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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。 

鈴木副市長より、午前中欠席の連絡がござ

いますので報告申し上げます。 

────────────────── 

日程第１ 一般質問 

○議長（浅沼幸雄君）日程第１、一般質問を行

います。 

順次質問を許します。１番小松正真君。 

   〔１番小松正真君登壇〕 

○１番（小松正真君） おはようございます、

小松正真でございます。 

市長が代わられて初めての一般質問でござ

います。多田市長が前回の市長選で落選してか

ら、この４年間、楽しいことも苦しいことも笑

いながら時に喧嘩し、みんなで一緒に遠野市政

を語り合ってきました。しかしながら、私にと
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っても多田市長にとってもそして遠野市民にと

っても、多田一彦という人間が市長になる、こ

れはゴールではありません。遠野市が本当の意

味で、公平で誰もが住みやすいまちになる、そ

のスタートであります。これからは、いいもの

はいい、悪いものは修正する、これまでどおり

の私のスタンスで多田市長に対峙させていただ

きます。どうぞよろしくお願いいたします。 

さて、約20年続いた本田市政が10月に終わ

りを迎えました。20年という年月は、生まれた

子どもが成人式を迎える、そのぐらい長い時間

であります。 

この20年、さまざまなことがありました。

一つに東日本大震災。震災後という言葉が生ま

れ、時代が大きく変わったんじゃないかなとい

うふうに思っています。さらには日本全体が人

口減少する社会に突入し、人口減少は地方の問

題だけではなくなりました。 

遠野市に目を向けて見ると、20年前から続

く人口減少に歯止めがかかっておらず、さまざ

まな問題が解決されないまま時間だけが過ぎて

ている印象であります。 

遠野の人口は26,000人を割り込み、高齢化

率は40.9パーセントと超高齢化社会となってお

ります。遠野市にとって、この状況はピンチで

しょうか。確かにこの問題を「ピンチだ」と言

いながら指をくわえていればピンチでしょう。

しかし、私にはこの状況は確かにピンチではあ

りますけれども、チャンスだと見てとることも

できます。 

2030年の日本全体の高齢化率は 31.1パーセ

ントと想定されています。現時点で高齢化率40

パーセントを超える遠野市は、高齢化の先進地

域であります。この遠野市で新たな政策、新た

なビジネスを生み出すということは、今後10年

以上にわたって日本全体でビジネスができると

いう可能性を生み出すことになります。 

本田前市長だからできたことは多いと思い

ます。しかしながら、本田市長だからこそでき

なかったこともあると思います。 ぜひ多田市

長は持ち前の幅広い視野を武器に、この遠野市

の舵取りをしっかり行っていただきたいという

思いを込めて、若干前置きが長くなりましたけ

れども、私の一般質問を行います。 

私の一般質問は、大項目１点、多田一彦市

長の所信表明に対してということで、市政全般

について総論を伺ってまいります。 

最初の質問でありますが、先ほど申し上げ

たとおり、多田市長においては、10月17日に投

開票が行われた遠野市長選挙で当選され、一市

民から２代目遠野市長に就任されました。市長

になられてから約１カ月半経過いたしましたが、

現在の遠野市、そして遠野市役所の印象をどの

ようにお持ちなのか。一市民時代と比べて市長

になられた後、印象がどのように変わったとか

変わらないとか、そこまでお話しをいただけれ

ばと思います。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

〇市長（多田一彦君） ピンチをチャンスに変

えていくという小松議員のお話し、私も東日本

大震災の支援活動の際には、そういうふうに心

に誓いながら仲間と取り組んだことを思い出し

ます。２代目っていうことに非常に違和感もあ

りまして、遠野ってずっと歴史があったんだけ

どなんで２代目なんだろうと考えましたら、合

併してから２代目ということなんですね。私の

中では子どもの頃、それこそ工藤千蔵市長、菊

池正市長と、ずっと市長さんたちの思い出があ

ります。宮守でもそうだと思います。こういう

方々が市長室に写真がないのが何故か少し寂し

い気がしながら、２代目なんだなということを

思っておりました。 

これからも議論を重ねながら遠野市のこと

を一緒に考えていただきたいと思います。非常

にざっくりとした質問で、なんて答えようかと

考えました。簡単に説明するならば遠野市、遠

野市役所、これどちらも、遠野市役所について

は守るべき家族が増えたと。遠野市についても、

守るべき大きい家族が増えたとこういう印象で

す。家族を守るってことは、非常に責任の重い

ことでありますから、ときには全体には優しく
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しなければいけないんですが、ときには厳しく、

ときには怒ったり、本音でぶつかっていくって、

これが市政かなと。 

もう一つは、思ったよりと言ってはちょっ

と語弊がありますが、外からは見えなかった部

分、今回の議会に関しても市の職員、スタッフ

がどれだけ苦労して準備をしているかと、そう

いうことが現実的に分かりました。この気持ち

っていうのは、市長の気持ちを分かろうとする

ということがまず働くんですね。私が言いたい

こと、例えば言葉にしていないこと、それをど

ういうふうにして汲み取ろうか、そして表現し

ようかということも一生懸命考えてくれるとい

う点に関して、本当にすばらしいなというふう

に感じています。 

やりたいこととか、直したいことっていう

のは、市長とか市議会議員とか発言普段する人

だけではなくて、一担当者でもあるんだなと、

これ当然のことですが。それをどういうふうに

して実現していくかっていうことについて議論

をし、市長がリードしていく、これが大事だな

ということを感じています。 

第一印象としてはそのような感じです。 

〇議長（浅沼幸雄君） １番小松正真君。 

   〔１番小松正真君登壇〕 

〇１番（小松正真君） 就任してですね、まだ

1カ月半という月日しかたっておりませんので、

今後ですね、ますますその情報の整理をですね、

していっていただければなというふうに思いま

すが、今守るべき家族ということで、遠野市全

体を大きな家族として捉えているというお話し

でございました。ぜひですね、この家族をです

ね、また新しい方向性に導いていただければな

というふうに思うところですし、やはりですね、

家族のですね個々の能力、これをですね最大限

に引き出すようにしていただければなというふ

うに思うところでございます。 

次の質問に入ります。市長の所信表明演述

の中でも健全財政５カ年計画を着実に推進する

とお話しをされていました。市長に就任される

前は、遠野広報や議会の予算・決算等でしか財

政の状況は知る由もありません。市長に就任さ

れた今、すべてを把握する時間はなかったかも

しれませんが、今の財政の状態についてどのよ

うな印象を持っているのか、お伺いをいたしま

す。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

〇市長（多田一彦君） 財政、いろんな遠野市

からの情報発信の中で、主要３基金が、減って

いるというのは昨日もお話しをしました。一時

的にではなくて継続的に減っていると。下手を

すると令和７年には財政調整基金は、10億円を

切って８億円になりますよという警告もあると、

こういう状況であることは知っていました。も

う一つ、昨日多くの議員から市民の生活基盤の

整備、そしてコロナ対策の助成、これらの話も

いただきました。何とかしたいなというのが私

の素直な気持ちであります。これを取り急ぎ、

今急を要すること、１億円あったら何ができる

だろうか、２億円あったら何ができるだろうか、

こういうふうに夕べは考えていました。 

やはり、そういうときに頼るのは基金とい

うことになるのでしょう。少なくとも、あと３

億円、それが多くあってくれればなというのが

私の率直な思いです。 

もう少しで10億円を切ってしまうという状

況の中で、あと３億円っていうのは非常に大き

なお金です。その思いが夕べは強かったです。

ただ、やらなければいけないときには、度外視

してやらなければいけないという状況があると

思います。これが今なのか、もう少し先になる

のか分かりません。議論をしなければいけない

ところです、ただ、少なくとも遠野市の意思決

定をする最高機関、ここにいらっしゃる皆様が

「こういうことはやろうよ」「この予算は作ろ

うよ」、こういう提案をしていただいています。

これには勇気づけられます。 

ただし、この状態の中でそういうことをし

ていくことは市民に対しても痛みを分担しても

らう、こういうことにもなるということも考え

なければいけないと思っています。各種の財政
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指数っていうのがあります。これは健全に近い

数字であります。しかし、減少を続けていては、

取り返しのつかないことがある。これも事実で

あります。財政に対して、私の今の率直な感想

です。 

〇議長（浅沼幸雄君） １番小松正真君。 

   〔１番小松正真君登壇〕 

〇１番（小松正真君） 健全財政５カ年計画を

見ると、５年後、遠野市の貯金である財政調整

基金、約８億円、年１億円ちょっとぐらいが減

っていっている状況であって、多分、指をくわ

えてそのままにしとけば、それこそ10年後には

もう本当に枯渇してしまうんじゃないかなとい

う心配をしてたところでございます。 

今市長のほうから「あと財政調整基金３億

円あれば、もうちょっと何かできるのにな」と

いうお話しがありました。市長はですね、市長

選挙の際に５つの御提案ということで、市民に

提案をしてまいりました。今後ですね、より協

議を深めてその５つの御提案をさらにより良い

ものとして実現をしていくということにはなる

とは思うんですけれども、先ほどの御答弁から

すると、今の財政状況では、今その５つの公約

といっていいんですか、その提案というものを、

すぐ実行できる状態にないんじゃないかなとい

うふうに思うんですが、そこいら辺の状況とい

うのはどうなんでしょうか。すぐ、その着手で

きるもんなんでしょうか。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

〇市長（多田一彦君） 着手できることと、で

きないことがあるのはあらかじめ申し上げてお

きます。その上で、やっぱり頭を使わなければ

いけない、お金も生み出さなければいけない、

今ある枠の中だけで物事を考えていては進みま

せんので、何とかして順番を決めて、できる方

法を探していこうと考えています。 

〇議長（浅沼幸雄君） １番小松正真君。 

   〔１番小松正真君登壇〕 

〇１番（小松正真君） 市長おっしゃるとおり、

できること、できないこと、国等の補助金とか

っていうのもあるので、しっかりとしたですね、

歳入に目途をつけてですね、これから進めてい

かなければならないというふうに思います。し

かしながら、市政課題は待ったなしで進んでい

ます。厳しい財政運営を行いながらも進められ

るところから進めていく。選挙の際にも市民の

皆様に、予算の見える化と予算執行の順番の見

える化を行うというふうにお話をされていまし

た。 

今も市長からも順番という話しもありまし

たけれども、今後、今の話を進めていくなかで

見えてくるのかなというふうにも思うんですけ

れども、現時点でその予算の使い方、この優先

順位ありましたらお伺いをいたします。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

〇市長（多田一彦君） まずそれには最初に検

証が必要だと思います。しっかりと現在これま

でのところを確かめるということもあります。

それと、バランスを考えなければならない。例

えば地域のバランス、産業のバランス、世代間

のバランスとかいろんなバランスがあると思い

ます。このバランスを見てみないといけないと

思います。それから、この将来に向けたバラン

ス。それとやはり市民の声を聞かせていただく

ということを私はお話ししてますので、その声

を基に、また、その優先順位っていうのは皆さ

んにもお諮りをしながら決めていく必要がある

と思います。そして重要なことは、その市内部

の検討過程、これらをしっかりお知らせしてい

く、見えるようにしていく、それが見える化と

いいますか、そういうことにつながると考えて

います。 

〇議長（浅沼幸雄君） １番小松正真君。 

   〔１番小松正真君登壇〕 

〇１番（小松正真君） 今市長から検証とバラ

ンス、これを見ながら予算を執行していくんだ

というふうに御答弁がありました。私もまさに

そのとおりだというふうに思います。なかなか

ですね、これまで遠野市は検証という言葉を耳

にすると、何かこう批判をしてるみたいな感じ
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で受け取られかねないところがあったので、し

っかりとですね検証をしていただきたいなとい

うふうに思うんですけれども、これをこの予算

の優先順位を決めるためには、これまでの政策、

予算の使い方などが正しく検証されなければい

けないというふうに思います。 

私の選挙公約は、この検証でございました

から、議員になって約３年間、検証という言葉

を多く使ってまいりました。先ほど申し上げた

とおり、これまで遠野市では多くの政策や事業

が行われてきましたが、本当に正しい検証がな

されてきたのでしょうか。正しい検証を行い、

その政策や事業がよかったのか悪かったのか判

断をしなくては前に進むことはできません。例

えば、市民センター構想の十分な検証を行わな

いままスタートした、小さな拠点による地域づ

くり。赤字が全く解消されないままの第三セク

ター。多額の予算を投じて計画を作るだけで検

証を行わず、計画の上塗りをする中心市街地活

性化。昨日の市長の御答弁の中にもありました

が、市役所本庁舎建設に代表する、建設工事と

追加で発注された工事などあげ始めれば切りが

ないです。市長の所信でもあったとおり、遠野

市は多くの問題を抱えています。その問題の一

つひとつが良かったことはもっと良くなるよう

に、悪かったことは反省し、事業を継続するか

廃止するかの判断をしなければいけません。 

そこで、お伺いをしますが、新年度に向け

て予算編成を行わなくてはいけない時期にも差

し掛かっているのは十分承知していますが、新

年度、そしてその後の遠野市のために検証を行

わなくてはいけません。その検証方法について

どのように行っていくつもりなのかお伺いをい

たします。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

〇市長（多田一彦君） まず、最初は市長に就

任して担当課にいろんなことを聞きました。な

ぜこういうふうになってるのかってことを教え

てもらうと。勉強から自分自身の検証、そこに

つながるために担当課も検証しながら答えるっ

ていうことが、まず始まっていると思います。

そのほか検証の方法としては、監査とかいろい

ろあります。ただ、お金だけを見るのではなく

て、その効果とかさまざまなものを見ていかな

ればならないので、その検証に関しては、その

事業の効果とかさまざまなこと、これに関して

は市民の方のお力を借りるとか、その事業を一

緒にしてきた方の様々な御意見いただくとか、

そういうなんて言うんですかね、一つ、二つで

はない方法で検証していかないと多分時間もな

いし難しいだろうなと。システム的なこともあ

れば、システム的でないこともある。それと進

捗状況のチェックっていうのは、現在のところ

そのまちづくり指数というのもございますが若

干分かりにくい。全国的にやってるものですか

ら、おおざっぱになっている。もう少し細かい

部分での検証というものをする必要があると思

います。これには、市議会議員の皆様にもいろ

いろお手伝いをいただきたいなというふうに考

えています。 

〇議長（浅沼幸雄君） １番小松正真君。 

   〔１番小松正真君登壇〕 

〇１番（小松正真君） 市長御自身が検証され

るもの、監査委員の皆さんにお願いするもの、

そしてまた第三者の手を借りるもの、さまざま

な手法を用いてですね検証を行うということだ

というふうに理解をいたしました。 

１点だけですね、ちょっと提案をさせてい

ただきたいなというふうに思うんですけれども、

これからですねどのような検証方法を行うにし

てもですね、例えば検証委員会みたいなものを

作ると仮定してですよ、例えば10人いる検証委

員会の中で、例えば10人中例えば５人とか３人

とか、５割から３割ぐらいの人を例えば市民か

ら公募するだとか、ぜひですね市民の皆さんの

手を借りてですね検証をしていただければなと

いうふうに思うんですけれども、例えばこれま

で遠野市も諮問委員会みたいなものが多くあり

ました。得てしてですね、この諮問委員会など

ですね、同じ顔ぶれになることが非常に多かっ

たというふうに印象が私の中であります。どの
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会議が役員とか見ても結構同じ顔ぶればかりな

ので、そういったものをですね、ぜひ変えてい

ただければなと。なので、新しく作る、例えば

検証委員会みたいなものがあるとすればですね、

同じ顔ぶれにならないように１人が１つとか２

つとかその程度におさめていただいて、多くの

市民の皆様に検証活動にですね参画をいただけ

るような仕組みづくりをしていただければなと

いうふうに思いますけれども、いかがでしょう

か。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

〇市長（多田一彦君） 今のご意見、確かにそ

ういうこともあります。必要でもあります。参

考にさせていただきたいと思います。 

〇議長（浅沼幸雄君） １番小松正真君。 

   〔１番小松正真君登壇〕 

〇１番（小松正真君） ぜひ御検討をいただき

たいというふうに思います。 

正しい検証を行うためには、正しい情報公

開を行わなくてはいけません。ちょっとですね

私の経験からお話しをさせていただきますが、

市議会議員になって一番最初に驚いたこと、今

でも忘れることができません。市議会議員って

市役所と同じレベルの情報を持って仕事してい

ると思っていました。 

しかしですね、情報くださいって当局にお

話しをしたらですね「情報開示請求というのを

してください」って言うんですよ。これ文書で

出して２週間ぐらいとか３週間ぐらい経って、

私お金を払ってその情報をもらうという作業を

ずっとこの３年間続けているんですけれども、

やはりですね正しい検証を行うためには、同じ

レベルくらいの情報を持たなくては正しい検証

というのはできないんじゃないかなというふう

に思うところです。ぜひですね、市長の情報公

開に関する考え方をですねお伺いをいたします。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

〇市長（多田一彦君） 情報公開というちょっ

とざっくりおおざっぱな感じなので、どういう

回答がいいかっていうのはちょっと想像すると

ころ、一般的な情報公開と、特殊な情報公開み

たいなところに分けてお話ししたいと思います。 

一般的な情報公開は、やはりホームページ

とか遠野テレビとか、または市役所の中に閲覧

できる場所があって自由に見られる、こういう

方法でやることができるかなと。 

特殊な部分に関しては、事業の特に事業と

か進捗状況とか経過ですか、協議経過であると

かそういうことになると思います。これはやは

り申請して見ていくというのが、出す書類の全

部ファイルを出すわけにいかないと思いますの

で、見たい部分をお知らせしていくということ

になると思います。 

もう一つ、その市議会議員の立場としてと

いうことになると、一緒にやっていくという考

え方からすれば、もう少し深い情報を共有して

しかるべきかなというふうに思います。それと

同時に、もう少しこう担当課、事業担当ありま

すよね、建設とかさまざま教育とかあると思う

んですが、その部分でその仕事をしっかり普段

から情報を共有しながら、相談しながら会議

テーブルもありますので、たまには役所に行っ

て仕事のお手伝いをしていただくとかですね、

そういうことがやはりその情報で共有していけ

る環境になるのかなというふうに考えています。 

〇議長（浅沼幸雄君） １番小松正真君。 

   〔１番小松正真君登壇〕 

〇１番（小松正真君） 市役所の中に入って私

たちが仕事できるかといったらば、ちょっとそ

れはまた別の問題なのかなというふうに思うん

ですけれども、ぜひですねその市議会議員もし

くはその検証委員などですね、しっかりとした

情報の開示をですねしていただかないと、正し

い検証ができないというふうに思いますので、

ぜひそこいら辺の情報の出し方というものをで

すね、今後ますます検討していただければなと

いうふうに思うところです。 

最後の質問にいたしますが、これはほかの

市町村の事例でございますけれども、首長が選

挙人名簿の持ち出しをしたという報道が、今全
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国賑わしているところです。選挙人名簿や住民

