります。

今それぞれ名前を入れての遠野遺産認定制度で

あり、これを認定して終わりだということにな

らない、認定したものをどのように魅力あるも

のに持っていくのか、それがいうところの滞在

形に持っていくためのコースをどのように持っ

ていくのかってことになれば、やっぱりそのよ

うな別添での161のこの遠野遺産といったもの

について改めて新たな土俵を作らなければなら

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。 

この遠野遺産認定制度は、地域づくりに活

用する地域の魅力を発する一つのコンテンツで

あります。引き続きこの観光施設や観光資源や

交流人口の拡大といったものに活用してくとい

うことになるんじゃないのかなというように思

っております。 

御質問の中にありました伝承園あるいはふ

るさと村、市立博物館、とおの物語の館、その

ような多数のこの観光施設を有しているわけで

ございますけども、それがどうしてもこれはど

うもバラバラになっているんではないのかなと

いうようなことも感じないわけではありません。

もったいないという言葉があるわけでございま

すけども、もったいないんではないのかなとい

うところが感じます。 

そして、また一方ここ最近は団体旅行では

ありません、個人や小グループがそれが主体と

なっている。 

したがって、決められた時間あるいはその

展示物を見ていただくというスタイルよりも、

その施設の何ともしますが理念なり概念なりそ

れと方針を前面に出しながら来館した方々には

それをしっかりと体験あるいは体感ができる、

そのような魅力づくりも一方においては進めて

いかなきゃならないんじゃないのかなというよ

うに思っております。 

昨年から遠野旅の産地直売所というものを

ＮＰＯ法人でありますけども、遠野山・里・暮

らしネットワークが実施しております「まちぶ

ら」、今も街歩きっていう御提案でありました。

「まちぶら」というあるいは「さとぶら」、ま

さに「まちぶら」「さとぶら」といったような

言葉の中にいろんなコースを持っている。それ

をただいま御質問あった中においても。そのよ

うなこの「まちぶら」とか「さとぶら」という

その言葉がやっぱり生かせるんじゃないのかな

と思っておりまして、これがいうところのＮＰ

Ｏ法人山・里・暮らしネットワークの皆さんが

そのような切り口で新たな魅力づくりに取り組

んでいるということも、まさに心強い一つの取

り組みではないのかなというように思っており

ます。 

繰り返しになりますけども、一つの資源の

みならず市民が求め、そして当市の観光資源を

パッケージ化しより多くの体感をしていただけ

る商品作り、これが遠野の魅力に大きく、それ
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こそ作り出すことができるんじゃないのかなと

思っておりますから、そのような方向で観光協

会、観光推進協議会いろんなそれぞれの立場の

方々、懸命にそれに向き合っているところでご

ざいますので、その方々をしっかりとタッグを

組みながら連携を図って、その魅力づくりにさ

らに取り組まなければならないかというように

思っております。 

それから、観光客の入り込み数、宿泊とも

に大きく減少しております。これは６割ぐらい

減少しております。コロナが大きく影響してお

ります。緊急事態宣言といったものが発出され

たことによりまして、人流、人の流れといった

ものが止まっているわけでございますから、こ

れも仕方がない、やむを得ないってことになろ

うかというように思っております。 

令和２年度に新型コロナ感染症の影響下に

おける新たな観光振興の在り方について、調査

分析、そのためにいうところの観光振興調査と

いうものを実施いたしました。 

その結果でありますけども、遠野市が持つ

観光資源を生かした次の６つの提案を受けてる

ところであります。これは１つ目として、ウェ

ブサービスを生かした施設予約システムの構築。

２つ目として、ワーケーションいうところの

ワーキングとバケーションの造語でありますけ

ども、ワーケーション、これへの取り組み。車

中泊ができる環境整備とシステム構築等の検討、

キャッシュレス決済システム、デジタル地域通

貨の検討あるいは御質問にありましたけども、

ビアツーリズムや東北デスティネーションキャ

ンペーンとの連携、さらにはこの実施体制を構

築しなければならないっていう計６つの提案と

いったものがありました。これらのうちワー

ケーションとビアツーリズムの組み合わせの商

品開発、これなどもいうところの宿泊と体験が

伴うってことになるわけでございますから、本

市の特徴を最大限生かした魅力づくりにつなが

るんじゃないのかなと思っておりまして、これ

などにつきましては今般の補正予算にも事業費

981万6,000円を計上しながら、このようなもの

にもまさにポストコロナという中に今から心構

えを持ってしっかり向き合わなきゃならないん

じゃないのかなというような形で、予算を提案

させていただいているところであります。 

観光振興調査の内容につきましても、遠野

市観光推進協議会のほうで情報が共有されてお

ります。これらは取り組みだけではなくて本市

だけではない、いうところの関係機関が統一し

た認識の下で連携を図りながらより望ましい方

向に進まなければならないのかなと思っており

ますので、これからもそれをしっかりと取り組

んでまいりたいというように思っているところ

であります。 

それから、県道土淵達曽部線の沿線に連な

る名所旧跡の提案がありました。まさにそのと

おりであります。私もこの間も馬越を通ってま

さに、あそこの達曽部の方から入りまして、馬

越を超えてふるさと村の所に走ってみたわけで

ございますけども、まさにこの観光スポット、

遠野ロマン歴史街道としてのひとつの稲荷穴も

含めまして、ひとつの魅力づくりにつながるん

だろうっていうことをワサビ田も含めまして、

非常に伸びることにもなるんじゃない、ただこ

れは前から言われていることでありますけども、

なかなかそれがしっかりとしたコースに持って

一つの商品化になっていないという、これは私

がちょっと言うのは「なんだ、だったらやった

らいいんじゃないか」となるわけでございます

けども、なっていないというところにあるわけ

でございますので、この観光素材を多く有する

地域といったものとどう連携をとるのかという

ことがやっぱり大事じゃないのかな。その中に

はいうところのカーナビゲーションシステムな

どの順路を示すために、そのような中でこうい

うアプローチもやっぱり必要じゃないのかなと。 

この土淵、附馬牛には平成８年度に「自然

と歴史のふれあい回廊整備事業」によって、名

所旧跡に「一里石」として集落名や施設を示す

案内標識が一里ごと設置したという、そのよう

な経緯があります。そのようなこの一里石とい

う統一したデザインとなっているほか、「石」
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という素材からも長期的に活用が図られるもの

ではないのかなと思っておりますので、こうい

った点に改めてまたスポットを当てるってこと

も必要ではないのかなと思っております。 

そのほかにも、岩根橋を含めながらそれぞ

れの岩根橋のめがね橋ですね、そのようなもの

を含めながら沿道あるいは路面上にもやはりそ

のような既存のいうところの案内板等も存在し

ているわけでございます。 

したがって、今後観光推進協議会につきま

しても、総合的にこれを協議を行った上で、戦

略的な誘導策をその中に見出しいかなきゃなら

ないんじゃないのかなと思っております。 

トイレについてもそのとおりであります。

さわやかトイレ、やはり今観光客の方々にはそ

のような清潔で爽やかなトイレってこともこれ

もまた不可欠でありますので、そのような整備

もし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。 

今後は、このようなものを老朽化してるっ

てこともあるわけでございますから、このよう

な老朽化に伴う施設整備も合わせてしながら観

光交流施設整備方針にきちんと搭載しながら、

計画的にこのような整備も行っていかなきゃな

らない、財源があるわけでございますから一気

にはできない。やっぱり計画的に進めなきゃな

らない。そのためにはいうところの観光アクシ

ョンプランといったようなものの中との整合性

を取りながら、この戦略の何と申しますか、ミ

スマッチがないようにそのような形での対応を

していかなきゃならないんじゃないのかなとい

うように思っております。 

いずれ御質問ありましたとおり、新たな観

光の掘り起こし及び他のいろんな施設との連携、

さらにはＪＲ東日本旅行エージェントとのいう

なれば、そのような形でのさまざまな意見提言

を聞きながら、やはりそのような切り口で新た

な魅力を作れるんだなっていうところを、見出

していかなきゃならないんじゃないのかなとい

うように思っております。 

ジンギスカンの話もありました。まさにジ

ンギスカン、食文化を代表する一つの遠野であ

ります。そのような中でこのジンギスカンと

ビールが一つの大きな人気、魅力ということに

なってるわけでございますから、これがどうう

まくそれを発信していくのかってことも、やは

りこれからまさに正念場を迎えるんではないの

かなというように思っております。 

ホップ生産とクラフトビールそして地域活

性化をかけるという分においては、提携プロジ

ェクトが平成19年に立ち上がっているわけで、

もう10年以上経過してるわけでございますから、

遠野ホップのこの魅力とそれからビールの里へ

という部分のただそのビールもクラフトビール

っていう切り口の中から切り込んでいくってこ

とがやっぱり大事じゃないのかなと。 

令和元年、コロナ前でございますけども、

ホップ収穫祭が２日間で１万2,000人の方々が

遠野市を楽しんだという実績があるわけでござ

いますので、そのような強い自信を持ちながら、

ただいまの提案と含めながらジンギスカンと

ビールのこの連携の対発信力を持った、そのよ

うな商品開発に持っていかなきゃならないんじ

ゃないのかなというように思っているところで

ございますので、これについてもよろしくお願

いを申し上げたいと思っております。 

羊の飼育の話、あるいは牧場の話なども提

案がありました。このことにつきましてもかつ

てもいろいろ検討したことがあるわけでござい

ますけども、そのようなこともひとつの選択肢

の中に入れながら議論していかなきゃならない

んじゃないのかなというように思っております。

現時点では市内で羊の飼育に取り組む意向のあ

る事業者は実際のところ把握しておりません。

したがいまして、そのような採算性を含みなが

らどのように持っていくかってことについては、

過去の経験のことなども参考にしながら、どの

ような新たな切り口を持っていったらいいのか

ということにつきまして、いろいろ御相談して

いかなきゃならないひとつの課題ではないのか

なというように思っております。 

前にいろいろ検討したからだめじゃなくて、
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時代は変わっているわけでございますから、そ

こにどう切り込んでいくかってことについての

話し合いも協議もしていかなきゃならない。も

ちろん採算性ってことも当然考えなきゃなりま

せんので、専門的な見地あるいはこの技術指導

も含めながら、その設備投資、人件費を踏まえ、

この事業として成り立つのかどうなのかってこ

とも冷静に議論していかなきゃならないんじゃ

ないのかなというように思っております。 

それから、滞在型観光ということになるわ

けでございますけども、これも多様な文化って

いうことになれば酒文化ってことになるわけで

ございますけども、発酵文化ってことになるわ

けでございますけども、さかのぼるは平成16年、

どぶろく特区第１号の認定を受けたという中で、

大きく遠野の存在感を示すことができたわけで

あります。 

そういったものにこだわりを持ちながら、

いうところの今遠野には唯一の造り酒屋があり

ます。その232年目を迎えるという大変伝統の

ある酒蔵、そこの酒蔵でもって今度はクラフト

ビールやワイン製造事業なども始めております。

まさに古くて新しいものは光り輝くという言葉

になるんではないのかなと思っておりますので、

そのようなお酒、ビール、ワインあるいは日本

酒とそういったようなものを、この目的とした

ツーリズムといったものにも取り組む、そのよ

うな形の動きが見えてきておりますので、この

辺もうまく踏まえながらこれからしっかりと連

携を図ってまいりたいというように思っており

ます。 

ただいま申し上げたとおり、それぞれがそ

れぞれいいものを持っている、いい地域資源を

持っている、それはただいまの御質問中にも全

部触れられておりました。それぞれあるじゃな

いかと、あるものをどう生かすんだ、それをど

のように磨きをかけるんだ、磨きをかけるとき

にはまさに御質問の中にありました、ふるさと

村では地域の方々が提供した食事が大変な評判

だったという話がありました。まさに思いやり

もあり心遣いもあり手作りだという魅力がある

わけでございます。ただ、それがあまりその

方々に負担になってしまうと、だからその辺を

うまく行政と民間がどのように取り囲むように

応援していくのかってこともまたやはり大事じ

ゃないのかなと思っておりますので、いろいろ

御質問を受けた点につきましては、しっかりと

踏まえながら提案といったものを踏まえながら、

これからの遠野の魅力づくりにそれぞれの関係

者が一丸となって取り組んでいかなきゃならな

いかというように思っておりますので、よろし

くお願いをいたします。 

金取遺跡と新田遺跡の関係につきましては、

担当部長のほうからちょっと今の状況等につい

て答弁を申し上げますので御了解願います。 

〇議長（浅沼幸雄君） 午後１時まで休憩いた

します。 

午後12時14分 休憩 

────────────────── 

   午後１時00分 開議 

〇議長（浅沼幸雄君） 休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

引き続き一般質問を行います。４番佐々木

敦緒君の質問に対する当局の答弁から。多文化

共生本の森特命部長。 

〇市民センター多文化共生・本の森特命部長

（石田久男君） 命により答弁いたします。 

令和３年３月遠野市議会定例会の議員から

の一般質問において、市内重要史跡の保存と活

用の今後についてご質問があり、教育長が答弁

いたしました。 

答弁においては、金取遺跡、綾織新田遺跡

の重要性を踏まえて現状を生かした低コストか

つ効果的な整備による体験学習や観光の場とし

ての活用を中長期的に的展望に立って検討して

いく旨の答弁をいたしました。金取遺跡や綾織

新田遺跡は遠野物語よりも遥か以前からの先人

の営みを示し、遠野の文化の奥深さを知ると共

に市民の地域への愛着に繋がる重要なものであ

ると認識しております。金取遺跡や綾織新田遺

跡から出土した石器や土器などにつきましては、

今年度東北デスティネーションキャンペーンに
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合わせて遠野まちなか・ドキ・土器館において。

