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開  会 

午前９時５８分 開会 

○委員長（熊坂伸子君） 皆さんおはようございます。 

ほとんど定刻でございます。ただいままでの出席は７名でございます。定足数に達しておりますので、ただ

いまより教育民生常任委員会を開会いたします。本日の案件は、付託事件審査８件となりますので、スムーズ

な議事進行にご協力よろしくお願いをいたします。 

なお、各議案の提案理由につきましては、本会議で説明済みでございますので省略をいたします。それでは、

ただいまより本委員会に付託された議案の審査を行います。 

─────────────────────── ○ ────────────────────── 

付託事件審査（１） 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度創設を求める請願 

○委員長（熊坂伸子君） まず、請願第９号、加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度創設を求める請

願を議題といたします。 

本日は、紹介議員の田中尚議員、竹花邦彦議員、鳥居晋議員、西村昭二議員、木村誠議員及び請願提出者で

あります全日本年金者組合宮古支部執行委員長の中村國雄さん、書記長の天杉国夫さんにご出席いただいてお

ります。よろしくお願いいたします。 

また、事前に紹介議員及び請願者から資料の提出がございましたので、皆様の机上に配付しております。審

査の参考にしてください。 

それでは、紹介議員の田中尚議員より請願の内容について説明を願います。 

○紹介議員（田中尚君） 皆さんおはようございます。 

紹介をいただきました田中でございます。紹介議員を代表いたしまして、代表というと口はばったいことに

なりますけれども、私のほうからは簡単に請願の趣旨について説明をさせていただきます。詳細につきまして

は、その後に直接の請願代表者でもございます年金者組合の支部長さんと書記長がお見えですので、その方か

らも補足説明をしていただくという形になろうかと思います。よろしくお願いいたします。 

まず請願の表題でございますけれども、ごらんいただいてもう既にお分かりと思いますけれども、簡単に言

いますと、加齢に伴います耳がちょっと聞き取りにくいということに伴う補聴器を購入して、日常の生活を維

持していこうということに対する公的補助制度の実現を求める意見書を宮古市議会として可決してほしいとい

うのが請願の目的でございます。 

今の制度とすれば、資料にもございますように、福祉事務所のほうで障がい者支援の一つとしては、制度ご

ざいますけれども、一般の方で加齢性に伴う耳が聴き取りにくくなったという方が補聴器を購入しやすいよう

な、そういう公的補助制度を作ってほしいという内容でございます。 

参考までに資料として国内での公的補助制度を行っております自治体、それから世界の取り組みの状況、さ

らには実際に補聴器を使用されている方々の満足度調査等々も資料として委員の皆様方のご理解いただく意味

で、添付させていただいておりますので、どうかそれらのものにも目を通していただきまして、ぜひともご採

択いただきますよう、私から紹介議員を代表して、説明も兼ねて挨拶とさせていただきます。 

ありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（熊坂伸子君） 説明が終わりました。 

そのほかの紹介議員の皆様から何かございましたらどうぞ。ありませんか。はい、なければ紹介議員からは
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以上でございます。 

それでは次に提出者の方からも説明があれば、許可いたしますのでどうぞ。 

○請願者（中村國雄君） おはようございます。 

私は西町４丁目に住んでおります中村國雄と申します。今、宮古の方で年金者組合の委員長を務めておりま

す。年金者組合についてざっくばらんに申し上げますと、全国で15万人以上の方々が加入しております組織で

ございます。岩手県におかれましては、1,000人を超す組合員がおります。そういったふうな組織でありまして、

もちろん私たち組合の要求ばかりじゃなく、全ての年金者組合の抱えている、持っています、諸要求を取り上

げて、私たち年金者が楽しく安心して住めるよう、そういうふうな場を求めて活動しておる、これが日本年金

者組合でございます。 

本会におきまして、補聴器の購入に関するお願いをいたしております。私たち宮古に住んでおります年金者

組合員の中にも補聴器を使っている方もございます。本当に身近な問題でもございますので、私たちが必要に

応じて購入できるような、それこそ金銭的にも購入できるような、そういった制度ができれば本当に助かりま

すので、今回はそういった皆さんの、私たち年金者の願いを込めて宮古市議会に対して請願をいたしたわけで

ございます。 

あとはもう少し私が知らないところもございますので、書記長の天杉国夫、県の方の執行委員もやっており

ますので、彼のほうから発言できるよう、議長さんのほうで取り計らいお願いいたします。 

以上でございます。 

○委員長（熊坂伸子君） はい、ありがとうございます。 

それでは天杉さんからも説明があると思います。お願いします。 

○請願者（天杉国夫君） 紹介いただきました書記長をやっています天杉と言います。よろしくお願いします。 

私たちは年金生活者を中心に心身ともに健康で楽しい高齢者期をつくるために、組合をつくって活動してい

る組織です。よろしくお願います。それで今回の加齢性難聴者の補助に対して皆さんのご審議をいただきたい

と思って提出しました。具体的に紹介議員さんも出しておりますけれども、日本の補聴器の使用率はイギリス

では47.6％、日本ではたったの14.4％以下でね、非常に補聴器の使用が少なくなっているということで、それ

はなぜかといえばですね、こちらの片方のニーズだけでも15万円から30万円、もっと多くなれば50万円以上に

なるということで、非常に高い値段になっているんですね。そういう点では保険適用がないというためにね、

全額自己負担というふうになっております。 

資料にもありますけれども、公費助成について見ればですね、デンマーク、ノルウェー、イギリスは100％全

部公的補助と。ドイツでは今年中には全額公費負担するというふうになるようです。スイスでは９万円、フラ

ンスでは21年度までは全部完全に補助すると。イタリアでは７万円と。アメリカなんですけども、アメリカは

ほとんど自己負担と。ただし退役軍人だけは除くというようになっていますんでね、こういった退役軍人に対

しては補助してるんだなと。だけれども日本の場合はほとんどないということなんですね。 

それでただしですね、身体障がい者の方には補助制度は、宮古でも原則１割負担と、補助器を購入すればで

すね、となっているようです。宮古でもそうだそうです。これは身体障がい者だけですからね、あくまでも。

それからもう一つ補聴器を購入した場合の利用者の満足度がないということが言われています。やはり１回買

ってもなかなか合わないと、聴きにくいということも言われております。それはどうなのか分かれますけれど

も、そういうことになってるようですけどね。そういう点では統計をとってもですね、日本の場合は39％の方
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が満足してないと、非常に低い満足度があるようです。イギリスなりベルギーなんかは80％弱になってるんで

すかね、日本の場合は非常に満足度がないということを言って、訴えております。 

それでＷＨＯ、今コロナの問題で一応いろんなことを今、世界で注目になっていますけど、ＷＨＯでは27日2

6から40デシベルですか、軽度以上になれば医師と相談して補聴器を使うようにしてほしいということになるよ

うですね。ただし補助点が出るのはですね、70デシベルですか70デシベルということになるようでね、資料に

も紹介議員さんが紹介しておりますけれども、高度、重度だり、高度難聴者には補助が出るような恰好でね、

一部の人だけが補助になるような恰好でね、ほとんどの加齢に基づく人たちに対しては補助が一つもないとい

う非常にね、今回のこれで公的補助を求めたいということで請願しました。 

それから資料にもありますように、自治体でも本当のわずかですけれども、資料ご覧になっているようにで

すね、東京都新宿区、江東区ですか、葛飾区、大田区、中央区とそれから福岡県の田川、それから浦安ではそ

れぞれの条件に基づいて、補助しているということになっております。これはあくまでも65歳だり70歳だり、

制限されております。 

そういう点で今回、私たちはその加齢性にますます私たちも、私も含めて聞こえにくくなってきてますので、

私もなぜか、テレビ見ればですねだんだんと候補ボリュームが大きくなってきてね、孫たちにしゃべられてき

ております。ぜひ購入の時期に来てるなと考えておりますので、ぜひ自治体・宮古市でも含めて、県なり国に

ですね、宮古だけでなく県なり国にもね、そういうことを訴えてほしいなと思って今回の請願に至りました。 

よろしくお願いします。以上です。 

○委員長（熊坂伸子君）はい、説明が終わりました。 

質疑のある方は挙手を願います。 

はい、白石委員。 

○１番（白石雅一君） ご説明ありがとうございます。 

１点お伺いしたいんですけれども、今回の請願の提出先についてなんですが、地方自治法第99条ということ

なので、国会または関係行政庁ということになるのかなと思ってましたが、提出先として厚生労働大臣宛てで

あったり、そういった形になるのではないかなと思ってましたけれども、どういったところに提出をしていき

たいかっていう部分をお聞かせください。 

○委員長（熊坂伸子君） 田中議員。 

○紹介議員（田中尚君） はい。白石議員おっしゃるとおりでございまして、地方公共団体の議会として意見書

採択という、その根拠は地方自治法の99条の条項に基づいて行う行為であります。 

したがって意見書の提出先に関しましては、この場合ですと国、国のいわば政府に対する意見書という形が、

請願採択後の意見書の提出先になると、いうふうにご理解いただければよろしいかと思います。 

○委員長（熊坂伸子君） 白石委員。 

○１番（白石雅一君） 国もそうなんですけれども、ぜひここの大臣あてとか、そういった詳しいところがあれ

ば教えていただきたいです。 

○委員長（熊坂伸子君） 田中議員。 

○紹介議員（田中尚君） 失礼いたしました。 

所管は厚生労働省というふうに理解しておりますので、そこに提出することになるというふうに思っており

ます。 
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○委員長（熊坂伸子君） よろしいですか。ほかに質問のある方は。 