基本台帳など遠野市では多くの個人情報を取り

扱っているところです。情報の公開と情報の管

理のバランスというのは、大変重要な問題だと

私も理解をしているところです。 

ついてはですね、これまでの遠野市では選

挙人名簿や住民基本台帳などの管理は、正しい

ルールの下行われており、情報の流出というこ

とは考えられないというふうに私も思っている

んですけれども、その他市町村のような事例は

ないと考えていますが、情報の管理までが検証

対象であると認識をしてよろしいかお伺いをい

たします。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

〇市長（多田一彦君） 情報の管理までが検証

状態というよりは、情報管理というのは常にや

っていかなければいけないことだと思います。

とはいえ、私はまだ情報の管理の状態について

はまだ踏み込んでやっていませんので、これも

追い追い確かめていく必要はある。個人情報が

どのように守られているかということは、遠野

市だけではなくて行政として義務ですから、し

っかりと管理されてるとは思いますが常に確認

をする。情報が出たらわかるような形でなけれ

ばいけないと思いますので、その辺は確かめて

いきたいと思います。 

〇議長（浅沼幸雄君） １番小松正真君。 

   〔１番小松正真君登壇〕 

〇１番（小松正真君） ぜひですね事故の起き

ない体制づくりをしていただければなというふ

うに思います。 

多田一彦市長の座右の銘、所信表明の最初

でもご披露なされてました。「人生意気に感

ず」。これは中国唐王朝時代の政治家が初代皇

帝李淵から評価されたことに感激して歌った詩

の一節とのことです。人間は相手の志や思いの

深さに感じて仕事をするのであり、手柄を立て

ることや金銭などは二の次である。遠野市民の

ために仕事をするという、多田一彦市長の思い

を表していると私は感じるところであります。 

一般質問の最後に、市長に同じく唐の第２

代皇帝李世民の言葉を送ります。 

「銅を鏡とすれば、衣冠を正すことができ

る。歴史を鏡とすれば盛衰を知ることができる。

人を鏡とすれば、得失を明らかにすることがで

きる。」。 

今後、あらゆるものを鏡として市民の命と

暮らしを守る市政運営をし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。 

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10時36分 休憩 

────────────────── 

   午前10時38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。 

次に進みます。３番菊池浩士君。 

   〔３番菊池浩士君登壇〕 

○３番（菊池浩士君） 遠野令和会の菊池浩士

でございます。まず最初に、このたびの市長選

挙当選おめでとうございます。 

本会議初日に行われた新市長の所信表明演

述を聞いての、私なりの感想を述べさせていた

だきます。 

昨日も、萩野議員の質問にもありましたが、

選挙の争点は、継続か刷新かであったと私も思

っております。多くの市民の支持を得て当選し

た市長にはその期待に応えていく責任がありま

す。そのことを踏まえて聞いておりましたが、

市長はどちらを求めているのかが見えにくい内

容であったと思います。政策のことについては、

３月市議会定例会に方針を示すとのことですの

で、市民にも分かりやすい形でお示しいただき

たいと思います。私も新市長には大いに期待し

ております。私の感想でありますので市長に答

弁を求めるものではありません。 

それでは一般質問に入らせていただきます。 

大項目一つめ、第２次遠野市総合計画の後

期基本計画について４点ほど、大項目二つめと

して、新型コロナウイルス収束後の経済活動に
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ついて３点、この収束の意味は終わる「終息」

ではなく束ねて納められる状況にある今の状況

のことでございます。一括質問方式で質問させ

ていただきます。 

昨日、萩野幸弘議員の質問にもありました

が、遠野駅舎の問題を質問させていただきます。 

ウイルスのまん延によってＪＲ側との協議の場

がなくなり、２年が経過しており、現在この計

画がどのようになっているかの状況を確認させ

ていただきます。 

同僚議員の質問の内容で、市長のお考えを

聞くつもりでしたが、同じような多分答弁にな

ると思いますので市長のお考えは、昨日の時点

で分かりました。 

この計画は、平成27年に着手されており、

すでに７年が費やされており、耐震強度の問題

もあり、利用者の安全を考えると早期に結論を

出さなければならない案件の一つであると思い

ますが、市長の見解を伺います。 

次に、駅舎、あすもあ、こども本の森遠野

を含めた中心市街地の活性化について聞いてま

いります。あすもあについてはなかなか使い道

の定まらない施設となってしまっていますが、

私の考えを述べさせていただきます。 

私はあの施設を、遠野市観光協会がコンビ

ニの形態を持った、当然、観光協会が経営する

わけですから、おみやげ品なども置いたショッ

プがいいのではないかと思っております。駐車

場スペースもなく、民間の経営者ではなかなか

難しいと判断するところであり、観光協会が経

営することで赤字では困りますが、大きな利益

が出なくても長く経営できるものと考えられま

す。遠野に宿泊する観光や通学に列車を使用し

ている学生は、学校までの道すがら開いてる店

もなく、不便を感じているようです。 

また、観光客におかれても「夜何か食べた

いな」と思ってもお店がもう閉まっている。

「どこかないんですか」と聞かれます。そうす

ると、もう車を動かして行かなければならない

距離にしかそういったお店はございません。夕

方ですから、お酒を飲んでいれば当然車を運転

できないわけで、我慢を強いられるという状況

になっております。これを改善できるのではな

いかと思っての話しでございます。これについ

ても私の勝手な思いですので、市長にこのこと

についてどうこう答弁を求めるものではありま

せんが、何らかの参考にしていただければと思

っての発言でございます。 

続いて、こども本の森遠野、蔵の道ひろば

を含めた中心市街地と言われるエリアは、遠野

駅前通りから中央通り、下一日市、上一日市、

昔話村、博物館、あえりあまでの動線をどのよ

うにつないでいくか、観光客に回遊していただ

く仕掛けが必要と考えます。これまた提案型で

質問させていただきますので、私から一つ提案

させていただきます。 

一日市通りの歩行者天国であります。今ま

でイベント等で歩行者天国にしている事例があ

りますが、年に１日、２日ではなく、定期的に

例えば「毎月第１、第３土日は歩行者天国です

よ」とか、本当は毎週末と言いたいところでは

ありますが、年間を通して続けることにより、

本の森にいらした子ども連れの家族にも外に出

ても安心で「もっといたい」と思う時間を提供

できるようになり、長い時間いてくだされば飲

食をすることになり、周辺の商売の形態が変わ

っていくことが期待できます。空き家になって

いる店舗にも新しい経営者が参入してくれたり、

空き地や駐車場には屋台が出たり、ちょっとし

た遊具が置かれたり、人の動きが出てくるので

はないかと想像できます。通年やることで季節

に合った企画といいますか、イベントですね、

いろいろな人たちがどうしたら賑やかになるか、

どうやったら儲かるかを考える、これらの活動

がまさに活性化ではないでしょうか。 

先日、失礼しました、先月20日の土曜日、1

1月20日でございます。青年会議所さんの企画

で宮守魅力市が開催されました。朝市をイメー

ジし、朝７時30分から午前中というイベントで

したが、私も孫を連れて行きました。８時頃も

う現地には着いたのですが、すでに市民の方々

が大勢いらして、とても楽しそうでした。市長
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ともお会いしましたので御覧になったと思いま

す。 

宮守の町の一部を歩行者天国にし、宮守総

合支所、宮守消防署と人々の回遊が見られまし

た。とてもいい企画だったと思います。会議所

の皆様もいろいろ大変ではあったと思いますが、

コロナの影響で塞いでいた市民の心が少し晴れ

たように感じました。企画した会議所の方々も

充実感があったのではないかと思っています。 

私の考えを一つ述べさせていただきました。

通告しておりませんでしたが、よければ市長の

感想をお聞かせいただければと思います。 

提案をしながらの質問でございましたが、

大項目一つめの最後に確認しておきます。後期

５カ年計画については、所信表明演述を聞く限

りでは、大きな方向転換はないと認識しました

が、私の理解でよろしいか伺います。 

それでは次に、大項目二つ目の新型コロナ

ウイルス収束後の、先ほども申しましたように

収束は終わりではなく今の状態のことでござい

ます。経済活動についての質問に入らせていた

だきます。 

コロナ感染の状況は、経営者にとっては収

まりかけては、またまん延を繰り返し、終わり

なき我慢の連続で経済活動は衰退し、経営者の

中には持ちこたえることができないと廃業を決

断する方も出てきておる状況であります。 

国の経済対策事業や県の事業、また市の独

自の支援策などで多くの支援が展開されてはい

ますが、経営者にとっては金銭的なことだけで

はなく、心が折れてしまうことが一番心配する

ところであります。ここ何カ月間の状況は、何

とか感染がコントロールできるレベルを維持し

てきていると思っています。経営者にとっては、

この機を逃すまいと考えていることと思います。

飲食店利用のみならず、スポーツ大会や各種イ

ベントの開催を後押しし、経済活動が動き出す

ような積極的な市長のメッセージを発信しては

どうでしょうか。市長の考えを伺います。 

新たな変異種が発生したことなどから、ま

だまだ収束までには時間を要すると思われるこ

とから、引き続き支援をしていくことが必要で

あると思います。どのような支援策があるのか

をお示しいただきたいと思います。 

私の質問の最後になりますが、コロナ収束

を見据えて、戦略的に集客を図るため積極的な

ＰＲを行うべきではないかと思います。 

コロナで行動が制限されていた反動で、全

国民がどこかに旅行したいという思いから、報

道番組を見ていると各観光地で人が増えている

光景を目にすることが多くなっています。ぜひ

遠野でもその光景を見たいと思うのは私だけで

はないと思います。 

私が経験した観光戦略を一つ紹介したいと

思います。 

コロナ前ではありますが、青森三沢の温泉

に行ったときのことであります。宿に入ると4、

50人の団体客がフロントに集まっていました。

その人たちの会話が耳に入ってきました。関西

弁でした。青森に行ってこんな大勢の関西弁を

聞くとは思っておりませんでした。 

夕食時に隣り合わせになったお客様に「ど

ちらからですかと」尋ねると「大阪からです」

とのことでした。旅行社のツアー客なんだなあ

と思っていたら、このホテルの企画のツアーだ

と聞かされました。三沢の空港にホテルのバス

が迎えに行き、日中の観光ガイドもホテルの従

業員、夕方ホテルに連れ帰り、夕食時には郷土

芸能、参加型の郷土芸能でございましたが、こ

の郷土芸能を踊っているのも従業員でございま

した。次の日には市内観光、当然このガイドも

ホテルの従業員でございます。空港に送ってい

ってお帰りいただく。空港に降りたときから空

港を飛び立つまでのこのホテルが関わるこの企

画を、年４回、四季に合わせて行っているそう

です。こういった観光戦略があるんだなと感心

した経験があります。 

このホテルは大きなリゾートホテルでした

が、やろうと思えば遠野でもできると思います。

方法はいろいろあると思います。 

遠野市は釜石道の開通、また三陸道開通に

より、秋田、仙台、八戸まで「商圏」、商える
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範囲という意味ですが、商圏ではないでしょう

か。 

空路については、関西、中部、札幌、また

新たな路線も検討されていると聞いています。 

遠野にはすばらしい観光施設、文化、自然、

郷土芸能、多くの財産があると思っています。

ぜひこれらを全国に紹介して知っていただき、

観光客の集客を推し進めていただきたいと考え

ております。市長はどのような戦略をお持ちか

伺いたいと思います。 

以上、私の一般質問は終わりますが、新市

長の下、遠野市がどのように変わっていくのか、

期待しております。市政のあり方に注視してい

きたいと思います。 

以上で、私の一般質問を終わります。 

〇議長（浅沼幸雄君） 10分間休憩いたします。 

   午前10時58分 休憩 

────────────────── 

   午前11時08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。３番菊池浩士君。 

   〔３番菊池浩士君登壇〕 

○３番（菊池浩士君） 訂正をお願いいたしま

す。先ほど一般質問を終わりますと言いました

が、１回目の質問を終わりますに訂正させてい

ただきます。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

〇市長（多田一彦君） ただいまは、各種の御

提案をいただきながら質問ということで、私も

どのように解釈して、どのように答弁をするか

ってこと考えながら聞いておりました。なかな

かまとめにくいっていうところでありました。

思いついたままに私も忌憚なく意見を述べさせ

ていただこうと思いますが、継続か刷新かとい

う話しが最初にありました、見えにくいと。昨

日もいろいろお話しをさせていただきました。 

その中で「継続だけ、あるいは刷新だけと

いう考え方はないよ」というお話しをさせてい

ただいたんですけれども、その点の御理解はい

ただいていないようです。 

また、駅舎について、駅舎についてという

ことでした。早期に結論を出さなければいけな

い問題であるという議員のお話しでした。しか

るに、これまでの議会の中で駅舎の協議をされ

ていたか、議論は。早期に結論を出さなければ

ならない問題であれば、しっかりともっと向き

合って議論をされるべきではないかと私は思い

ました。なぜかと言いますと、私も情報がなく

て心配でした。浩士議員は情報を得られる立場

にあるのですから、もう少し議論を踏み込んで

いただいて、市民にもお知らせをする、これが

必要だったんではないかと私は率直に感想を持

ちました。 

また、７年前に始まったこの協議、７年前

には耐震性に不安があるということだったと思

います。それから現在まで７年が過ぎました。

早急に結論を出すということですが、昨日もお

話しをしたように資金の問題、計画の問題、Ｊ

Ｒさんとの条件的な問題、さまざま課題があり

ますよってことも昨日申し上げました。 

これらについて、これからしっかりと情報

を公開して、皆様の御意見をいただきたいとい

うことに、昨日までのお話しで回答を申し上げ

あげておりましたので、これは同じ回答をさせ

ていただきます。 

また、あすもあ、これについての提案。シ

ョップは現在の観光協会の所にもあります。で

すから、ショップの使い方、やり方っていうの

はこれから工夫が必要だと思います。また、あ

すもあについては、もっともっと意見をいただ

きながら、私もプランはあります。 

ぶつけ合いながらいい方向を求めていきた

いと思います。勝手な提案ですということでし

たが、もう勝手な提案をどんどんすることが私

はいいと思います。 

そして中心市街地、一日市、歩行者天国、

これいいですね、やっぱりイベントとしてやっ

ていくのもあるけれども定期的に。ただ、中心

市街地の問題は、もう何年も前からやっている

ことです。もっともっと令和会さんとしても提

案をして、以前からそういう取り組みに向かう
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ようにリードしていくという方法もあったかと

思います。 

宮守の魅力市、これはよかったですね、と

ても私もよかったと思います。若い人たちの取

り組む姿勢とか意気込みが本当に感じてきまし

た。あそこは最高の宿場町です。これからもっ

ともっと私は応援したいし一緒に手伝う、そう

いうつもりでおります。 

後期５カ年計画については、ちょっとおか

しいなと思いますけれども、大きく方向転換、

この計画のことは大きく転換がないとかってい

うことですが、大きな転換を基本計画から図る

っていうことは、私１人で決められることでは

ないです。これも昨日申し上げました。 

基本計画はしっかり議会でも議論されて決

めたことです。これを私が勝手に変えることは

ありません。ですから尊重申し上げるという姿

勢をお示しいたしおります。 

その上で必要な状況に合わせて、変えてい

く、進化させていくこういう説明をさせていた

だいております。理解というのは難しいなと、

私の感想です。一生懸命、昨日も説明したつも

りですけれども、ここで理解がまた違ってきて

いるということは、やっぱり私の発信力これで

はまだまだいけないと、もっともっと勉強して

皆さんにわかりやすい説明をするように努力し

なければいけないというふうに思いました。 

コロナ対策についてですね。コロナと観光

でしょうか。観光のアピールということを考え

るならば、ずっと遠野は観光の町というふうに

謳ってきたはずです。なおかつ今も観光につい

てはどうしましょうか、コロナ以前からですね、

という話しが盛んに交わされています。 

中心市街地と観光、ふるさと村、さまざま

名称がある遠野の観光、今本来ならば、今その

コンテンツの整理をしなくてももうできている

はずなんです本来は。普段できているものがさ

らに磨きをかけながら発信されていくべきなん

です。ところが、まだまだ普段が不十分だとい

うことの表れです。 

ですから私は観光協会を先頭に、しっかり

私も、市民の皆様も、議員の皆様にも参加をし

ていただきながら遠野の観光をもう一度見直す。

そして観光協会を応援していく、こういうつも

りであります。 

そのコンテンツが、ＰＲコンテンツができ

ていない。本来はここに問題があるはずです。

しかし、現在そういう状態であるのですから、

そこは一緒に頑張りましょう、そして、しっか

り発信をしていきましょう。そういうふうに考

えています。 

コロナに関してメッセージ。もう少し経済

を活気づけるとかそういうメッセージだと思い

ます。 

私は役所内でも話しをしております。現在

のこの収束状況を見て、今が隙間でまたなるか

もしれないけれども、人の命と暮らしを守ると

いう、あるときは相反することになるかもしれ

ないことについても、しっかりと両方守るため

に勇気を持って進んでいかなければいけない。

ですから経済活動もやりましょう、こういうふ

うに話しをしております。しかし、細心の注意

は必要です。これをしない、何でもいいからや

る、これじゃないです。細心の注意を払った上

でやっていきましょう。そういうふうにお話し

をしておりました。 

ホテル、イベント、青森のホテルの話です

ね、これは本当に非常にいい話だと、いい御提

案だなと思って聞いておりました。 

つい先日も観光関係者と全く同じような話

しをしておりました。もっともっとそういう遠

野には民族芸能もいっぱいあるし、民族芸能じ

ゃないですね、郷土芸能もいっぱいあるし「や

れることあるよね、やる場所もあるよね」。新

田勝見議員もどんどんそういう場が必要じゃな

いかと、そういうお話しをしてました。本当に

活躍する場所あります。コロナの後に市民がそ

して日本でいろんな各地からいらっしゃる方々

が勇気を持てるような郷土芸能が遠野にいっぱ

いあります。これを活かしていくということ、

ホテル、その他の施設を活用するということ、

これは本当に必要です。 
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心が折れないように寄り添って伴走しなが