ドキ・土器・遠野縄文展を開催し展示しており

ますが、マスコミでのＰＲ効果などにより入館

数が大幅に増加しているところであります。さ

らに４月16日からは市立博物館におきまして遠

野物語と遠野の縄文文化と題して特別展を開催

し、これも東北デスティネーションキャンペー

ンと連携したＰＲにより集客の拡大を図ってま

いります。遺跡の現地の整備や活用につきまし

ては、文化財を担当する教育委員会などと連携

し、今後総合力で進めてまいります。 

以上で答弁といたします。 

〇議長（浅沼幸雄君） ４番佐々木敦緒君。 

   〔４番佐々木敦緒君登壇〕 

〇４番（佐々木敦緒君） 私は、この質問をす

るに当たり多くの方々の意見をいただく、ある

いは現地を調査するなど時間と労力、そして原

稿を書いては直しの連続でありました。いつで

もそうであります。したがって、答弁も真摯に

質問に市長のお考えを直接答えていただきたい

ものであります。 

さきほどの答弁の中で、ある酒造会社でワ

インの醸造とか聞こえたような気がします。山

ぶどうワインは葛巻町で委託して醸造してると

認識しますが、本市でワインなど醸造されてい

るってことは初めて知ったところであります。 

また、答弁の中で観光客の減少はコロナ禍

ということでありましたが、この観光客の減少、

コロナ禍の前からも懸案事項であったように思

っております。答弁はコロナ禍に置き換えてい

る、これが観光客の低下にもつながっていると

感じたところであります。 

さて、再質問をさせていただきます。去る2

6日、国連教育科学文化機関（ユネスコ）の諮

問機関である国際記念物遺跡会議（イコモス）

は、本県一戸町の御所野遺跡を含む「北海道・

北東北の縄文遺跡群」を世界遺産に登録するよ

う勧告しました。 

報道によりますと、農耕に移行せず狩猟な

どを基盤としたまま定住した縄文時代、その特

色ある生活実態を示す貴重な物証として世界的

に認められたとあります。記事には、景観整備

は御所野に学べとの見出しが付けられていまし

た。遺産本体の保護に加え、早くから周辺の公

有地化を進め、「縄文の森」づくりに取り組ん

できたことが、今回功を奏したといわれていま

す。 

このように大きく実を結んだ取り組みを見

るにつけ、本市の意識との隔たりが痛感されて

なりません。世界遺産登録ともなれば国内外か

ら見学者が訪れることでしょう。 

私が残念無念に思うことはこういうことで

あります。なぜ遠野の綾織新田遺跡は保存整備

に着手しないばかりか、北東北の縄文遺跡群に

含むための運動をしなかったのでありましょう

か。北海道、青森、岩手、秋田の国会議員、超

党派で構成される世界遺産登録推進議員連盟の

会長は、本県出身の衆議院議員であります。 

このことにも代表されるように、本市は史

跡・文化財を観光面や教育に生かすため、保存

と活用を実現させようとの意識とチャンスを呼

び込む予見力が低い、私にはそのように感じら

れてならないのであります。 

産業面においても、遠野高等学校情報ビジ

ネス校跡地の活用に切り込もうとしなかったこ

とも同様であります。遠野市の活性化が進まな

い要因はそこにあると感じています。 

綾織新田遺跡や金取遺跡などの史跡を公有

地化に加え保存整備し、観光地化と合わせ遺跡

での体験学習など学校教育で伝えたりして、市

民の保全意識を高めるなど地域振興に生かそう

との思いはおありでしょうか、このことを再度

お伺いします。 

〇議長（浅沼幸雄君） 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

〇市長（本田敏秋君） 佐々木敦緒議員の再質

問にお答えを申し上げます。 

さきほど午前中の一般質問の一括質問の中

におきまして、新田遺跡あるいは金取遺跡の話

がありました。それにつきましては、ただいま

担当部長のほうからドキ・土器館という中にお

いて発掘された縄文文化等について発信をして
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いるという答弁を申し上げたところであります。

これも世界遺産に本県の一戸町の御所野遺跡を

含めて北東北の縄文１万年の一つの遺跡が世界

遺産として登録されたということが大きく報道

されたわけであります。縄文発信、未来発見と

いう言葉があります。縄文の１万年以上の時代

の中において、それぞれが人類があるいは日本

人がっていうなかにおける大きな文化的な遺産

なわけであります。 

そのようなことを踏まえれば、この金取遺

跡、新田遺跡等もその一部だというところにわ

れわれもしっかり誇りを持ちながらこれを大事

にし、それをまたどのように発信していくこと

につきましては、やはりこういった一つの流れ

の中にしっかりと見出さなければならないかと

いうようにと思っているところでございますの

で、その認識を申し上げまして答弁といたしま

す。 

〇議長（浅沼幸雄君） ４番佐々木敦緒君。 

   〔４番佐々木敦緒君登壇〕 

〇４番（佐々木敦緒君） 以上をもって６月定

例市議会、私の一般質問を終わります。 

〇議長（浅沼幸雄君） 質問者席消毒のため暫

時休憩いたします。 

午後１時09分 休憩 

────────────────── 

   午後１時11分 開議 

〇議長（浅沼幸雄君） 会議を再開いたします。 

引き続き一般質問を行います。 

７番菊池美也君。 

   〔７番菊池美也君登壇〕 

〇７番（菊池美也君） 遠野令和会の菊池美也

です。私たちが向き合っている課題は多面的で

あり複雑で、簡単には答えが出ないものばかり

です。はたしてその実態に迫ることができてい

るのか、私自身もおぼつかないなと思ったこと

も少なくありません。密を避けなければならな

い状況ですが、それでもやっぱりやることは変

わりません。さまざまな手法を駆使しながらで

も何度も現場に足を運び、そして声を伺う。施

策の足らざるところを非難するだけで終わらせ

るのではなく、その疑問や要望を単に伝言する

だけではなく、自分なりに公平性・公正性・公

開性と全体福祉を考慮しながら、そして証拠と

なるものエビデンスを示しながら質問を展開し、

何とかよい方向に持っていくべく提案をする、

それが私の理想として抱いている一般質問の形

であります。 

今日は２つの項目について、市長とかみあ

った議論をしていきたいと存じます。 

最初の項目は、特別な支援を必要とする高

校生の学びの場の確保について御所見をお尋ね

いたします。 

厚生労働省は、高齢化や人口減少が進み、

地域・家庭・職場という人々の生活領域におけ

る支え合いの基盤が弱まってきている、我が国

の社会情勢から「地域共生社会」の再構築の必

要性を訴えています。「地域共生社会」とは、

制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受

け手」という関係を超え、地域住民や地域の多

様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や

分野を越えてつながることで、住民一人ひとり

の暮らしと生きがい、地域をともに創っていく

社会を指します。 

文部科学省が提唱する「共生社会」は、こ

れまで必ずしも十分に社会参加できるような環

境になかった障がい者などが、積極的に参加・

貢献していくことができる社会です。それは、

誰もが人格と個性を尊重し支え合い、人々の多

様なあり方を相互に認め合える全員参加型の社

会を指しています。 

一次産業が基幹である遠野にとっては、野

生鳥獣との共生・共存も大きな課題です。 

遠野の観光においては、カッパとの共生も

重要な視点ではないでしょうか。そうなると

「カッパ捕獲」という表現もちょっと工夫が求

められてくるのかもしれません。 

さて、市長が思い描いている、いわゆる共

生社会とはどのような社会の姿ですか、 

〇議長（浅沼幸雄君） 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

〇市長（本田敏秋君） 菊池美也議員の一般質
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問にお答えいたします。 

一問一答というなかで、冒頭の質問は共生

社会どのような形のものを思い描いているのか

ということでの御質問でありました。 

この共生社会、今オリンピック・パラリン

ピックがカウントダウンが始まっております。

特にも、このパラリンピックというものについ

てのコロナ禍におきまして、遠野市も県内では

唯一、２つのモデル指定を受けているというこ

とは御案内のとおりであります。そういったな

かで、人口減少や少子高齢化社会の進展という

社会構造が変化している今だからこそ、高齢者

や障がい者の障がいのある方々が自立した生活

を送ることができること、そして子育て世代が

安心して子どもを産み育てることができる社会

環境作り、これがひとつの大きな遠野市にとっ

ても大きな課題の一つではないのかなと思って

おります。 

遠野市にとって、世界中から多様な人々が

集まって、そして障がいのある選手たちが繰り

広げます圧倒的なパフォーマンス、これを直に

耳に目にすることができる東京2020パラリンピ

ック競技大会、これは異文化理解あるいは障が

い者理解などお互いが認め合い、そしてこれは

大きなキーワードでございますけども、支え合

う共生社会の実現に向けて取り組むひとつのこ

れが大きなきっかけとなったということは御案

内のとおりであります。 

遠野市はパラリンピアンの受け入れを契機

に、いうところの総合的なユニバーサルデザイ

ンのまちづくり及び心のバリアフリーといった

ものに取り組み、さまざま実施をしてまいりま

した。平成30年５月に、共生社会ホストタウン

に登録されました。さらにはユニバーサルデザ

インのまちづくり及び心のバリアフリーのこの

取り組みが、先導的・先進的と認められまして、

令和元年でありますけども、８月に先導的共生

社会ホストタウンとして認定をされたわけであ

ります。これがさきほど申しましたとおり、県

内で唯一遠野市が２つの認定を受けたというこ

とになるわけであります。共生社会を頭の実現

を目指すにあたり、テーマにしたのは、これも

何度も申し上げておりますけども、子どもから

広める共生社会というその切り口でありました。

違いを知る、違いを尊重する、さらには違いと

つながるっていうことを基本理念にいたしまし

て、心とまちのバリアフリーを推進し、共生社

会の実現を東京2020オリンピック・パラリンピ

ック競技大会のレガシーの一つとして次の世代

につなげていくことを目標としたわけでありま

す。 

パラリンピック競技大会を目前に控えて、

新型コロナウイルス感染症が大変な猛威を振る

いまして、５人制サッカーのブラジル代表チー

ムの事前合宿は残念ながら中止となりました。

以前、このプロジェクトの関係でブラジルのサ

ンパウロを訪れたことがあります。そのブラジ

ルパラリンピック委員会を訪ねたときに、ミザ

イル会長さを表敬いたしましてお会いいたしま

した。そのミザイル会長がこのようなお話をし

ておりました。「われわれはパラリンピックで

もって金メダルを目指しているんではない、わ

れわれはこの障がいのある方もない方もまさに

障がいがあっても存在が認められ共に生きる社

会を目指している社会活動家の1人であります」

という話が非常に印象的でありました。やはり

パラリンピック委員会となれば、東京大会では

まず勝つんだというところに行くわけでござい

ますけども、そうじゃないというそのような言

葉が大変印象的でありました。そのような理念

のもとに活動をしているというところに私は非

常に尊いものがあるんじゃないのかなってこと

を感じたわけであります。 

繰り返しになりますけども、障がいのある

人もない人も、女性も男性も高齢者も若者も全

ての人がお互いの人権やさらには尊厳を大切に

しながら支え合う、そして誰もが生き生きとし

ていき生活を送ることができる、これがやはり

共生社会のひとつのあるべき姿ではないのかな

というように私は認識するところでございます

ので、ちょっと長めになりましたけども思い描

くということでございましたので、そのような



－ 36 － 

形での答弁とさせていただきます。 

〇議長（浅沼幸雄君） ７番菊池美也君。 

   〔７番菊池美也君登壇〕 

〇７番（菊池美也君） お互いが認め合う、支

え合う、そういった社会が市長の考える共生社

会ということでございます。すてきな答弁だと

思います。 

今お答えになった共生社会、いわゆる市長

が思い描く共生社会を実現していくために東京

オリンピック・パラリンピックのレガシーとし

て残していくべく先導的共生社会ホストタウン

にまずは登録を、そして国から認定をもらった、

そういった取り組みもされておりますが、これ

までの市長としてどのような施策を共生社会を

実現していくために、このわが遠野として共生

社会を実現していくために積み上げてこられた

のか、そしてその施策に対する成果について、

ご自身の評価はいかがなものなのか、本当に端

的で結構ですので御答弁を求めます。 

〇議長（浅沼幸雄君） 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

〇市長（本田敏秋君） さきほど思い描く共生

社会のひとつの認識を申し上げたところであり

ます。 

令和２年２月に、遠野市は共生社会の実現

に向け心とまちのバリアフリーを実現推進する

ために基本的な方針を定めた「遠野市バリアフ

リーマスタープラン」を策定をいたしました。

策定に当たりましては健常者と障がい者が一緒

になり市街地のバリアについて調査を行い、今

後のバリアフリー化に向けての意見等をそれぞ

れの立場の方々から頂戴をいたしました。共生

社会の実現に向け、柱としてきたのは、心のバ

リアフリーとまちのバリアフリーの２つの切り

口であります。特にこれはよく話します。ハー

ドはすぐに変えられなくとも、ハートはすぐに

変えられる。これもちょっと言葉遊びのように

なりますけども、ハードはやはりどうしても予

算が伴うとか物理的なこととかさまざまな障が

いがあります。なかなか良く遅々として進まな

いっていう部分がその中にじくじたる思いがあ

るわけでございますけども、しかし心の持ち方

というものは、すぐに変えられるというこのよ

うな認識を、また一方においては大事にしなけ

ればならないんじゃないのかなというように思

っております。特にも心のバリアフリーのこの

取り組みを推進することによりまして、障がい

者などに対する障がいなどに対する理解を深め、

迷うところのコミュニケーションといったよう

なものが取ることができる、そしてそのコミュ

ニケーションを取るってことができることを支

えあうってことが一つのつながりになってくる

ことになるわけでございますから、そのような

このような心のバリアフリーということは人づ

くりにもつながるということになるわけでござ

います。 

子どもたちを中心にこのパラアスリートな

どの障がいのある人とのふれあいによる体験活

動を通じて、障がいに対する理解を深めていっ

たということにはなるわけでございます。また、

家族で参加できるイベントの実施等によりまし

て、大人の世代の障がいに対する意識の変化に

努め、心のバリアフリーの取り組みにもさまざ

まな形でこれまでも取り組んでまいりました。 

令和元年７月に行われたパラリンピック競

技５人制サッカーのブラジル代表チームの事前

合宿は、障がいのほか異文化理解などまさに多

様な、あるいは調和のこの重要性・多様性と調

和の重要性といったものを知ることができたん

ではないのかなというように思っております。

特にも高校生あるいは小学生・中学生が本当に

この献身的に笑顔でもってこの障がいの理解教

室に向き合ってくれたってことにつきましては、

正直なところ感動的な光景が繰り広げられまし

た。私もいろんな面で教えられるところがいっ

ぱいありました。 

心のバリアフリーを普及するこの取り組み

は、遠野市としてならではの先進的な取り組み

の一つであります。この受け入れを通じて心の

バリアフリーが子どもたちから子ども、子ども

から大人へ、さまざまな形で広まってきたので

はないかと感じております。 
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さらに令和２年度から共に生きる社会を作

るため、市民総合力で取り組む、これは「とも

活」という言葉で表しておりますけども、「と

も活」として取り組みを進めております。その

一つは何かといえばハード面及びソフト面のバ

リアフリー化を対応している事業を実践事業者

として認定する遠野市共生社会実践事業者認定

制度、昨年12月に立ち上げたところであります。

こういったような取り組みを通じながら、やは

り遠野の中におけるさきほど思い描くっていう

話を申し上げましたけども、そのようなものを

全員地域の中で年代を問わず男女を問わずその

ような形で広げていくっていうことがこれから

の少子高齢化というこの時代の中にあっても極

めて大事な大事な取り組みの一つではないのか

なと思っておりますので、これまでこのような

取り組みを進めてきたということをひとつ踏ま

えながら、さらにこれの内容あるいは事業の充

実といったものに結びつけ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。 

〇議長（浅沼幸雄君） ７番菊池美也君。 

   〔７番菊池美也君登壇〕 

〇７番（菊池美也君） 先の質問の答弁でも触

れられておりました、コロナ禍でなければ今頃

は世界屈指のブラジルパラリンピアン・パラア

スリートとの直接の交流など、遠野においても

さまざまな事業が展開されていたはずです。 

改めて確認をいたします。「共生社会ホス

トタウン」とは、パラリンピアンの受け入れを

契機に、特色のある総合的なユニバーサルデザ

インのまちづくり及び、市長強調しておりまし

たが、心のバリアフリーの取り組みを実施し、

東京オリンピック・パラリンピック競技大会以

降も共生社会の実現を目指す自治体であります。 

また、共生社会ホストタウンのうち、その

取り組みが特に先導的・先進的と認められ内閣

官房より認定された自治体を「先導的共生社会

ホストタウン」といいます。 

先導的共生社会ホストタウンの認定を目指

した遠野は、内閣官房オリパラ事務局に応募調

書を提出し、要件を満たすことが認められた。

晴れて「先導的共生社会ホストタウン」として

県内唯一、全国で15の自治体のうちの１つとし

て我が遠野は認定され公表されています。 

県内唯一の先導的共生社会ホストタウン。 

「東京オリンピック・パラリンピック競技

大会以降も共生社会の実現を目指すんだ」と

「そういった自治体でありたいんだ」と自ら宣

言をし、国は認めてくれました。その数がわず

か15。 

質問をいたします。岩手のそして日本の共

生社会実現を先導していく上で、３つ目の質問

ですこれ。先導していく上で、遠野が果たすべ

き役割は何でしょうか。次期リーダーとなる新

しい市長にどのようなことを託したいとお考え

ですか、改めてお伺いをいたします。 

〇議長（浅沼幸雄君） 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

〇市長（本田敏秋君） 共生的社会ホストタウ

ンとしてのひとつの担うべき役割っていうこと

が極めて大事だと思います。 

今御質問を聞きながら思い出しております。

３年ほどコロナがまたこのような状況になる前

でありましたが、一昨年の平成31年ように記憶

しておりますけども、ちょっと記憶はあれでご

ざいますけども、３年ほど前だったと思ってお

りますけども、ホストタウンに指名を受け認定

をされたということで、総理官邸で自治体の

方々が集まっての懇談会がありました。そのと

きに発表の機会をいただきました。そのときに

さきほど話を申し上げました。思い描いた内容

等を発表させていただきました。多くの自治体

の首長さんの方から賛同いただいたということ

を今思い出しながら役割といったものについて

改めてしっかりと向き合わ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。 

先導的共生社会ホストタウンはユニバーサ

ルデザインのまちづくり及び心のバリアフリー

の取り組みが特にもこの先導的あるいは先進的

と認められて国から認定をされたという自治体

であります。その一つが遠野市であるというこ

とであります。 
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遠野市が進めてきた先導的共生社会ホスト