長門委員。 

○１４番（長門孝則君） 請願書の委員長さん、書記長さん、本当に雨の中きょうはご苦労様です。 

参考までにちょっとお聞きしたいと思うんですけど、難聴で困っている、私もその１人なんですけども、市

内にですね、日本では14.4％が補聴器の使用率というふうに書いてありますけども、宮古市ではどのぐらいあ

るものなのかなと。私もちょっとはっきりわかりませんので、大体、大まかでいいんですけども何人ぐらいあ

るいは何％ぐらいの方が補聴器を使用するなり、あるいはその難聴で困っている方がどのぐらいなのかなと。

今言ったように大まかでいいんですけども、教えていただきたいと思いますが。 

○委員長（熊坂伸子君） わかりますか、田中議員。 

○紹介議員（田中尚君） 今のところ、請願者に直接質問、それからそれに伴う紹介議員の質疑という形の場面

ではございますけれども、今、長門議員のお尋ねの部分に関しましては、市の当局のほうも出席しております

ので、この後に当局のほうからお答えいただいた方が、適切な答弁が期待できるのではないのかなと。 

現在のところ私も多分、そういうと失礼ですけども、今、長門議員を問い合わせの項目につきましてはです

ね、説明できるような資料はお持ちでないというふうに思いますので、そういう取り扱いでお願いしたいと思

います。 

○委員長（熊坂伸子君） 長門委員。 

○１４番（長門孝則君） 福祉の方から聞いてみたいと思います。 

それからもう一つですね、この難聴、なかなか高齢になりますと、病院で治療をしても治らないというのが

実態ではないかなと、そういうふうに思っております。病院で治療して治んであれば、保険の適用もこれはあ

るわけです。もう実際はもう、治らないというのが大まかなところでないかなと、そういうふうに思ってます

けども。 

今回の請願では、公的な補助制度ということで、具体的に補助額については何も規定がありませんし、それ

は次の段階だと思いますけども、例えば請願者の期待っていいますか、例えば補聴器を購入した場合の半額を

補助するとか、東京都の方を見ますと、一律っていうか、２万円から３万円、補助するという資料があります

けれども、今言ったのはどの程度の額を期待しているのかなと。例えば今言ったように、その補聴器を半額と

か、あるいは１割とか。あるいは２万円なり３万円補助してもらえばいいとか。今言ったように次の段階のこ

とになりますけど、そういう期待っていうのは、お考えはがあるのかどうなのか、その辺ちょっとお聞かせい

ただきたいと思います。 

○委員長（熊坂伸子君） よろしいですか、中村さん。 

○請願者（中村國雄君） 私たちは欲を言うようですけれども、全額、いやいや、そうは言わなくても、例えば

９割を応援してあげますとかですね。いずれ幾らかでも取っ掛かりがあって、着けられればいいなとまず思っ

ております。それからあと難聴度にもさまざまあるでしょうけども、この間もテレビを見て、「え、何１万円

前後で買えるって本当」と思って、草笛光子さんなんかが「よく聞こえる」なんて宣伝していましたので試し

てみようかなと思ったこともありましたけれども、よくよく聞いたらこれも実は市内の業者に行って聞いたん

ですけれども、納得しました。 

補聴器じゃなくて、集音器なんだそうですね、あれ。集音器。初めて私も、この請願をするに当たっていま

してね、集音器と補聴器は全然違う、値段もこんなに違う。そういうふうなことをですね、補聴器の場合はド
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クターの方の診断とかそういったことがついて回るんですけども、集音器の方はそんなこと関係なくですね、

とにかく音が大きく、30倍まで大きくなりますよというようなコマーシャルでした。そんなことはちょっと感

じましたので、発言いたしました。 

ありがとうございました。 

○委員長（熊坂伸子君） 田中議員。 

○紹介議員（田中尚君） 現在、宮古市は遊覧船事業をどうするかという課題を抱えておりますけれども、これ

に対する山本市長の向き合い方はですね、関係団体、それから多くの市民の皆さんの声を聞いて、具体化した

いというスタンスであります。 

今回の請願に当たりましても、改めて請願の代表者の方とも確認したわけなんですが、今、お話しされた部

分につきましては、支部長さん個人の要望というふうな意味での答えになろうかなと思って私は聞いておりま

すが、長門議員お尋ねのどれくらいの補助を期待しておりますかということに関しては、そこはよく市のほう

で、他市町村の状況とか、この請願の趣旨があくまでもこういうふうに表現しておりますけれども、認知症の

予防、健康寿命の延伸、医療費の抑制にもつながると。こういう部分を考慮して、そこは市のほうでご判断を

いただきたいということで、特に私と事前の要望、聞き取りの段階ではですね、これでなきゃだめだというふ

うは、そういうものはないというふうに理解しております。 

大事なことは、公的助成制度として補助制度作るし、それは宮古市に限らず多くの高齢者の方々が暮らせる

ような制度をですね、そういう意味で公的助成制度という表現になっているのかなと思います。 

竹花議員も何か発言しそうですので。 

○委員長（熊坂伸子君） 竹花議員。 

○１５番（竹花邦彦君） 当然、これは国に対して制度をつくってほしいという、請願の趣旨でございますので、

当然国のほうで制度ができるということは、地方自治体でそれぞれ補助割合とか、そういうものではないとい

うふうにお受けとめを、つまり国のほうで２分の１にするのか、そういう制度をつくってほしいという趣旨で

ございますので、それぞれの地方自治体がね、どういう補助割合をするかということは、ちょっと距離を置い

てご判断をいただきたいというふうに思います。 

○委員長（熊坂伸子君） よろしいですか。ほかに。 

橋本委員。 

○９番（橋本久夫君） よろしくお願いします。 

ちょっとお伺いしたいんですが、まず資料をいただいて、いま資料に目を通しているんですが、この補聴器

購入資金助成制度実施地方公共団体ということでいただいているんですけども、これの見方とですね、例えば

加齢性難聴っていうのは、年齢が加齢していくものなんですけども、要するにこの地方自治体の条件と、年齢

条件とすれば65歳以上とかってなってるんですが、加齢性難聴っていうのは、その定義的には何歳っていうこ

とがあるのかないのか。どの時点で判断していくのかっていうのが、ちょっと知りたいんですが、いかがでし

ょう。 

○委員長（熊坂伸子君） 田中議員。 

○紹介議員（田中尚君） いわゆる高齢者という定義に関しましては、一般的には60歳以上。その中で例えば65

歳に達しますと前期高齢者。75歳以上が後期高齢者という、そういうふうな定義は一応、現段階では国のほう

も、それから我々地方自治体もそういうふうな共通の認識のもとでいるというふうに理解しております。 
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したがって、今、資料としてお示しをさせていただいておりますが、主に東京都で多いわけでありますけれ

ども、ここは先ほど竹花議員が説明なさったように、公的制度がないですから、それぞれの市町村の独自の支

援施策制度としての例が紹介されているということですので、どういうものを考えですかっていうことになり

ましては、これはとにかくそこも含めて、今大事なことは国として全国の高齢者っていうふうな部分の線引き

も含めてですね、難聴者に対する一つの支援策としての補聴器の購入がしやすいような、そういう制度を立ち

上げてほしいということでの意見書可決を求めるという内容にご理解いただければよろしいかと思います。 

○委員長（熊坂伸子君） 橋本委員。 

○９番（橋本久夫君） 了解いたしました。 

あえてそれを聞いて、また数字のことを言うとちょっとなんですが、確かに公的制度求めるが趣旨なんで、

例えばそういった場合、制度設計していく中でそういう細かいのが出てくるっていうのは理解したんですが、

例えばこの加齢性難聴、長門委員もさっき、ご自分も聴こえ、実は私もちょっと、加齢的なあれも含めてね、

数字的に何デシベル、よく言いますけれども、そういうのも判断基準になってくるんでしょうか。例えば何十

デシベルになったらばもう加齢性難聴に値するよということで、認定じゃないんですが、医師がそういうふう

に見ていくものなのか、そういう数字的なのもやっぱり今後は変動があるのか。その辺の考え方はどうなんで

しょう。 

○委員長（熊坂伸子君） 田中議員。 

○紹介議員（田中尚君） 竹花議員のほうからも情報提供があったわけでありますけれども、あくまでも加齢性

の難聴ということですので、では難聴とは何か。先ほど天杉書記長が説明なさったように、70デシベル、100デ

シベルっていうこと。耳のいわば聴力というものは個人差がありますので、なおかつ人間は誰にとっても年齢

を重ねていきますので、どっからが対象になるのかっていうことに関しては、高齢者を例にしますとね、先ほ

どお話ししたような内容になるんでないかと思いますが、一般的にはじゃあその年齢に達しなければ対象にな

らないのかっていう問題も生じます。 

そういった意味では、そこは広く考えてもいいのかなというふうに思いますし、あくまでも難聴者の障がい

の程度に応じて、該当する場合にはしっかりと補聴器の購入が可能になるような、そういう制度をつくってほ

しいというふうなことでご理解いただいていいのかなと思います。そうですね。 

○委員長（熊坂伸子君） 追加の説明がありますか、天杉さん。 

○請願者（天杉国夫君） 田中さんのほうからありましたように、年齢については当然、加齢性なんですけれど

も、年いったとなれば補助してほしいということなんですけども、そのなかにですねやっぱり、この25デシベ

ルですか、それ以上になればですね、小さな声、会話もできないと、聴きとれなくなってきていると。25デシ

ベルというのですか、それであれば小さな声でも会話がもうできなくなってきているということなんですよね。

そういう年齢に関係なく、そういうことも含めて補助制度を作ってくださればいいなと思って、私も考えてお

ります。よろしくお願いします。 

○委員長（熊坂伸子君） 田中議員。 

○紹介議員（田中尚君） 紹介議員のお１人の方からこういう情報提供もございました。現在は補助制度がない

ので、そういう規定は当然生じていない。そういうふうに考えるべきではないかというアドバイスでございま

す。なおかつ、参考までに、資料の中にございますが、現在、障がい者総合支援法による支給制度というもの

については定義づけがございまして、２級から６級まで、こういうふうな形になっております。２級は聴力の
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程度が100デシベル以上。そして６級。つまり４級から６級は、高度難聴者。２級から５級は、これは重度難聴