ら、みんなで励ましながら遠野のこれからの未

来を切り開いていきたいというふうに考えてお

ります。 

〇議長（浅沼幸雄君） ３番菊池浩士君。 

   〔３番菊池浩士君登壇〕 

○３番（菊池浩士君） 御答弁をいただきまし

た。一般質問についての考え方でございますけ

ども、「令和会は」とか発言なさりますが、令

和会の一員ではありますが一般質問に関しては

個人の見解として話しておりますので、そこは

ちょっと勘違いしてるのかなと思うところでご

ざいました。 

私の提案に賛成していただける部分もあり、

心が少しゆったした感じがします。 

ぜひ議会のほうも精一杯の協力をしていき

たいと思っていますし、一彦市長の何て言うん

ですかね、やる気に私たちも真剣に取り組んで

いこうと新たな決意をしたところでございます。

何も答弁を求めるところはございませんので、

これで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22分 休憩 

────────────────── 

   午前11時23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。 

次に進みます。７番菊池美也君。 

   〔７番菊池美也君登壇〕 

○７番（菊池美也君） 菊池美也でございます。

ここに10月18日のとあるネットニュースの記事

のコピーがあります。一部読み上げさせていた

だきます。 

「任期満了に伴う岩手遠野市長選挙は、10

月17日投開票が行われ、無所属の新人の多田一

彦さんが初当選を果たした。多田さんは財政運

営の安定化や市民活動をサポートするシンクタ

ンクの開設、介護専門学校の創立などを訴えて

きた」。記事は、市長の素敵な言葉で最後締め

くくられております。「初当選を果たした多田

一彦氏『遠野の未来を切り開く子ども、若者た

ち、その未来を切り開く、だからオール市民で

やっていきます』」。所信の一端が見受けられ

る言葉かなと感じております。当該記者は、多

田候補者が訴えた数ある項目の中で、特にもこ

の三つ、「財政運営の安定化」「市民活動をサ

ポートするシンクタンクの開設」「介護専門学

校の創立」を取り上げ、記事にした。限られた

紙面、文字数の制約の中での表現でしょうが、

多田新市長が特段にも強調し訴えた項目であっ

たからだと思います。選挙公約って何ぞや、改

めて確認しますと、選挙の立候補者が当選後に

実施すると有権者に約束する事柄、実行を有権

者に約束する政策です。 

一方、マニフェストは候補者が政権獲得後

に実施する政策を具体的に挙げ、実施時期と予

算措置について明確に有権者に提示した文章。 

市長のお考えをもう少しマニフェスト的に

具体にお示しいただきたいと存じます。 

それでは最初の質問をいたします。財政運

営の安定化とは、あえて意地悪な尋ね方をしま

す、御容赦ください。 

今遠野の財政は不安定ですか。健全財政の

維持ではなく安定化と表現なさった。公約とし

て掲げた理由と具体な内容をお示しください。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

〇市長（多田一彦君） 公約に掲げた意味、こ

れ財政は安定させる、健全を維持させる、これ

当たり前のことだからです。 

○７番（菊池美也君） 不安定かどうか。 

〇市長（多田一彦君） 不安定かどうか。 

〇議長（浅沼幸雄君） 議長を通してやってく

ださい。 

○市長（多田一彦君） 不安定かどうか。不安

定っていうのは上がったり下がったりってこと

ですね。不安定、安定、健全維持ということを、

その言葉の議論をする意味があるのかどうかっ

ていうこと自体に、私は疑問であります。 

〇議長（浅沼幸雄君） ７番菊池美也君。 

〔７番菊池美也君登壇〕 
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○７番（菊池美也君） 意味合いとしては、健

全財政を維持していきたいんだということでよ

ろしいですよね。 

先ほど来というか昨日の御答弁の中でも主

要財政三基金３基金、主要財政の基金の積立が

８億4,500万円ですよと、そういった見通しが

令和７年に立っているよというところで市長の

御答弁終わってますね。確かに、８億4,500万

円というね見通しは、令和２年の11月に第四次

遠野市健全財政５カ年計画を策定するにあたっ

て、そういった推計があるぞということで四次

計画が練られた訳なんですけれども、そこで市

長の答弁終わらずにですね、ぜひ市民の皆様に

伝えていただきたいのは、じゃあ四次計画どう

いったものなのか、その主要財政３基金の残高

は、令和７年度、16億1,400万に向かって計画

を進めていくんだよと言ってますよというとこ

ろまで伝えて欲しいんですよ。８億4,500万円

だよとそこで終わらずに、今実際計画は16億1,

400万円のものが令和３年度から始まってる。

そこまで伝えてあげないと不安だけ残ってしま

うんじゃないかなと。計画をしっかりと守りな

がら、健全財政を維持していきたいんだって意

味合いでしたよね。もう一度お尋ねをいたしま

す。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

〇市長（多田一彦君） 健全財政は維持される

べきものです。しかし、令和７年にはこういう

金額になりますよ、このままであればというこ

とは真摯に受け止めるべきであって、ここに危

機感を持たない方はいないだろうと思いますが、

美也議員は持たないようですが、つまり、その

四次計画の中ではだから16億まで行くように、

しかしこれは、まるっきりこのままでいくとこ

うなりますよっていうのと、ここにあげますよ

というのは、具体策がそこに必要なんですよ。

その具体策をこれから、われわれが相談し変え

ていかなければいけない、そこであります。で

すから、それを言ったから、それを言わないか

らというようなことではなくて、根本的なとこ

ろにしっかりと焦点を当てて議論していきまし

ょうというのが、私の申し上げたいことです。 

〇議長（浅沼幸雄君） ７番菊池美也君。 

〔７番菊池美也君登壇〕 

○７番（菊池美也君） 決して、だから伝えて

欲しいのは、市民の皆様への安心感ですよ。８

億4,500万円だっていうとこで止まらずにです

ね、だから計画を立ててる。 

実際、令和３年度から令和７年度の５カ年

計画スタートしてる。何もしてないから減って

いくんだというだけでおさまってるんじゃなく

て、今現在も計画はスタートしてるんですよ。

計画見直すってことじゃ、必要があればね当然

見直さなければいけないんでしょうけど、計画

があるんですから、それに基づいて進めて欲し

いなと思いますし、正しいところというか不正

確じゃなくてね、なんか途中でやめてしまうと

伝わらない部分があるんじゃないかなって思っ

て、述べさせていただきました。 

あとはですね、じゃあ主要３基金の年度末

残高、どんどん減ってしまったよっていう表現

もあったんですけど、計画よりもね減ってしま

ったよって表現あったんですが、じゃあなぜ減

ったのか、その間何があったかっていうことも

ね、ぜひ伝えて欲しいなと思います。 

これも財政５カ年計画の中に触れられてあ

るんですが、当然人口減少してますから地方交

付税の減額があったという影響もある。それか

ら、平成28年の台風10号による豪雨災害からの

復旧にかかった。 

あとは、この間特異なことは、下水道事業

及び農業集落排水事業の公営企業会計へ移行し

たこと、減価償却分の繰り出し金が必要になっ

て一般会計から一般財源が必要になって基金の

取り崩しになったという表現が、表現というか、

そういった結果があるんですよ。減ってしまっ

た、確かに減ってしまったという事実があるん

でしょうけど、どうして、なぜ必要だったのか、

切り崩さなければいけなかったのか、そこもね

ぜひ伝えて欲しいなと考えてやりました。今表

現をさせていただいております。 
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財源という話になると、市債っていうのも

貴重な財源だと思うんですね、地方債。地方債

って何だろうっていうと、簡単に言えば市が国

や銀行等から借りるお金のことであります。市

債とは、主に市が公共施設の整備などの建設事

業を行うために必要な資金を、国や金融機関な

ど外部から調達するいわゆる借入金のことを言

います。また、建設事業を行うために調達する

借入金以外に、臨時財政対策債っていう市債も

あります。これは国から交付されるべき地方交

付税の不足分を補うために設けられているもの

で、どの地域に住む国民に対しても一定の行政

サービスを保障するための財源です。 

借入金である地方債ですが、その発行には

二つの機能があると言われています。機能の一

つ目が、毎年の財政負担の平準化。ある年度に

公共施設の整備が重なった場合には多額の経費

が必要になります。もしこの年度に地方債の借

り入れを行わず全てを税等で賄ったとすると、

他に必要な市民サービスの提供にまで支障をき

たしてしまう。市債はある年度の過大な財政負

担を軽減し、他の年度へ財政負担を平準化させ

ることで計画的に、つまり安定的に財政運営を

行うための機能も有しています。 

機能の二つ目、現在の市民と将来の市民の

負担の公平。地方債は現在の納税者と将来の納

税者との間の負担の公平を図るという機能も合

わせ持っています。例えば図書館などの社会教

育施設などを全額その年度の税収で建設したと

すれば、完成後に市内に引っ越してきた人は建

設費を全く負担せずに施設等利用できることに

なります。これでは元々住んでいて建設費を負

担した市民との間に不公平が生じます。 

地方債は返済が長期にわたる結果、新たに

市民となった人も償還金という形で建設費を負

担することになり、税負担の公平性を確保する

ことができる。 

質問をいたします。市債を発行する必要性、

この二つの機能について、市長の御見解をお伺

いいたします。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

〇市長（多田一彦君） まず先ほどの基金につ

いて、その理由、明確なその時の名目だけでは

なくて、その背景にはそのことに充てるお金が

ないってことがあるわけで、基金を崩す時には

その時の理由が必要なので、その理由がそこに

あるということなんですよ。ですから全体的な

バランスの中でお金がないからそれをやらなけ

ればいけないということになるわけで、それは

つまりないということの証明であって、そのあ

と、しっかり補完できていけばそれはまた回復

できるというものです。回復できていないとい

うところからすれば、それは安心を与えること

はできないということです。 

ですから、私はあえてそういうお話しをい

たしましたということを付け加えさせていただ

きながら、ただいまの地方債、これは質問です

けれども、もう既に説明の中に答えがあると思

いますが、いろんな機能がありますよね、借金

っていうことだけではなくて、市税のそして交

付税と足りないところを補完していくというこ

ともあります。あとの機能については、財政支

出と財政収入の年度調整、住民負担のおっしゃ

るように世代間の公平のための調整、一般財源

の補完。これを弾力性を持って使っていくため

の方策ですね。 

次に、国の経済との調整という機能があり

ます。いずれにしても景気等対策していくには

使うことは考えなければいけないし、多くの自

治体がそういうことによって一時的に事業の目

的が達成できるというようなもので、私は必要

であるというふうに考えています。 

〇議長（浅沼幸雄君） ７番菊池美也君。 

〔７番菊池美也君登壇〕 

○７番（菊池美也君） 基金の主要３基金残高

の計画も各年度ごとに建てられているんですね。 

市長、改めて確認させてください。基金を

積み立てるために、歳入があるんだけど歳出を

抑制する、そんなことではないですよね。計画

通り、計画を目安に、歳出と歳入のバランスを

取っていく、基金を増やすために歳出を抑える。
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優先順位をどっちに取るかだと思うんですが、

そういったことではないですよね。基金の計画

を達成するために緊縮財政を取る、そういった

ことではないですよね。ないですよねっていう

確認です。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

〇市長（多田一彦君） ちょっとあまりお聞き

になってる意味がよくわからないんですけれど

も、必要な事業を必要な方法でやっていく、そ

の結果として基金に余れば回すし、でなければ

借りるとか貯金を切り崩す、緊急事態にはいろ

んなことがありますよというふうな考え方でや

っていますので、ごく当たり前の考え方だと思

います。 

〇議長（浅沼幸雄君） ７番菊池美也君。 

〔７番菊池美也君登壇〕 

○７番（菊池美也君） 私がこだわりすぎかも

しれませんが、不安とかね見込みとしてこうい

った心配があるんだぞという最初にね、見通し

がどんどん何もなければ減っていくぞっていう

ところで終わってたので、ちょっと計画とは違

うなっていう思いがあったものですから、確認

をさせていただきました。 

○７番（菊池美也君） 遠野市の健全財政５カ

年計画を… 

   （「議事進行」と呼ぶ者あり） 

○７番（菊池美也君） 遠野市健全財政５カ年

計画を… 

〇議長（浅沼幸雄君） ちょっと発言少しお待

ちください。議事進行、小松正真君。 

○１番（小松正真君） すいません、先ほどか

ら何か質問者が計画と違うっていう話をずっと

してるんですけど、その計画とどこが違うのか

っていうのを私は分からないんですよ。だから

今計画と違う所はどこなのかっていうのをしっ

かりと話しをして欲しいんですけど。 

〇議長（浅沼幸雄君） 議事進行した小松正真

議員に申し上げますが、質問者は菊池美也議員

であり、答弁者は多田市長でございます。 

多田市長のほうからわからないというお話

しがあれば反問ということもございます。 

小松正真議員がわからないというところで

議事進行というのは受け付けられません。小松

正真議員。 

○１番（小松正真君） ちょっと話し方変えま

す。計画に合ってないような話をしているので、

その今発言が正しいのかを議長に検証していた

だいて、どうするか対応していただきたいと思

います。 

〇議長（浅沼幸雄君） 先ほど申し上げました

ように、答弁者は多田市長でございます。 

多田市長のほうから「計画がないのに何で

質問者が計画を持ち出すんですか」という発言

でもあればですが、そういう発言はございませ

んので、このまま進めさせていただきます再開

します。続けてください。 

○７番（菊池美也君） 計画ですから手元にあ

るんですよね。だからこのグラフ、概要版であ

り、５カ年計画であり、それに基づいて質問を

展開をさせていただいております。 

地方債のその二つの機能についての、市長

の認識、僕と同じでございます。必要なもの、

財源の一つとして捉えていかなければいけない

と思います。 

市債の発行を行うと将来、元金の返済のほ

かに利子の支払いが必要になります。将来の元

金と利子の返済は市の財政を悪化させないので

しょうか。このようなね不安を抱く場合もござ

います。財政の話しになると地方債はだめだと

断じる風潮が多々あろうかと感じております。 

「借金だ」「将来世代へのツケだ」「先送

りだ」などとですね。一方、私と同じ御認識を

持ち、二つの機能による必要性の議論もござい

ます。 

市債の返済による負担、これは市の財政を

悪化させないのだろうかっていう、このような

不安を抱いた市民の方からの質問に対して、市

長はどのようにお答えになりますかね、お尋ね

いたします。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 
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〇市長（多田一彦君） これから市債が必要に

なる局面はあると思います。負担が市の財政を

悪化させないかという御質問だったと思います

が、これはバランスの取れた市債の運用であれ

ばいいと思いますが、偏っていってバランスが

取れなくなって過多になると、これは悪化させ

るに決まっています。これ市債でなくても個人

の借り入れでも、会社の借り入れでも、それは

もう当たり前のことだと思っています。 

〇議長（浅沼幸雄君） ７番菊池美也君。 

〔７番菊池美也君登壇〕 

○７番（菊池美也君） バランス取れば不安は

ないんだという御答弁でした。確かにですね、

この第四次遠野市健全財政５カ年計画にもこの

ような表現あります。「市債に関しては投資的

経費の財源となる」「しかし、後年度負担が伴

うことから歳入歳出シミュレーションにより、

本市の財政規模に見合う借入上限額を定め、そ

の額を超えない範囲内で毎年度予算編成を行う

こととする」、もう既に借り入れの上限額きち

っと定められているんだぞという事実もござい

ますので、その計画に基づいて必要な事業を行

う際の財源の一つとして活用していただければ

と思います。 

今後のこと、ちょっと中長期的な見通しに

ついて市長の御認識を確認していきたいと思い

ます。 

高齢化率の高まりから、社会保障関係費が

増加していくことが当然のことながら皆さん御

承知のとおり予測されています。新型コロナウ

イルス感染症予防対策経済対策の関連費も増え

ています。 

構造的に依存財源の割合の高い本市にあっ

ては、国、県に対し財源の拡充や地方一般財源

総額の確保を求めていくほか、産業振興及び雇

用の創出による自主財源の涵養など、あらゆる

手段による財源確保に引き続き取り組んでいく

ことが求められております。その上でお伺いを

いたします。財政調整基金残高の現状をどのよ

うに考え、財源確保に向けどのように取り組ん

でいくのか、中長期的な財政の見通しについて、

長期までいかなくても中期的で結構です。中期

的な財政の見通しについて、市長の御見解をお

伺いいたします。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

〇市長（多田一彦君） 私が今一番検証をした

いと思っていることは、このまま行くと減り続

けますよと。不安不安と言いますけれども、安

心させてくれと言いますけれども、安心するに

は安心するための材料が必要です。状況が必要

です。不安なこともありますが、これは共有し

ましょう、そして重要なことは「なぜこのまま

行くと減り続けますよ」と言っているかという

ことなんです。この今を改善しなければ中期も

長期も行かないんです。今から中期長期をにら

んで改善していかなければいけないことで、こ

れは平成27年、平成30年、さまざまな時期でし

っかりと検討しなければいけないことだと思っ

ています。 

また、これからの、３基金のあれもありま

したね、これはつまり減っていきますよという

ことが重要なポイントなんです。この金額です

よ、18億ですよ、これで18億、19億、18億、17

億、20億っていうふうになっているんであれば、

これは不安はないと言えるでしょう今のところ。

これが減っていくということは、つまり止めな

ければいけないってことです。その状況にあり

ますということですね状況については。 

それと自主財源、市税にあっては、それこ

そ少子高齢化、人口減少の中で減っていくでし

ょう。交付金も同様です。ですから、財源の確

保というのはこれから行政であろうともさまざ

まな資産を活用したり、事業の開発や促進を求

めて市内の経済を発展させて収税できる、もし

くは収益を上げられるような形にしていかなけ

ればならないというふうに考えております。 

その中にふるさと納税の強化、そのために

はさまざまなコンテンツ、要するに商品、返礼

品、これ品物でなくても例えば、子育てに関す

るサポートでもいろいろあると思います。そう

いうものを開発して、発信をしていかなければ
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いけないと。そして遠野市の財政確保に努めて