タウンとしての活動が優良事例として内閣官房

や外務省のホームページ等でも紹介されており

ますし、いうところの今はやりでありますけど

も、まんが等でも紹介されているということも

聞いております。これは遠野市の関係者にも中

学生、高校生、小学生この子どもさんたちが懸

命に向き合ってるってことがこのような内閣官

房なりあるいは外務省の目にも留まったという

こともわれわれは忘れてはならないし、また誇

りにしなければならないかというように思って

おります。 

そういったなかで、遠野市バリアフリーマ

スタープランを策定しました。先ほど御答弁で

もちょっと申し上げました。 

それからまたもう一つは、もうこれは今の

大きな世界の流れでありますけどもＳＤＧｓの

この取り組みあるいは、インクルーシブ教育だ

と、このような注目されております。そのよう

な中で心のバリアフリーを継続的に推進すると

ともに安心して暮らせるまちづくりを目指しな

がら、まちのバリアフリーについては緊急時の

優先度を見極めながら環境を整えていかなきゃ

ならないかというように思っております。 

そして、共生社会ホストタウンは、先導的

共生社会ホストタウン自治体と広域的な連携あ

るいは協力関係を築きながら、積極的な情報発

信に努めながら遠野市ならではでの取り組みを

市内はもとより全国に広め、全ての人が共に支

え合う共生社会の実現を目指していくというと

ころに持ち込まなければならないかと思ってお

ります。因みに、先導的共生社会ホストタウン

に認定されている15の自治体中では遠野市は一

番人口の少ない自治体であるということもちょ

っと申し添えておきます。人口２万6,000人規

模の自治体がこのように政府の認定を受けたと

ころについて、われわれは改めて誇りを持ち、

またこれを自信にしながら単なる理念じゃなく

てやっぱり形にしていかなきゃならないという

ところに持ち込まなければならないんじゃない

のかなというように考えているところでありま

す。 

〇議長（浅沼幸雄君） ７番菊池美也君。 

   〔７番菊池美也君登壇〕 

〇７番（菊池美也君） 徐々にテーマに沿って、

項目に沿って、より具体的な質問を展開させて

いただきたいと思います。 

岩手県立花巻清風支援学校小学部・中学部

の遠野分教室がそれぞれ遠野小学校、遠野中学

校の校舎内に併設されています。小学部遠野分

教室は平成19年４月の４日、児童２名、教職員

２名の体制で遠野小学校内に開室されました。

また、中学部分教室は平成24年４月５日に附馬

牛中学校内に開室、そして翌年の平成25年４月

１日、市内中学校３校開校と同時に、遠野中学

校内に移設されています。開室にあたっては、

親御さんはもちろんのこと、行政、市長をはじ

め担当課、県教委・市教委、多くの関係者の多

大なるお力添えと御協力があったものと存じま

す。 

遠野分教室小学部・中学部が担っている教

育的・社会的な効果・役割についての御見解を

お尋ねいたします。 

〇議長（浅沼幸雄君） 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

〇市長（本田敏秋君） さきほど共生社会の理

念というところについては、いろいろ議論を交

わしたところであります。それを踏まえながら、

ただいまは、この花巻清風支援学校遠野分教室

の教育的・社会的なひとつの効果なり役割等に

ついての認識をということでのお話でありまし

た。 

こういった中にちょっと申し上げますけど

も、花巻清風支援学校遠野分教室小学部は遠野

小学校、中学部は遠野中学校に開室されており

まして、令和３年度は小学部に10名、中学部に

は６名で計16名が在籍をしております。義務教

育である遠野分教室小学部及び中学部において

は、児童生徒の社会的自立を目指し、障がいの

状況に応じた個別の指導計画に基づく専門的な

教育が行われるとともに、児童生徒の多様な

ニーズに応じ、適切な指導及び必要な支援が行
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われてるというように承知をいたしております。 

分教室が設置されている遠野小学校、遠野

中学校では入学式や卒業式などのこのいろんな

儀式でございますね、その行事あるいは運動会

をはじめとする学校行事等を分教室と合同で開

催をしている。間違いはないまさに一緒だとい

うことになるわけでございます。これは私は非

常に遠野小学校に分教室を立ち上げた時にこう

いうお話しがありました。ちょっとエピソード

をご紹介申し上げます。県の方と話合って何と

か小学部を、遠野小学校に分教室という話しを

持ち込んだのは、もう10年以上前であります。

そのときに２人か３人の子どもたちのためにな

んでこんなに予算をかけるんだという議論があ

りました。私は非常に正直なところ情けなく思

ったわけです。そうじゃないんだと、それぞれ

の子どもたちが一緒になって思いやり優しさを

持つ、それぞれが支え合うというような環境が

その中に作るんだと、だから２人じゃないんだ

３人じゃないんだと、そういうものの捉え方を

するものではないんではないかってことで、い

ろいろやりやったことを今はこの答弁をしなが

ら思い出しているところでございますけども、

そういったなかにおきまして、いろんな行事も

一緒にやっているっていうところに、私は非常

にこの児童生徒の交流あるいは共同学習といっ

たものを行うことによってさまざまな形でのい

うところの人間教育といったようなものがその

中に醸し出されてくるんじゃないのかなという

ことを思うわけであります。 

また、分教室の児童生徒は絵画など作品を

ボランティア市民交流サロンチョボラに展示し

たり、遠野市総合福祉センター周辺の草取り等

の美化活動にも懸命に取り組んでいるなど地域

の交流活動にも参画をしております。花巻清風

支援学校本校及び分教室も職員には遠野市数学

指導委員会の委員やアドバイザーの任を担って

いただいており、遠野市の児童生徒の就学にか

かる判断や支援の方向性等について専門的な見

地から助言をいただいてるということでありま

す。 

まさにそれぞれが立場を超え違いを超えし

っかりとつながっているという姿がそこにある

わけでございます。分教室を設置されているの

２校においては、両校の教職員相互の学び合い

も図られているということであります。分教室

に通っている分教室が行っている子ども、教職

員、地域と交流活動双方の学校等において児童

生徒の社会性やあるいは豊かな人間性を育むと

ころにつながっておる、まさに共生社会そのも

のがこのように一つひとつ遠野小学校、遠野中

学校の中においてしっかりと根付いているとい

うところに、われわれはその価値を見出しなが

らこういったものについて、しっかりと応援を

していく、あるいはサポートをしていく、ある

いはしっかりとした環境を整えていくってこと

がやはりこれからの時代は求めているのではな

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。 

○議長（浅沼幸雄君） ７番菊池美也君。 

   〔７番菊池美也君登壇〕 

〇７番（菊池美也君） 小学部中学部の在籍の

児童生徒の人数とそれから、共生社会を先導し

ていく上で遠野にとって必要な教育であるよと、

そういった教育のシステム作りと制度ができあ

がっているという答弁、認識をいただきました。 

それでは次の質問、今小学部と中学部の考

えを御答弁いただきましたが、特別支援学校高

等部に進学を求めると、生徒は親元を離れ寄宿

するしかありません。寄宿舎生活に馴染むこと

のできない生徒は、毎日通学しなければなりま

せん。送迎が必要となれば親御さん・ご家族の

負担は大きいものであります。 

教科別のみならず、領域別の指導を受ける

ことが大切だという前提に立ちながら、あえて

お尋ねをいたします。 

遠野の現状を鑑みると、市内では学ぶこと

ができない、市外に行くしかありません。選択

がありません。このことについて、どのような

認識をお持ちでしょうか。 

○議長（浅沼幸雄君） ちょっと待ってくださ

い。市長、答弁に入る前に答弁時間が大体あと
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10分くらいしかございませんので、質問項目か

ら見てその辺をバランスを考えながら時間を配

慮しながら答弁していただきたいと思います。

本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君） ただいまの御質問にお

答えをいたします。高等部、中学部の進学選択

についてでありますね。これもひとつの大きな

課題ではないのかなと思っております。認識は

どう思っているんだってことでのお尋ねであり

ましたので、ちょっと認識を申し上げたいと思

っております。 

県立特別支援学校は、県内で６つの地域に

本校が14校、分校が１校、計15校が設置されて

おります。特別支援学校の高等部については、

広域圏を単位といたしまして設置されておりま

して、産業学習等の職業教育にかかわる教育環

境や人間関係の広がりを育むための一定の学習

集団が整えられた中で教育活動が展開されてい

るという状況にあります。中学部の義務教育は

終了し高等部へ進学する際には、希望する高等

部のいうところの選考試験を受けた上で入学す

るということになっております。 

したがいまして、市外の高等部まで通学す

るのはしなければならない現場、状況、あるい

は通学に対する保護者の負担といったようなも

のが大きいことは十分認識しておりますので、

この辺先ほど答弁で申し上げましたとおり中学

部の生徒のあるいは保護者の方々の意向なども

よく踏まえながら、やっぱりその辺の最終的に

はどのような環境を整えるかということにつき

まして、関係者の意見等をよく踏まえた上での

対応をしなければならないというように認識を

いたしているところであります。 

○議長（浅沼幸雄君） ７番菊池美也君。 

   〔７番菊池美也君登壇〕 

〇７番（菊池美也君） さきほどの答弁の中で、

先ほど前の前の質問ですか、小学部と中学部の

分教室が担っている教育的な役割、遠野にとっ

て遠野が目指すべき共生社会を実現するために

はとても大事だという思い、市長から答弁をい

ただきました。で、ちょっとだけ別の角度から

質問をさせていただきます。 

県教育委員会の高校再編計画は、県内各地

で議論されておりますが、遠野は２校の存続は

人材育成の視点から政策的に必要と判断をいた

しました。市民の皆様も署名活動を通して、県

教委に２校存続の思いを伝えてまいりました。 

学びを確保したいのは健常な生徒の分だけ

でしょうか。特別な支援が必要な生徒のことは

決して置き去りにしてきたわけではありません

が、特別な支援を必要とする子が高等教育を受

けるには、市外の学校に通うしかありません。

通学送迎の負担軽減を優先すれば寄宿舎で生活

する、親元を離れるしかありません。 

さまざまなケースがあります。一概ではな

いことは承知をしております。家庭の事情、障

がいの領域など、さまざまな部分において１人

ひとりの生徒に応じた配慮が必要であります。 

さきほど親御さんのご意向も確認をしなが

ら進めていきたいという答弁もありましたが、

それでは親御さん以外とか実際学ぼうとしてい

る生徒本人の気持ちを確認しているのでしょう

か。どこで勉強したい、何を学びたい、どんな

環境で生活したい、彼らの本音を聞いています

か。 

○議長（浅沼幸雄君） 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君） 進路指導も含めて高等

部っていうことになるわけでございますけども、

さきほど申し上げましたとおり、一般に生徒の

進路決定に際しては、先生と生徒の教育相談や

保護者を交えたことによる、いうところの三者

面談、そのようなことについて生徒本人の意向

を確認しながら将来を見据えた進路選択となる

ように、いうところの配慮されているというよ

うに承知をいたしております。 

そういったなかにおきまして、遠野分教室

中学部の生徒進路については、その多くが花巻

清風支援学校高等部への進学を希望していると

いうように聞いているところであります。ただ

それを聞いているからそのとおりということじ
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ゃなくして、やっぱりさきほど申し上げました

とおり、いろんな選択肢を持たなければならな

いってことになるわけでございますから、高校

再編の問題なども大きく遠野も２校体制が存続

されることになりました。 

さきほど答弁で申し上げましたとおり、公

益的な支援にあたっては県のほうではこのよう

な位置づけをしているってことでございますか

ら、そのようなことも踏まえながら生徒の社会

的自立を実現するため、遠野中学校に併設され

ている強みを生かしながら１人ひとりに寄り添

った指導、あるいは支援を学校とともに考えて

いくことがやっぱり今求められているんではな

いのかなというように思っておりますので、い

うところの現実は花巻清風支援学校の本校の寄

宿舎で生活する生徒の交通手段として送迎バス

の運行事業等を実施するなど支援はしておりま

すけども、それでいいんだってわけにもいかな

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、関係機関とよく相談しながら特に

も保護者の方々あるいは生徒の目線に立ってや

っぱり物を考えていかなきゃならないんじゃな

いのかなというように今認識をいたしていると

ころであります。 

○議長（浅沼幸雄君） ７番菊池美也君。 

   〔７番菊池美也君登壇〕 

〇７番（菊池美也君） 生徒さんの進学の際に

は、当然ながら進路指導あるいは教育相談など

ありますが、現実としては選べないんですよね、

彼らは。そこは現実があるということをまずは

認識をいただきたいものだと思います。 

次の質問入ります。以前、小林議員も一般

質問で取り上げたこともございます。共生社会

の形成に向けては、障がい者の権利に関する条

約に基づく、インクルーシブ教育システムの理

念が重要であります。このことは、分教室の教

育的なあるいは社会的な役割についての御見解

でも、市長触れられておりました。とても大事

なことなんだよということでございます。 

共に学ぶことを進めることにより、生命の

尊重、思いやりや協力の態度などを育む道徳教

育の充実が図られるとともに、同じ社会に生き

る人間として互いに正しく理解し、ともに助け

合い支え合って生きていくことの大切さを学ぶ。

個人の価値を尊重する態度や、自他の敬愛と協

力を重んずる態度を養うことが期待ができます。 

次の世代を担う高校生に対して、高等教育

においてこのことを遠野が率先して先進的に先

導的に取り組んでいくことは、インクルーシヴ

な社会の構築につながってまいります。 

障がいのある高校生が地域社会の中で積極

的に活動し、その一員として豊かに生きること

ができるよう、地域の同世代の高校生や市民と

の交流などを通して、公平性を確保しつつ遠野

の構成員としての基礎を作っていくことが重要

と考えます。 

分教室での学びの機会は、支援が必要な高

校生・生徒のみならず、一般校に通う高校生に

とっても相乗的な教育効果が期待できるものと

考えてます。御見解をお伺いいたします。 

○議長（浅沼幸雄君） 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君） ただいまの御質問聞き

ながら、まさに教育とは何なのかというところ

に私どもがもう１度立ち戻らなければならない

のかなというように思っているところでありま

す。 

学力向上、あるいは成績、そのような結果

ということになるわけでございますけども、ど

のような人格形成を行いながらしっかりとした

社会に旅立つというか巣立つというそのような

トータルな人間教育をしていかなきゃならない

ってことが今時代が求めているところでありま

す。 

そういったなかにおきまして、特別支援教

育を推進し共生社会を実現するためには、高校

生をはじめ多くの市民が障がい及び障がいのあ

る方々について理解を深めていくことが、やは

り重要であり間違いなく時代がそれを求めてい

るところであります。 

したがって、義務教育である小学部あるい

は中学部も分教室に設置している効果について
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は先ほど述べました。また、いろいろ美也議員