者ということで、現状では後ろのほうから５級がないということでありますので、ちょっとその辺も含めて、

そういうふうな定義はここまでと。なおかつこれを証明できるのはドクターだ、医者だということになります

ので、あくまでも医師の診断書が根拠になるというふうに思いますので、よろしくご理解いただきたいと思い

ます。 

○委員長（熊坂伸子君） 橋本委員。 

○９番（橋本久夫君） はい、ありがとうございました。 

それからすいません、もう１点だけさっきの説明でちょっとわからなかったんですが、この補聴器に関して

の満足度の話をさっきされておりましたが、これは39％がそういう満足度に対していい思いがしていないって

いうのは、これは何を満足度っていうのは、要するに補聴器が何ていうんですか、メーカーによって全然だめ

だとか、そういう満足度なんですか。それとも公的補助がないための利用者の満足度がないという。その辺の

満足度のちょっとこう、内容がどういうことなのか、ちょっともう１回教えてもらえればと。 

○委員長（熊坂伸子君） 田中議員。 

○紹介議員（田中尚君） 今の橋本議員の質問に的確に答弁するには、ちょっと難しいなという思いもしながら

なんですが、資料としてきょうは皆さん方に配布させていただいております新聞赤旗の記事によりますと、そ

の情報のよりどころはどこかっていうことになりますと、あくまでも日本補聴器工業会ですね。ここが提供し

た資料によるとっていうことになっております。したがって、何を基準に満足度を尋ねているのか。補聴器を

つけた場合の聴きやすさだとか、あくまでもそういうことなのか。そもそも補聴器の購入以前に、以前の状態

のことまで求めての満足度なのか。ちょっとそこは現状では正確なお答えはできないなと。あれこれ想像はで

きますけれども。ただ、紹介なさったようにＥＵ、つまり欧州・ヨーロッパにおいてはですね、そういうふう

な状況になったときに、公的助成制度が大変充実しているということも含めて、満足の中にもしかして入って

いるのかな。 

私の理解では、これ実際に補聴器をお付けになっている方々に聞きますとね、余計な音もうるさく聞こえて

嫌だという声が圧倒的です。そうなると、それをクリアしていくのは、周波数を調整をして、より聞きやすい

補聴器っていうのも当然開発されております。これは当然値段も高くなってくるわけでありまして、そういっ

た意味からしますと、ここはある意味人間の体は、この適用力が非常に高いということも聞いておりますので、

ちょっと聞きづらいっていうことも我慢して使っていれば、耳の方がなじむというふうにも言われております。

案外、日本人は短腹な方が多くて、途中でもう「満足できない」ということで、外しているのかなと。これは

私の勝手な想像です。 

○委員長（熊坂伸子君）よろしいですか。ほかに質疑はございませんか。 

畠山委員。 

○４番（畠山茂君） はい。よろしくお願いします。 

私のほうからはですね、今回の請願のところで全日本年金者組合ということで、私もちょっと認識が、全国

組織で県もあって宮古支部もあるということです。今回の請願に当たっては、受給者、年金受給者の皆さんの

声でこういう請願の取り組みをしているのか、それとも全国組織のようなので、全国の中央からこういう要請

があって、各自治体に今、請願活動しているのか。その取り組みの経緯を教えていただきたいなと思います。 

○委員長（熊坂伸子君） 天杉さん。 
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○請願者（天杉国夫君） あのこれ宮古支部の声もそうだし、全国的にそういうことで、請願していきたいとい

うことです。 

○委員長（熊坂伸子君） 畠山委員。 

○４番（畠山茂君） 全国的な取り組みでもあるということで理解しました。全国にも、先ほど言ったとおり困

っている方々がたくさんいると思います。これからは高齢者の方がふえるということで、そのことは理解をい

たしました。 

次に請願の趣旨、補聴器の購入に当たって公的助成制度をということなんで、先ほどの資料を見ると、外国

では購入に当たっては医師の診察をして、そこで判断をしてやるということなんですが、今回この請願の目的

は国にということなんですが、思いとしては先ほどの資料を見ると、自治体によっては自治体で、国がやらな

いので補助しているというところもあるようなんですが、市に求めるところも今のところあるんですか。それ

ともあくまでも国にという請願の思いで、今回は取り組んでおられるのか。もし思いがあれば教えて頂きたい

と思います。 

○委員長（熊坂伸子君） 中村さん。 

○請願者（中村國雄君） 双方に求めたいと思います。 

○委員長（熊坂伸子君） はい、畠山委員。 

○４番（畠山茂君） 多分そうだとは思って、この表も出ているからそうなのかなと思ったんですけど、はい、

わかりました。以上です。 

○委員長（熊坂伸子君） ほかに質疑はございませんか。 

加藤委員。 

○１８番（加藤俊郎君） ご苦労さんでした。 

今、畠山委員の質問にもちょっとこう、続くような質問になるんですが、質問というよりも教えていただき

たいんですが、全日本年金者組合宮古支部、この団体のことなんですが、全国的には15万人以上の加入者があ

る、それから県内では1,000人以上の加入者があるっていうようなお話がありました。 

それでは宮古市ではどれくらいなんでしょうか。宮古市についての説明がなかったんですが、すいません。 

○委員長（熊坂伸子君） 天杉さん。 

○請願者（天杉国夫君） 50名です。 

○１８番（加藤俊郎君） 私も年金者なんですが、50名っていうと割と低いな、少ないなっていうような感想を

持ちました。それでずっとお聞きしていますと、特に条件も何もつけないで、とりあえず補助制度を設けてほ

しいという趣旨だっていうふうに私は見たんですが、そういうふうに理解してよろしいんですか。 

○委員長（熊坂伸子君） 田中議員。 

○紹介議員（田中尚君） ただいまの加藤俊郎議員の質問の意図は、先ほど畠山茂議員が質問した部分ともちょ

っとラップするのかなと思って聞いておりますけれども、そのことに対して中村支部長のほうからは、もちろ

ん国による公的補助制度の実現と、その間やっぱり市町村での独自の措置も期待したいというふうにお答えし

ております。どっちがメーンなんだっていうことになりますと、冒頭にお話をさせていただいたようにですね、

公的補助制度の創設を求めるという部分では、橋本議員とのやりとりの中でも確認させていただいているとい

うふうに私は理解しております。当然加藤議員もそこはもう承知済みのものと思いますので、よろしくお願い

します。 
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○委員長（熊坂伸子君） 加藤委員。 

○１８番（加藤俊郎君） 今、請願者の紹介議員の田中さんからのお答えがありましたが、そういうことも含め

て、そのほかの条件っていうのが、いろいろ条件というのはあると思うんです。 

例えば、加齢性っていう年齢についての、年金者っていうことであれば、年金対象者だけというふうなこと

なのかどうかとか、それから若年性であっても、加齢ということで難聴になるっていう例もあるっていうふう

にも聞いておりますが、そういったことも含めて、いろんな条件面が補助要件についてのこと、それから金額、

やり方についてのこととか、先ほどからの説明では国か県かあるいは宮古市かっていう話については、そのこ

とについては理解いたしましたが、そのほかにいろんな条件のことがあると思うんですが、とりあえずそうい

うことはさし差しおいてって言えば失礼ですが、そういうことは別にして、とりあえず補助制度について考え

てもらいたい。それについては、これから請願が採択されたとすれば、国の方っていう、国というと内閣総理

大臣とか、財務大臣、財務大臣も私は入れるべきかなと思うんですが、厚労省の大臣とか、そういったところ

で条件面については考えてもらいたい。あるいは県についても考えてもらいたいっていうふうなことで理解し

てよろしいんですか。 

○委員長（熊坂伸子君） 田中議員。 

○１８番（加藤俊郎君） 内容を理解した上での質問ですので、なかなか答えにくい面もあるわけでありますが、

結論から言いますと、加藤議員おっしゃるとおりであります。なおかつ難聴者の対象をどうするかと。年金者

組合から出てるから年金受給者だけなのかっていうことに関しては、この点についてもやっぱり加齢性に伴う

難聴ということについての診断・判断が医師の証明書がないとそういう場面にはいかないと。したがってその

限りにおいては、必ずしも高齢者を想定しないというふうに理解してますというふうに答えたつもりでありま

すので、全て加藤議員がわかった上での質問だということを指摘しながらですね、そういうふうな全く同じ考

えでおります。 

○委員長（熊坂伸子君） よろしいですか。 

○委員長（熊坂伸子君） 天杉さん。 

○請願者（天杉国夫君） 年金者ばかりでなくて、加齢性ばかりじゃなくてね、聞こえなくなったという人たち

も含めて、もしね、補助制度があればいいなと思って、さっきしゃべったと思ってたんですけども、よろしい

ですか。よろしくお願いします。 

○委員長（熊坂伸子君） よろしいですか。ほかに質疑はございませんか。 

はい、ほかになければこれで質疑を終わります。 

紹介議員と請願提出者の方は、退出をお願いいたします。お疲れ様でございます。 

〔紹介議員、請願提出者退出〕 

○委員長（熊坂伸子君） 次に参考人として、関係部課長に出席をしていただいております。 

請願にかかわる質問や確認事項などがあれば挙手を願います。 

長門委員。 

○１４番（長門孝則君） さっきの質問なんだけれども、難聴で困っている人とか、あるいは補聴器を購入して

いる人が市内にどのぐらいあるのかなと。もし、大まかでいいんですけど、把握していましたら教えてほしい

なと。 

○委員長（熊坂伸子君） 伊藤保健福祉部長。 
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○保健福祉部長（伊藤貢君） はい、お答えいたします。 