いこうというふうに考えています。 

〇議長（浅沼幸雄君） ７番菊池美也君。 

〔７番菊池美也君登壇〕 

○７番（菊池美也君） 財源の確保、これもで

すね、市長御答弁したとおりですね遠野市健全

財政５カ年計画にもう既に載っているところで

ございます。 

市税の確保、額っていうよりも、これ市税

の所は収納率のアップを図っているようですし、

受益者負担の適正化、それからごみ処理手数料

の有料化。この四つ目にふるさと納税の強化。

五つ目、公営住宅跡地利用の検討。その他とし

て、遊休地の積極的な貸付、売却、市有林立木

の計画的な売却、学習講座等に係る受講料の見

直しと、さまざまな財源確保について計画なさ

っている。市長としてね、何かやっぱりこうい

った問題意識を持ってるようですから、この計

画、五つなり六つなり示されていますけど、そ

れ以上にね何か取り組んでいきたいなって思い

あるんでしょう。僕としてはね、ネーミングラ

イツ、ぜひ考えていただきたいと思うんですが、

そのほか市長としてこの計画の目標で終わらず

に、目標をさらに上回りたいという思いもあろ

うかと思うんですけど、何か、今の段階で結構

です。制度設計に当たっていろいろ難しいとこ

ろあろうと思うんですが、市長のお考えを伺い

たいと思います。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

〇市長（多田一彦君） さまざまこの数年間

「遠野市こうすればいいな、ああすればいいな」

と考えてきました。計画の話しもありましたけ

ども、だいたい計画というのは、問題意識、課

題が共通していれば同じようなことが出てきま

す。当然、遠野市も私が市長になる前から、そ

ういうことが必要だということはあるでしょう。 

ただ、私が考えるのは計画を書いただけで

はだめで、しっかりと実行しなければいけない。

そして、その進捗を確認して修正すべきところ

は修正しなければいけない。こういうことです。

市長としての舵取りというのは、そういうこと

だと思います。アクションを起こす、それを確

認していく。 

ネーミングっていうのもいろんな所でやっ

てますね。これも一つ着眼していくところでし

ょう。今の世の中は、昔は発想の転換とかいろ

いろありましたけども、いろんなものが世の中

にあります。 

ですから発想の転換転換が必要です。発想

というよりは着眼、いろいろな今のネーミング

もそうですね、着眼していく世の中にあること、

成功していること、これに着眼していって、そ

れを応用していく。それを遠野流に応用してい

ってさまざまな展開を図っていく。この努力を

しなければいけないというふうに思います。 

さまざまありますけれども、私これからい

ろいろ提案していきます。今回細かいことを提

案していく予定ではないので、お米選手権とい

うのも昨日お話ししましたね。そういうさまざ

まな取り組みがあるということです。 

〇議長（浅沼幸雄君） ７番菊池美也君。 

〔７番菊池美也君登壇〕 

○７番（菊池美也君） 財源の確保策にお米選

手権というのが直接的につながるというか、ぐ

るっと回って収入が所得税になるっていう意味

合いですよね。 

とりあえず僕が訴えたいのはですね、歳出

の抑制ばかり念頭に置いてしまうと、行政の硬

直化招きかねないんじゃないかなという心配が

あってですね、必要な市民サービス当然ござい

ますし、遠野らしさの構築っていうのも市長お

っしゃるように他市町村との区別化、必要だと

思います。そして未来に何を残すのか、そうい

った政策も大事だと思います。都度ね、議論を

通じながら確認をさせていただければと思いま

す。 

次に、介護専門学校の創立についてお尋ね

をいたします。専門学校は大学に次ぐ規模の学

生を抱える教育機関であると同時に、職業実践

的な教育を提供し、産業界からの要請に応える

社会に欠かせぬ存在です。現に専門学校は高い
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就職率を確保しているといわれています。しか

しながら専門学校は大学などに比べ、その法的

な基盤についての情報が十分行き渡っておらず、

法的に見てどのような存在なのかあまり知られ

ていません。専門学校は学校教育法上いわゆる

１条校ではないものの、専門課程を置く専修学

校として位置付けがされており、学校法人外の

私人によっても設立できる教育施設とされてい

ます。 

創立っていう言葉、また言葉じゃないんだ

よって市長から言われそうですが、単語が気に

かかってました。 

市長は、介護専門学校の創立を公約に掲げ

ておりました。でも昨日の佐々木敦緒議員の質

問に対する御答弁では、選挙中に市長がこう訴

えてきた内容とは、多少異なるような言い回し

になったかなと感じております。 

遠野市が介護専門学校の設置者になるんじ

ゃないか。多くの方はそのように受けとめてい

たと思いますが、創立という言葉を使っていた

からです。真意は御答弁頂いた内容は、誘致を

していきたいんだということでございました。 

遠野に学校を新たに設立してくれる法人の

あてがあるのかなと。今度は次の疑問が湧いて

きたところなんですが、遠野に介護専門学校を

誘致する必要性の根拠とその具体策についてお

伺いいたします。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

〇市長（多田一彦君） 誘致する必要性がある

のか、ないかっていう議論をしますか。 

介護の人材は不足している、これ事実です。

遠野に専門学校があった方がいいという市民の

声は、専門学校でも大学でも短大でも、これ同

じようにちょっと考えていただいて、上位の学

校があったほうがいいという議論は、市民の中

でもされています。よく声を聞きます。それは

なぜかというと、例えば昨日萩野議員の話しの

中で、外国人材の活用ということもありました。

外国人材を活用するということは日本の方を雇

用するよりお金がかかるんです、実は。だから

皆さん日本の方、近くの方を雇用しようと努力

してるわけですが、それでも難しいから外国か

ら人材来ていただこうか。こういうことになる

わけです。 

その人材難しい、例えば居酒屋さん例に挙

げます。外国人材を受け入れるという費用はか

けられない。しかし高校生のアルバイトは難し

い。そうすると専門学校生や大学生がそばにい

てくれれば、アルバイトも受け入れやすい。こ

れも一つ。全てがこの目的ということではない

ですよ、もうちょっと柔らかく考えていただい

て、あれもこれもあって、さまざまな効果が得

られるからというふうに解釈をしていただきた

いんですけれども。 

そして、介護の学生はインターン、このこ

とも必要な戦略になってきます。もちろんア

パートや宿舎といったものの経営も出てきます。

もしですよ、これがもし、昨日、敦緒議員から

どこに建てるんだというお話しがありました。

仮に宮守に建てます。仮にですよ。そしたら駅

を使って通う生徒も増えます。駅前に居酒屋が

できるかもしれません。そういう地域と密接し

た重要な効果もあるかもしれません。 

私は根拠という狭い考え方ではなくて、こ

れによってさまざまな波及効果、経済の効果、

人の効果が生まれる、そういうところからこう

いったものを考え進めていきたい。 

そして、理解というのは非常に難しいとい

うのは先ほどもお話ししたんですけれども、遠

野市が作りますよと、私は市民の方々と話をし

ながら、また議会で議論をしながらそういう大

事なことは決めていきます。私の説明も足りな

かったかもしれませんが、その１項目の所で、

細々長くは書けません。ですから、これは受け

取る側の理解ということになるわけですけれど

も、理解の仕方というのはいろいろあって、好

意的に柔軟に理解するという解釈がある。好意

的っていうことから考えると、反対に悪意的、

敵対的、反対的とかいろいろ字が出てくると思

います。これを遠野の将来に向けてしっかりと

柔軟に好意的に解釈していく必要はあるでしょ
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うと。解釈をしっかりしないっていうのは、ね

じ曲げていってしまう。これはよく曲解、その

気持ちにつられてそっちのほうの解釈をしてい

く、これ一般的な話を申し上げております。こ

れが、曲解といいます。そういうふうにしてい

って進めたくないなというのが、私の気持ちで

ありますから、ここははっきりと申し上げます

が、選挙公約の中で遠野市が創立するというよ

うな話はしておりません。創立の形を質問して

いただければ、これは民間で考えています。そ

して民間というのは一つの企業ということもあ

りますが、例えば先にどこかに介護施設ができ

た。その介護施設に付随してそういうものを作

っていく、それに附随して子育て住宅ができて

いく、保育園ができていくと、そういうふうな

私はその発展の仕方を考えていきます。 

その誘導やアドバイス、その発想を民間企

業にお伝えするもしくは何社かでやる場合もあ

るでしょう。形態はいろいろあると思いますが、

形態を工夫しながら発信していくというのが、

これからの考え方です。 

ですから、遠野の将来にとっていい考え方

であるか、もしくは、「いや、そんな大したよ

くないな」と「いらないな、こんな考え方は」

こういう意見もあってもいいと思います。さま

ざまその辺は議論していいことだと思います。 

私の考えはそういう考えでおりました。 

〇議長（浅沼幸雄君） 午後１時まで休憩いた

します。 

   午後０時04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。７番菊池美也

君の一般質問からです。７番菊池美也君。 

   〔７番菊池美也君登壇〕 

○７番（菊池美也君） 午前中の質問で、私の

方から市長に投げかけた内容は、介護の専門学

校、遠野になぜ必要だと考えてられるのかとい

う質問に対して、市長から御答弁いただいたの

は、「介護に携わる方、不足しているからだよ」

と「そこの不足を解決するための解決策なんだ」

と。 

さらには、人材不足を解決するだけじゃな

くて、広がりのある波及効果が期待できるから

ですという市長の思いを伺いました。 

僕も介護に携わる方々が不足している、そ

の現状は認識しております。市長と意を共にす

るようにですね、介護は遠野にとってはなくて

はならない社会的に必要な大切な分野です。だ

から人材を確保していかなきゃいけないんだと、

策を練っていかなければいけない。その思い一

緒です。 

改めてちょっと別な展開で質問させていた

だきたいんですが、どうしてね人材が不足しが

ちなのか、不足しているのか、何か課題がある

からだと思うんですね。 

介護職に限らずですね、あらゆる業界の産

業の各事業所、各種法人がさまざまな考え方の

中で、優秀な人材を確保するための手段を工夫

しています。 

就業する側としては、その業界の将来性で

あるとか組織の理念、風土、雰囲気であるとか、

もちろん仕事のやりがい、そして福利厚生も選

ぶ上で大切な要素となります。 

質問をさせて下さい。介護報酬と受益者負

担のバランスであるとか、要介護者、要支援者

の遠野の将来推計、そして介護職員の現在の処

遇、介護を取り巻く状況について市長はどのよ

うにお考えでしょうか。どのような御認識をお

持ちでしょうか。お伺いいたします。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君） 午前中に引き続いて、

よろしくお願いします。 

私の父も昨年８月に施設で亡くなりました。

そのときにできるだけ市内の施設に入れたいと、

親父もそういうふうに考えていましたし、そう

だったんですけども、実際にはかなわず花巻市

で亡くなったという現実がありました。介護施

設が結構閉まっていたっていうこともあって、
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凄くその現状が気になって、いろいろ聞いたり

勉強しようと思っていろんな方の話を聞いてき

ました。その現状をしっかりと知らないとそこ

に対する対策も取れないなというようなところ

から、介護人材の確保であるとか施設の数に関

してのこととか考えなければいけないなという

ふうになったんですが、やっぱり介護に係る現

状っていうものは厳しいってのはもう大きなこ

となんですけれども、保険制度とかさまざまあ

ります。バランスとか受益者とか介護報酬って

いうこともありました。 

これは保険制度っていうものがあって、40

歳以上、介護保険料を納めていただいて、60歳

以上の方を第一号被保険者と呼ぶと。 

この、基準月額保険料っていうのは五段階

になってるんですが、5,425円、これは岩手県

内で下から五番目に低いっていうまず現実。こ

のことも調査しました。 

そして、昨年度の決算数値は歳出総額で、3

2億543万円を保険料費用として支出しています。

大きな額ですね。 

こういう実態があって、そのうち６億513万

円を介護保険料として被保険者の皆様から納め

ていただいて、残りは国、県、市の負担という

ふうになっているという内訳があります。かな

り遠野市も頑張っていこうと、力を入れている

ということも私は分かりました。 

現在の65歳以上の被保険者の数は10,466人、

要介護要支援認定者数が2,111人というのが現

在の状況であります。団塊の世代と言われます。 

そして、さらに令和22年、団塊ジュニアの

世代、このピークがやってきます。65歳から70

歳となる時期にそのピークがやってくる、そう

いうふうに言われています。 

前の質問でも答弁していますが、市内の介

護従事者の十分とならない原因の一つには、給

与またはその待遇もあります。 

遠野市内の人材確保、これについては今美

也議員の方も質問の中で話をしていました。介

護に限らず遠野市内の報酬とかそういう現実も

あると。この辺のこともしっかりと向き合って

いかなければならないわけですが、施設の運営

ということも同時にあります。 

私たちは両方の面でしっかりとサポートし

ていかなければいけないってことはこの調査を

してよく分かりました。 

その待遇改善、その他の方法についてこれ

から、介護職に従事している人、施設の方、そ

して関係各課と協議をして、いろいろ提案をし

ていきたい。当然皆様にもお諮りしていくわけ

です。 

介護職員が安定して生活できるということ

は、もしかするとその方も介護してるかもしれ

ない。子育てでも大変かもしれない。それぞれ

の方の事情はありますが、大きくはこの２点を

強化していかないといけない。介護に従事する

人のサポート、これがしっかりいかないと介護

してもらうということが難しくなるというふう

に考えていますので、各関係機関、関係者に協

力の依頼をしなければならないと考えておりま

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〕 

○７番（菊池美也君） 課題、市長がね御認識

なさってる課題について、確認をいたしました。 

まず処遇、ここはやっぱり改善していかな

ければいけない部分じゃないかということでし

たね。 

人材の確保という視点でいくと、資格を取

ってもらう、そのサポートと、資格を取った方

が離職しないようなサポートと、二通りが必要

だと思うんですね。 

私も介護専門学校の創立って聞いてですね、

最初はねいい政策だなと思いました、本当に正

直。専門学校なので１学年20人程度いるんだろ

うなと、２学年で40人、お昼食べるんだろうな

とか、アパート借りる学生さんもいるかも。自

宅から通えるようになれば、市内の親御さんの

経済的な負担軽減できるなと。校舎、教室、空

きスペースの有効な活用策になるかもと。 

しかし、いろいろ調べれば調べるほど、考

えれば考えるほど悩ましくなってきてですね、
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やっぱり法律っていう制約があって、大変厳し

いことだなと認識せざるを得ないんですね。今

今のその人材流出を防ぐためには、公約に掲げ

たから、載ったから、載ってないからってやら

ないわけじゃないと思うんですね。載ってない

部分もやっぱり課題として認識してますから、

そういった取り組みも当然なさっていくんだと

考えます。 

ただ現在ですね、県内に介護福祉士養成の

学科、大学、専門学校すでに６校あるんですね。

介護福祉士実務者養成施設についても、高校４

校含めて10施設が存在します。 

もう十分足りてるんじゃないかなと資格を

取得するような施設、学びの場は、ちょっとね

資格取得するために学びの場が足りていないっ

ていうことではないなと思いました。 

じゃあどうしていったらいいんだろうって

ことなんですけど、就学の経済的な負担軽減策

として、ぜひ市には厚生労働省の介護福祉士就

学資金等貸付事業、こういったものがあるよう

です。ぜひ広く周知をしていただければと思い

ますし、質問で御答弁いただいた課題の認識、

その現状の課題解決をねぜひ優先していただい

て、離職してしまう方を防いでもらいたいんで

すね。 

11月19日に「コロナ克服新時代開拓のため

の経済対策」が閣議決定されました。そして、

政府決定なされ、昨日召集の臨時国会にて審議

されているところであります。 

当然のことながら鈴木俊一財務大臣、強く

関わっています。ちょっとご紹介します。 

看護、介護、保育、幼児教育など新型コロ

ナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対

応が重なる最前線において働く方々の収入の引

き上げを含め、全ての職員を対象に公的価格の

あり方を抜本的に見直す民間部門における春闘

に向けた賃上げの議論に先んじて、保育士と幼

稚園教諭、介護障害福祉職員を対象に賃上げ効

果が継続される取り組みを行うことを前提とし

て、収入を３パーセント程度（月額9,000円）

引き上げるための措置を、来年２月から前倒し

で実施をする。この部分の予算は2,600億円だ

そうです。 

例えば市として、この賃上げにね独自にか

さ上げをするとか、これ公平性とかいろいろ議

論があって、制度設計大変かもしれませんが、

そういった何かしらね処遇の改善に取り組んで

もらいたいなと思います。 

有資格者がね離職してしまう、あるいは市

外の施設で就職してしまう。別な業界、産業に

従事してしまう。この流出を防ぐための確保策

が、まずは望まれることでありますし、市長も

考えていらっしゃると思います。 

これまで、さまざま担当課では策を練って

ね取り組んできたんだと思うんですが、現状今

の状況で人材が不足しています。 

職業選択の自由っていうのもありつつなん

ですが、この介護職への誘導。どのように政策

的に図っていきたいなと、何が必要かなと思い

ますか。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君） 先ほど私、団塊の世代

という言葉を間違っております。訂正させてい

ただきたいと思います。 

先ほどと答えが重なる部分もあります。や

はりその現状を見て、何をどういうふうに変え

ていくかということの策が必要だと思います。 

一番わかりやすいのは、給料体系を変える、も

しくは先ほど申し上げましたように、介護現場

で働く人をサポートするシステム、これが必要

だと考えています。 

ただし、これは遠野市だけでできることじ

ゃないので、各施設も関係してきます。これに

ついては施設関係者含めて相談しながら前に進

むということが必要だと思います。 

それと、人材確保について何が先かという

ことではなくて、この介護専門学校の創立を待

っているわけにはいかないのは、もう当然のこ

とですから、何年かかるかわからない。 

それと、少なくとも段階があって、あるプ

ロセスを踏まなければ専門学校になっていかな
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いわけですから、それまでの間、何もしないと

いうことではないということです。即効性のあ

ること、これは必要です。流出しないこと、両

方必要です。 

チャンネルを増やしていかなければいけな

い、県内に施設が足りてあるんであれば、じゃ

あ学校はいらない。そこで、人を引っ張ればい

い、こういう理論にはやはり少しならないだろ

う。なぜならば現状が違うわけですから。 

そこで遠野の魅力、職場の魅力、そういう

ものを出していかなければいけない。政府が今

回ペースを上げる、これは非常にいいことだと

思います。私的にはもう本当によかったという

ように思っています。 

そして、さらに遠野市が各施設と積極的に

相談をして、お互いに何をできるか、どういう

ふうな教育協力体制ができるか、これをしっか

りともう一度話しをしていく。そして意見を聞

いてできる策は取っていく、ここをやらなけれ

ばいけないと思っています。 

まずはいろいろ話をして、働く人・施設両

方の現状をもっと聞いてみたい、そういうふう

に考えています。 

〇議長（浅沼幸雄君） 挙手してください。７

番菊池美也君。 

   〔７番菊池美也君登壇〕 

○７番（菊池美也君） 失礼しました。 

この人材確保、介護に携わる方々の課題っ

ていうのは、遠野だけが抱えてる問題ではなく

て、じゃあ遠野だけ処遇改善をして、ほかの市

町村から来てもらっちゃうと、今度はそっちの

来てもらっちゃったほうの市町村も困ってしま

う、本当悩ましいところがあろうかと思います。

ぜひその辺のね調整も、新市長には取り組んで

もらえればと思います。ぜひ県内っていう視点

でですね課題解決に向け、県のほうに申し入れ

するとかそういった部分も必要になろうかと思

います。質問じゃないので結構です。 

これで終わります。 

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18分 休憩 

────────────────── 

   午後１時19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。 

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。 

多田市長、御就任まことにおめでとうござ

います。 

就任以前ではございますが、多田市長から

はネパールの子どもたちに遠野の子どもたちか

らピアニカをプレゼントするボランティア活動、

そういったものにもお声掛けいただいて参加さ

せていただいたり、国内外で御活躍をされてい

る識者の方々が遠野にいらっしゃったときに、

声をかけていただいていろいろ懇談する機会を

いただいたりと、私自身視野が広がりましたし、

多くの気づきもありまして、成長する機会をい

ただけたことは今でも本当に感謝をしておりま

す。 

市民福祉の向上のために是々非々でこれか

らも活動してまいりますので、何とぞよろしく

お願いをいたします。 

それでは通告に従いまして、一問一答で質

問してまいります。 

今こそ感染症の脅威から市民の命と生活を

守るとともに、デジタル化やグリーン化、地方

への分散化の流れのなか、成長と活力、好循環

を生み出し、コロナ以前よりも便利で豊かな地

域社会を築いていかなければなりません。併せ

て、誰１人取り残さない持続可能な未来を目指

して、子どもや若者に対して積極的に投資をし

ていくときでございます。 

大項目１点目、便利で豊かな地域社会の構

築に向けて、質問してまいります。 

デジタル社会の構築は、日常生活での利便

性の向上、持続可能な自治体運営へのモデルチ

ェンジ、地域課題の克服、そして感染症対策と

して必要不可欠な取組であります。 
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第４次遠野市経営改革大綱では「デジタル