からも質問の中でいろいろ述べられておりまし

た。高等部では障がいによる学習及び生活上の

困難を克服し卒業後の自立あるいは就労を見据

え社会生活に必要な知識や技能を身につけるこ

とが目的ということになってるわけであります。

特別支援学校高等部では設置目的やカリキュラ

ムが異なってるわけでございますけども、先ほ

ど中学部の話あるいは小学部の話をしました。

一緒になってともにやってる、その中でお互い

学ぶべきところがあるというところに、われわ

れはその中にひとつの価値を見出しながら行事

あるいはそういう交流あるいは共同学習を行う

ためにそのような環境を一つひとつ形作りなが

ら共に学ぶというところにやっぱり踏み出さな

きゃならない、そのようなことが何度も申しま

すけれども、この共生社会っていうこと、ある

いは人口減少社会の中にあって教育のあり方と

いったものについて、そのようなことをさまざ

まな形で問題提起しているんじゃないのかなと

いうようには認識しておりますので、そのよう

な環境づくりにしっかりと向き合いたいという

ように考えているところであります。 

○議長（浅沼幸雄君） ７番菊池美也君。 

   〔７番菊池美也君登壇〕 

〇７番（菊池美也君） 確かに高等部の設置の

目的は卒業された後しっかりと企業等に就職す

るため、あるいは自立して働いていけるように

技術を身につけるため、その授業や訓練でとて

も訓練がとても重要であるということでありま

すが、ちょっと考えてみると社会の縮図ってい

うのは、さきほど市長が御答弁されてました共

生社会の縮図っていうのは、いろんな多様な立

場の方がいて、それが社会の縮図だと思うんで

すね。今は特別支援学校特別支援教育という表

現使っておりますが、それ以前は養護学校、養

護教育という表現でございました。学校に支援

の必要な生徒さんたちが集まっての社会形成、

今や市長答弁されましたけど、教育のあり方も

刻々と変化しております。遠野の先導的に取り

組んでいくんだという思いがあれば、いかがで

しょうかっていう提案の質問を最後にさせてい

ただきたいと思います。 

遠野が求める必要な能力を持った人材を育

成していく上で、遠野高等学校と遠野緑峰高等

学校の２校の存続は欠かせません。２校が校舎

制・統合となった際、遠野が抱えてしまう影響

は多面的であり甚大であります。校舎制ではな

く、普通校と実業校の市内２校の存続を求めて

います。 

さらに本田市長は、岩手型高等教育も提唱

しております。 

遠野は切れ目のない子育て支援を謳ってい

ます。しかしながら、特別な支援を必要とする

高校生には、遠野で学ぶことのできない３年間

の切れ目の現実が残念ながらあります。選ぶこ

とができないという現実があります。じゃあど

うしようかと。 

障がいのある子どもにとっても障がいのな

い子どもにとっても障がいに対する適切な知識

を得る機会を提供するとともに、バランスのと

れた自己理解、達成感の積み重ねから得られる

自己肯定感、自己の感情等を管理する方法を身

につけつつ、他者理解を深めていくことが適当

であり、生徒の多様性を踏まえた魅力ある高校

づくりが望まれます。特別な支援を必要とする

高校生が遠野の日常の生活の中でいつもいる。

関わりがあれば、関わりが増えてくれば大人の

意識も変わってくる。ユニバーサル就労が当た

り前の共生社会の実現に、遠野が一歩近づく足

がかりになるんじゃないか。 

こちらに17名の親御さんが自ら取りまとめ

たアンケートがございます。市がまとめたもの

ではなくて、特別な支援を必要とする親御さん

が自ら取りまとめたアンケートでございます。 

その内容を拝見すると、市内に特別支援学

校の高等部本校新設を求めているのではありま

せん。県立特別支援学校整備計画が先般県から

示されました。この計画に示されているような

二戸地区、釜石地区のような小中高の一貫校の

設置を求めている内容ではありません。一般の

生徒と日々交流のある分教室で我が子を学ばせ
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てあげたいんだという、それが遠野の親御さん

の思いのようでございます。 

わらすっこ条例第13条市の責務。その１項

を読み上げます。「市は、子どもの権利を保障

するため、子どもにとっての最善の利益を考慮

し、子どもに関する取り組みを推進しなければ

なりません」。３項では、「市は、国、県及び

子どもに関わる関係機関と相互に連携し、及び

協働しなければなりません」。 

共生社会を先導的に引っ張っていこうとし

ている遠野でもあります。設置者である県に高

等部分教室の開室を働きかけてはいかがでしょ

うか。市長の思い描く共生社会実現に近づく手

法の一つになり得ませんか。お考えを伺います。 

○議長（浅沼幸雄君） 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君） この小学部中学部って

いう歩みを踏まえながら、ただいまいろんな意

向調査アンケート調査の結果なども私も見させ

ていただきました。やはり、今一番われわれが

考えなきゃならないのは、行政の都合ではない

まさに子どもたちあるいは保護者の方々の意向

に、あるいは考えにどのように寄り添うのかっ

てことがやっぱり一番基本ではないのかなと思

っております。 

高校再編のときも何度も県のほうと議論を

いたしました。数の論理ではない、ただ少子化

だから再編するってことではない、やはり小さ

くてもきらっと光る学校をということもやっぱ

り大事じゃないのかなということで、岩手型の

一つの高校教育のあり方を考えてくれませんか

ってことで何度も議論したことを思い起こして

おります。 

そういったなかでただいま申し上げました

共生社会あるいは先導的共生社会には、そこに

は心のバリアフリーというそこにもう一つキー

ワードが支え合うという言葉があるわけでござ

いますから、これはますますこれからの時代必

要になってきますし、また大事にしなければな

らない一つのスタンスであります。 

そのようなことを考えてみた場合に、この

高等部のもう一つのあり方というのもそこの延

長線上に考えれば一つの展望なり考え方が何か

見えてくるんではないのかなというようにも思

っているところであります。ただよく言うこの

意識の壁は心のバリアフリーで取っ払ったとし

ても組織の壁、制度の壁がそこに横たわってる

ってことになるわけでございますので、それを

どのように打ち破っていくかとなれば、やはり

関係者の力を一つにしながら、やはりよりよい

方向に持ち込むというひとつの力の決集が必要

ではないのかなというように思っておるところ

でございますから、共生社会、先導的共生社会

といったような一つの理念をしっかりと踏まえ

ながら、この岩手県特別支援学校を整備計画に

示されている、このように言っております。

「多様なニーズを把握しながら総合的観点によ

る教育環境の検討を行っていく」というそのよ

うな言葉もあるわけでございますから、もうこ

れを単なる抽象的な言葉じゃなくして、やはり

今のいろんなデータそれから遠野の小学部、中

学部のひとつの歩み、そこには数の論理ではな

いってことを言いながら、もう一方には総合的

な教育環境を高校の中にも作っていくっていう

部分をその中に違いを知る。ともに共生社会の

理念の中でというそのような環境を持ち込むこ

とが私はでき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から、そのよう

な認識でこれもひとつの課題の一つとしてしっ

かり捉えながら関係者と協議を進めてまいりた

いというように考えております。 

○議長（浅沼幸雄君） 10分間休憩いたします。 

午後２時03分 休憩 

────────────────── 

   午後２時13分 開議 

○議長（浅沼幸雄君） 休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

７番菊池美也君。 

   〔７番菊池美也君登壇〕 

〇７番（菊池美也君） ２つ目のテーマに入る

前に、私の持ち時間の方が少し余裕がありそう

ですので、さきほど触れた分教室在校生、卒業
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生の保護者の皆様が独自に取りまとめたアン

ケートの一部をご紹介をさせていただきます。

市長ご覧になったということでございますが、

改めてこの時間を借りて紹介をさせていただき

たいと思います。設問で「遠野に分教室高等部

があればよいと思いますか」っていう問いには、

全保護者が「はい」と答えております。それか

ら、自由記載欄を読んでみます。たくさん記述

がありますが、３つ４つ拾い出して読んでみた

いと思います。「子どもは学校が大好きです」

「高等部にも行かせてあげたい」「寄宿舎生活

ができないためあきらめるしかなかった」「一

般の保護者のように親元から子供を通学させた

い」「遠野に高等部ができたら、これからでも

行かせてあげたい」、先導的共生社会ホストタ

ウンとして特別支援教育を受ける児童生徒が、

そしてその保護者が不公平とならないためのよ

りよい方向への取り組みを求めながら、２つ目

の項目の質問に入らせていただきます。 

２つ目の項目は、高度情報通信社会におけ

る株式会社遠野テレビの将来像についてご所見

をお尋ねしてまいります。 

現在ケーブルテレビ網の光ファイバー化工

事が進められています。連日、遠野テレビでも

その内容が紹介されております。 

国は、現在の情報社会（Society4.0）がさ

らに進化し、現実空間とサイバー空間が高度に

融合した新しい社会（Society5.0）時代を迎え

ることを念頭に、その環境整備を積極的に進め

ています。伝送路の光化は、市内のケーブルテ

レビ放送の高画質化はもとより、情報通信サー

ビスの高速化・大容量化にもつながり、新しい

時代を迎えるための準備としても、また、ポス

トコロナを見据えた上でも重要な社会資本の整

備であると認識をしています。 

行政サービスの効率化・高度化についても、

関係各位の連携の下、鋭意進められているもの

と存じます。国の行政と手続きにおいては日本

特有のいわゆる「ハンコ文化」の廃止を検討し

ており、遠野市の行政サービスにおいても同様

に脱ハンコの検討が既に進められていると伺っ

ております。情報通信技術を効率的に活用する

際、このハンコ文化は大きな障壁になるものと

考えられての動きだと想像いたします。 

さて、株式会社遠野テレビも含めてですが、

第三セクターの改革については、単に黒字だ赤

字だ、単年度経営収支の善し悪しだけの議論か

らは脱却をしなければならないと考えます。も

ちろん、収支改善の自助努力は当然であります。

しかし、第三セクターを議論するにあたっては、

わが遠野にとっての必要性や存在意義、市民福

祉の向上のために求められるその役割、社会情

勢の変化に応じた組織変革といったような先を

にらんだ本質的な大所高所からの視点が必要で

あると考えます。 

第三セクター改革の論点について簡単で結

構です、ご所見をお伺いいたします 

○議長（浅沼幸雄君） 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君〕 

○市長（本田敏秋君） 大項目の２項目であり

ますけども、第三セクターの経営改革について

はどのような認識を持っているかってことにつ

いてのお尋ねでありました。 

第三セクターの計画については私も市長就

任以来これは大きな市政課題として捉えながら

取り組んでまいりました。当議会においても何

度も議論を重ねてきたというそのような経緯が

あります。特にこれは遡りは平成21年でありま

すけども、外部有識者８名よる遠野市進化まち

づくり検証委員会、それを立ち上げ、第三セク

ターの見直しについては不退転の気持ちでこれ

に取り組むというなかで、10団体の検証を精力

的に行ったという経緯があります。 

市が加入する関係機関団体257の団体の役割

や必要性についても調査を行い、そこにメスを

入れたという経緯があります。 

その結果といたしまして、第三セクター１

団体への出資引き上げ、あるいは関係機関団体

97団体の廃止・脱退あるいは統合・見直しとい

ったものを進めてきたというひとつの経緯があ

ります。その一環といたしまして、社団法人遠

野ふるさと公社も本格的な見直しを進めながら
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株式会社化に持ち込んだというそのような経緯

も議員御案内のとおりであります。 

また、遠野市畜産振興公社では、昨年度か

ら公社自ら検討組織を立ち上げ、経営改善のた

めに大変精力的な議論を進めておりまして、今

年度から新たな改革行動に、また取り組むとい

うようにうかがっているところであります。そ

の中で改革を進める上でやっぱり強く感じるの

は、マンパワーの不足であります。 

現在、一次産業だけではなく、どの分野に

おいても人出不足が、人材の不足が顕著となっ

てきているところでございますので、この辺を

どう捉えながら、いうところの適材適所の人材

の中でしっかりとした経営改革にも取り組んで

いかなきゃ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。 

そういったことを踏まえながら、いうとこ

ろの第三セクター、本来行政が直接運営すべき

施設を行政に代わって管理運営している団体、

まさに足らざるところを担うという、そういう

関係にあるわけでございます。これはさかのぼ

るわけでございますけども、平成15年に、いう

ところの地方自治法の一部改正が行われまして、

指定管理者制度による公の施設の、いうところ

の弾力的な運営がスタートいたしました。これ

まで第三セクターに限られてきた施設管理が民

間事業者に、いうところの開放されたという、

そのような歩みがあるわけでございます。こう

いったなかにおきまして、各施設の利用率ある

いは運営団体の経常収支の実績がそのまま施設

の必要性あるいは団体の評価につながったとい

うそのような形で、今現状があるわけでありま

す。 

したがいまして、第三セクターは行政の業

務の代行団体ではない、地域産業の経営者であ

る市民福祉の向上のためのパートナーである、

そのような認識をまたしっかりと持たなければ

ならないんじゃないのかなというように思って

おります。 

収支の議論はもちろん必要であります、大

事であります。ただそれだけではない第三セク

ターの存廃の議論をそれだけで議論するわけに

いかないというように思っておりまして、市民

福祉の向上、地域経済の活性化等を中心に据え

た議論は、ますます求められているんではない

のかなというように思っております。 

10年後、20年後の遠野市をイメージしたら、

市民のためにどういう組織があればいいのかっ

てことにつきまして、しっかりと考えながら、

手順を間違わずにしっかりとした議論を進めて

いくということが、この第三セクターに求めら

れているんじゃないのかなと思っております。

あまりにも急激に時代は進化しております。し

っかりそれについていかなきゃならないってこ

とを踏まえての議論を、これからも加速させて

いかなきゃならないんじゃないのかなという認

識をいたしております。 

○議長（浅沼幸雄君） 質問者に申し上げます。

質問者の発言時間はまだ８分ございますが、答

弁時間の方が超過いたしましたので、ここで一

般質問を打ち切りにしたいと思いますので、御

了承願いたいと思います。 

   （発言する者あり） 

○議長（浅沼幸雄君） はい、全員協議会の申

し合わせ事項もございますので。御了承願いた

いと思います。 

   （発言する者あり） 

〇議長（浅沼幸雄君） 暫時休憩します。 

午後２時23分 休憩 

────────────────── 

   午後２時27分 開議 

○議長（浅沼幸雄君） 会議を再開します。 

   （「議事進行」と呼ぶ者あり） 

○議長（浅沼幸雄君） 議事進行、荒川栄悦君。 

○14番（荒川栄悦君） 議長の今の計らいは、

ちょっとおかしいなと。私らは理解しているの

は、各質問者は30分、答弁者は30分という時間

の持ち時間だよと。その中で答弁者が長ければ

注意をしていく。たった１回しか注意してない

じゃないですか。やっぱり答弁者も30分に収ま

るように注意をしていく、その上であと１問が

残ってるならばこれはもう質問させなきゃない。
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ただこんなに質問時間が残って答弁者だけが長