正直ですね、加齢性難聴の方がどれぐらい補聴器を利用されてるかっていう数字はつかんでございません。

私どもが把握している数字といたしましては、身体障がい者手帳をお持ちの方で何人ぐらい補装具として補聴

器を交付したかというふうな数字まではわかりますけれども、全体の数字というのはつかんでございません。 

○委員長（熊坂伸子君） よろしいですか。ほかに質問はございませんか。 

はい、畠山委員。 

○４番（畠山茂君） よろしくお願いします。 

先ほどの話で言うと、各自治体でも、特にこの表で、さっきの資料だと東京都が多かったんですけど、そう

いう要望が市民からですね、宮古市役所にそういう声が上がっているのかと、あと県内のこういう補助制度を

やっている自治体があるのかどうか、もし把握していれば教えていただきたいと思います。 

○委員長（熊坂伸子君） 伊藤保健福祉部長。 

○保健福祉部長（伊藤貢君） はい、私が承知している限りでは、そういうふうな声、こういうふうなものが必

要だというふうな要望は特にはないかな、各市町村につきましても、そういうふうな補助してるっていうふう

なものは聞いてはございません。 

すいません。大変申しわけございません。大船渡市の方で何か、補助制度ではないんですけれども、その軽

度難聴者の支援事業を行っているっていうのは、把握はしてございます。 

○委員長（熊坂伸子君） 畠山委員。 

○４番（畠山茂君） 詳しくの、例えば金額だったり、どういうというところまではやっているという、大まか

な中身だけの把握なんでしょうか。そこをちょっともう１回お知らせ願います。 

○委員長（熊坂伸子君） 田代福祉課長。 

○福祉課長（田代明博君） じゃあ私のほうから。 

大変、申しわけございません。ちょっと大船渡に直接問い合わせたというところまで至ってございません。

大船渡市さんのホームページ等々から得た情報だけでございます。いずれ私どもがそのホームページを通じて

承知しているのが、軽度の難聴者。年齢制限は特に設けてないように見受けられるような記載でございました。

実績については年間数件、ちょっと10件に至らないような数字でデータも載ってございます。以上でございま

す。 

○委員長（熊坂伸子君） よろしいですか。ほかに質問や確認したいことはございませんか。 

はい。なければこれで質疑を終わります。 

参考人は退出を願います。 

〔参考人退出〕 

○委員長 それでは、ただいまから請願第９号に対する討論を行います。 

討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 討論はないようですので、直ちにお諮りをいたします。 

請願第９号は採択すべきものと決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 異議なしと認めます。よって、請願第９号は採択すべきものと決定いたしました。 
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入れかえのため少々お待ちください。 

〔説明員の入れ替え〕 

─────────────────────── ○ ────────────────────── 

付託事件審査（２） 「安全安心でゆきとどいた教育実現につながる小人数学級」の実現を求めることについて

       の請願 

○委員長 はい、それでは次に請願第10号、「安全安心でゆきとどいた教育実現につながる小人数学級」の実現

を求めることについての請願を議題といたします。本日は、紹介議員の田中尚議員、落合久三議員、竹花邦彦

議員及び請願提出者であります少人数学級を実現する岩手の会代表の田代高章さんの代理として、宮古支部か

ら中村信之さんに出席をいただいております。 

また、事前に紹介議員より資料の提出がありましたので、皆様の机上に配付しております。審査の参考にし

てください。それでは紹介議員の田中尚議員より、請願の内容について説明を願います。 

田中議員。 

○紹介議員（田中尚君） 座ったままで発言をさせていただきます。 

皆さんのお手元にお配りのようにですね、請願の趣旨を確認していただきたいと思うわけでありますけれど

も、今コロナ対応のもとでこの間、一斉臨時休校という措置がとられました。そこから現在求められておりま

すのは、安心安全でゆきとどいた教育の実現につながる小学校・中学校それから高校まで考えておりますけれ

ども、少人数学級の実現がですね、求められているということに尽きるわけでありまして、そこから少人数学

級の実現を求めることについての請願を通して、意見書を可決をしていただきたいというのがこの請願の趣旨

でございます。 

なおかつ、ちょっと資料として用意できたかどうか定かでありませんが、我が国の教育費に占めます国の予

算の割合は、非常にいわば先進諸国の中でも大変数字的にも少ないというふうな実態が指摘をされております。

そういうもとで、岩手県の教育委員会は、政府の学級の編制基準、いわゆる40人学級ということが言われてお

りますけれども、岩手県におきましては、そして我が宮古市におきましては、例えば小学校１年生から２年生、

それから中学生に関しましては、学級編制基準をそれぞれ35人という線引きをしまして、今クラス編成が行わ

れているという実態がありますけれども、国は40人という基準を示しておるところから、地方自治体によって

は財政的な負担をそのことによって伴うという問題も出ておりますので、ぜひ少人数学級っていう基準をしっ

かりと政府のほうで、地方自治体が抱えております今の財政負担の解消にもつながるような、そういった意味

でも国の教育政策としてはですね、ゆとりのある一人一人の子どもたちに教師がしっかり向き合えるような、

そういう少人数学級の実現を目指してほしいという意見書を可決をしていただきたい。そういうふうな内容に

なってございます。具体的には先生を経験されておられました請願者の代理の方も今日お見えでありますので、

そちらのほうから詳細につきましてはお願いしたいというふうなことでおりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（熊坂伸子君） 説明が終わりました。 

そのほかの紹介議員の方からもございましたらどうぞ。ありませんか。紹介議員からは以上でございます。 

それでは次に、提出者の中村さんからも説明があれば許可をいたします。いかがです。 

はい、では中村さん。 

○請願者（中村信之君） それでは宮古の少人数学級を実現する岩手の会の中村信之です。 
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多分、お手元に請願書が出ていると思いますけれども、それを読み上げる形で紹介したいと思います。安全・

安心で、ゆきとどいた教育実現につながる少人数学級の実現を求めることについての請願書ということです。 

請願趣旨です。新型コロナウイルス感染防止対策として、学校の教室が密集状態になることを避けるととも

に、行き届いた教育を進めるために現行40人学級より少ない、少人数学級実現は喫緊の課題です。国が必要な

措置を速やかにとって、少人数学級実現するよう要望してください。 

請願理由。コロナ禍の中で、子どもも学校も多くの不安と心配を抱えています。今、新型コロナウイルス感

染防止対策で、学校教育の現場でも身体的距離の確保が必要です。しかし40人学級の教室では、子どもたちの

身体距離がとれず、密集状態となっています。これを避けるためには、少人数学級にする必要があります。も

ともと学校は一人一人の子どもとじっくり向かい合い、悩みに耳を傾け、個別の指導をすることが大切であり、

現場から40人学級でなく少人数学級実現の要望が強く出されています。日本教育学会は、以前から20人前後の

小人数学級が望ましいという見解を示していましたが、コロナ禍で十分な教育を保障するために教員を10万人

ふやすことと抜本的な教育予算の増額を提案しています。７月３日には全国知事会、全国市長会、全国町村会

は連名で政府に少人数編制を可能とする教員の確保を要望しています。また、７月17日に閣議決定された「骨

太方針2020」でも少人数によるきめ細かな指導体制の計画的整備の検討を提起しています。来年度予算編成に

当たって小人数学級に踏み出す予算措置を実現することが、教育関係者の強い要望になっています。こうした

状況を踏まえて、国に対して貴議会として意見書を提出していただくよう請願します。 

請願内容。国に対して「安心・安全で行き届いた教育実現につながる小学校、中学校、高校の少人数学級」

を速やかに実現することを求める意見書を提出してください。 

意見提出先として、内閣総理大臣安倍晋三様、財務大臣麻生太郎様、文部科学大臣萩生田光一様。 

以上です。 

○委員長（熊坂伸子君） 田中議員。 

○紹介議員（田中尚君） 私のほうから若干補足説明をさせていただきたいと思います。 

現在、宮古市の学級編制の実態についての発言でございますが、国の基準と標準ということになりますが、

平成23年度から小学校１年生は35人学級。小学校２年生から中学校３年生までは40人学級と定められておりま

す。県の基準は小学校１年生、２年生及び中学校１年生から３年生までは35人学級。小学校３年生から６年生

までは35人学級と40人学級の選択制となっています。つまりそれぞれの市町村が選択をしていいですよという

のが、宮古市の、そして岩手県の学級編制の状況であります。 

市の教育委員会では、こうした県の基準をもとにどうしているかといいますと、小学校３年生から６年生ま

でについても35人学級を選択しており、小学校１年生から中学校３年生までの全ての学年において、少人数学

級を編制するよう努めております。これが今の宮古市の状況であります。 

私どもは、少人数学級というのは具体的な数はっていうことになりますと、例えばこの基準でいきますと１

学年38人入学があったという場合には、２クラスの編制が可能になりますので、19人、つまり20人以下学級の

実現が生まれている教室もあります。問題が国の基準と県の基準、そして宮古市の採用した学級編制基準、密

を避けるための１クラスの生徒の人数をどうするか。少人数学級の配置につきましてはですね、当然加配措置

に伴いまして子どもたちの教育に向き合う必要な教職員の配置も行われていると。そういう状況でありますの

で、あくまでも国は40人学級を基準としてですね、例外的に35人学級を認めていると。そういうもとで岩手県、

そして宮古市が努力をしているような内容を、制度的に財政的な負担が生じないようにしっかりと支えてほし
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いと。そのための意見書を可決してほしいという、そういう内容でございますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