技術の活用による業務改善」「ICTを活用した

行政サービスの向上」について年度別の実行計

画が示されております。また遠野市総合計画、

遠野みらい創造デザインの中では「ICTによる

ネットワークづくり」として未来の姿が示され

ております。年度別実行計画の更なる前倒しを

含め、積極的に推進をしていくべきと考えます。 

市民福祉の向上と市民生活の豊かさ、地域

の活性化が実感できるデジタル化を戦略的に進

めて行く必要があります。 

デジタル化の推進について、まずは市長の

ご認識をお伺いいたします。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君） ピアニカ、あれはネ

パールの二つの学校に全部行き渡りまして、ち

ょうどここにいらっしゃいます荒川議員が一緒

に寄贈に行ってくれた。そのあとはもうどんど

ん音楽が進んでいって、同時に学力も上がって、

周辺60校の中で私たちがサポートした小学校は、

なんと学力１番になりました。 

そのほか、小学校は３校、そのほかにもコ

ミュニティセンターなどを建ててきました。市

民の生活も向上した。本当に皆さんのおかげで、

遠野の皆さんの本当にサポートはすごかったな

って、ここでもそういうふうに感じておりまし

た。ありがとうございました。 

今の御質問のデジタル化、これはもうこの

時代から考えるともう当然やらなければいけな

いことなんですけれども、遠野市でもちょっと

私も調べていただきました。 

国が12月に自治体デジタルデジタルトラン

スフォーメーションの推進計画を作成して、そ

の後遠野市でも令和３年から７年度の第２次遠

野市総合計画後期基本計画の中で、地域課題解

決のためにも行政手続のオンライン申請などを

進めていこうかという取り組みを始めていると

いうところです。 

さらには、担当を配置して行政サービスの

向上やデジタルトランスフォーメーション推進

本部会議を立ち上げていると。具体的には自治

体情報システムの標準化、共通化、行政手続の

オンライン化を順次進めていくということにな

っています。 

それこそ私たち世代も、そのデジタルの部

分、通信のシステムの部分については、だいぶ

苦手な方が多いということですから、これから

が大事なときだと思っています。 

〇議長（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） 経営改革大綱にある、

ＩＣＴデジタル技術に関する項目についても、

概ね計画どおりスケジュールを見ても、現在の

取り組みと比べてみても、やはり進んでいるな

と感じております。 

今国のほうでもデジタル化強力に後押しし

ておりますので、やはり進められるときにはし

っかり進めていくチャンスなのかなと捉えての

質問でございます。 

このＩＣＴデジタル化っていうものは、こ

のＩＣＴ技術をどのように活用していくのかっ

ていうところが、大変大事な視点だと思います。

これ一つの例でございます。 

茨城県の土浦市では、デジタル技術を使っ

て、支所や地区公民館など公共施設計17カ所と、

市役所本庁舎内の各課をですね、窓口をリモー

トでつないでおります「つちうらリモートコン

シェルジュ」という事業で取り組んでいるとい

うことでございます。遠野市で例えれば、本庁

舎などに足を運ばなくても、最寄りの地区セン

ターからリモート、画面を通してですね、市民

と担当職員がお互いの顔を見ながら、各種申請

手続き、生活の困りごとに関する相談対応を行

えるという取り組みでございます。 

市民の利便性の向上と、身近な市役所とし

ての住民と行政の距離を縮める効果も見込める

とのことでございます。 

これからの地域づくりとして、私は地区セ

ンターとその周辺に、日常生活に必要な機能や

サービスを集約して利便性を高めていくと。地

域住民の方が自然と集い合えるそういった拠点
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化の再構築っていうのが必要だと考えておりま

す。 

その上で地区センター周辺の拠点化を図り

つつ、地区センターと各集落・各世帯を結ぶ

「交通」と「情報」しっかりネットワークを張

っていくと。これは議員になってからずっと議

論さしてはいただいているところではございま

すが、やはり市民生活の利便性を高めるために

こういったデジタル技術を地域づくりに活用し

ていくっていう視点はこれから大変重要になる

と思います。 

その点につきましては、多田市長どのよう

なご認識をお持ちなのかお示しください。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君） 遠野市でも既にライセ

ンスを取得していまして、ズームで会議ができ

るようになっております。市外とももちろん可

能で、先日は医療関係者と会議をしました。ま

た、地区センターともそういう形でつながって

会議をしたりすることもできます。 

私も今のところ予定では20日辺りなんです

けども、宮守支所に勤務する予定でおります。

そのときも月に一回ないしは二回は宮守支所に

も行って、いろいろお手伝いしたいという気持

ちがありますので、そういう形でやっていきた

いと思ってるんですが、そのときにもさまざま

な情報交換には、そのデジタルのその通信シス

テム、遠野市が持っているシステムを使ってや

ってみたいと思っています。 

11の地区にそれぞれ配置されているので、

これからもそういう活用は活発にしていきたい

と思います。 

また、事務等に関してもまだいろいろ検討

しているんですが、さまざまハードルもありま

して、これから順次進めていくということです。 

〇議長（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） 今後、遠野テレビのネ

ット環境のほうもますます充実してまいります

ので、こういったタブレットとか利用してです

ね、職員が持って歩くっていうのも、そういう

意味では本当にいろんなことの可能性が本当に

広がってきているんだなっていうのは実感もし

ておりますので、ぜひそういったところをそれ

ぞれの地域の発展とですね住民の福祉のほうに

しっかり活用していただきたいなと願っている

ところでございます。 

今定例会の一般質問の中でも、公共施設の

あり方についてさまざま議論がなされました。

ちょっと私も公共施設とこのＩＣＴについて、

ちょっと１点質問させていただきます。 

公共施設は当然市民福祉の向上、多様化す

る市民ニーズにお応えする上で、大きな役割を

果たしております。今後は議論でもありました

が、やはり、よりよい行政サービスを提供しつ

つ将来に負担を先送りさせないために、やはり

公共施設等総合管理計画に基づく施設の維持管

理であったり整備更新、いろいろ統廃合も含め

てですね、こういった取り組みが重要になって

まいります。 

ただですね、私併せて今ある既存施設の利

用需要、利用者ですね、これまだまだ増やせる

んじゃないかなっていうのがちょっと、すみま

せんこれデータとして取れてるわけじゃないの

で、肌実感として感じております。取り組み方

次第でやはりいろいろ利用者を増やせるんじゃ

ないかなっていう感覚でおります。 

これ、みやもりホールの例なんですが、大

変音が美しいすばらしいホールです。親子ルー

ムもありまして、子どもと一緒に遊びながらで

すね芸術を楽しむこともできると。私も以前別

な用事で使ったんですが、ちょっとあの当時よ

りは今改善していると思いますが、なかなか大

変だったんです。予約の確認を向こうまで行っ

てチェックして、日程調整して正式に申し込み

をして、支払いは後だとか、行ったり来たりし

たちょっと覚えがございます。若干改善はね、

予約をネットで見れるようになったりとかして

いるのは、もう感じておりますが、こういった

体育施設、文化施設、各地区センターや生涯学

習スポーツ施設など、利用するときにネットで
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予約ができるシステムの導入であったり、また

キャッシュレス決済の導入、こういったＩＣＴ

をうまく活用して利用促進を図ってはいかがな

ものでしょうか。 

公共施設の利用促進へデジタル技術を活用

することについての市長の御見解をお伺いいた

します。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君） 当然、デジタル化の中

にはそういう機能っていうのは基本的に入って

くると思います。 

現在のところは、キャッシュレス決済につ

いては水道料金、税金、下水道料金になってま

す。これ結構手数料もかかるんですが、その他

のキャッシュレス決済の部分について、そして

公共施設の利用については、検討を進めなけれ

ばいけないところだということを先日関係課か

らも言われております。どんどん時代が変わる

ところに対応していかなければいけない。 

管理者制度も公共施設についてはやってお

りますので、その決裁のシステムについても計

画的に進めていかなければいけないというとこ

ろにあります。 

〇議長（浅沼幸雄君） 六番小林立栄君。 

   〔６番小林立栄君登壇〕 

○６番（小林立栄君） 指定管理の問題も含め

てですが、あと、なにぶんこういうデジタル化

は結構予算がかかる、財源が必要になってくる

というちょっと悩ましい問題もございます。費

用対効果の面とかですねあると思いますが、た

だやっぱりこの時代の流れにしっかりうまく乗

せつつそこはやはり知恵をお互い出し合ってい

くしかないのかなと感じておりますが、いずれ

市民の利便性を高めながら公共施設の活性化、

これにもやはり図って行った上での統廃合とか

見直しであったり、そういったところに進んで

いくことが、やはり市民の皆さんの理解も得て

いけるのではないかなと感じております。 

このデジタル化っていうものはですね、こ

うやはり進める上で、本人確認っていうのは大

変重要になってまいります。その本人確認のた

めの重要なツールであります「マイナンバー

カード」この普及促進がやはり必要不可欠であ

ると考えております。 

国のほうでは健康保険証としての利用、運

転免許証としての一体化。あとですね、この新

型コロナワクチンの接種証明書、ワクチンパス

ポートこれの取得にもいろいろ利用できるよう

に、次々と利便性の向上に取り組んでおります。

新たなマイナポイント事業による普及の後押し

にも取り組む意向で、補正予算のほうにも計上

されているようでございます。 

これから短期間にマイナンバーカードの申

請希望者の急増が想定されますが、夜間や休日

での対応であったり、各地区センターや福祉施

設、商業施設等への出張など、マイナンバー

カードの申請サポートを充実させるべきではな

いでしょうか。マイナンバーカードの普及につ

いてのお考えをお伺いいたします。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君） これは重要事項として

本市でも位置づけられております。 

現在のところ10月末時点でカードの交付率、

これは26.5パーセントであります。県内14市中、

13番目の交付率となっています。わりと低い。

この普及については、皆様にマイナンバーカー

ドがあることによって、便利なこと、これから

今はないけれどもこれから、付け加えて便利に

なっていくこと、それらもお知らせしなければ

いけないと思います。健康保険のこと運転免許

のことも今議員おっしゃったようにそのとおり

です。これらを普及に力を入れるということは、

今後必要だと考えています。 

〇議長（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） どうしてもマイナン

バーカードっていうのは、私も今は持っており

ますが、最初はやはり個人情報の心配とかです

ね、本当に持っても役に立つのかなっていう思

いがあったのをやっぱり覚えておりますので、
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やはりそういった理解を深めていく取り組みも

ぜひ進めていただきたいと思います。 

その上でですね、マイナンバーカードの普

及率が高い自治体をちょっといろいろ調べてみ

ました。そうするとですね、自治体独自でポイ

ントや商品券を付与して、普及の後押しに取り

組んでおります。国でやっておりますマイナポ

イント事業、それの自治体版というイメージで

よろしいと思います。 

マイナンバーカード取得へのインセンティ

ブ効果と、消費喚起による経済効果これがやは

り見込めるとのことでございます。 

市内での飲食、買物、公共交通に利用でき

る地域振興券、遠野で言えばすずらん振興券と

か、あとスキップポイントになろうかと思いま

すが、そういったものをマイナンバーカード取

得に合わせて付与していく。それがまた地域の

消費につながっていく、それがインセンティブ

としてまた後押しにもなっていくという遠野版

マイナポイント事業に、こういったものにも挑

戦してみてはいいのではないかなと考えますが、

改めてもう一度マイナンバーカードの普及につ

いての取り組みについての御見解を再度お伺い

いたします。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君） これ確かに普及するた

めに工夫が必要ですね。このあいだも担当課と

そういう話しになりまして、「いろんな方法が

あるね」と。さまざま提案もいただきたいと、

今度一緒に考えていただく時間を用意して、普

及のためにどういうふうに取り組むか、こうい

うプラン出しをするのも一つかなと考えていま

す。いろんな情報、皆さんお持ちだと思うので、

それを合わせて遠野型っていうことは、一つ提

案として有効ではないかと思います。 

〇議長（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） ありがとうございます。

私のほうでもいろいろ調査したこととか、国の

動向であるとか、そういったものはしっかり情

報共有しながら進めていきたいなと考えており

ます。 

デジタル化を進める上で、やはりもう１点

気をつけなきゃいけないところは、スマホなど

情報通信機器の扱いであったり、デジタル技術

の活用に不慣れな方、私もそんなに得意ってわ

けではないんですが、やはりこの誰も取り残さ

ないっていうことが大変重要だと思います。全

ての市民の皆様が恩恵を受けるデジタル化が重

要であります。しかし、スマホの使い方を教え

てくれる、まだなかなか相談できる場所が身近

にないという実情がございます。 

東京都羽村市では、シルバー人材センター

さんが主催してスマホ講習会を開催しておりま

す。講習会の講師は、同シルバー人材センター

の会員さんが総務省の研修を受けて、デジタル

活用支援員として講師も務めているそうでござ

います。 

本市でも地元のＩＣＴ事業者やシルバー人

材センターさんなどとですね、連携して講習会

を積極的に開催していく必要があると考えます。

講習会と併せてマイナンバーカードの取得サ

ポートも同時に行っていけば、より効果的では

ないでしょうか。御見解をお伺いいたします。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君） そのとおりですね。併

せてさまざまなことを発信していくということ

が必要です。遠野テレビとも強い連携を取って、

各地区センター、今は青笹地区センターと上郷

地区センターで講習会が実施されています。各

町でこういう動きをするということと、もう一

つは、先日部課長会議をそれこそペーパーレス

でやりました。ペーパーレスでやる実験も兼ね

ているんですけれども、やっぱりこれ効率的だ

と思います。 

議会でもおそらくペーパーレスっていうこ

とも議題になったかと思います。これからもま

たなっていくと思います。時代に即して講習等

も進めなければいけないなと思います。 

〇議長（浅沼幸雄君） ６番小林立栄君。 
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   〔６番小林立栄君登壇〕 