く喋って、答弁時間が30分過ぎたから質問はだ

めですっていう、これは議会改革の推進委員長

としても私らが望んだ姿ではありませんよ。そ

の辺は、しっかり把握してやってもらわないと、

今回もしそうであれば私の提案ですが、これは

質問者に質問させていく、答弁者はもう１分し

か時間ないよとか、そういう形で今回は処置し

ていかなきゃないんだと思います。 

これ、ここで質問切ってしまったら、後に

悔いを残すと思いますよ。質問させるべきだと

思いますよ。 

○議長（浅沼幸雄君） 荒川栄悦議員の議事進

行にお答えしますが、途中で１回しか注意して

ないと申しますけれども、30分の持ち時間のう

ち20分経過した時点で判断しました。このまま

のペースでいくと収まりませんので、答弁の時

間を調整しながら気にかけながら答弁してくだ

さいというふうに申し上げました。 

それで、全員協議会での打ち合わせ、議事

録見ればわかりますけれども、とにかく30分の

答弁時間を過ぎた場合には、その最後答弁して

いるものだけは認めるというふうな文言がはっ

きりと書いて、それは議会改革推進委員会から

の文言でございましたので、それを全協で協議

して、そして皆さんで話しした結果で進めてお

りますので、今日私と荒川栄悦議員との話し合

いということではなくて、あくまでも議会改革

推進委員会から出たものを全協で何回かやりと

りしまして、今日のことに至っているというこ

とでございますので、先ほど暫時休憩中に申し

上げましたように、６月定例会からそれを実施

しておるわけでございますので、現実的にいろ

んな問題が出てきておりますので、改めてです

ね、６月定例会終了後になると思いますけれど

も、議会改革推進会あるいは全員協議会で協議

してそのような問題ができるだけ質問者の質問

ができるような形に改善していかなければなら

ないというふうに考えております。 

   （「議事進行」と呼ぶ者あり） 

○議長（浅沼幸雄君） 議事進行、安部重幸君。 

○15番（安部重幸君） 今まで議長はこの説明

されてると思いますが、議運でこの件について

３回も４回も議論したんですよね。そしてこの

ように進めましょうとしたんですよ。なぜ、７

番議員だけが発言を停止するんですか。それを

言うんだったらば、最初に質問した議員は答弁

の時間が37分もかかってんだよ。それ１回も注

意しないでしょう。修正してないでしょう議長。

これは差別じゃないですか。おんなじ議員なん

ですよ。 

○議長（浅沼幸雄君） 安部重行君の議事進行

にお答えします。 

本日の最初の質問者に関しましては、最後

の質問項目、市内の経済に関する質問の前まで

は、やや30分でございました。最後の答弁が５

分以上かかっておりますので、先ほど経過措置

として最後の答弁は認めるというふうな物に沿

って判断して進めておりますので、人によって

考え方を変えているということではございませ

んし、２人目の答弁の場合には30分以内におさ

まっております。 

７番菊池美也君の質問の時間でございます

けれども、先ほど申し上げましたように答弁時

間が５分以上オーバーしておりますので、質問

者にとっては不本意だと思いますけれども、今

日はこれで打ち切りにしたいと思いますが、答

弁に関しましては一方通行になるかもしれませ

んが… 

   （「動議」と呼ぶ者あり） 

○議長（浅沼幸雄君） はい、動議、小松正真

議員。 

○１番（小松正真君） 休憩の動議を申請した

いと思います。 

○議長（浅沼幸雄君） 休憩、暫時ですか。 

○１番（小松正真君） 休憩の動議を申請しま

す。 

○議長（浅沼幸雄君） 理由は。 

○１番（小松正真君） 理由なんですけど、今

ちょっとこの議事の進行の過程で、やっぱり議

員側が思ってることと、議長が今お考えになっ

て進行していること、これやっぱり隔たりがあ
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るように思えてなりません。なので、できれば

休憩した後にですね、全協を開いていただいて、

整理をしてからこのあと進行するべきだと思っ

て休憩の動議を提出します。 

○議長（浅沼幸雄君） ただ今は、小松正真君

から動議が提案されました。休憩の動議という

ことで、理由は改めて全員協議会で皆さんの意

見を話し合って、今日の今後の進め方を決定し

たらどうかということだと思いますが、そのよ

うな意味でしょうか。 

○１番（小松正真君） はい。 

○議長（浅沼幸雄君） 分かりました。それで

はただいまの動議を受け付けたいと思います。

休憩いたします。 

午後２時34分 休憩 

────────────────── 

   午後２時51分 開議 

○議長（浅沼幸雄君） 休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

休憩中に議員全員協議会を開催し、菊池美

也議員の一般質問の取り扱いについて協議いた

しました。その結果、菊池美也議員の質問は通

告していることは全てやっていただくと。ただ

答弁時間が経過しておりますので答弁をしてい

ただきますが、できる限り簡潔な答弁をしてい

ただきたいと思います。質問から。７番菊池美

也君。 

   〔７番菊池美也君登壇〕 

〇７番（菊池美也君） 質問を続けさせていた

だきますが、私の質問も、こうなんだろう、具

体的なあまりにもちょっと大きい枠の質問をさ

せてもらってたので、答弁がやっぱりどうして

も長くなってしまうのかなと、私自身もヒアリ

ングの際にですね、もう少し何を求めたいのか

より具体に調整をその部分については反省をし

ながら継続その質問を今日は持ち時間の範囲で

続けさせていただきます。 

２項目めの２つ目の質問ですね、情報通信

技術の高度化の追求と人口減少に伴う運営維持

について、市長のお考えを伺ってまいります。 

遠野テレビの加入率は、市内世帯の約８割

と伺っております。インターネットサービスに

おいても約３割の世帯が加入しており、行政

サービスの高度化・効率化を図る上では、その

条件が整っている環境下にあるものと認識をし

ております。 

今後も引き続き100パーセントの加入率を目

指していくこととは存じますが、高齢化率の現

状や世帯構成の状況を鑑みると、将来的には加

入件数は減少に転じることが予想されます。こ

のことにより、ケーブルテレビ事業特別会計の

収支構造に影響が出てくるものと危惧をいたし

ます。 

情報通信技術の高度化の追求と人口減少に

伴う運営維持が今後の課題になるのではないで

しょうか。見解をお伺いいたします。 

○議長（浅沼幸雄君） 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君） 先ほど第三セクターの

計画について申し上げました。そういったなか

で遠野テレビの情報化通信技術の急速な高度化

ということに伴って、もう一方においては、人

口減少に伴う運営維持についてということであ

ります。 

市内の人口、御案内のとおり２万6,000人を

割り込みました。いうところの10年後、20年後

ということを考えていかなきゃならないという

ことであります。 

今回整備するこのＦＴＴＨ化というものに

つきましては、まさに10年後20年後を見据えた

一つの基盤整備ということになるんではないの

かなと思っております。 

実はこれが国の事業として採択されたこと

によりまして、遠野テレビの20年経過した遠野

テレビの第２ステージを作ることができました。

これは私は本当にタイミングはよかったなと思

っております。万がいち、国の応援をいただけ

なかったならば遠野テレビの第２ステージは作

れませんでした。それこそ陳腐化してしまうっ

てことになりかねなかったわけでございまして、

この事業は33億ほどの事業でございますけども、

議会のほうからも御理解をいただきながら予算
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等も通して着々と工事を進んでるってことは、

10年後20年後を見据えたまさに第２ステージ作

り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。 

工事もおかげさまで順調に進んでおります。

いうところのコミュニケーションは市民のコミ

ュニケーション、情報共有、情報発信、ネット

社会にどうたち臨むのかということについての

一つの環境がこの中にやってきたんではないか

なというように思っておりますので、人口減少

をしっかり見据えながら10年後、20年後を見据

えた遠野テレビのあるべき姿といったようなも

のを今のうちからきちんと議論していかなきゃ

ならないかというように思っております。 

○議長（浅沼幸雄君） ７番菊池美也君。 

   〔７番菊池美也君登壇〕 

〇７番（菊池美也君） さきほど御答弁いただ

きました、ちょっと重複する内容もございます

が質問を続けさせていただきます。 

ケーブルテレビ網の光ファイバー化工事の

予算総額は、およそ33億円でございます。当初、

国からの補助は通信系に対する支援のみ、通信

系に限ったものであったようでありますが、そ

の後、放送系の設備についても追加で支援を受

けることが決まり、さらには新型コロナウイル

ス感染症対策として交付される「地方創生臨時

交付金」を充当することで、市の負担を極力抑

えた財源の構成になったと、審議の際に確認が

できております。特に放送系の補助に関しては、

市長をはじめ担当職員の御努力により、今回特

別に国から支援を受けることができるようにな

ったとのことで、改めて敬意を表する次第であ

ります。 

電子マネー、電子ポイント、宿泊施設のネ

ット予約や都市部では公共交通機関を利用する

際の電子チケット、タクシーの呼び出し等がで

きるアプリケーションサービスなど、現在Soci

ety4.0を迎えています。さらに新たな社会とし

てSociety5.0の時代がすぐそこまで近づいてい

ます。ＩｏＴで全ての人と物がつながり、自動

車の自動走行やロボットによる人手不足への支

援、人工知能による医療や介護への活用など、

仮想空間と現実空間が一つとなった新しい時代

を迎えつつある現状において、今般の通信基盤

の高度化のタイミングにあわせた新たなサービ

スの開発や、この通信基盤を十分に管理運営し

ていくためのマンパワー不足の中での技術者の

養成も課題に挙げられてくるのではないでしょ

うか。 

そこで、質問いたします。本事業ケーブル

テレビ網の光ファイバー化工事を進めるにあた

り、映像の高画質化や情報通信の高速化だけで

はなく、市民サービスの向上という視点で、投

資額に見合う効果の追求をどのようにお考えで

しょうか。 

○議長（浅沼幸雄君） 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君） 投資額に見合う効果と

いうことでありました。これもしっかりと検証

しなければなりません。ただ基盤整備をするか

らそれでいいんだというわけにいきません。ど

のようにこれを利活用するかってことに持って

いかなければならないわけであります。 

この伝送路の光化は、これまで御質問にあ

りましたとおり、テレビの難視聴地域の解消、

あるいはインターネットサービスの提供、さら

には音声告知放送による有事の際の情報発信と

いう役割から、これから映像の高画質化あるい

は情報の高速大容量化っていうところにしっか

りと役割を見出さなければならないかというよ

うに思っております。いろいろ今質問の中にも

触れられておりました、そういったものにしっ

かりと答える。よくSociety4.0とか今Society5.

0というそのような言葉をお聞きいたします。 

このSociety5.0といったものにしっかりと

向き合うためのそのような基盤整備ってことに

なるんではないのかなというように思っており

ます。Society5.0という社会が実現されると、

情報通信技術を通じ、生活や産業の課題を解決

しながら、そして快適で質の高い活力あふれる

人間中心社会が構築されるということが言われ

ているところでありますので、そのようなこれ
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は日常生活、あるいは自動車の自動走行さらに

はエネルギーの供給の一つの国家効率的なエネ

ルギーの供給、暮らしの中でさまざまある、さ

らには農業スマート農業ということになります。

いろんな形で医療分野ではもうこれもまたどん

どん加速をしているわけでございますけども、

遠隔医療あるいは防災活動そういったものに幅

広くこれがひとつの大きい機能を発揮するって

ことになるんではないのかなと思っております

ので、遠野全域にこの光化という一つのプロジ

ェクトが、これからの遠野テレビのあるべき姿

といったようなもの、それも10年後20年後を見

据えての遠野テレビのあり方といったようなも

のを、そこに私どもはしっかりと見出さなきゃ

ならないかと思っておりますので、いろいろな

議論を重ねながら情報収集しながら、また有識

者の方々の意見を聞きながら遠野テレビが遠野

としてのまさに情報化のリーディングカンパ

ニーとしての確固たる位置づけを持つようにこ

れからまさに備えていかなきゃならないかとい

うように考えております。 

○議長（浅沼幸雄君） ７番菊池美也君。 

   〔７番菊池美也君登壇〕 

〇７番（菊池美也君） 広大な本市の情報通信

サービスの中心的担い手は、まさに株式会社遠

野テレビであります。市内中心部においては大

手民間通信事業者の通信網を利用されている世

帯も多いのかもしれませんが、市全域における

加入率の実態や今回整備する伝送路の規格レベ

ルから考えても、遠野テレビが市内情報通信

サービスの中心的役割を担っている現状である

ことは、市民誰もが認めて下さるところだと思

います。 

市はこれまでも、専門部署を設け、第三セ

クター等の廃止や統合等の改革を進めてきてお

ります。 

今回の高度情報通信網の整備を踏まえ、第

三セクター「株式会社遠野テレビ」を今後10年

後20年後、有識者のご意見を伺いながらどのよ

うな企業に成長させ、位置づけようとしている

のでしょうか。最後にお考えを伺います。 

○議長（浅沼幸雄君） 本田市長、簡潔に答弁

願います。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君） 遠野テレビでそれこそ

市民の皆さんは見ておりますので、しっかりと

丁寧に答弁するのも私の役目であります。簡潔、

簡潔というばっかりのそのような中で紋切り型

の答弁をするわけにはいきません。しっかりと

御質問にお答えをするという中で議論をかみあ

わせなければならないかというように思ってお

りますので、その辺は議員各位の御理解をいた

だきたいと思っております。こちらは真剣なわ

けであります。そして丁寧に答弁を申し上げて

いるわけでございますから、そのことをひとつ

御理解をいただきながら答弁させていただきま

す。 

 20年後というものを見据えながら対応してい

かなきゃならないってことは、これは当然であ

ります。今がよければいいという訳にはいきま

せん。 

そういうなかにおきましては、将来のイ

メージをしっかりと捉えたなかで人材の育成と

いうのは次代の技術者の育成、新たな価値、創

造のこのひとつの挑戦、このような部分におい

て潜在的なひとつの課題を抱えているんではな

いのかなというように思っております。 

したがって、これから遠野テレビの20年後

さらに高いレベルのそのような形に持っていか

なきゃならないかというように思っております。

公設民営という形で行ってきました。しかしこ

れもある意味では今の状況の中においてはやっ

ぱりかなり厳しいんじゃないのかなというよう

に思っておりますので、これから10年、20年を

考えれば、資本と経営の分離を原則といたしま

した、さらに経営改善に努めるということがや

っぱり必要じゃないのかなというように思って

るところでございますので、今業務委託方式か

ら指定管理者制度への移行について、今社内で

も精力的な議論を重ねているところでございま

すので、それらも踏まえながらこれからの遠野

テレビのあり方といったものにつきましては、
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さらにさらに議論を深めながら望ましい姿に持