○委員長（熊坂伸子君） はい。説明が終わりました。質疑のある方は挙手を願います。 

坂本委員。 

○１３番（坂本悦夫君） どうもご苦労さまです。 

ちょっとお伺いしたいんですが、この請願理由の中に、真ん中頃ですけども、教員を10万人ふやすというこ

とは、１クラス何人ぐらいを想定した数字なんですか。 

○委員長（熊坂伸子君） 田中議員。 

○紹介議員（田中尚君） 前段の文章表現の中にもありますように、そこは20人前後の少人数学級、これを実現

するための状況を考えると、例えばそれに伴う必要な教職員等の人数は少なくとも10万人、新たな教員の確保

が必要であると、そういうふうに説明をしているというふうにご理解いただければと思います。 

○委員長（熊坂伸子君） 坂本委員。 

○１３番（坂本悦夫君） １クラス20人という話があったわけです。そういうふうに考えているのであれば、何

でこの具体的にですね要求が、漠然とした40人学級より少ない小人数学級実現、ってこうやってますがね。何

でこう具体的に25人にしてほしいとか、20人にしてほしいとかっていうふうにしなかったんでしょう。その理

由はなんですか。 

○委員長（熊坂伸子君） お答えはできますでしょうか。 

中村さん。 

○請願者（中村信之君） 金額的には１兆円って言われています。 

〔「なんで具体的に書かないか」との声あり〕 

○委員長（熊坂伸子君） お答えができますでしょうか。 

坂本委員、よろしいですか。 

○１３番（坂本悦夫君） 私が請願を読んでね、全体的に思うのは、ちょっと弱腰だなというふうな感じを受け

るわけですよ。もうちょっと具体的にね、25人にしてほしいとか、20人にしてほしいという方がわかりやすい

し、力強い要求だというふうに思います。 

この少人数学級は、世論とか教育関係者の今までの悲願であったわけなんで、私ももちろん賛成なんですが、

今回はコロナの感染防止対策という関連から議論がされて、文科省もそれから教育再生実行会議ですか、あそ

こも、あるいは中教審も前向きに取り組むという姿勢を見せておったんですが、３日前のネットのニュース、

ちょっと余談になりますけれどもね、ニュースで少人数学級の導入には逆風が吹いているという見出しのニュ

ースがあったんです。それはですね、導入するためにはコロナ対策だけでは財務省の反対派を動かすことはで

きないと。大きく動かすためには、学力という殺し文句みたいなのが必要だということで、ＯＥＣＤの専門家

から聞いたらば、尚少人数学級は学力にはそう余り影響がないんだと言われたということなんです。それで学

力に影響がないので、ないのにね、大きな財源負担をするのは、財務省としては反対であるという、逆風が吹

いているということなんです。これもちょっとね、私自身とすれば何かおかしいなという気がするんです。 

欧米の先行している研究では、30年ぐらい前の説ですけれども、有効性が認められている。日本でも10ぐら

いの大学の研究室で研究して、少人数は有効だというふうに認められているんで、特に有名なのは米国のグラ

ス・スミス曲線の研究なんですが、これですと学習達成度が40人クラスだと50％ぐらいに達成するというふう
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に言われている。15人クラスだと70％ぐらい達成するというふうに、有効性も認められておるので大丈夫かな

というふうには思うんですけれども、依然としてやっぱり財務省には反対派も根強くいるというので余談は許

さないというふうに思うんですけれども… 

○委員長（熊坂伸子君） 坂本委員、簡潔に質疑を。 

○１３番（坂本悦夫君） そうですがね。ちょっと文章が弱いなという印象を受けましたので、強くしてほしい

なとふうに思いました。以上です。 

○委員長（熊坂伸子君） 質問はよろしいですか。 

はい、ほかに質疑はございませんか。 

橋本委員。 

○９番（橋本久夫君） すいません、ちょっと教えていただきたいんですが、先ほどの説明の中でこの団体、「小

人数学級を実現する岩手の会」の代理で来たっておっしゃったんですが、こういう請願を出す団体だと思うん

ですが、要するにどういうメンバー、その教員さんたちで、元ＯＢとかそういった方々で組織しているんでし

ょう。この実態は、岩手の会というのはどういう団体になるんでしょうか。どういうメンバーで構成されてい

る団体なんでしょうか。 

○委員長（熊坂伸子君） 中村さん。 

○請願者（中村信之君） どういう団体っていうか。 

○委員長（熊坂伸子君） 構成されているメンバーは、どういった方々ですか。 

○請願者（中村信之君） 代表は岩手大学の教授をしている田代教授。あと民教連っていう組織があるんですけ

れども、民間教育団体ですけれども。いろんな学校の先生や、大学の先生とかそういう人たちが集まってです

ね、学習研究をするんですけれども。そういう中でお互いに知り合った中で、やっぱり少人数学級が必要だな

ということで、こういう会がつくられたっていうことです。私もそこに加わってたっていうことです。 

○委員長（熊坂伸子君） 橋本委員。 

○９番（橋本久夫君） ありがとうございます。教育関係者で構成されている団体だっていうことですね。 

そこでそういう現場をいろいろ見てきた方々からの要請っていうことになると思うんですが、先ほどの田中

委員さんの話では、宮古市は選択制をとっている。35人学級以下でやっているっていうことなんですが、改め

て現場の教育関係者として見てきた中で、今の現在のこれは広く国に求めていくものなんでしょうけれども、

現在、宮古市の状況というのも現場を見られて、状況的にはどういうふうな見方をしているんでしょうか。そ

の少人数学級に対して。 

○委員長（熊坂伸子君） 田中議員。 

○紹介議員（田中尚君） 橋本議員の今の問い合わせにつきましては、現在、宮古市に限らず多くの地方都市は

人口の少子化が進行しておりまして、どういう課題があるかといいますと、既存の学校の統廃合に着手せざる

をえないということがありまして、宮古市もこの間、生徒が少なくなった、例えば亀岳小学校を山口小学校に

統合するとか、そういう形で子どもたちの適切な教育環境を保障するために、一方におきましてはそういうふ

うな措置を行わざるをえないような実態が、これが現実であります。 

そういう中で先ほど紹介したようなですね、岩手県の考え方。そしてそれを取り入れた市の教育委員会の判

断を紹介させていただきましたが、やっぱり肝心なことはコロナ禍のもとで大事なことは、先ほど坂本議員の

ほうからは表現が弱いっていう指摘を受けたわけでありますけれども、やっぱり世界的にもアメリカもそうで
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ありますけれども、20人以下学級という形で国が責任を持って、子どもたちにしっかり学力がつくような、そ

ういうのを基準にしているということですので、日本もそういう方向を目指してほしいというのがこの請願の

趣旨だと私ども理解しておりまして、紹介議員として、この少人数学級・学校の実現を求めていこうというこ

とでですね、請願書をお出しになっているのかなというふうに理解しておりますので、そういった意味からす

ると現状がどうなんですかっていうふうなことに関して言いますと、もうある学校によっては、20人以下学級

のクラスが生まれているということもあるというふうにご理解していいと思います。 

ただ、そのことに伴って市の財政的な負担がどうなんだということに関しては、私たちがしっかり答える立

場にないですので、それは後ほど教育委員会のほうにお尋ねいただければいいのかなと思っています。 

○委員長（熊坂伸子君） よろしいですか。ほかに質疑はございませんか。 

なければこれで質疑を終わります。 

紹介議員と請願の提出者は退出をお願いいたします。お疲れさまでございます。 

〔紹介議員、請願提出者、退出〕 

○委員長（熊坂伸子君） 次に参考人として関係部課長に出席をいただいておりますので、請願にかかわる質問

や確認事項などがあれば挙手を願います。 

畠山委員。 

○４番（畠山茂君） よろしくお願いします。 

いまの請願書の趣旨に沿って聞くと、現場の声として宮古市は35人学級というお話がさっきありましたけど、

市内を見ると少子化の関係で、本当に１学級少ないところから満杯のところまであると思うんですけど、小人

数学級を求めるような声というのは、現場からそういった声はあったりするんですか。把握をしているのであ

れば、教えていただきたいと思います。 

○委員長（熊坂伸子君） 小林学校教育課長。 

○学校教育課長（小林満君） はい、お答えいたします。 

宮古市の現状でございますが、現在、先ほど請願の方がおっしゃったとおり、市１年生から中学校３年生ま

で全ての学級が35人学級ということで設定しております。現在の30人から35人の子どもたちがいる学級が、86

学級中８学級。小学校です。中学校は33学級中６学級というふうなことで、多くの学校はまず30人以下という

ふうなことにはなっております。 

ただし、やはり学習指導要領等が変わりました。またコロナ対策等につきまして、かなり学校の先生方の業

務負担等もふえております。そういう中で、やはり子どもたち一人一人とじっくりと向き合う、もしくは悩み

を共有する。もしかニーズが必要な子どもに丁寧に対応するというふうなことからも、やはり少人数学級もし

くは少人数指導というところを希望している先生方はやはり多いということになっております。 

○委員長（熊坂伸子君） 畠山委員。 

○４番（畠山茂君） 宮古市の場合は教育立市ということで、市特別支援員とか、今放課後の支援とかさまざま

手を加えてあるいは加配もしながら、教育に力を入れている。こういうふうに認識をしてます。その半面、財

政的な負担もきっとあろうかとは思いますので、先ほど先生たちの負担もあるということを理解しました。は

い、以上です。 

○委員長（熊坂伸子君） はい、加藤委員。 

○１８番（加藤俊郎君） ずっとこの請願は毎年出ているんですが 
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〔何事か呼ぶ者あり〕 