○６番（小林立栄君） 社協だよりなどで、青

笹地区センターで開催されているということも

聞いておりましたし、こういったこの講習会っ

ていうのは、それに対しての国からの応援もあ

るようですので、そういったこともうまく活用

しながらの民間企業もうまく巻き込みながらで

すね、進めていただけたらなと思っております。 

このデジタル化についてさらにもう少し議

論させていただきたいんですが、このデジタル

化を考える上で、改めてこの人間力とか人間性

というものが非常に大事になると感じておりま

す。デジタル化といっても使うのも恩恵を受け

るのも、結局は人間であります。相手を思いや

る力、想像力、人と人をつなげる力、知性や教

養などそういったものが求められるのではない

でしょうか。 

体に栄養が必要なように、心には芸術や文

化という栄養が必要であり、人間力や人間性を

育む上でとても大事なものであります。 

しかし芸術文化活動への参加者の減少や高

齢化、後継者不足、コロナ禍の影響など課題や

不安な要素を抱えているのが現状であります。 

遠野市の文化芸術の基本理念となる芸術振

興条例の策定を含め、よりいっそう芸術振興に

取り組む必要もあると考えます。芸術の重要性

と芸術振興について市長のお考えをお伺いいた

します。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君） 小林議員はファンタ

ジーでも活躍されていますので、役者としても、

またスタッフとしても活躍されてますので、楽

しみに見ておりました。今年もまた楽しみにし

ています。誇るべき芸術文化だと私は思ってい

ます。 

このコロナ禍で「人と人とが近づくことを

できるだけ避けてください」と言われる状況で

はありますが、人と人の心はもっともっとそれ

によって遠くなるのではなくて、近づけていか

なければいけないと思います。 

芸術文化の発信方法もさまざまな方法がで

きるようになっています。遠野の市民センター

を核としたバレエスタジオや遠野ファンタジー

50周年なんです今年。それこそ私、萩野議員が

１年生で入ったときには萩野議員が担当者して

ましたねファンタジーの。私は小道具係やって

ました。非常になつかしいです。そういうふう

に育ってきた私たちですから、当然力を入れな

ければいけないと思っています。 

その人材、これ若者の参加とかさまざまな

ことがあると思います。その遠野のそういう文

化活動は楽しいんだよってことをもっともっと

お知らせしていかなければならないなと思って

います。 

その先ほどおっしゃっていました文化芸術

振興条例や基本方針等の策定については、県内

の多市町村ほかのことも参考にしながらですね

取り組んでいかなければいけない、皆さんとお

話ししていかなければいけないと考えています。 

遠野は「芸術文化のまち」だということは

間違いありませんので、しっかり取り組んでい

きたいと思います。 

〇議長（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） 「芸術文化のまち」と

言っていただきまして大変励みになります。あ

りがとうございます。 

なかなかあまりこう芸術とか文化っていう

のは行政が入りにくい分野でもあると思うんで

すね、個人個人の表現とかそういったところあ

りますので。ただ、できるところは応援してほ

しいというこの何とも、質問していても具体的

にじゃあ何ができるのかなというのは、こう悩

みながらの正直、質問でございました。ぜひ芸

術文化の魅力を発信するという形で、盛り上げ

ていくってことが大事かなと今感じております。 

この文化芸術につきまして、この文化芸術の位

置付けを明確にして文化の薫り高い潤いのある

市民生活を実現するべくですね、文化芸術の振

興に取り組んでいる自治体、本市、他にもです

ね全国に数多くございます。 



－ 94 － 

芸術文化を軸にした取り組みの波及効果、

これは観光や経済、地域づくり等にも大きな力

を発揮しております。 

遠野市では歴史文化基本構想を策定し、文

化財とその周辺環境の総合的な保存活用に取り

組んでいると承知をしております。歴史や文化

を観光振興や地域活性化につなげて、そこから

生み出された経済効果、あとは賑わい、人材育

成ですね。そういったものをですね、さらなる

文化の保存活用など文化の振興につなげていく

持続可能な好循環を生み出すことが重要だと考

えます。このこういった取り組みを文化観光と

いうそうです。 

この文化観光について、市長の御認識、御

見解をお伺いいたします。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君） どういうふうに行政が

携わるかということは、なかなか難しいという

ことがありますが、まずは遠野市長も遠野市議

会議員の皆様も文化振興応援団と、最強の応援

団という位置付けからスタートしたいと私思っ

てます。 

遠野市は、さまざま文化観光ってことは進

めてきておりました。この文化観光推進法が施

行される前からずっと力を入れてきたことだと

思います。そして、31年ですか、平成31年に歴

史文化基本構想というのが策定されたと。遠野

物語や伝承園はじめ山口集落など本当にすばら

しい環境が最強と言っていい環境が遠野にはあ

ると思います。 

これら、そのほかに遠野遺産の認定制度、

みんなで築くふるさと遠野推進事業補助金、こ

れも活用していただいて、市民協働、地域活性

化を行っていただいていると。 

昨今では千葉家の改修工事にも、私、ツ

アーですか、地元の方々がやっているツアー、

これはですね、重文千葉家活用を考える会とい

う会です。この方々が、茅葺屋根の、照井議員

がそこに参加されて棟梁、参加されてるんです

けど、茅葺屋根の下のベースの部分を、その地

域の方々が編むんですね。その編んでいる編み

方も、この何ていうものか分かりませんが、木

をこうやりながらやってるんですね。あの広い

面積の茅を編む。それも地域の人たちで。これ

すばらしいことだなと思って参加してきました。 

最近、ドキ・土器館もイベントを展開した

り、ちょうどこの間行こうと思ったときにお休

みで行けなかったんですけども、呪術のイベン

トでございました。さまざまこれまでにない奥

深いものが、まだまだ遠野にあるなという感じ

がしています。 

それらをしっかりと観光にも結びつけてい

く。いっぱいある要素、コンテンツをしっかり

と結びつけて一つのモデルを作っていくという

動きがこれから重要になってくるし、力を入れ

なければいけないと思っています。 

〇議長（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） 答弁の中でもございま

した、ドキ・土器館でいろいろ土偶ですかね、

そういったものをおもしろおかしく、マスコミ

もうまく巻き込みながら情報発信をしていたり、

呪術展とかですね遠野の文化課、博物館の取り

組みというのはなかなか私は凄いこれは全国に

誇れるなと思っております。と考えるのもです

ね、実はこう歴史や文化っていうのはどうして

も難しい、堅苦しいイメージっていうのはこれ

どうしてもあります。 

ただですね、この遠野の魅力をやはり知っ

ていただくために、そのきっかけとしてやはり

分かりやすいと、楽しそう、そういった感じる

ことができる遊び心っていうのが僕は大変大切

だと思っております。 

遠野を遊び心、楽しそうだなと思って来て

もらって、一度来てもらえばもう私は絶対沼に

はまると思ってますので、遠野にしっかりはま

ってもらって遠野ファンになっていただきたい

なと思っておりますので、そういったきっかけ

づくりとしてですね、やはり漫画とかアニメ、

ゲーム、小説や映画などのコンテンツ、こうい

ったものをうまく活用して、遠野の魅力の発信、
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聖地巡礼やロケ地としての地域活性化につなげ

ていく取り組みも、やはり重要ではないかと考

えております。 

河童をはじめ妖怪の存在、恵まれた自然環

境、歴史や文化はそういったコンテンツととて

も相性の良いものでございます。 

遠野市としてコンテンツ産業、エンターテ

イメント関連企業等にも積極的にプロモーショ

ン活動を行って、連携・協力体制を図りつつ情

報発信・地域活性化につなげていくことが必要

ではないでしょうか。改めて市長の御見解をお

伺いいたします。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君） 意外とこの文化的なと

ころと多田一彦が結びつかないように思ってい

る方もいるかもしれませんが、結構これで文化

的なところも好きなほうでございます。 

そのいろんなコンテンツを組み合わせる業

界ともエンターテイメント含めて組み合わせて

いくってこと、これからの時代とっても重要な

ことですね。なぜならば、遠野には凄い要素が

あるんです。材料があります。河童、もちろん

これすばらしい、遠野物語、それと妖怪もあり

ますね。ちょっと前になりますが水木しげる先

生が書いた本、これで遠野物語にもっと入った

人、導入の部分で入った方、沢山いらっしゃっ

たと思います。 

これらをしっかりと使っていく。ふるさと

村やこども本の森もあります。その周辺も活用

しながらしっかりと使っていく。 

例えば、境港という所がありまして、そこ

では鬼太郎の像とかですね、いろんな石とかブ

ロンズの置物がただあるんです。これだけで多

くの人が見に来て、ゴールデンウイークには最

多で20万人、１日でっていう記録もあるそうで

す。私も行ってきました。何気なく置いてある

んですけど、なかなかいいんですね。そしてシ

ャッター街もどんどん店を開けたそうです。市

外から来てオープンする人もかなりいるという

ことでした。 

これを遠野でやったらどうだろうかってそ

の時思いました。コンテンツは遠野のほうが多

いなと、自然環境も、境港もいいですけど、遠

野も。遠野世界一だと思ってますんで申し訳あ

りませんが他の市町村の方には。でも絶対世界

一だというふうに考えています。 

こういう取り組みもぜひ一度参考に見に行

っていただいて、一緒にやっていきたいなと。 

これ遠野市がお金を出さなくてもふるさと

納税や、もしくは下に作った人の寄贈した人の

名前を入れていいというネーミングっていう話

もありました。そういうことを混ぜていくとで

きるなと。本の森から駅、それと中心市街地に

点在していくようにすることも必要だなと思っ

ています。 

それとですね、その魅力発信をする仕方、

これはデジタル化の所であるんですけども、こ

のインパクトのある発信の仕方っていうことを

考えなければいけないと思うんです。今もかな

りの発信はしてますけども、いまいち全国的に

インパクトが足りないのかなっていうふうに考

えていますので、それこそ遠野市外の方やさま

ざまなその旅行関係者の方からも、そのインパ

クトの出し方っていうことについては、御意見

をいただいた方がいいかなというふうに思って

います。 

〇議長（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） 本当に御答弁同感でご

ざいます。私も教育民生常任会で境港視察に行

ってからですね、町を歩くあのわくわく感、私

個人的に妖怪好きだというもあったんですけど、

鬼太郎が好きだというのがありましたが、それ

以上にやはり歩いて楽しいんだなというのが本

当感じるあのまちづくりでした。 

ぜひですね、もう遠野は市長がおっしゃる

とおり、さらにいろんな要素が多く過ぎるぐら

いありますので、ぜひあとはその辺の仕組みづ

くりと、しっかりした情報発信だと思います。

そこは私もこれからいろいろ調査したり、また

アイディア出したりこういった形でいろいろ議



－ 96 － 

論していけたらいいなと思っております。今日

のところはちょっとこのテーマについてはまた

別な機会にまた議論させていただきたいと思い

ます。 

大項目２点目に進みます。「若者の活躍を

応援する地域社会に向けて」質問してまいりま

す。 

地域に子どもや若い世代の方がいる、住ん

でいるということは、もうそれだけで地域の暮

らしを支える力になります。安定した社会の源

となります。また未来を担うのは現在の子ども

たち、若い世代の方々でありますので、持続可

能な未来に向けて子ども、若い世代への支援に

最優先で取り組んでいくべきであります。 

まずは少子化対策についてお伺いをいたし

ます。これについても昨日からもいろいろ議論

もございますので、若干重複するところもある

かと思いますが御容赦ください。 

少子化が進行するなかで、コロナ禍の影響

も加わり出生率は低下をしております。そして

出生数も過去最少を記録しました。また、教育

や子育てなどに関する公的指数、公的に使って

いる財政、お金ですね、これは国内総生産ＧＤ

Ｐのわずか1.9％だそうです。世界の平均は経

済協力開発機構加盟国の平均は2.1、平均で2.1

ですので、当然もっと高い低いがあります。そ

の平均にも日本は及んでいないという、これが

実情でございます。 

子どもや若い世代が必要なときに必要な支

援を受けることができるように、出会い、結婚、

妊娠、出産、育児、子育て、教育、そして若い

世代全般への切れ目ない支援が求められており

ます。 

遠野市では第２次遠野わらすっこプラン策

定して取り組みを進めております。この第２次

遠野わらすっこプランについて社会情勢の変化

やニーズに応じて事業の追加拡充に取り組みな

がらきめ細かい切れ目のない少子化対策を推進

するべきと考えております。 

昨日からも同様の御答弁があったと思いま

すが、改めて少子化対策について市長の御認識

をお伺いをいたします。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君） やはり１番は暮らしや

すい、働きやすい、ずっと住んでいたい遠野市

を作ること、そういうふうに思います。 

子どものことに関しては、子育て支援はわらす

っこ条例やわらすっこ基金、わらすっこプラン、

三本柱があります。これだけではやはりそれに

は不十分ということは、もう今わかるわけです

ね。各種の制度も必要だし働く場所も関係して

くる。教育のやり方、これも関係してくる、さ

まざまな部分をグレードアップ、ステップアッ

プしていかなければ、それは人口減少につなが

って、強いては少子高齢化、少子化につながっ

ていく。 

何から始めるかということもありますが、

しっかりと各分野に向かって取り組む、これが

大事だと思います。不足部分については関係者

と協議して、何をプラスして始めていくかって

ことを求めていきたいと思います。 

〇議長（浅沼幸雄君） 10分間休憩いたします。 

   午後２時00分 休憩 

────────────────── 

   午後２時10分 開議 

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。６番小林立

栄君。 

   〔６番小林立栄君登壇〕 

○６番（小林立栄君） 少子化対策につきまし

ては、昨日からの一般質問での御答弁でもござ

いますが、やはり特効薬はないと。私もそこは

同感でございます。なのでしっかり処方箋を出

しながらですね、トータル的にしっかり着実で

もしっかり進めていく必要があるんだなと感じ

ております。 

やはりこの少子化の、私ですねこの要因と

いうものをちょっといろいろ調べて考えた結果

としてですね、やはり具体的には、出会い、結

婚、妊娠、出産、育児、子育て、教育、若い世
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代全般への支援、だいたいこういったものをし

っかり切れ目ない支援で支えていくこと。 

もう一つが、男女共同参画をしっかり推進

して、共働きを前提した社会環境を整備してい

くこと。 

そしてもう一つ、三つ目が、やはり若い世

代の所得、可処分所得とかですね、やはり自由

に使えるお金、これをしっかり増やしていくこ

と。やっぱりここがポイントになります。いろ

いろ内閣府等いろんな調査を見ますと、やはり

年収300万の壁っていうのもあるようでござい

ます。年収300万境に、結婚したくてもなかな

かできない、そういったカップルがこう一つの

分かれ目になってしまっていたり、あと所得自

体、今若い方、1997年頃は平均賃金500万ほど、

30代前半でというデータもございますが、2017

年のデータでは、これがもう300万円台に下が

っております。その上、大学の授業料であった

り、出産にかかる費用、社会保険料の負担、こ

れもどんどん増加していると。ますますちょっ

と若い方々がなかなか経済的にも大変な状況に

ちょっと向かっているというのがやはり現状で

すので、そういったところもきめ細かくサポー

トしていく必要があるのかなと感じております。 

少しちょっと欲張ってしまいまして時間がなく

なってきたので、ちょっと簡潔に御質問をした

いと思います。 

先ほどの御答弁の中で、何が不足している

のか、何をプラスしていくのか、これしっかり

協議をしていくという御答弁がございました。 

私なりにちょっと今現時点で、もうちょっ

と後押しをして応援をしたほうがいいなと、ち

ょっと足りてないんじゃないかなと感じている

ところが、結婚への支援でございます。 

遠野市では出会いの支援行っておりますが、

結婚して新生活を始める、結婚式を挙げる、あ

るいは新しいお家にですね転居するとか、そう

いったところの経済的不安でなかなか結婚に踏

み出せない、そういった若い方がやはりかなり

いらっしゃるというデータも出ております。 

ちょっとデータの説明すると時間がかかってし

まうので、申し訳ございませんが。 

そういった意味でですね、岩手県として、

やはり国と連携して結婚新生活支援事業という

ものに取り組んでおります。県での事業ですが、

これに参加している市町村、県内に何カ所かご

ざいまして、ただちょっと遠野市のほうではこ

れにちょっと参加をしていない状況でございま

す。ぜひですね、これは岩手県としても全国か

らみてもですね、都道府県主導型市町村連携

コースという、ちょっとまたこの事業でもちょ

っと特別な事業に、岩手県積極的に取り組んで

おりまして、いろいろ補助率であったり、実際

御夫婦に支援をするですね、助成金の額であっ

たりさまざまの優遇をされている状況で、今岩

手県では取り組んでいるようでございます。 

ぜひ遠野市でもこの結婚新生活支援事業、

こういったものにもしっかり取り組んでいく必

要があると思いますが、お考えをお伺いいたし

ます。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君） この間も、庁内でそう

いう話が出てきました。私最初は知らなかった

んですねこの事業。ちょっと聞いたときは何と

なく一過性的な感じもして、どのぐらいの効果

があるのか、それとなんかそのこれから生活し

ていく生活力っていうことを考えると、お金の

一時的な助成でっていうことなのかどうかって、

少し疑問を持ってました。 

庁内で検討したところ、やっぱりいろんな

チャンネル、いろんな方法でそのきっかけを作

るってことは大事だよねという話も出てきまし

て、いずれにしても来年度盛り込んでいくかど

うかっていうのは、これから検討しましょうと

いうことに現在のところなっております。 

〇議長（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） この事業、確かに一過

性のものになってしまうという御指摘はそのと

おりでございます。 

ただ、やっぱりきっかけを作るっていうの
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は大事なことでございますし、ただ、この事業

を支援をいただくには男女共同参画に関係する

セミナーも講習するということで、そういった

意味では新しい生活始める上での男女共同参画

についての考え方であるとか、そういったもの

も学ぶ機会も一緒に得られるということで、ぜ

ひ御検討いただきたいと思います。 

やはり大事なことは、これまでの市長の御

答弁でもありましたが、やはり賃金、賃上げで

すね。やっぱりこういったところをしっかり取

り組んでいくということも、これは避けては通

れない取り組みだと思います。 

働きながら学んでスキルアップを図る社会

人の学び直し、これが注目をされております。

若い世代の所得向上、こういったものにもスキ

ルアップしていくことでつながっていく、給料

が上がるっていうだけじゃなくて、そのスキル

をアップすることで、それが会社の生産性の向

上にもつながって、それがまた給料にも影響し

てくるということで、こういった「リカレント

教育」、「リスキング」とも言われますが、こ

ういったものも市内の事業者さんとしっかり連

携取りながら進めていく必要があろうかと思い

ますが、御見解をお伺いいたします。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君） 人間一生勉強だと、そ

う思います。そしてやっぱり勉強するってこと

は、新たな世界を知ることにもなるし、自分磨

き、自分発見にもなっていくと思います。 

ですから、勉強する環境を作っていくとい

うことは非常に重要だと思います。働き方改革

も進んでいて、勉強する時間だってしっかりあ

るようになってるわけだし、ＳＮＳでの勉強も

必要です。さまざまなその機会を作っていきた

いなと。 

これから遠野でも例えば農業に関すること

でもですね、こう見える化していって、いろい

ろ情報提供していきたいと思ってるところです。 

例えば、企業なんかに関してはですね、専

門技術をもっと磨くっていう部分は自分の職場

でのスキルアップっていうことにもつながって

くるはずですから、そういう部分については企

業さんの方がよく情報持ってると思います。 

いずれにしても、そういう学ぶということ

に関して遠野市の中で機運が高まること、これ

が重要ではないかと思っています。そして、み

んなが積極的にそこに飛び込んでいくっていう、

そのきっかけづくりが大事だと思います。 

〇議長（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） コロナ禍という不安や

恐怖から生じた誹謗中傷や差別、突然ちょっと

話し変わってしまうんですが、本当に今年、去

年、今年とそういったところを本当に感じてい

るところです。本当に改めて今一人ひとりがお

互いの違いを一つの個性として受け止めて、認

め合う多様性を尊重することの重要性を実感し

ております。というのも先ほど男女共同参画、

やはり大事だということで、そこの男女共同参

画の推進について少しちょっと議論できたらな

と思っております。 

男女共同参画基本計画にこの「ＬＧＢＴｓ」

昔は「ＬＧＢＴ」のみだったようですが、今

「ＬＧＢＴＱ」とか「ＬＧＢＴｓ」という表現

をされるようになったそうです。その性の多様

性の尊重という方向性が計画の中に示されまし

た。 

これから大事なことは、実際にですね当事

者の方から講演会を行うとか、視聴覚教材によ

る研修会を開催するとか、実際そういった支援

が必要な方に対してはどういった取り組みがで

きるのか。やはりそういった調査や研究、課題

の整理、そういったことにもこれから計画を実

際進めていくっていう段階に今度入ってくると

思います。この性の多様性についてのお考え、

多様性が尊重される地域社会に向けて、今後ど

のように取り組まれていく必要があるとお考え

なのか、ちょっと市長の御認識をお伺いいたし

ます。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 
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○市長（多田一彦君） 非常にデリケートな問