っていくというところにもう踏み出さなきゃな

らないかと思っております。 

これもある意味では第２ステージに入らな

ければならないということになろうかと思って

おりますので、そういう認識の下にしっかりと

組み立ててまいりたいと、そしてまた議論をし

てまいりたいというように考えております。 

○議長（浅沼幸雄君） ７番菊池美也君。 

   〔７番菊池美也君登壇〕 

〇７番（菊池美也君） 私の一般質問を終わり

ます。 

○議長（浅沼幸雄君） 10分間休憩いたします。 

午後３時06分 休憩 

────────────────── 

   午後３時16分 開議 

○議長（浅沼幸雄君） 休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

次に進みます。６番小林立栄君。 

   （６番小林立栄君登壇） 

○６番（小林立栄君） 公明党の小林立栄でご

ざいます。通告に従いまして一問一答で質問し

てまいります。 

いつも以上に活発に元気よく議論してまい

りたいと思います。 

いつの時代を見ても、常に若者の熱と力が

時代を動かし、歴史を創ってきました。若者が

希望を持てないような社会に未来はありません。 

人口減少・少子高齢化社会が進展する中で

のコロナ禍。若者たちを孤立させない、孤独を

感じさせない為の支援の充実が求められていま

す。 

そして、子ども・若者が活躍できる未来を

目指し、若者たちと一緒になって持続可能な遠

野を築いていくことが重要であります。 

子ども・若者が活躍できる未来を目指して

と題し、大項目1点目、質問してまいります。 

奨学金返還支援の取り組みについて質問い

たします。 

若者が自立し活躍して行くためには、就業

して経済的な基盤を築いて行くことが重要であ

ります。働くことで得られる知識や経験、人と

の出会いは、自己実現に向かって努力し、人と

か自分自身を成長させる上で、なくてはならな

いものであります。 

若者しごとサポート事業など企業支援を通

して、若者の市内定住、就業支援に取り組まれ

ていることを大いに評価いたします。 

さて、日本学生支援機構への返還が必要な

奨学金の利用者は、全国で約129万人。学生の

３人に１人が利用しており、年間の返還額は１

人当たり平均で約20万円となっております。20

年間、毎月２万円以上の返済を続ける方もいま

す。ちなみに現在、遠野市の返還支援補助金を

利用している申請者の平均返還額は、月額で約

１万5,000円（令和２年度実績）とのことであ

ります。 

若い時期はどうしても収入は少なく、その

少ない収入の中から奨学金を返還し生活をして

各種税金を納めています。多くの若者に奨学金

の返済負担が重くのしかかり、結婚や出産をた

めらってしまうなど、希望するライフスタイル

に大きな障壁となっている現状があります。 

また、視点を変えると家電製品や自動車、

家具等の耐久消費財の購入や食費を抑える、趣

味や教養、交際費を控えるなど、結果として地

域経済にもマイナスの影響を与えることになり

ます。 

このような現状に対して、若者の奨学金返

還を社会全体で支援しようとする動きが広がり

を見せてまいりました。 

遠野市においても、若者しごとサポート事

業として奨学金の返還支援に取り組んでおりま

す。 

本市の支援については、あくまでも企業を

通じた支援として、市内事業所に新規就業した

40歳未満の方が補助対象者となっております。

しかし、個人で会社やお店などを起業した方、

新規に就農した方、会社や農業を継承した方な

ど遠野で頑張っている、より多くの若者を応援

することが大切ではないでしょうか。支援対象

となる職種を広げ、奨学金返還支援の拡充を図
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るべきと考えます。まずは市の御見解をお伺い

いたします。 

○議長（浅沼幸雄君） 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。一問一答方式でござい

ますので、まず一問目にお答えを申し上げます。 

当市の奨学金返還支援制度は、支援補助金

は地方創成「まち・ひと・しごと総合戦略」の

一環として市内事業者の人材確保と若者の地元

定着を目的に令和元年度から事業を開始をし、

これまで31件の補助金の交付の承認をいたして

いるところであります。これまで31件、個人事

業主や新規就業者就農者に対しては、他の補助

制度とのバランスを考慮した上で、補助対象拡

充については、今後の検討課題ではないのかな

というように思っているところでございますの

でよろしくお願いをいたします。 

○議長（浅沼幸雄君） ６番小林立栄君。 

   〔６番小林立栄君登壇〕 

○６番（小林立栄君） 農業の分野、それぞれ

の分野で各種支援制度もございます。ただ、や

はりそこに該当しない方もいらっしゃる。これ

は、事実であります。そういった意味では、さ

まざまな支援制度を組み合わせて、要は若者を

支援するっていう視点での取り組みっていうの

が大事だと思ってのこれ質問でございます。 

若者のこの奨学金返還による経済的な負担

については、これ国としても重要な課題として

捉えております。返還支援の取り組みについて、

国としてもさまざま運用を図っております。 

これは学生支援機構のホームページからい

ただいてきましたが、これは内閣府とか経済産

業省の目指すサポートプラスなんてそういうの

でもこれちょっと見ることができるようです。

いずれ今年の４月から日本学生支援機構の奨学

金について、企業が社員に代わって支援機構に

直接返還できる、そういった制度が導入をされ

ました。企業が返還を支援した場合に、この給

与として損金算入が可能で、企業としても法人

税の負担軽減にもつながる大変メリットのある

制度となっております。 

市内事業者へのこういった制度の周知、事

業者が行う場合代理返還の手続き等のサポート

など、市内事業者と連携して、民間企業型の返

還支援制度の導入も進めてはいかがでしょうか。

市としての支援、また民間企業としての支援は、

これらを組み合わせることで、より多くの若者

に幅広く返還支援が行き届くスキーム、そうい

ったものが作れるのではないかと考えておりま

すが、ご所見をお伺いいたします。 

○議長（浅沼幸雄君） 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君） ただいまの御質問あり

ましたとおり、それぞれのこの返還支払い支援

制度の導入を進めてはどうだろうかということ

であります。 

日本学生支援機構、これ今の質問の中にも

ありましたのこの奨学金については、企業が代

理返還を実施した場合、法人税の損金算入が可

能となるというそのような形で位置づけられて

おります。 

一方、すでに市内の事業所では奨学金を返

済している事業者に対する学資として補助して

いる事例も出ております。学資としての支給で

ありますので、その分は所得税が非課税となる

ということであります。 

官民連携で若者定住、雇用確保を推進する

などというところの市内事業者への事例紹介や

制度周知を積極的に図ってまいりまして、これ

のいうところのしっかりとした仕組みに持ち込

みたいということと思っているところでござい

ますから、ご了承願います。 

○議長（浅沼幸雄君） ６番小林立栄君。 

   〔６番小林立栄君登壇〕 

○６番（小林立栄君） 先程も申しましたが、

この若者を支えるんだっていう視点で幅広い、

そういったスキーム、枠作りというのがやはり

大事だと思いますので、ぜひですね、企業民間

の事業者にもこういった制度があることをまず

周知していただいて、官民一緒になって取り組

んでいくってことが大事だと思います。その話
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をしたところをちょっともう１回今質問しよう

と思うんですが、実は市町村の取り組み自体に

対して国も当然支援をしたいということで、さ

まざま運用改善を図ってきました。なので、う

まくいうとそういうのを使いながら、その企業

さんも巻き込みながら幅広くっていうことが今

回の趣旨の質問の趣旨になってございます。 

これも総務省の資料ですけども、市町村体

制の支援、いろいろ書いております。この国と

一緒になってですね、市町村で取り組んだ場合、

この制度の広報経費と対象者への返還支援にか

かる負担額の全額、これが国のほうで特別交付

税で措置をするということになっております。 

ただし、ちょっと当市の現状としては、制

度の仕組みや財源の使い方の面で若干国の特別

交付金の対象外となっている現状のようであり

ます。利用する若者のマイナスにならないよう

に、この制度づくりは注意をしながらではあり

ますが財源の考え方など少し制度を見直す、工

夫することで、交付対象になるのではないかと

私は認識をしております。 

国の制度も活用して、いずれしっかり財源

の充実を図る、そしてしっかり支援に結びつけ

ていくっていうそういった着実な仕組みづくり

っていうのが求められると思いますが、市とし

てはそういったことについてのお考えを改めて

お伺いをいたします。 

○議長（浅沼幸雄君） 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君） よく言う国の制度とし

っかりとマッチングしないという事例は、特に

もよくこういう制度の中にはあるわけでござい

ますけども、この当初の奨学金返還支援制度は

国の奨学金を活用した若者の地方定着促進要綱、

これは該当しなかったため、令和２年度までは

地方交付税の対象外ってことに位置づけられて

おったわけであります。これが昨年、国の要綱

改正がありまして、遠野市の取り組みも国の交

付税の対象になるという形で位置づけられまし

たので、若者定住雇用確保の財源としてしっか

りと活用してまいりたいと思っておりますので、

この辺のところもやはり国にしっかりと訴えな

ければならないんじゃないのかなと思っており

ますけども、いずれ対象になったってことでご

ざいますから、財源の充実の面においては非常

にこの要綱改正が当市にとってもいい風なわけ

でございますので、これをしっかり受け止めて

充実を図ってまいりたいというように思ってお

ります。 

○議長（浅沼幸雄君） ６番小林立栄君。 

   〔６番小林立栄君登壇〕 

○６番（小林立栄君） 特に本市の取り組みの

場合は、企業版のふるさと納税、企業の皆様に

本当にお力をいただいて取り組んでおります、

このいずれ企業版ふるさと納税だけであり完結

してしまうと、国としてもなかなか支援行き届

かないところがあるとの現状があるそうですの

で、ただそこがやっぱり遠野市独自の制度と国

の制度とあと企業さん巻き込んでっていう形で、

新しいやっぱり枠組み、そういった作りながら

やっていくチャンスだと思いますので、ぜひ次

年度に向けて御検討いただきたいと思います。 

次に、家賃支援の取り組みについてお伺い

をいたします。 

若者の市内企業への就業、市内定住を促進

する上で、良質で低家賃、単身世帯のニーズに

合う住宅を豊富に用意する住環境の整備は欠か

せません。本市では、民間による賃貸住宅整備

を進めるため、事業者が賃貸住宅整備のために

金融機関から借り入れる資金への利子補給に取

り組んでまいりました。 

令和２年度末で事業者からの受け付けを終

了したと承知をしておりますが、利子補給の取

り組みの実績と市内就業・定住への成果につい

てどのように捉えられているでしょうか。市内

の賃貸住宅の需要と供給の現状と合わせお示し

ください。 

○議長（浅沼幸雄君） 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君） この家賃支援制度のあ

り方についてでありますけども、この需要と供

給の現状はということでございますので、担当
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の産業部長のほうから需要と供給の現状につき

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（浅沼幸雄君） 産業部長。 

○産業部長（阿部順郎君） 命により答弁をい

たします。 

平成28年の企業懇談会で、市外から新しい

従業員を連れていきたくても遠野市内に住む場

所がないなど、若者が住める賃貸住宅確保の要

望を受け、金融機関と連携し平成30年度から賃

貸住宅整備資金利子補給事業に取り組んできた

ところであります。 

その結果、平成30年から令和２年までの３

年間で10棟74室の民間賃貸住宅の整備につなが

っております。また、当初廃止されるはずだっ

た雇用促進住宅が平成30年には民間経営による

賃貸住宅として４棟160室の賃貸が再開継続さ

れることになっております。 

賃貸住宅の需要と供給に関する質問であり

ますけども、市内住宅市場の確立された統計制

度が今現在ございません。したがいまして、市

内の不動産事業者の聞き取り内容について答弁

をさせていただきたいと思います。 

現在、市内の民間賃貸住宅の空き室率です

ね、これが１割から２割程度との回答でありま

した。部屋がないと言われた平成28年度当初に

あっては約２割の空室率でありましたので、こ

の３カ年の賃貸住宅の整備により需給バランス

は改善に向かっていると捉えることができると

思っております。 

以上で答弁といたします 

○議長（浅沼幸雄君） ６番小林立栄君。 

   〔６番小林立栄君登壇〕 

○６番（小林立栄君） この官民一緒になって

ですね、こうやって地道な取り組みっていうの

は大事だと思います。大分需要供給のバランス

もまずバランスが取れてきたという状況だとい

うことでございます。ですので、やはり需要の

方が多くてですね、まだ住宅が足りないという

ことであれば、それなりの利子補給制度延長な

どまたいろいろと検討も必要かなと思いますが、

今の答弁でありますとまず順調にいいバランス

が取れてきているということで判断をいたしま

した。そうなるとやはり次の方策としては、や

はり実際にこの市内の就業定住への効果を高め

る上でも賃貸住宅の整備、これは今質問しまし

たが重要です。それに合わせてやはり利用の促

進、これをもうちょっと図っていくことも必要

ではないでしょうか。 

これもまたすいません、総務省の消費実態

調査の資料をちょっと拝借いたしました。30歳

未満の勤労単身世帯の男女別１カ月平均消費支

出の構成の推移ということで、要はわかりやす

く言いますと働いている30歳未満のひとり暮ら

しの方の１カ月当たりの平均消費支出、１カ月

にどれぐらい使っているかの平均のその内訳の

中に住居費ってあるんですけど、その住居費や

家賃などの住居費の割合が、昭和44年は５パー

セントで、それが年々上昇しておりまして平成

26年には25パーセント、４分の１を超えており

ます。 

本市が取り組んでいる若年者定住促進家賃

補助の申請者の平均家賃額、これは４万6,680

円（令和２年度実績）となっているそうです。

調べていただきました。 

遠野市の現状についても、４万6,000円超え

ておりますのでおそらく４分の１あるいは人に

よってはそれ以上の可能性もあると思いますが、

つまり若者が生活上で支出している固定費のう

ち、家賃など住居に関する費用の割合が大変高

く大きな負担となっている現状だということで

あります。 

家賃負担軽減となる若年者定住促進家賃補

助金については、固定費の負担を減らし、暮ら

しを支え、市内での消費喚起にもつながる重要

な取り組みだと判断しております。 

この補助金を利用できる方、これについて

も、遠野市の家賃補助制度の要綱に書いてます

が「本市出身者で１年以上市外へ転出した者ま

たは本市以外の出身者であって本市に住民登録

し新たに市内事業所に正社員として就職した者

のうち年齢が45歳未満のもの」となっておりま
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す。つまり、Ｕターン、Ｉターン、Ｊターンで