○１８番（加藤俊郎君） 少人数学級の、何か後ろのほうで雑音が入っていますが、少人数学級についての請願、

大体趣旨はですね、そういったことはもう毎年みたいにずっと出てるんですが、それでだんだんに生徒の人数

も少なくなってきて、先ほどの説明のとおり理解してるんですが、あと団体行動をっていうのかな、団体での

行動について、活動についての学習ということも子どもたちには必要なんだろうなと思うんですが、団体行動・

活動の学習については、どれくらいの人数が最低であればいいのかなっていうことは、どうなんでしょうか。 

○委員長（熊坂伸子君） 小林学校教育課長。 

○学校教育課長（小林満君） はい、お答えいたします。 

先ほど議員さんがお話をなされたのは、国の教職員定数の定数増についてのご意見が、毎年多分請願として

出されているとご理解しております。 

どのくらいの子どもたちの集団が必要かというところにつきましては、やはり発達段階に応じた形での人数

っていうのがあるのかなと思っております。例えば小学校１年生ですと、やはり一人一人きめ細やかに生活習

慣とか人とのかかわりを教えていく必要がありますから、やはり極力少ない人数のほうが自然に子どもたちの

生活習慣とか、例えばトイレに行くとかですね、今の世の中ですと基本的生活様式をどう身につけさせるかっ

ていうところでは、やっぱり少ない人数が必要でしょうし、逆に中学校、学年が上がるに従って集団の中で、

例えば体育祭への取り組みだったりとかですね、あとはさまざまな生徒会活動とかというふうなところでは、

やはり人数がある程度いた方が、たくさんの子どもたちの意見を合意形成しながらいい取り組みにしていくっ

ていうところで必要になってくるかと思いますので、やはりその発達段階に応じた形での人数構成っていうの

は必要になってくるのかなと思っております。 

○委員長（熊坂伸子君） 加藤委員。 

○１８番（加藤俊郎君） 発達段階に応じての学級の生徒の数っていうのも考慮する必要があるよっていうお話

をいただきました。 

それで請願内容のところですが、小学校・中学校・高校の少人数学級っていうことまで出てるんですが、高

校は市のほうの管轄でないっていうのは、理解しながら聞いてるんですが、そうすると今の学校教育課長のお

話だと、このことは聞いていいのかどうかっていうと、私も疑問に思いながら今、発言しているんですが、高

校の少人数学級っていうことについてはいろんな事情があってっていうのは、例えば管内だと宮古高校と宮古

北高校は定数に対しての入学者が全然違うということもあったりして、何ていうのかな、少人数にせざるをえ

ないっていう、北高さんはそうだと思うんですが、宮古高校は定員どおり、やや定員どおりということで、い

ろいろこのことについては差異があることから、全部一律に話をするっていうわけにはいかないんですが、高

校についての集団行動等の学びっていうのは、どれぐらいが必要だっていうふうに、このことは聞いていいの

かどうか、私も疑問に思いながら今発言しているんですが、どのようにお考えになっているんでしょうか。 

○委員長（熊坂伸子君） 小林学校教育課長。 

○学校教育課長（小林満君） はい、基本定数っていうふうなところの考え方からいきますと、高等学校は１学

級40人ということで設定されております。ただし中学校につきましては今35人というふうなところですのでや

はりその人数が多いのかどうかというふうな部分につきましては、やはり国としても検討していくかと思いま

すので、私としてはまず現状のところだけをお答えさせていただきます。 

○委員長（熊坂伸子君） 加藤委員。 
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○１８番（加藤俊郎君） 別の、違った観点からの質問ですが、学習指導要領が変わる来年度と、小学校と中学

校が、来年度、再来年度っていう形で変わっていくっていうことを先日説明を受けました。それでこの学習指

導要領が変わっていく中で、今回の請願についてのつながるような中身についての変更点があるんでしょうか。

把握しているんだったら、お答えをお願いします。 

○委員長（熊坂伸子君） 小林学校教育課長。 

○学校教育課長（小林満君） はい、お答えいたします。 

学習指導要領が変わりまして、今まで求められていた能力、学力という部分について、再構成をして今回新

しい学習指導要領がつくられております。やはり子どもたちに必要な資質・能力、それらを身につけさせるた

めに主体的、対話的で深い学びというふうな学びの過程を通して、子どもたちに確かな学力・人間性等をつけ

ていくという考え方から、今回の改定になっておりますので、そういうふうなところを踏まえますと、やはり

少人数の中でしっかりと知識の・技能等身に着けさせたり、あとは子どもたち同士が対話的に学ぶ中で、やは

りそういうふうな力をつけていくというふうなところを見据えていくと、やはり少人数学級を取り入れること

によって、それらをしっかりと教師が見取り、そして適切に支援し助言していくというふうな観点では、非常

にやりやすくはなるというふうには捉えております。 

○委員長（熊坂伸子君） 加藤委員。 

○１８番（加藤俊郎君） そうすると改定される学習指導要領の今の中身についての説明をお聞きしますと、政

府の文科省のほうでも、子どもの数、１学級の数は少ないほうがよろしいというような方向での進め方という

ふうに考えてよろしいんですか。 

○委員長（熊坂伸子君） 小林学校教育課長。 

○学校教育課長（小林満君） そのあたりにつきましてはちょっと国のことですので、まださまざまなものとし

て出ておりませんが、やはり新しい学習指導要領に沿った学習に転換していくわけです。やはり大事になって

くるのは、それらの実現に向けて、いかに先生方が子ども一人一人に寄り添い、子どもを把握し確実に力をつ

けていくかということですので、この少人数学級になって学習指導を進めることによって、先生方も子ども１

人一人により寄り添えるようになりますし、じっくり向き合いながら個々に対応し、確かな学力をつけていく

というところにはつながっていくのかなというふうに捉えております。 

○委員長（熊坂伸子君） よろしいですか。ほかに質疑はございませんか。 

ほかになければこれで質疑を終わります。 

参考人は退出をお願いいたします。お疲れさまでございます。 

〔参考人退出〕 

○委員長（熊坂伸子君） それではこれから、請願第10号に対する討論を行います。 

討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（熊坂伸子君） 討論はないようですので、直ちにお諮りします。 

請願第10号は採択すべきものと決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（熊坂伸子君） 異議なしと認めます。 

よって、請願第10号は採択すべきものと決定いたしました。 
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次の審査のため、説明員が入室いたしますので少々お待ちください。 

〔説明員が入室〕 

─────────────────────── ○ ────────────────────── 

付託事件審査（３） 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 

○委員長（熊坂伸子君） それでは、ただいまから議案第21号、公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求め

ることについてを議題といたします。 

事前に担当課から資料の提出がございましたので、皆様の机上に配付しております。審査の参考にしてくだ

さい。 

それでは質疑のある方は挙手を願います。 

白石委員。 

○１番（白石雅一君） はい。 

すいません１点だけ確認なんですけれども、今回のこの公募に際して応募してくださったのは、慈愛会さん

だけということになりますか。 

○委員長（熊坂伸子君） 岡崎こども課長。 

○こども課長（岡﨑薫君） はいその通り１社でございます。 

○委員長（熊坂伸子君） よろしいですか。ほかに質疑はございませんか。 

長門委員。 

○１４番（長門孝則君） 津軽石保育所は保育所では指定管理初めてだったと思うんですけども、 

○委員長（熊坂伸子君） ２回目。更新です。 

○１４番（長門孝則君） いや、更新だけども、保育所では指定管理は津軽石保育所が最初でなかったなと、私

は言ってるんですよ。 

そういうことでね、当初やっぱり心配する向きもあったんです。だから評価はどうだったのかなと、その点

をお聞きします。この資料を見ると約69、70％ぐらいの評価ですけどもね。まあ、よかったなと、この調書を

見る限りはそう思ってますけれども、改めてその辺をね、担当課長でいいと思うんですが、ちょっとお聞きし

ます、評価をね。 

○委員長（熊坂伸子君） はい、岡崎こども課長。 

○こども課長（岡﨑薫君） はい、お答えします。 

やはり聞き取りした際にも、慈愛会のほうで最初は１年間すごい心配だったということを聞きました。やは

りこれまでのやり方、今までの公立保育所としてやったやり方を１年間まず通して、それで自分たちの地固め

をしてから、いろんなことをやり始めたと申しておりました。この間、やはり前の保育所長も月に１回ぐらい

顔を出して、定期的に様子を観察したり、アドバイスをしたりしていたようです。津軽石保育所においては教

育委員会との連携で、新しいお子さん、いわゆる小学校１年生に上がる前のアプローチカリキュラムとかスタ

ートカリキュラムというのを事前にそこでも２年ぐらいやっておりまして、そういった形で小学校との連携と

がすごくうまくいっているケースになりますので、指定管理にしてそういうことがやれることになりましてよ

かったと思っております。 

○委員長（熊坂伸子君） 長門委員。 

○１４番（長門孝則君） うまくいっているとうことですんで了解しました。 
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○委員長（熊坂伸子君） ほかに質疑はございませんか。 