題だと思います。 

多様性、つまりダイバーシティーですね。

これを進めていくということは、仕事の分野で

も、生活の分野、いろんな社会の中であること

です。例えば、仕事に関して外国人の方も入っ

てくる機会が多くなる。これは、さまざまなリ

スクも生じてきます。宗教的なこと、例えばセ

クシャルマイノリティ、ジェンダーの考え必要

になってきます。そうすると必ずそれは個性で

なくて差別っていうものにつながる可能性があ

って、それがハラスメントにつながる。ハラス

メント、この被害を受けた人をどういうふうに

してサポートしていって、ハラスメントなくし

ていくかという努力も必要になってくる。それ

ぞれの問題解決の出口ですね、これも必要にな

ってくる。この点については何というんですか、

いろんな角度から入っていかなければいけない

ので、議会としても市としても例えば、その結

果ハラスメントがあるとすれば、ハラスメント

に関するさまざまな何て言うんですか、倫理的

な申し合わせ、どういう形かわかりませんけど、

これは必要だと思います。 

ただ、その多様性に関してのその方法論っ

ていうのは具体的になっていくわけですね。で

すから、議会でもあまりこういう話しはされた

ことがないとは思うんですが、その前段階とし

て、導入を私は議会でないところから、デリ

ケートなので、意見交換会、勉強会みたいなも

のを用意して、そこから皆さんの意見を集めて、

そして方向性を付けて行った方がいいんじゃな

いかな。 

なぜならば、例えば、こういう問題に関し

て市長が個人的な意見を言うことは、その当事

者たちにすれば非常にショックなことにもつな

がるので、なかなか意見を申し上げるのは控え

たいなというところもありますので、その辺こ

れから、それこそねいろんな会で、研究会でも

いいですから展開していってはどうかなという

ふうに考えております。 

〇議長（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） ぜひ、その草の根のや

はり理解促進、あと自分ごととして市民お一人

ひとり皆さんが考える機会、そういったものも

やはりこれから作っていって、少しずつこう理

解の普及と、あと「じゃあ具体的にどうしたら

いいんだ」っていうやはり議論に持っていてい

くことがやはり大事であると感じております。 

その延長線上にパートナーシップ制度等も

あると思いますが、ちょっとこの点について質

問項目にはしておりましたが、私ももう少しい

ろいろ調査もしたいところございますので、ま

たの機会に市長と議論させていただきたいと思

います。 

ここでちょっと１回、教育長にお伺いをい

たします。 

制服選択制度、これも多様性に関係する一

つの取り組みとして注目をされておりますが、

この制服選択制度を導入する自治体、これも増

えてきております。 

多様性の配慮としてだけではなくて、冬の

寒さ対策、通学や学校生活での機能性、動きや

すさの面からスカートとズボンを自由に選べる

取り組み、これが制服選択制度でございます。 

この制服選択制度について、教育長はどの

ような御見解をお持ちでしょうかお考えをお伺

いいたします。 

〇議長（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） 中学校の制服につい

てでございます。 

現在の３中学校の制服は遠野市学校づくり

協議会とその学区部会等が中心となりまして、

児童生徒、保護者を対象としたアンケート結果

等に基づきまして、上位数点のサンプルの展示

会を実施し、その後それぞれの中学校が中心と

なりまして、細部の検討し協議し決定をしてい

るところでございます。 

採用して今年で９年目ということでござい

ますが、この間制服に関する相談や要望等の報

告はないものと承知してございます。 
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一方、冬の寒さ対策や学校生活においての

機能性や動きやすさといった観点から、女子の

制服においてスカートとスラックスの選択がで

きるように配慮した学校が全国的に増えてきて

いるということは、制服の販売店等から伺って

ございます。 

性の多様性に係る学校への相談は、現段階

では承知してございませんが、このことも含め

まして児童生徒等から相談があったときには、

児童生徒等の心情等にも十分に配慮し、寄り添

いながら適切に対応してまいりたいと考えてご

ざいます。 

〇議長（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） この制服選択制度につ

いても、やはりあわてて取り組むとかそういう

ことではなくて、やはりしっかりＰＴＡも含め

て、そういった「ＬＧＢＴｓ」そういったもの

を理解、普及進めていくなかで、やはり議論と

しても、あといろいろ考え方としても出てくる

ものかなと実感をしております。 

そういった意味では、チャンネル広くして

いただいて、積極的にそういった多様性につい

ての情報発信も含めて、取り組んでいただけた

らなと願っております。 

 若者のがん対策、最後１点お伺いをいたしま

す。ちょっと大項目三つ目は、ちょっと時間ご

ざいませんので、また別な機会に質問したいと

思います。 

女性特有のがん対策として子宮頸がん対策、

テーマを絞り質問をいたします。 

これまでワクチン接種の積極的勧奨、これ

方がちょっと中止をされておりましたが、この

たび約８年振りに、子宮頸がんワクチン接種の

積極的勧奨が再開されることとなりました。令

和４年４月より前でも準備ができしだい勧奨が

可能とのことでございますが、本市においては、

この積極的な勧奨についてはどのように取り組

もうとお考えなのかお示しください。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君） これ重要なことですね。

これはしっかりと教育と周知が必要だと思いま

す。 

令和２年10月に国からの通知で対象者に対

して必要な情報の提供依頼があったと聞いてお

ります。今年度は６月に接種対象である市内の

小学校６年生から高校１年生相当の女子に対し

て、接種についての周知を行ったとあります。 

周知方法は小学６年生から中学３年生まで

は、学校を通してリーフレット配布をされたほ

か、高校１年生相当に対しては、相当というの

は高校に通われていない女子もおりますので、

個別に郵送して周知したということです。 

市では令和４年４月から定期接種対象者へ

の奨励を行い、確実な周知を図るその努力をし

ますというふうに考えております。 

〇議長（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） まずはしっかり情報と

してお伝えをするっていうことが大事でござい

ます。その上でそれぞれのご家庭での判断とな

ると思います。この点についてもこれからもま

た議論していきたいと思います。 

以上で、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２時30分 休憩 

────────────────── 

   午後２時31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。 

次に進みます。２番佐々木恵美子君。 

   〔２番佐々木恵美子君登壇〕 

○２番（佐々木恵美子君） 佐々木恵美子でご

ざいます。私は来年４月から導入する学校運営

協議会について伺ってまいります。 

質問に入る前に、この学校運営協議会制度

の国の経過に触れさせていただきます。 

学校運営協議会は、平成16年に地方教育行

政の組織及び運営に関する法律の一部を改正し

て導入された制度です。平成16年９月９日から
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施行されておりますので、既に17年経過してお

ります。 

この学校運営協議会というのは、保護者や

地域住民などを委員とした合議制の機関であり、

その主な役割は、一つ、校長が作成する学校運

営の基本方針を承認すること。 

二つ、学校運営全般について教育委員会ま

たは校長に対して意見を述べること。 

三つ目、教職員の人事について任命権者で

ある教育委員会に対して意見を述べることであ

ります。 

こちらを少しわかりやすくお伝えしますと、

校長先生が作成する学校運営の基本方針を承認

する。これにつきましては、基本的にはＰＴＡ

の皆さん、地域の皆さん、あるいは専門家の皆

さんと一緒に学校運営協議会が学校長の作成す

る学校運営基本方針について承認するってこと

でございます。つまり校長先生が変わったから

校長先生が自分勝手に学校運営の基本方針を決

めることはできません。うちの地域にはこれを

大切にしたいということを校長先生は一緒に聞

きながら地域と一緒に決めていきましょうとい

う内容のものです。 

学校運営の中には課題があります。それは

校長先生に伝えることができます。これは学校

運営全般について、教育委員会または校長に対

して意見を述べること、この内容につきまして

かみ砕きますと、校長先生に学校の課題を校長

先生に伝えることができますが、学校運営協議

会のほうで直接教育委員会にお伝えすることが

できるっていうものと解釈しております。 

三番目の教職員の人事についてのことです

が、教職員に任用に関して教育委員会に意見を

述べることができる。これは、例えば「あの先

生いやだから」とか「だめだからやめさせて、

変えさせて」みたいなことを言うのではなくて、

「うちの学校にはこういった学びを大切にした

い」「例えば情報の部分をもっと強化していき

たい」「情報に強い先生をうちの学校に派遣し

てくれませんか」など、「ちょっと困難な状況

もあるので教職員が足りませんけど、もう少し

配置してもらえませんか」ってことを教育委員

会に学校運営協議会が伝えることができるって

いうものというふうに理解しております。 

学校運営協議会は、保護者や地域住民の

ニーズを学校運営によりいっそう反映させる制

度のことでございます。 

この学校運営協議会が設置されている学校

のことを、地域運営学校とかコミュニティス

クールという名称で言われているわけです。 

導入状況につきまして、令和３年５月１日

時点で全国では小中学校の37パーセント、岩手

県の小中学校は11月１日時点で73校が導入して

おり16.4パーセントというふうにお聞きしてお

ります。 

岩手県では平成19年に岩泉町が全小中学校

に設置したのが最初でした。 

学校運営協議会と聞いて、それは子どもた

ちやＰＴＡが関わることだよねと感じている方

もいらっしゃるかもしれません。 

制度ができまして17年。そのときに既にも

う導入されている全国の事例を見ますと、この

学校運営協議会制度を導入した、実践した結果、

地元の子どもや大人たちの効果だけでなく、教

育を目的にした移住、山村留学が増え、地域が

活気づいたなどと紹介されております。子ども

たちやＰＴＡだけでなく、地域の皆さんの知恵

やサポートが必要、それがなければ実現しない

ことなのかもしれません。 

「コミュニティスクールだったら今までも

やってきたよね」「これまでと何が違うの」と

いう保護者の声もありますので、私も理解を深

めたい思いを持って質問に入らせていただきま

す。一問一答で教育長にお伺いします。 

文科省は、学校運営協議会の設置を努力義

務としております。 

遠野市がこの制度を導入する目的と、設置

については市内小中学校全てが対象となるので

しょうかお伺いします。 

〇議長（浅沼幸雄君） 菊池教育長。なお、菊

池教育長は新型コロナ感染予防のため、マスク

着用のまま答弁願います。 
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   〔教育長菊池広親君登壇〕 

○教育長（菊池広親君） 学校運営協議会設置

の目的でございますが、ちょっと経緯も含めま

して答弁をさせていただきます。 

議員御案内のとおり、平成16年に法の改正

によりまして学校運営協議会という制度が発足

いたしました。これも目的につきましては、先

ほど議員御案内のとおりでございます。 

このことを受けまして、岩手県教育委員会

では岩手型コミュニティスクールと称しまして、

学校経営の評価が客観的にできるように可能な

限り数値目標を設定した「学びフェスト」、現

在でも遠野市内全ての学校にございますが、こ

の学びフェストを作成する取り組みを進め、本

市を含めまして県内全ての公立小中学校は、学

びフェストにより外部評価を実施しているとこ

ろでございます。 

本市におきましては、この頃の平成16年以

前から学校応援団として地域教育協議会を組織

しておりまして、学校は地域とともに学校運営

を実施してまいりました。 

国におきましては、平成29年になりますが、

この法改正をさらに行いまして、従来の学校運

営の協議に「学校運営の支援に必要な事項につ

いて」という部分を加え、任意設置から努力義

務化というふうにし、全ての教育委員会に学校

運営協議会制度への移行を促しておりますし、

県においても、これを推奨しているところでご

ざいます。 

本市におきましては、令和３年度から開始

した小さな拠点の考え方を踏まえ、地域の皆さ

んの学校運営への参画を得て、学校や地域を取

り巻く諸課題の対応、遠野ふるさと教育の推進

等を進め、遠野の宝である子どもたちの生きる

力を育むことを目的としまして、今までよりも

一歩踏み込んだ取り組みを進めようとしている

ものであり、学校運営協議会を中学校区ごとに

設置する方向で準備を進めているところでござ

います。 

〇議長（浅沼幸雄君） ２番佐々木恵美子君。 

   〔２番佐々木恵美子君登壇〕 

○２番（佐々木恵美子君） ただいまの御答弁

で、学校運営協議会の設置は中学校区で設置す

る。遠野市の場合は、遠野中学校区、遠野東中

学校区、遠野西中学校区、三つの協議会の設置

を予定しているとのことですが、小学校ではな

く中学校区ごとに設置する理由をお聞かせくだ

さい。 

〇議長（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） 先ほど、国において

は平成29年に法改正を行った旨の答弁をいたし

ました。 

この改正の一つに、小学校に在籍する児童

のうち、多数の者が進学する中学校において、

これらの学校が相互に密接に連携し、その所在

する地域の特色を生かした教育活動を行う場合

は、二つ以上の学校について、一つの学校運営

協議会を置くことができるという規定がまずご

ざいます。本市におきましては、学力向上に係

る取り組みを義務教育９年間を見据え、中学校

区において実施しており、今年で９年目を迎え

てございます。 

また、昨年度は小中高を貫くキャリア教育

の視点でキャリアパスポートを作成し、本年度

はその活用について、市の教育研究所で協議し

ているところでもございます。 

学力向上の取り組みのみならず、中学校区

において生きる力を育むことは、大切な視点と

考えてございます。 

この９年間の取り組みを地域の皆さんと共

有し、地域の皆さんが主体的に学校経営に参画

していただくことが、今までの取り組みをさら

に一歩進める形となり、子どもたちの生きる力

を育む取り組みを確実に進めることになると考

え、中学校区に学校運営協議会を設置するもの

でございます。 

〇議長（浅沼幸雄君） ２番佐々木恵美子君。 

   〔２番佐々木恵美子君登壇〕 

○２番（佐々木恵美子君） 今の御答弁につい

ては分かりました。ですが私が考えますのは、

生きる力を培うのはもちろんですけども、その
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やっぱり小学校からのきめ細やかな人間関係で

あるとか、知力を培う、それがやっぱり基本と

なるべきだと思うと、やはり小学校から丁寧な

地域の方からの関わりと信頼関係を得て、それ

から中学校に行くっていうのが望ましいと思え

るのですが。そう考えますと中学校区ではなく、

小学校区、小学校ごとで設置する計画のほうが

よろしかったのではないかと思いますが、ここ

までの協議するなかで小学校区が良いんではな

いかという意見等はございませんでしょうか。

お伺いします。 

〇議長（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） 学校運営協議会は学

校に設置することができますので、小学校に置

くこともできる、もちろんそのとおりでござい

ます。 

現在中学校区に学校運営協議会を置くとい

うふうにお示ししたところでございますが、実

際にはそれぞれのところにこの下のところにで

すね、部会というものを設けようというふうに

考えてございます。つまり、例えば４校から５

校、その学区には学校があるわけですが。それ

ぞれが部会というふうなもので、それぞれの学

区の独自の取り組み、または地域で大事にして

いるものの継承等はこの部会で進めていき、そ

れを承認するところが中学校の学校の運営協議

会、つまり中学校区でどんなことをやっている

かということが中学校区の学校運営協議会で、

全ての学校、全てのＰＴＡの方、全ての地域の

方が共通理解できるというふうな仕組みを考え

ているものでございます。 

〇議長（浅沼幸雄君） ２番佐々木恵美子君。 

   〔２番佐々木恵美子君登壇〕 

○２番（佐々木恵美子君） ただいま御答弁の

中での部会を設ける。例えば遠野中学校区にし

ますと、綾織小学校、附馬牛小学校、遠野小学

校、遠野北小学校が部会四つができるよってい

うイメージしてると思ったのですが、もし違い

ましたら御訂正お願いします。 

私のいただいている資料に基づきまして、

ちょっともう一度確認しますと、中学校に運営

協議会ができます。その下に小学校部ができる

っていう考え方ではない。ちょっと私の解釈の

仕方が間違っているのでいるのでしょうか、ち

ょっと御確認します。 

〇議長（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） この学校運営協議会

の組織をどうするかということはですね、それ

ぞれ話し合いを持ちながら進めてきているとこ

ろでございます。 

当初は、例えば遠野中学校で言うと、遠野

中学校を学校運営協議会とした場合には、中学

校があるわけですので、その下に小学校が四つ

ある。ところが今回は、遠野中学校区の学校運

営協議会、こういうことを考えています。 

ですから中学校区にあるのは四つの小学校

と一つの中学校、ですから五つの部会があるこ

とになります。 

よって、それぞれの学校が学校独自の取り

組みもできるし、そして一堂に会したときには

９年間で、「小学校ではこんなことやってるよ」

ということを、情報共有しながら９年間を見据

えていけるというふうな組織としたものでござ

います。 

〇議長（浅沼幸雄君） ２番佐々木恵美子君。 

   〔２番佐々木恵美子君登壇〕 

○２番（佐々木恵美子君） 遠野中学校の中学

校学区では部会が五つっていうことで確認しま

した。 

その学校運営協議会の委員について御確認

します。学校運営委員会の委員は特別職の地方

公務員の身分と確認しております。 

一地区の学校運営協議会の委員の数と会議

の頻度、報酬があるのかどうなのか、それとあ

と委員にはどのような方を想定しているのでし

ょうか。ちょっと数多く述べましたけども、御

答弁のほうお願いいたします。 

〇議長（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） 三つほどあったよう
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に受けとめてございます。 