遠野に帰ってきてくれた若者への支援策になっ

ているということでございます。これは当然企

業通しての支援策なので、そうなるのはそのと

おりだと思いますが、ただですねこの遠野離れ

ずに遠野で生活をしている、就業して仕事をし

て働いているそういった若者も実際多くいらっ

しゃいます。 

この就職を機会に実家等を離れ、市内に民

間住宅を借りて１人暮らしを始める方もいます。

社会人として自立への一歩を踏み出した若者を

応援するという観点で、これはさきほどの奨学

金返還もそうです、同じ視点です。 

またですね、若者同士で不公平感を生ませ

ないためにも、市内に就業している市内の民間

賃貸住宅に居住している若者全般が利用できる

制度に見直しをしていく必要があると考えます。

いずれ若者の家賃負担軽減のための措置につい

ての御見解をお伺いいたします。 

○議長（浅沼幸雄君） 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君） ただいまの小林議員の

質問の中に、それぞれの社会経済情勢の背景を

踏まえながら、やはりこの見直しあるいは弾力

的に物を考えていくべきではないのかと。そし

てまた一方、人口減少、これがやはり加速度的

に進んでおります。通常の感覚ではやっぱりこ

れに歯止めをということについてはかなり難し

いという部分の中のやっぱり緊張感を持って向

き合わなきゃならないのかなというように思っ

ております。 

そういった中で、やっぱりこの見直しある

いは制度の充実っていうことは、これは避けて

通れない一つの課題なわけでございますので、

ちなみに賃貸住宅の家賃補助金は雇用確保と人

口対策を目的にＵＩＪターンなどの転入者を対

象といたしまして平成28年度から令和２年度ま

で22名の方に補助金を交付をしているというひ

とつの実績があります。この方々が定着してお

るってことになるわけでございますから、遠野

にとっては大きな数字であります。 

したがって、この市外から人材確保のイン

センティブとしてもこの一つの補助金の役割が

あるわけでございますから、今議員の御指摘の

中にいろいろありました。やっぱり考えなけれ

ばならないんじゃないのかということがありま

した。 

家族のあり方、あるいは社会福祉の状況や

社会経済情勢の変動、さらには交通インフラの

整備情報通信機器の加速度的な充実強化といっ

たことを踏まえて、これらを踏まえながら市内

の人口のこの偏在、あるいは影響の予想を踏ま

えた上で、この補助対象の可否といったような

ものについてやっぱり検討しなきゃならないん

じゃないのかなというように思っているところ

でございますので、これもそろそろスピードと

タイミングを間違わないような対応してまいり

たいというように考えております。 

○議長（浅沼幸雄君） ６番小林立栄君。 

○６番（小林立栄君） この家賃支援について

は、当然貧困対策としても大変重要になってき

ます。ただ、若者に関して言えばこういった貧

困という状況に陥っていなくてもですね、やは

りもともと少ない収入の中で先ほど言いました

が奨学金の返還であったり、なかなか大変な中

でのこの生活をしている状況であります。そう

いった若者たちが将来社会保障であったり、そ

ういったものを支えていくわけです。消費税の

増税とかでですね、教育とかそっちのほうにち

ょっと力をここ数年国としても入れております

が、やはりそういった意味では、この若者とい

うところがぽつんと今ちょっと支援のほうから

外れている、そういった現状もございます。若

者の方もそういったものをうすうす感じていて、

これ将来大変だなとかそういった思いもあって、

なかなか私たちねえ１人ぼっちになんかほっと

かれてるのかなっていうふうに感じている若者

たちも多いっていうのが、これ実情でございま

す。そういったところに「孤立してないよ」と

「独りぼっちにしないよ」っていうところをや

はりしっかり支援をしていく、アピール応援を

していくっていうことが大事だと思いますので、
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そういった視点でまた引き続きちょっと質問を

続けたいと思います。 

「遠野スタイル創造・発展総合戦略」の中

に今後に向けた課題が記載をされております。

産業振興の雇用確保について「高校卒業後に一

旦市外の学校へ進学した生徒等に対して、遠野

市内の企業の魅力のＰＲを図る必要がある」と

あります。 

地元から離れてしまうと、企業情報に限ら

ずふるさとの情報は伝わりにくくなり、関心が

薄れていくものです。 

遠野市自らが市外に転出した若者とのつな

がりをつくり、その活躍を応援する取り組みが

必要ではないでしょうか。その結果として、ふ

るさとへの愛着や興味が維持継続されて、ふる

さと納税や関係人口、ＵＪＩターンの施策との

相乗効果が得られると考えます。 

本市として何か具体的に取り組まれている

ことがあるでしょうか。本市出身の若者との継

続したつながりについての現状お示しください。 

○議長（浅沼幸雄君） 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君） 若者の定着のこの仕組

みづくりってことは極めて大事な大事な取り組

みであります。 

したがいまして、例えば成人式の場合も新

成人による成人式実行委員会のこの取り組み、

あるいはこの間も行われましたけども、勤労青

少年の集い、これもコロナの中で昨年は中止に

なったってことで２カ年、令和２年度と令和３

年度46人の若者の方々が集まってさまざまな情

報交換をしながら交流をしておりました。この

姿を見てやはりこれからもこういったようなも

のをしっかり充実し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し、いうところ

の結婚相談やマッチングなどのこの事業がこう

いったような勤労青少年の集いや成人式実行委

員会のこの取り組みなどにも、ひとつ姿が見出

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。 

市内にさまざまな社会教育関係団体、ある

いは郷土芸能団体、さらには地域づくり団体等

が活発な活動をしておりますので、こうした団

体に積極的に参加を求めるという部分も、やっ

ぱり声かけ、そしてまた参加を促す仲間づくり

をするそのようなひとつの働きかけもこれも非

常に大事じゃないのかなと思っておりまして、

こうした団体には実は大変積極的に参加してい

る若者も見えますので、そういったことも踏ま

えながらいうところの仲間づくりに取り組むっ

ていうことも人口定着ってものにつながる大き

な一つの条件になるんではないのかなと思って

ますので、そのような環境を地道に積み重ねて

いくことが大事じゃないのかなと思っておりま

す。 

○議長（浅沼幸雄君） ６番小林立栄君。 

   〔６番小林立栄君登壇〕 

○６番（小林立栄君） 若者たちが集う場所、

よくサードプレイスっていうんですかね、仕事

とか家庭以外の所で述べたつながりのある場所。

やっぱりそこは大事だといいます。遠野は本当

そういった所、豊富にございますので、引き続

きそういった関係の方々とも協力しながらです

ね、若者をしっかり地域に溶け込んでいけるよ

うな取り組みをしていただきたいと思うんです

が、ちょっと私の質問がうまくなかったのかち

ょっと趣旨があれでした。市外に出てしまう、

要は高校卒業して出てしまう若者たちとどうつ

ながっていく、何かそういった取り組みありま

すかというちょっと質問だったんですが、引き

続き質問いたします。 

いろいろ調べまして、その特に先進事例等

いろいろ見たりお話を伺ったりして調べました。

一つ面白いものを発見いたしました。発見とい

うとちょっと表現はよろしくないかもしれませ

んが、参考となる取り組みとして、新潟県燕市

が取り組んでいる「東京つばめいと事業」とい

うものがございます。燕市出身者と燕市に興味

を持っている18歳から30歳までの若者が地元の

子も含むようです。そういった子たちが集まっ

てそれぞれ交流会とかイベントの開催をします。

また、メルマガとかＳＮＳを通して燕市からの
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情報をお互いに届けあったり双方向のやり取り

をしながら、ふるさととのつながりを深めてお

ります。 

面白い特徴としては、活動の拠点として東

京に場所を借りてですね、ミーティングルーム

そういったものを準備して、定期的にそこで集

まる会を催したり、あるいは同じ「つばめいと」

との仲間同士ですね、なんかちょっと上の先輩

がオンラインとかいろんなところで若い子たち、

年下の子たちの就活の相談に乗ってあげたり人

生の相談に乗ってあげたり、それをこの首都圏

とか他県で行っていると。大変若者たちにとっ

ても知らない首都圏とか、知らない他県とかに

出たときに、やはりゆかりのある方がいる、そ

れだけでも大きな支えにもなると思います。そ

ういった意味で企画や運営など若者たちが中心

となって、若者同士が交流しあって人のつなが

りを継続できるような組織と仕組みづくり、こ

れが大変求められていると考えます。中心とな

るメンバーに協力を依頼して企画を立ち上げる

など、何か具体的な取り組みが今後大事になっ

てくると考えますが、そういった取り組みにつ

いての御所見をあらためてお伺いいたします。 

○議長（浅沼幸雄君） 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君） やはり若い世代の一つ

の価値観というところの、情報通信技術をうま

く活用したオンラインのようなものの中でも、

出会いとコミュニケーションといったことがや

っぱり非常に大事な切り口になっているんでは

ないのかなというように思っております。 

しかし、もう一方においては、やっぱり対

面の中でコミュニケーションを取りながらお互

いを知るっていうことも極めて大事なわけでご

ざいますから、そのような両方うまくかみ合わ

せしながら人と人とのつながりっていうものを

大事にしながら、ある一方においては、この遠

野というだけじゃなくしてこの情報通信技術と

いうのは遠距離の中においてもしっかりとこの

対面でコミュニケーションができるという部分

があるわけでございますので、そのようなこと

も活用しながらその場の提供、あるいは機会を

与えるっていうのは、そのようなことをやっぱ

りいろいろな形で思考錯誤していくってことに

なるんではないのか。そのためには、やはり若

い方々の自らの発想と企画の中で、そのような

ことを組んでいくっていうのは、やっぱり大事

じゃないのかなと思っております。これは行政

の立場におって、ちょっと矛盾した言い方する

けども、よく役所仕事という言葉があります。

これは私も言葉を慎んで言わなきゃなりません。

そのようなアプローチをしても、正直なところ

なかなか長続きしないという事例は、私も何度

も経験しておりますから、やっぱり若い方々の

自らの発想と企画力と行動力でもってそのよう

な形のものを、仕組みを作っていく、そのため

には行政、関係団体が、それをしっかりと環境

づくりを応援するという、そのようなやっぱり

基本的なスタンスがやっぱり求められており、

また大事ではないのかなと思っていますので、

そのことをよく踏まえながらこの仕組みづくり

っていうところに、一つは改めて一歩を踏み出

さなきゃならないのかなというように考えてい

るところであります。 

○議長（浅沼幸雄君） 本日の会議時間は議事

の都合によりあらかじめこれを延長いたします。

６番小林立栄君。 

   〔６番小林立栄君登壇〕 

○６番（小林立栄君） ぜひ組織づくり、検討

していただきたいと思います。特に遠野高校ま

た緑峰高校はじめ、本当に新しい遠野物語を創

るプロジェクト、これは遠野高校ですけど、そ

ういった取り組みをそれぞれ高校生やっており

ます。そこは凄い大事で、ただその子たちが就

職あるいは進学で市外に出ていってしまうとそ

こで距離が遠くなってしまう、そういう形をど

うつなぎ止めていくかっていうところでも、つ

なぎ止めるのは実は若者だと思います。そうい

った意味では、行政のほうでしっかり若者のそ

ういったいろんなアイディアとか企画を後押し

をしていただけたらなと思っておりますが、

で・くらす遠野市民会議の皆さんの今後の行動



－ 57 － 

計画っていうのが全協などの資料でいただきま

して、これ読ませていただいて本当に若年層か

らの情報発信等ですね、これだなっていう項目

も提案をされております。ということで、この

で・くらす遠野の若者版という形ですかね、そ

ういったことがやはり取り組みとしてはスムー

ズにやはりすっきりしていくのかなと遠野とし

てのやり方としては、という感じを今抱いてお

ります。ただ、こういった組織づくりにはやは

り多少時間これも必要となります。 

なので、ちょっとこれ提案ですが、あまり

時間をかけないで今取り組めることもあるはず

でございます。 

長期化する新型コロナウイルス感染症の影

響で、学生など本市出身の若者の多くも経済的

なダメージを受け、精神的な不安やストレスを

抱えながら親元を離れて懸命に頑張っています。

ぜひ遠野市から全国各地の若者達に仕送りをし

てはいかがでしょうか。地元の食料品と市から

の応援メッセージ、遠野市の今を伝える情報を

詰め込めば、喜ばれるのではないでしょうか。 

また、帰省控え、自粛の影響も加わって実

際こう帰ってこない、遠慮するってことも今ご

ざいます。私も長男と１年以上会っておりませ

んが、親子で仕送りをする、そういったに仕送

り需要も増えているそうです。仕送りする際は、

やはり各家庭で荷物の中にやっぱり地元の品を

入れたくなるということで、実際地元の品を入

れて仕送りをしていると、そういった方もやは

り多く見られます。 

いずれ、この市外に住む学生などを、仕送

りをする世帯に対して市から情報発信に協力い

ただくことを条件に送料を支援するとか、そう

いったやり方はいろいろあると思いますが、い

ずれ、この市のつながりを深めるために、この

仕送り、これを活用することが今このコロナ対

策としても大変重要ではないかなと考えますが

この仕送りを活用することについてのご所見を

お伺いいたします。 

○議長（浅沼幸雄君） 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君） 人口減少、さらには人

口を定着、さらには若者定着、これはやっぱり

地方にとっては極めて大事な大きな課題であり

ます。やはりキーワードはつながりであり、今

仕送りってお言葉も出ました。やっぱりこの仕

送りっていう部分もやはり、例えばちょっと言

い方悪いわけでございますが、振り込んだから

終わりじゃないわけであります。やっぱりそこ

に温かみがある、交流がある、人と人とのつな

がりがあるってことが、この仕送りっていうと

ころにも見出さなければならないかというよう

に思っております。 

そういったなかにおきまして、新型コロナ

ウイルス感染症の影響によりまして帰省や観光

のこの来訪が困難になったという方に向けて、

昨年でありますけども、田舎の親か田舎の母か

らの仕送りというものをイメージした米野菜セ

ットを令和２年度でありますけども、遠野ふる

さと商社で開発いたしましてインターネット販

売を行ったというそのような実績があります。

これはやっぱりふるさと、田舎の母からの仕送

りっていう一つの切り口であったわけでありま

す。そこには思いの入っている、つながりがあ

るという、そのような形で実績があるわけでご

ざいますので、こういったような切り口の中で

このつながりを深め、仕送りという一つの切り

口のなかで当市と関係のある方々との絆を深め

ていくってことがやっぱり大事じゃないかなと

思っております。 

御提案のありました仕送り支援については、

こうしたただいまのような仕組みを民間事業者

としっかり連携を図りながら、そのような充実

に努めていくということもポストコロナとして

もやっぱり極めて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。いろんな意味での

情報があるわけでございますけども、それをう

まく生かしていないというそのようなこれは何

故かというと、必ず個人情報だということにな

ってそれがうまく生かせないってことになって

くるわけでございますから、その辺をどうクリ

アしながら、このようなつながりっていうとこ
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ろに持っていくかってことについては、われわ