畠山委員。 

○４番（畠山茂君） よろしくお願いします。 

先ほど聞きたかったことは、白石委員と長門委員に今、聞いてもらったので、あと気になったのが今回、再

度の契約ということで、まず今年度の定員状況をちょっと、定員に対して今どのくらいの方が子どもがご利用

しているのか、把握していれば教えていただきたいと思います。 

○委員長（熊坂伸子君） 岡﨑こども課長。 

○こども課長（岡﨑薫君） 定員は60名なんですけども、今年度当初で52名で、９月現在で55名になっておりま

す。 

○委員長（熊坂伸子君） 畠山委員。 

○４番（畠山茂君） 60に対して、当初は52で、今は55名の子どもさんが利用しているということですね。それ

で、今回指定管理の継続ということになると思うんですけど、今回の慈愛会さんは継続ということで、今年の

４月からは花輪保育所もやっているということで、経済的に言うと規模の経済っていうか、大きくなった分、

多分、経営も安定をしてきているというふうに私は思うんですけど、ただ世の中で今、問題、ニュースになっ

ているのは、保育士さんの処遇の部分が賃金だったり、あるいは離職者が多かったりということが、一般的に

は社会問題となっていまして、そのところを考えると、多分この間の事業者さんとの説明、やりとりではそこ

ら辺も確認したと思うんですけど、１点私が指定管理者制度でわからないというか、不安に思っているところ

は、一旦５年間契約したときに市として経営状況、特に私が問題にしたいのはその処遇の部分なんですけど、

出す方として、ある程度経営状況を見て処遇に対して口出しできるものなのか、それともあくまでも５年やっ

て契約して、お金も決まったらその中でお願いしますよという状況なのか、どういう状況、年に１回は多分や

りとりはしていると思うんですけど、どういう状況なのかもしわかれば教えていただきたいと思うんですけど。 

○委員長（熊坂伸子君） 岡崎こども課長。 

○こども課長（岡﨑薫君） はい、処遇等の問題についてのご質問ですけども、まず保育所の指定管理の指定管

理料のあり方について、ちょっと説明したいと思います。 

通常であれば、毎月１回定額の管理料を払うというのが、指定管理のやり方の一般的な例なんですけども、

保育施設におきましては、利用する児童の数であるとか、年齢という、そういう児童の構成によって適用され

る公定価格、つまり保育単価ですね。保育単価の仕組みをそのまま利用しまして、市立保育所に払っておりま

す運営費と同じような計算方法で請求していただくという方法をこれまでとってきておりました。 

これは保育施設は先ほど言いました、利用する児童の年齢によって例えば配置すべき保育士の数というのも

決まってきておりますので、最低このぐらい必要という形で決まっておりますので、職員体制を臨機応変に変

えていかなければならないという独特の事情があるためでございまして、現状の施設型給付という公定価格の

仕組みをそのまま取り入れたほうが、効率的かつ合理的であると考えたため、このようなやり方をしておりま

す。 

現状の津軽石保育所や花輪保育所でもこの考え方を運用してきており、今後もそれをやっていきたいと思っ

ております。その中で保育士の処遇改善の部分とかというのも単価の中には含まれておりますので、そこであ

る程度のことは確保されていると考えております。 

○委員長（熊坂伸子君） 畠山委員。 
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○４番（畠山茂君） 私が危惧している部分を今、ご説明いただいて大変ありがとうございます。ことしの４月

の花輪保育所のときにも、この計算方法、難しかったんですけど説明をいただいて、子どもの年齢によって配

置の数が違うということで、処遇とお金の部分で私が危惧したその子どものニーズによって職員も配置を変え

なきゃないということで、経営的にやりくりがどうなのかなという、あるいはサービスでいうと子どもさんた

ちがそのサービスをきちっと受けられるのかなという疑問もありましたので、わかりました。はい、よろしく

お願いします。 

○委員長（熊坂伸子君） ほかに質疑はございませんか。 

加藤委員。 

○１８番（加藤俊郎君） お願いします。 

指定管理料のことなんですが、今までの４年何ヶ月ですか、これまでの指定管理料と今回の指定管理予定量

と比べての金額的な差はどうなんでしょうか。 

○委員長（熊坂伸子君） 岡﨑こども課長。 

○こども課長（岡﨑薫君） はい、直近３年間の管理料なんですけども平成29年度が6,362万6,000円。30年度が6,

226万9,000円。令和元年度が6,784万4,000円でした。 

今年度に関してなんですけれども、今までは平成29年は４月の当初人数が47人でした。30年が49人、令和元

年度が53人ということに、だんだん当初から入っていくいただくお子さんがふえていますので、今回の指定管

理の積算に関しましては、今年度４月において60人の定員を満たしていたと仮定して積算しております。これ

で積算した額が月額約656万円であったことから、この金額を基準にして年額7,880万円と見積もらせていただ

きました。 

○委員長（熊坂伸子君） 加藤委員。 

○１８番（加藤俊郎君） 理解いたしました。 

要するにね、定員60人に対してのあくまでも予算を組んでいるっていうことで理解いたしました。それが定

員どおりでなくて、例えば現在ですが55人だと、それから減っていくっていうふうなことですよね。はい、あ

りがとうございます。よろしいです。 

○委員長（熊坂伸子君） 坂本委員。 

○１３番（坂本悦夫君） お伺いします。 

この評価している文書を見ますと、能力は十分あると評価されたということで、69.9点ですよね。というの

は、評価できなかった点が約30点あるわけだけども、その評価できなかった点というのはどういうことですか。 

○委員長（熊坂伸子君） 岡﨑こども課長。 

○こども課長（岡﨑薫君） はい、指定管理者選定委員会が出した数字ですので、どこが評価できなかったとい

うのは、私どもは聞いておりませんので、そこは申しわけございませんが、私からお答えは控えさせていただ

きます。 

○委員長（熊坂伸子君） よろしいですか。 

坂本委員。 

○１３番（坂本悦夫君） 評価する方法がしっかりとしてないと、そういうことはないということですかね。 

評価方法が確立されていないということですか。 

○委員長（熊坂伸子君） 伊藤保健福祉部長。 
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○保健福祉部長（伊藤貢君） お答えいたします。 

この点数につきましては、評価される方が確立されてないということではではなくて、各委員さんが持って

いる点数によって点数をつけていくような格好になりますので、これまでのこの慈愛会さんがどうということ

ではなくて、この点数的に70点平均というのは大体、各指定管理においてもこれぐらいの点数であれば、十分

能力的には満たされているのかなというふうな範疇に入っていると思っております。 

○委員長（熊坂伸子君） 岡崎こども課長。 

○こども課長（岡﨑薫君） ちなみにですけれども、評価選定基準というのが点数が決まっておりまして、例え

ば住民の平等利用が確保されていることというので配点が10点。事業計画が当該公の施設に設置目的に実現す

るためにふさわしいものであること10点、というな方法で項目が決まってそれにそれぞれ配点がございます。

それによって点数がつけられたというふうになっております。 

○委員長（熊坂伸子君） 坂本委員。 

○１３番（坂本悦夫君） あのね、担当課として期待すること。保育所に対し期待することって何ですか。１番

期待することって何ですか。 

○委員長（熊坂伸子君） 岡崎こども課長。 

○こども課長（岡﨑薫君） 子どもが安全・安心にそこで過ごせることだと思います。 

○委員長（熊坂伸子君） 坂本委員。 

○１３番（坂本悦夫君） 自分たちが考えている期待どおり、運営はなされているんだということでよろしいん

ですか。そういう評価で。 

○委員長（熊坂伸子君） 岡崎こども課長。 

○こども課長（岡﨑薫君） はい、私はそう思っております。 

○１３番（坂本悦夫君） 担当課が見る目と、それから利用者が見る目は、やっぱりギャップが多分あるんだろ

うなというふうに思います。長門議員がね、最初心配したという話がございました。そういう意味でいろいろ、

意見はあるんですけれども、今回はこれぐらいにしておきたいと思いますが、常に満足度の高い保育所運営が

できるようにね、そこを目標にして頑張ってほしいなというふうには思っております。 

まず、今回は以上で終わりたいと思います。 

○委員長（熊坂伸子君） 意見ですね。ほかに質疑はございませんか。 

加藤委員。 

○１８番（加藤俊郎君） １業者だけが手を挙げたっていうことなんですが、指定管理制度が始まったころは、

この先ほど課長がお話ししたような、１項目ずつ提案した内容について10点満点の何点かっていう評価につい

ても、多分、委員会に提示があったと思ってんですが、私の勘違いだったんでしょうか。 

○委員長（熊坂伸子君） お答えできますか。 

伊藤保健福祉部長。 

○保健福祉部長（伊藤貢君） はい、お答えします。 

その部分につきましてはですね、ちょっと私もどうだったのかっていうことはわかってございません。 

今、ちょっと明確な答えを持ち合わせございません。 

○委員長（熊坂伸子君） 加藤委員。 

○１８番（加藤俊郎君） 長門委員は、これまでずっとやっていただいた慈愛会さんの評価はどうですかってい
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う質問をしました。それで坂本委員は、今度また再度手を挙げた慈愛会さんの、先ほど課長が言ったような、