まず、学校運営協議会の委員でございます

が、これは法によって規定されてございます。

四つございます。一つは、対象学校の所在する

地域の住民の方。 

二つ目は、対象学校に在籍する生徒児童の

保護者の方。 

そして三つ目は、社会教育法で規定する方。 

そして四つ目は、その他当該教育委員会が

認める方、ということになってございますので、

本市におきましては、このことを踏まえた形で

人選等を行っていきたいというふうに思ってご

ざいます。 

それから報酬についてでございますが、こ

れは法に示されてございません。各市町村によ

ってさまざまでございます。無報酬の所もあれ

ば年額払い、日額払いと費用弁償のみという所

もございます。ここにつきましては、遠野市の

規定に照らしながら適切な形で検討してまいり

たいなというふうに思っているところでござい

ます。 

それから、先ほど委員のところで社会教育

法上認められたというふうなことをお話しして

ございますが、これはですねどういうことかと

言いますと、地域コーディネーターとかそうい

うふうな役割を担いながら、学校の活動に参画

している方。またはＰＴＡ関係者で、その経験

者である方、退職の教職員等が例示としては示

されておるところでございます。 

〇議長（浅沼幸雄君） ２番佐々木恵美子君。 

   〔２番佐々木恵美子君登壇〕 

○２番（佐々木恵美子君） いろいろ部会もあ

りますのでね、委員会や協議会の委員の数は、

けっこうな数だなというふうに感じております。

委員の数、その割合ですね、男女平等の観点も

御認識されているかと思いますけども、ぜひそ

の辺も踏まえて任用していただきたいなと感じ

ております。 

また、その委員の任期につきましては、ど

のようなことになるんでしょうか、お伺いしま

す。 

〇議長（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） 委員の任期につきま

しては、法による定めは実はございません。 

本市で考えている現段階ではですね、単年

度の任期にしまして再任を妨げないような形で

連続性も担保したいなというふうに考えてござ

います。 

〇議長（浅沼幸雄君） ２番佐々木恵美子君。 

   〔２番佐々木恵美子君登壇〕 

○２番（佐々木恵美子君） 先ほども委員の想

定について、どのような方が委員になるのかと

の御質問に地域のコーディネーターも検討され

るかもしれないってことでしたけども、含まれ

るかもしれないってことですけども、事前にい

ただいた資料の中にですね、エリアコーディ

ネーター、その役割の方の任命を考えているよ

うです。その方の役割といいますのは、学校と

地域をつなぐ役割っていうように捉えておりま

すが、このエリアコーディネーター、中学校区

に１名というのは、少しその方への御負担が大

きいのではないかとふうに考えますが。いかが

でしょうか。 

〇議長（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） エリアコーディネー

ターについて、若干説明をさせていただきます

と、この方は先ほど部会の話をしましたが、全

ての部会に顔を出すことになります。そして、

全部が集まった中学校区の学校運営協議会の会

議にも参加をすることになります。ですから、

議員御案内のとおり地域と学校を結ぶ非常に重

要な役割を果たすということになってございま

す。 

その負担というふうなこともございました

が、実際にこの制度でまだ走ってございません。

構想としますと、令和４年度は今やっているこ

とを今の新しい組織でどういう風に運用できる

のか、そしてその時に負担なりまたは調整する

ところがあるのか、そういうことを来年度見据

えて進めてまいりたいというふうに考えてござ
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います。 

よって、それを基にしながら令和５年度か

ら本格的なスタートというふうな形で今現在は

検討しているところでございます。 

〇議長（浅沼幸雄君） ２番佐々木恵美子君。 

   〔２番佐々木恵美子君登壇〕 

○２番（佐々木恵美子君） 令和４年度は、試

運転してみてからその後のいろいろ検討をする

べきところを、課題を改善されていくっていう

ふうに捉えました。 

このエリアコーディネーター、各中学校ご

とに１名、先ほどの例えで出ました遠野中学校

区では町に言い換えますと、遠野町、松崎町、

綾織町、附馬牛町、それを１人のエリアコーデ

ィネーターが地域と学校をつなぐ橋渡しという

ことで、エリアが広がるなっていうふうに感じ

ました。ほかの中学校区でもそのようなことだ

と思います。遠野西中学校で言えば小友町、宮

守全域ですよね。エリアが凄く拡大されるので、

その辺の負担がちょっと気になったので、お尋

ねしました。ですが、施行してみてからいろん

な不具合を改善していくってことでありました

ので、承知しました。 

次にですね、この学校運営協議会の委員の

人選についてですね、公募ではなくて学校長が

推薦する地域の方や、小中学校のＰＴＡ会長を

任命するっていうふうなことを検討されている

と確認しておりますが、先ほどもありましたけ

ども、地域外から専門職の知識を持たれた例え

ば、コーディネーターさん。地域以外からの委

員を人選することについては、そのお考えがな

いのかお伺いします。 

〇議長（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） 学校運営協議会の委

員は、最終的には教育委員会が任命するという

ことになってございますが、各学校の校長先生

は、教育委員会に対して「この方がいいですよ」

ということを口にすることができるということ

も、法で規定されてございます。 

先ほど申し上げましたように、委員の性格

は地域に住んでる方、ＰＴＡの方、そして社会

教育法、そして校長先生が推薦する者とありま

すので、特にもこの校長先生の推薦する方とい

うのがですね、いわゆる有識者であったり、ま

た、これは合議制で決定したものですので、そ

れぞれの考えをまとめられるような、そういう

ふうな力を有してる方というふうに考えますと、

地域にこだわるものではないというふうな性格

を持っていますので、校長先生が人選するに関

わっては、当該地域に関わる必要はないという

ふうに捉えてございます。 

〇議長（浅沼幸雄君） ２番佐々木恵美子君。 

   〔２番佐々木恵美子君登壇〕 

○２番（佐々木恵美子君） 先ほどからの遠野

中学校区を例として、いろいろと質問と答弁を

してきたなかで、確認させていただきたいこと

がございます。 

遠野中学校には現在支援学校の分教室があ

るわけなんですけども、その分教室のお子さん、

保護者、その方たちの声というのはどなたが届

ける形になるのでしょうか、ＰＴＡになるのか、

それとも分教室からも、保護者等を運営協議会

の委員として交えるっていうお考えはお持ちで

ないのか御確認します。 

〇議長（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） 学校の性格から申し

上げますと、分教室は県立の花巻清風支援学校

の分教室ということになってございます。学校

運営協議会は、当該校の学校運営の基本方針に

ついて承認をいただくものでございます。 

よって法的にはですね、県立学校ですから

花巻清風支援学校の学校運営協議会でその分教

室の方々はその運営に関して意見を申す。遠野

中学校区は遠野市立の学校ですので、義務教育

でございますので、遠野中学校区の中のことを

協議する、承認するというふうなのが基本的な

スタンスでございます。 

ただ現在、実際に同じ校舎で交流学習等も

しているところでございますので、そのことに

つきましては今後持ち帰って検討したいなとい
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うふうに思ってございます。 

〇議長（浅沼幸雄君） ２番佐々木恵美子君。 

   〔２番佐々木恵美子君登壇〕 

○２番（佐々木恵美子君） 最後は検討してい

ただくっていう御答弁いただきましたので、今

後の経過をまた機会があれば確認して行きたい

なっていうふうに考えております。 

分教室とは別ですけども、いろいろな事情

から小中学校に通えない、生きづらさを感じて

いるお子さんもいらっしゃいますし、保護者の

方もいらっしゃるわけですけども、その方たち

の声ってのは、どういった形でその学校運営協

議会のほうに届けられるんでしょうか。この点

お聞かせください。 

〇議長（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） 当該校に在籍してい

る児童生徒ということでございますが、これを

ですね、それぞれのもちろん児童生徒そして保

護者の方からの学校への情報の提供なりご相談

なり、こういうのを頂戴しながらそこに、受け

た段階でですね、きちんと適切な対応をしてい

くことが肝要であろうというふうに思ってござ

います。 

〇議長（浅沼幸雄君） ２番佐々木恵美子君。 

   〔２番佐々木恵美子君登壇〕 

○２番（佐々木恵美子君） 学校運営協議会と

いうのは、多分学校教育の部分だと思うんです

ね。そして地域の学びっていうのは社会教育の

面だと捉えています。学校教育と社会教育が混

ざった効果っていうのは、かなり大きいものだ

というふうに感じております。子どもの教育、

地域の大人の学びだけではなく、その波及効果

って結構あると思うんですね。 

私がちょっといろいろと今回調べて感じま

したのは、学校教育自体が、私、保護者世代が

教育されてきたものとはずいぶんと大きく変わ

ってきているなってふうに感じておりますし、

高校、大学入試も学力だけではなく、それこそ

いろんな知力を持ち合わせた入試内容に今後変

わっていくっていう動きもございますので、こ

の学校運営協議会制度が導入されまして、子ど

もたちにとっても、保護者にとっても、地域に

とっても、よりいっそう本当に効果を生むよう

な制度の導入であればというふうに期待してお

ります。 

続きまして、大項目２の質問に入らせてい

ただきます。 

多田市長の所信表明にある「人の可能性が

ひろがるまち」のビジョンについて、その中の

スポーツ振興、おそらくこれは社会教育として

のスポーツ振興と思われるんですが、スポーツ

振興と指導者の育成について、今時点のお考え

はどのようなことを思っているかお伺いいたし

ます。 

併せて、既には取り組まれている市のス

ポーツ振興の事業、特にも支援事業について、

御紹介を願いたいと思います。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君） 先に今取り組んでいる

支援事業のほうを説明させていただいて、それ

からお話しをしたいと思います。 

今、就学前からのスポーツ、巧緻性を鍛え

る、運動神経良くすることですね。このために

就学前の子どもたちについては、リズム体操、

体を動かすことを楽しさを体験させながら、バ

ランス感覚を養う「キッズ元気アップ応援隊事

業」っていうのを実施しています。 

次に、小学校全般について、体育の授業に

専門性の高い講師を派遣し、運動能力の向上を

図る「児童運動能力アップトレーニング事業」

に取り組んでおります。 

各種目の競技力の向上については、プロス

ポーツ選手経験のある指導者とハイレベルな指

導を受ける「ジュニアスポーツレベルアップ事

業」を実施しています。 

さらに、子どもたちのスポーツ大会の出場

に係る支援として「遠野市立学校体育文化事業

補助金」というものを作っております。 

遠野市スポーツ少年団は「各種スポーツ大

会選手派遣費」というものを設けております。 
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これらの支援の要件に該当しないものにつ

いては「遠野市次世代スポーツ選手全国大会出

場補助金」これを設定しております。 

また、日頃の活動への支援として、スポー

ツ施設の使用料の免除、また50パーセントの減

免、「わらすっこ基金施設使用料サポート事業」

というのを併せて実施しております。 

これは、平成31年４月から取り組んでいる

ものです。これが現在のところの支援の事業で

あります。 

次に、育成、指導者の育成とかどういうふ

うな形でやっていくかということについてです

けれども、これは新たな感覚、今までもスポー

ツ団体、それに応じてやっているところはあり

ます。でもこれをしっかりと意識する第一歩と

考えています。まず大事なのは親御さん、子ど

も、そして地域、スポーツ団体、市が一緒にな

って夢に向かっていく。この意識。子どもを元

気に育て、そして競技力を向上し、地域力もア

ップし、そして子どもの未来に可能性をつなげ

るというふうな考え方のスポーツにおいての、

何ですか、夢を持って進むという意識づけとい

うのが必要だと思います。 

オリンピック選手を育てようという声をか

けてるのは、その意識づけの第一歩、こういう

ふうに捉えていただければよろしいかと思いま

す。 

つまり、その土台。これをしっかり作って

いくってことを考えると指導者ってことが当然

出てきます。いきなり指導者育成っていうのは、

これまでにやってる段階ではあるんですけれど

も、先ほど申し上げたプロスポーツ経験者とか

ですね、そういう方の指導、ノンプロも合わせ

てするためには、お金も必要です。ですから、

しっかりした運営をできるように「総合スポー

ツクラブ」っていうものをもう一度見直して、

社会スポーツとして取り組んでいく必要がある

ということになります。その土台を作る、これ

が総合型スポーツクラブを進めていったほうが

いいという理由です。 

いろんなスポーツにおいて、現在アマチュ

アでほぼボランティアで指導されてる方も多い

と思いますが、これもさらに進歩していく、ま

た高齢化していくこともありますから、指導者

という形で若い人を遠野に呼び込む、定住する。

さらにはその先にスポーツ指導者として生計を

立てられるようにしていく必要は当然あるだろ

うと、そういう考えからです。 

もう一つは、スポーツ団体別、それと地域

っていう形でスポーツが進むと思うんですけれ

ども、各スポーツ界で指導者の育成っていうの

は、事業としてあります。またこれの補助もそ

れぞれであったりします。これらもしっかりと

使っていくというのは、その総合型スポーツク

ラブを活用したほうがやりやすい。 

それから、スポーツ別にしっかり指導者研

修っていうものがありますので、そのランク付

けとかライセンスっていうのもありますので、

それも同時にそのスポーツクラブの中で、もし

くは競技別スポーツクラブの中で、もっと強化

していくってことが必要だという状況なので、

その辺を進める。まずは土台を作る。それと地

域、それと各種スポーツ団体別に強化を図る。

そして研修を重ねる。あとは、運営体制をしっ

かりと作っていくと。遠野には結構多くのス

ポーツクラブがある、もしくはあったんですけ

れども、やっぱり高齢化・人口減少によって活

動が休眠状態になっていることもあります。し

っかりとその辺もまた新たにスタートできるよ

うな体制、もしくはまた違った形でスタートで

きるような体制にしていって、子どもたちの可

能性を広げられればと。同時に地域づくりに貢

献できればという考えです。 

〇議長（浅沼幸雄君） ２番佐々木恵美子君。 

   〔２番佐々木恵美子君登壇〕 

○２番（佐々木恵美子君） 今の市長の御答弁

から、指導者の育成には時間がかかるなってふ

うに思いました。ですが、子どもたちは待って

いるのはどうでしょう。今今その指導、「自分

は技術を高めたいんだ」ってお子さんに対して

の、やはりこの指導者の育成というのは凄い期

待があるものだと思うのですが、そのすぐでき
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る指導者、指導というのは何かあるのではない

かと思いますが、いかがでしょう。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君） 例えば、予算化をすれ

ば今プロスポーツ選手の経験ある方が来て指導

している、この効果っていうのはものすごく上

がっていると、こういう部分もあります。これ

予算化が必要です、今すぐということであれば

ですね。 

もう一つは、ある程度社会人スポーツでや

ってきた人。できれば遠野出身の方。この人た

ちが「さあ次のセカンドライフどうしようか」

というときに地元に帰ってきてスポーツの指導

者としての立場になる、これがあります。 

これらが一番早い方法、レベルアップする

ための指導者の確保としては、これが一番早い

方法だと思います。 

〇議長（浅沼幸雄君） ２番佐々木恵美子君。 

   〔２番佐々木恵美子君登壇〕 

○２番（佐々木恵美子君） 予算化すればすぐ

できる可能性もあるという話しでしたけども、

やはり予算についてもやっぱり金額的なものも

いろいろあると思うんですが、私はせっかくこ

の今回遠野テレビの光化ケーブルが進んだこと

によって、必ずしも人が直接来て指導する以外

に、オンライン等を通じて直にフォームを見て

もらうとか、何かこう体づくりのアドバイスを

いただくとか、そういう機会、それがすぐでき

る機会ではないのかな、指導いただく機会では

ないのかなっていうふうにも感じますが、その

辺についていかがでしょうか。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君） 栄養のこともあると思

います。筋力トレーニングとかバランストレー

ニングとかっていうのもあると思います。こう

いう点ではこれは有効だと思います。 

〇議長（浅沼幸雄君） ２番佐々木恵美子君。 

   〔２番佐々木恵美子君登壇〕 

○２番（佐々木恵美子君） それと、あとこれ

までの御答弁の中で、やはり総合型スポーツク

ラブの設置が運営が理想と捉えているようです

けども、やはりその運営には費用がかかります

し、そこに加わる方の参加費、登録費等が出て

くるんではないかなってふうに感じました。 

私、先日ちょっと県内のＮＰＯ団体がひと

り親家庭の方にアンケートを取りまして、ちょ

っとその中の一つ紹介したいと思うんですけど

も、この方はお母様が１人でお子さんを育てな

がら生活している方でした。お父様がいないの

で運動的なものはなかなか教えられず、習い事

もさせられないのでスポーツ教室のようなもの

があればいいなって声がありました。 

家庭の事情でスポーツすることを諦めさせ

るのではなくて、できる機会、できる仕組みを

作る、これも財政的お金の支援、金銭的な支援

ではなくて、そういったサポートする、これも

社会教育の中のスポーツ振興ではないかと考え

ますが、その点はどういうふうに考えますでし

ょうか。 

〇議長（浅沼幸雄君） 10分間休憩いたします。 

   午後３時14分 休憩 

────────────────── 

   午後３時24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。２番佐々木

恵美子君の質問に対する、多田市長の答弁から

行います。多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君） 今の御質問だと、ハイ

レベルスポーツとは少しちょっと違う角度かな

というふうに感じました。 

指導者の確保というのはいろんな形があり

ますけれども、いずれにしても、なぜこういう

提案をして、みんなで一緒に夢を追いかける第

一歩にしましょうと言っているかと言いますと、

指導者を確保して食べさせる。言葉はあれです

けども、というのが難しいからです。だからい

ろんなスポーツ分野でみんながボランティアで

やったり、学校外コーチを務めたり、そうやっ
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てやってるわけです。 

このシステムを取り組んでいくためのス

タートをしましょうと。ですから今いろいろあ

る疑問を、そういう作る、意見出し、プランニ

ングの会を開催して、各スポーツ界でさまざま

ボランティア活動やコーチやってる方々、集ま

っていただいて、その点を話しして共通意見を

持っていく必要があるというふうに考えていま

す。 

もう一つ、いろんな意味で農業にもつなげ

られるかなと。これ私個人の単純なプランです。

農業が企業や団体、組合などのような形で運営

する必要があると。その働き手、これにスポー

ツ選手を誘導するという方法もあります。遠野

の農業をしながらスポーツをする。これも一つ

の方法だと私は思っています。 

いずれにしてもいろんな方法を提案しつつ

議論をして、遠野でスポーツを盛んにしていか

なければならない。簡単ではないということ、

これは十分承知ですが、みんなでチャレンジし

ましょうという気持ちでおります。 

〇議長（浅沼幸雄君） ２番佐々木恵美子君。 

   〔２番佐々木恵美子君登壇〕 

○２番（佐々木恵美子君） 指導者を確保して、

生活維持させていくってことが厳しい状況下だ。

それでもそれをどうやったら実現できるか。ス

ポーツ選手を農業の方にサポートで行っている

全国的にある取り組みはニュース等でも私も承

知しております。 

コロナ禍に至っては、スポーツ大会がない

ということで、スポーツのプロであったり、い

ろんな方が農家の収穫作業手伝っておりました。

その取り組みも確かに魅力的には感じておりま

す。 

今御答弁の前に私がお伝えした、なかなか

家庭の事情からスポーツ教室に通わせることが

できないんだけども、何とかそれを実現させた

いなっていうことにつきまして、御答弁いただ

いてもよろしいでしょうか。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君） もう本当にそれは考え

なければいけないですね。 

あるスポーツ団体、スポーツ団体にもより

ますけれども、そういうふうな機会は作ってい

るスポーツ団体はあると思います。また、地域

でもそういう機会を作っている地域はあると思

います。 

もっと積極的にコミュニティスクールとか、

さまざまな活動の中で私はそれをプロスポーツ

レベルっていうことではなくて、進めていくこ

とが一つ有効だなと考えてます。 

もう一つは、その子どもを育てるための総

合スポーツ団体、これに例えば英会話をくっつ

けると、これまたグローバルな教育になってい

って、動きながらなので言葉が入りやすいって

いうこれ実証もされていますので、そういうこ

とも進めていけばよろしいかなと考えてます。 

〇議長（浅沼幸雄君） ２番佐々木恵美子君。 

   〔２番佐々木恵美子君登壇〕 

○２番（佐々木恵美子君） 私もコミュニティ

スクール、先ほどの１項目めの質問での学校運

営協議会、コミュニティスクールの取り組みの

中で、そういったお子さんのスポーツする機会、

そういう活動があってもよいなっていうふうに

感じました。 

また、全国の事例の中にやはりスポーツを

しながら全て英会話でやるっていうような取り

組みもやってましたし、いろんなことを組み合

わせて子どもたちを育てていくってことが、教

育の手法の選択が広がるってふうに考えます。 

今後、スポーツ振興、社会教育の部分に子

どもたちの社会教育参加におきましても、持続

可能な開発目標のＳＤＧｓの４番目の目標に

「全ての子どもが男女の区別なく包括かつ公平

な教育の機会を得ることの実現」とございます。 

また、当市におきましては、わらすっこ条

例の条文の中には、「子どもは遠野の宝であり

希望です」っていうふうにあります。子どもを

応援することは、私たちも子どもから希望を与

えてもらっているというふうに私は解釈してお

りますので、その辺を踏まえて今後子どもたち
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に社会教育参加、その辺についても今後考えて

いただきたいということを御指摘といたしまし

て、私の一般質問を終わります。 

────────────────── 

   散  会 

〇議長（浅沼幸雄君） お諮りいたします。本

日の会議はここまでとし、散会いたしたいと思

います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（浅沼幸雄君） 御異議なしと認めます。

よって、本日はこれにて散会いたします。御苦

労さまでした。 

   午後３時31分 散会 

 