れの知恵があるいは関係者の知恵が求められて

いるんではないのかなと思っておりますので、

知恵を出すことによってこれをしっかりと乗り

越えるというそのような仕組みに持っていきた

いものだなと願っているところであります。 

○議長（浅沼幸雄君） ６番小林立栄君。 

   〔６番小林立栄君登壇〕 

○６番（小林立栄君） この仕送りの活用につ

いては、国のコロナ対策の事例としてもいろい

ろ出ておりますので、いろいろそれぞれの自治

体が知恵を出し合っていろんな面白い仕送りも

やっておりますので、ぜひ遠野らしい仕送りも

検討していただきたいと思います。 

ちょっとコロナの話題になりましたので、

改めてちょっとまた引き続き質問いたします。 

長期化するコロナ禍の影響により格差や貧

困が広がっております。特にも女性の仕事や暮

らしに与える影響はより深刻度を増しておりま

す。これまで見えていなかった社会的な課題が

見えてまいりました。その一つが「生理の貧困」

であります。 

任意団体である「＃みんなの生理」が実施

したアンケート調査によると、５人に１人の若

者が金銭的な理由で生理用品を買うことに苦労

した、他の物で代用しているそういった結果が

出ております。また、経済的な理由だけでなく、

ネグレクト（虐待）により生理用品を買っても

らいない子どもがいるとの指摘もございます。

この問題はＮＨＫや各種報道でも取り上げられ

ております。 

地域や自治体により実情に差はあると思い

ますが、本市にも生理用品を十分に用意できて

いない女性や子どもがいるのではないでしょう

か。 

今年の４月に公明党女性局として、市長と

教育長に対して「経済的・家庭的理由により購

入が難しい方への生理用品の無償提供」「学校

や公共施設のトイレでの無償提供」「防災備蓄

用品に生理用品を加えるなど、女性用物質の充

実」について検討いただけるよう、緊急要望を

させていただきました。真摯に想いを聴いてい

ただき、まずは「実態を把握しながら、必要が

あれば対応を検討したい」旨の御答弁をいただ

きました。 

改めて市長に対しまして、まずは整理の貧

困についての御認識と今後の市の取り組みにつ

いて何かございましたらお考えをお伺いいたし

ます。 

○議長（浅沼幸雄君） 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君） ただいま御質問ありま

したとおり、私もＮＨＫの番組を拝見させてい

ただきました。やはり現実にそういう問題があ

るということについても、改めてその番組を通

じて私も知ったっていうことを申し上げるわけ

でございますけども、その前にいろいろ地域緊

急要望等を受けておりますので、その際も実態

等についてはお聞きしているところでございま

すので、やはりこれも避けて通れない一つの課

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。 

今御質問のありましたとおり、金銭的な利

用で生理用品を買うことが出来ない女性がいる

ことは、コロナ禍において浮き彫りになったと

いうことが問題として、今申し上げましたとお

り、私も承知しております。このような経験を

している女性は生理用品のみならず全般的に生

活困窮者である、あるいはネグレクトのような

そのような状況の中に親に買ってもらえないと

いうそのような状況、さまざまな要因があるも

のと認識をいたしております。 

今御質問の中にそのことを触れておりまし

た。したがって、この現在この生理用品に関す

る直接相談は遠野市のほうの関係部局には部下

にはそのようなものはありませんけども、ただ

ないからではないわけであります。ＳＯＳを出

せずにいるというそのようなひとつの背景もあ

るんではないのかなということも、われわれは

考えなければならない。児童生徒や対応の仕方

が分からず悩んでいるひとり親というものも、

これは特にも、ひとり親はひとり親でも、男性
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のひとり親というのも、やっぱりその中にはあ

るんだということも、やっぱりしっかりと認識

しなければならないんじゃないのかなど、いう

ところのデリケートな問題でございますので、

その辺に対する気配り、心配りというのもまた

求められるんではないのかなと思っております。 

女性が抱える問題や生活困窮者に対する支

援体制といたしまして、元気わらすっこセン

ターのほうには女性相談員を配置しております。 

また一方、遠野健康福祉の里に自立生活相

談窓口を設置しておりまして、さまざまな課題

があるこの過程に対しまして、支援をきめ細か

く行っている状況であります。福祉あるいは教

育と関係機関が連携を図りながら、支援を必要

とする人々のこの把握にまず努めると。 

さらには、この貧困の背景にある個々の家

庭のニーズにもしっかり見極めながら、総合的

な支援体制を組んでいくってことがやっぱり基

本ではないのかなと思っておりますので、それ

を大事にしながらこれからもきめ細かく丁寧に

進めてまいりたいというように考えております。 

○議長（浅沼幸雄君） ６番小林立栄君。 

   〔６番小林立栄君登壇〕 

○６番（小林立栄君） ただいま御答弁いただ

いたとおりでございます。この相談がないイ

コール必要としている方がいないのであれば、

これはそうやってほしいことでございます。た

だ実際はそこに大きな問題点が隠れていて、実

際ＳＯＳが出せない状況であったり、そういっ

た何か社会的・経済的な家庭的な問題を抱えて

いるっていう可能性がそこに込められているっ

ていうことは大変なので、まず把握が大事だと

いう市長の言葉のまさにそのとおりでございま

す。把握してしっかり総合的な対応を取る、こ

れが大事であると思います。 

そういった中でですね、それについてはも

う一度今度は教育長に同じように質問したいと

思いますが、その前にもう１点だけ確認をいた

します。 

この災害時の防災備蓄用品についてお伺い

をいたします。 

生理用品やおむつ、女性や子ども用の下着

など、本市の防災備蓄の状況はどのようになっ

ているでしょうか。 

埼玉県鴻巣市の例ですけども、備蓄倉庫を

点検したところ、備蓄されていた生理用品やお

むつは、20年前に納入されていたものであった

そうです。確かに、食品と違って衛生用品には

明確な使用期限はないかもしれません。しかし、

衛生面からやはり古くなった衛生用品を使用し

てもらうってことはやはりこれは避けるべきで

あります。 

生理用品など衛生用品の備蓄については、

ローリングストック計画これが有効だと考えま

す。このローリングストック計画を立てて、一

定期間の早い段階で計画的に入れ替えをして廃

棄処分を防ぐ。そして入れ替えた生理用品など

衛生用品を学校や公共施設のトイレに配備する

など、さきほどの把握をするということにもし

っかり活用していく、そういった連携した取り

組みも必要だと考えますが、防災備蓄用品につ

いての御見解をお伺いいたします。 

○議長（浅沼幸雄君） 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、いうところの防災備蓄という中

で切り口の中から考えているのかってことであ

りました。 

今から10年前の東日本大震災、思い出すわ

けであります。あのときもやはり切実な問題と

してこの問題も浮き彫りになったってことを思

いだしているわけでございまして、そういった

ことを踏まえながら現在市の防災備蓄といたし

ましては、生理用品は購入しておりません。し

かし、この貧困問題を受け、あるいは非常にデ

リケートな問題だということも踏まえながら気

配り心配りをしながら、これの備蓄の必要性に

ついては十分認識しておりますので、今年度も

防災対策事業費の中で購入を検討してまいりた

いというように思っております。 

御質問ありましたローリングストックとい

うこの計画による生理用品の学校や公共施設等
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への再配置についても、効果的な取り組みとし

て期待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、そういうことを踏まえなが

ら学校現場、あるいは公共施設、単なる備蓄じ

ゃなくしてそのような形で有効に活用していた

だくように、そのような仕組みづくりにやっぱ

り取り組まなければならないんじゃないのかな

というように承知しているところでございます

ので、よろしくお願いいたします。 

○議長（浅沼幸雄君） ６番小林立栄君。 

   〔６番小林立栄君登壇〕 

○６番（小林立栄君） 続いて教育長に質問を

いたします。 

生理の貧困については、私も自分ごととし

て考えてみました。 

さきほど市長の御答弁の中にもありました

が、もし私がひとり親という状況になった場合、

なっていた場合、もし娘がいて、その娘の女性

特有の生理現象について、適切に教えることが

できるのか。そもそも子どもの変化に気付けな

いのかもしれない、そんなことをいろいろ考え

ました。デリケートな問題ですので、子どもが

誰にも相談できずに悩みを抱えてしまったのか

もしれない、いろんなことをちょっと考えたと

ころです。 

子どもにとって学校はもう１日の大半、多

くの時間を過ごす場所です。学びの場所でもあ

り、安心安全な居場所（セーフティーネット）

でもございます。とても大事な場所であります。

児童生徒のＳＯＳに気づき適切な指導、支援に

結びつける手法の一つとして、トイレや保健室

での生理用品の無償提供と相談支援体制の整備

は重要ではないでしょうか。 

「整理の貧困」について教育長のご認識と今後

の取り組みについて改めて御見解をお伺いいた

します。 

○議長（浅沼幸雄君） 菊池教育長。 

   〔教育長菊池広親君登壇〕 

○教育長（菊池広親君） 生理の貧困について

の認識と今後の取り組みということでございま

した。 

学校におきましては、小学校の中学年から

体育、保健体育のみならず道徳や特別活動など、

教育課程全体を通じまして発達段階に応じた性

に関する指導を行っているところでございます。 

児童生徒の身体的・精神的発達には個人差

があり、デリケートな側面もあることから、一

斉指導と個に応じた指導をケースに応じて実施

しており、保護者からの依頼に応じた対応も少

なからずあるというふうに聞いてございます。 

議員御指摘の生理の貧困につきましては、

養護教諭や学級担任がその児童生徒の変化・サ

インを見逃すことなく、適切に支援に努めなけ

ればならないものと考えております。 

現在、市内全小中学校の保健室には生理用

品が常備されており、児童生徒から相談があっ

た際には生理用品を提供しておりますが、幾つ

かの学校では提供した分の補充のため、後日提

供を受けた数量を返却するよう指導している事

例もありました。このことに関しましては無償

提供すべきものというふうに捉えてございます

ので改善を図ってまいります。 

トイレ内への生理用品の配備につきまして

ですが、衛星管理を徹底するというところに難

しさがあるため、現状のとおり保健室での提供

で対応したいというふうに考えてございます。 

学校における相談支援というのは、相互の

信頼関係を基盤としてその機能を果たすことが

できるというふうに考えてございます。学校が

児童生徒にとって安全安心な居場所となるため

には、教職員、児童生徒、保護者それぞれの信

頼関係をよりいっそう強め、誰もが相談しやす

い学校づくりを進める必要があるというふうに

捉えてございます。 

○議長（浅沼幸雄君） ６番小林立栄君。 

   〔６番小林立栄君登壇〕 

○６番（小林立栄君） 次の質問項目、ヤング

ケアラーなのですが、通告をしておりましたが、

後日瀧本議員が集中して質問する予定でござい

ます。また、私の持ち時間もちょっと厳しくな

ってまいりましたので、事前に調整はしており

ました、割愛をさせていただきたいと思います。
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議長、なにとぞご配慮お願いいたします。ただ

ですね、ヤングケアラーについても、実はこの

生理の貧困と同じ問題です。抱えている問題は

同じことでございます。 

私の生理の貧困についての教育長、市長の

また御認識とかお考えをお伺いして、ヤングケ

アラーについても同様に１人ひとりのプライバ

シーの問題もありますし、本当にデリケートな

問題ではございますが、ここは全庁的に取り組

んでいただきたいと考えを述べて、大項目２点

目に進みたいと思います。 

大項目２点目も多分一つで終わりそうな感

じになってまいりました。地域防災力の中核で

ある消防団の担い手確保について質問をしてま

いります。 

今年の４月に「消防団員の処遇等に関する

検討会」による中間報告が公表され、消防庁長

官から「非常勤消防団員の報酬等の基準を定め

たこと」「団員個人に対し直接支給すべき経費

と、団・分団の運営に必要な経費は適切に区別

し、各市町村において適切に予算措置すべきで

あること」「各市町村において消防団と協議の

上、十分な検討を行い必要な条例改正及び予算

措置を実施すること」これらを主な内容とする

通知が発出されました。そこでお伺いをいたし

ます。 

今回の中間報告と消防庁長官通知に対する

市の御見解をお伺いいたします。 

○議長（浅沼幸雄君） 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君） 人口減少、高齢化とい

うなかで、消防団のあり方、あるいはその待遇

改善等がやっぱり国のほうでもかなり真剣に議

論されているということで、いろんな通知やさ

まざま情報が入ってきているところでございま

して、ただいまこの中間報告と消防庁長官通知

ってものに対する見解をということでの御質問

でありました。 

総務省消防庁は今年の４月でありますけど

も、消防団員の処遇等に関する検討会の中間報

告及び消防庁長官通知を出しているところであ

ります。 

この中間報告は、出動手当や年額報酬の支

給方法などについて検討され、消防団と十分協

議を行い条例改正や予算措置を講ずるように示

されたというように受けとめているところであ

ります。全国的には２年連続で１万人以上の消

防団員が減少しているという状況にあるわけで

ございます。当市も例外ではありません。ここ

数年消防団員のこの減少傾向が続き、一方では

多発化、それからこの撃沈化する災害において

多種多様な対応が求められているという状況に

あります。 

したがいまして、この災害に立ち向かうた

めには消防団の力が大変重要な役割を果たして

いるということになり、地域のひとつの要とな

っている隊員の方々、その方々の負担が大きく

なっていることも私も認識をいたしております。

 こうした消防団員のご労苦にしっかりと報い

るためには、やっぱり処遇改善は不可欠である

というように考えております。 

したがいまして、処遇改善には消防団員の

士気向上や家族職場の理解のつながり、ひいて

は消防団員の確保にもつながると考えておりま

すので、これらにつきましては令和４年４月１

日施行に向け、消防団の再編とも兼ね合わせな

がらそこについても検討を進めてまいりたいと

いうように考えております。 

○議長（浅沼幸雄君） ６番小林立栄君。 

   〔６番小林立栄君登壇〕 

○６番（小林立栄君） この中間報告の中で

「報酬等については、検討会による中間報告で

もって結論とし、早急に報酬等の改善に向けた

取り組みを進めるべき」とまとめられておりま

す。 

やはりこの報酬については、活動した労苦

に対して十分に応える団員はやはり現場の団員

を大事にした報酬の体系にしていくことが大事

だと考えております。 

ただですね、この金額については１人歩き

をちょっとしてしまうことに大変不安を感じて

おります。実際、報酬等、国が基準とするもの
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と本市の実態、これはもう現状でも大きな差が

出ております。その差はなぜなのかと私が考え

るには、やはり国が想定している総合消防団の

姿よりも本市の消防団のほうがですね、人員も

装備の面でもやはり手厚くなっているのではな

いかなと。なので当然、国の報酬として考えて

いる基準よりももう既に消防団としての活動が

大きく手厚くなっていればですね、なかなか国

の想定どおりにいかないのではないかなという

感じも抱いております。 

いずれですね、そのあたりの予算の実情も含め

て今後消防団再編の議論が今進んでいると思い

ます。そしてある程度の結論が出てくると思い

ますが、しっかり消防団にもそのあたりの情報

提供・説明をして、疑念を生じないようにする

納得の得られる方向性を導くべきだと考えます。

予算の実情と合あわせ、しっかり情報提供を行

って取り組みを進めていくべきと考えますが、

今後の進め方についての御見解をお伺いいたし

ます。 

○議長（浅沼幸雄君） 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君） 予算の実情と今後の進

め方という形でのお尋ねでありました。 

報酬につきましては検討会の中間報告をも

って結論とし、国、都道府県、市町村は早急に

消防団員の報酬の改善に向けた取組を進めるこ

とという形の方針が示されております。 

現在、消防団再編準備委員会、これは委員

長は遠野市消防団の本部長が務めておりますけ

ども、そこを組織しながら消防団と意見をいろ

いろ意見交換を重ねております。活動に報いる

内容とするために報酬、処遇等を含めた総合的

な検討を今進めているところでございますので、

何とか来年、令和４年４月にはしっかりとこの

中間報告を受けた形に持ち込みたいというよう

に思っているところであります。 

○議長（浅沼幸雄君） 制限時間が迫っており

ますので、質問者は質問をまとめてください。

６番小林立栄君。 

   〔６番小林立栄君登壇〕 

○６番（小林立栄君） トランシーバーとか防

火衣についてとか、あと各種共済年金制度を積

極的に活用したほうがいいんじゃないか、そう

いった提案をしながら消防団員の充実ですね、

消防団員地域防災力の向上にもう一押しという

質問も考えておりましたが、そのあたりはまた

後日ですね別な委員会、あるいはまた一般質問

として組み立てて、また質問させていただきた

いと思います。 

以上で一般質問を終わります。 

────────────────── 

   散  会 

○議長（浅沼幸雄君） 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４時17分 散会 

 

  

 