住民との平等が確保されているようなことの提案があるのかどうかっていうことについて、10点満点のうち何

点って多分評価して、それでもっての合計点が100点満点の69.9点っていうふうに考えると、その30点っていう

のはどの辺が足りなかったのか。 

どういうふうにそれを補えば、子どもたちの先ほど言ったような形で、この保育所運営・経営について、市

のほう、あるいは保護者が満足するような保育所運営ができるのかどうかっていうことを、この場で多分我々

は、その点を評価しながら、この議案について賛成か反対かっていうことを表明するんだろうなあって思って

いたんですが、ところがその評価するなんていうのかな、慈愛会さんを指定管理者として、この場で決定する

っていう決定打っていうのかな、こういうことで一社しかないからしょうがないっていうことではなくて、も

っと積極的に、この慈愛会さんはこういうふうな評価点で100点よりは30点少ないんだけども、間違いながない

っていうことを、我々委員も納得して賛成したいというかなっていうような、私の気持ちはそうなんですが、

どうなんでしょうか。 

○委員長（熊坂伸子君） 岡崎こども課長。 

○こども課長（岡﨑薫君） 私も評価選定委員会のプレゼンに同席していたときの感想でしか述べられないんで

すが、それでもよければちょっと、私の感じた部分をお知らせしたいと思います。確かにその慈愛会さんの話

の中で、１年目はとても不安だったというのは、そのとおり聞いておりましてわかりました。ただやっていく

うちにだんだん自信がついてきまして、例えば学童の家なんかもあそこは運営しているわけで、それと連携し

た例えばイベントのときは、それと連携したことをやるとか、あるいは三陸鉄道が全線開通したので三陸鉄道

を利用してのお絵描き列車をするとか、いろんな活動をしているというのがわかりました。 

あと先ほども言いましたけれども、小学校との連携という部分も取り組んでおりますので、そういったこと

を聞きまして、初めてなりにいろいろ頑張ってきたなというのはわかりました。プレゼンの最後に、これまで

やってきたことをちゃんと地固めをして確立できるように続けていきたいという発言もありましたので、ここ

だったらやってくれるだろう、大丈夫だろうという印象を私は受けました。 

○委員長（熊坂伸子君） よろしいですか、加藤委員。はい、ほかに質疑はございませんか。 

なければこれで質疑を終わります。これより議案第21号に対する討論を行います。 

討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（熊坂伸子君） 討論はないようですので直ちにお諮りします。 

議案第21号は原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（熊坂伸子君） 異議なしと認めます。 

よって、議案第21号は原案可決すべきものと決定いたしました。 

説明員の入れかえを行いますので少々お待ちください。 

〔説明員の入れ替え〕 

─────────────────────── ○ ────────────────────── 

付託事件審査（４） 宮古市乳幼児、小中学生、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の一部を改正する条

          例 
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○委員長（熊坂伸子君） はい。次に、議案第13号、宮古市乳幼児、小中学生、妊産婦及び重度心身障がい者医

療費給付条例の一部を改正する条例を議題といたします。質疑のある方は挙手を願います。 

畠山委員。 

○４番（畠山茂君）じゃあ、よろしくお願いします。 

最初にわからないところを。今回の条例改正の５条のところなんですけど、ここで読んでいきますと、外来

は1,500円とか、入院は5,000円と金額があって、私は無料だというイメージがあったんですけど、この部分は

今というか、これからもかかるのか、かからないのか。すいません、教えてください。 

○委員長（熊坂伸子君） はい、西村総合窓口課長。 

○総合窓口課長（西村泰弘君） まず、議案の第５条の部分なんですけれども、これは給付の額、医療費から自

己負担分の1,500円とか、入院の場合は5,000円引いたときは、引いた額をまず給付するっていう原則がありま

して、第２項のところで自己負担なしにする人を決めているのが（１）が子どもである場合、次のページにい

って（２）は受給者が妊産婦である場合、（３）が簡単に言うと住民税が非課税の場合ということで、子ども

と妊産婦と非課税の人は自己負担がないんですけども、例えば重度医療、ひとり親、寡婦で非課税じゃない人

に関しては自己負担がある。例えば通院は月1,500円、入院は月5,000円っていう自己負担があるっていうふう

な決まりになっております。 

○委員長（熊坂伸子君） 畠山委員。 

○４番（畠山委員） そうすると、その条件によって1,500円払う人もいれば、無料の人もあると。わかりました。 

ちょっとほかの自治体を見たときに、金額も750円になったり、さまざまあったり無料だったり、やっぱりこう

あったので、どうなのかなと思って。はい、分かりました。 

それからですね、次に聞きたかったのが２条のところで、今回、子育て支援ということで、15歳から18歳に

年齢を引き上げるということですが、来年４月からスタートすると思うんですけど、実際に４月からスタート

した場合、この３歳上げたことによって宮古市の負担はどのくらいになるのかも試算していればお知らせ願い

たいと思います。 

○委員長（熊坂伸子君） 西村総合窓口課長。 

○総合窓口課長（西村泰弘君） こちらのほうは、令和３年度の当初予算でご審議いただくところになると思う

んですけれども、今見込みで高校生の拡大分が扶助費が約2,000万円。それから、妊産婦の自己負担を廃止する

分で約300万円と見込んでおります。 

○委員長（熊坂伸子君） 畠山委員。 

○４番（畠山茂君） わかりました。 

そうすると、４月から全体的に、可決されれば2,300万円ぐらい負担がふえるという形ですね。 

それで、次に問題なのは財源だと思うんですけど、今まで国保の均等割の免除だとふるさと納税を充てたり、

あと子ども子育て基金だとかそういう基金をつくったり、あるいは去年の10月からの市の独自無償化だと多子

ですか、２人目は半額とか３人目は無料の部分の１億5,000万を充てるよっていう説明を受けてきているんです

けど、今回この2,300万円の財源というのは、どういうのを充てるつもりでこういう条例改正を目指しているの

かをお聞きしたいと思います。 

○委員長（熊坂伸子君） 西村総合窓口課長。 

○総合窓口課長（西村泰弘君） 基本的には一般財源なんですけれども、今までの医療費給付の財源の全体的な
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お話をしますと、まず県の補助事業に該当するところは２分の１、県からきます。残りの分について、宮古市

では過疎債を充てておりまして、大体全体でいきますと、県補助が給付費の３割、過疎債が６割で、本当の一

般財源が１割というような、令和元年度でいきますとそういう割合になってますので、財源的には過疎債をあ

てにするという形になるのかなというふうに考えております。 

○委員長（熊坂伸子君） 畠山委員。 

○４番（畠山茂君） 一般財源だけど、主には県の補助と過疎債をあてて、できるだけ市の負担分を負担分とい

うか、一般財源を減らしていくという考え方でやるということなんですね。 

それで今回、来年４月からスタートを仮にするに当たって、今までもこう一般質問で見ると、議員さんたち

が無料化をすべきだということで、やっぱり高校までやると、先ほどあった通り2,000万円かかるよということ

で、今までは拒んできた部分がありますよね。そのほかにシステム上お金がかかるとか、国のペナルティーが

あるとかということでやってきた。 

今回、この制度に踏み切った経緯とか、子育て支援っていうことで終わるのか、ちょっとその経緯も踏まえ

て、ここまでの流れを教えていただきたいと思います。 

○委員長（熊坂伸子君） 西村総合窓口課長。 

○総合窓口課長（西村泰弘君） 去年の議会のどこかのタイミングでもちょっと議員さんから質問があったとき

に、現時点では県が中学生の医療費まで補助してくれれば、その財源が浮くんで宮古市も高校生までできるか

なっていうふうに考えていたところもあるんですけれども、実は今、令和２年４月１日時点で高校生までやっ

てるのは、県内33のうち22なんですけれども、令和３年４月になりますと宮古市を除くと４つぐらい高校生ま

でを始めるっていう市町村が出るっていうのがわかってきました。なので、やっぱり宮古市としても、県の中

学生までの補助というのを待っていられないなっていうことで、今回、令和３年４月から高校生まで医療費助

成をしようという判断になったところでございます。 

○委員長（熊坂伸子君） 畠山委員。 

○４番（畠山茂君） なるほど。他の自治体の横並びというか、様子を見てと。本来であれば、これは国として

ね、国として制度としてみんながそういうふうになればいいんでしょうけど。今、各自治体でアンバランスが

あると。 

あと、聞きたかったのは、この制度に当たって自治体によって、高校まで無償化もあるんですけど、所得制

限を設けたり、さまざま条件をつけている自治体もあります。宮古市は所得がある人もない人も無料というこ

とで、どちらかと制限がない方が少ない自治体が多いと思うんですけど、ここに条件を設けなかった、私は本

当は設けるべきだと私は思うんですけど、ここを設けなかった根拠というか、理由を教えていただきたいと思

います。 

○委員長（熊坂伸子君） 西村総合窓口課長。 

○総合窓口課長（西村泰弘君） はい、宮古市ではこれまでも子育て支援ということで、中学生までの段階でも、

所得制限を設けないというやり方をしてきましたので、高校生に拡大するときも、所得制限設けないというや

り方を踏襲したところでございます。 

○委員長（熊坂伸子君） よろしいですか。ほかに質疑はございますか。 

橋本委員。 

○９番（橋本久夫君） １点だけ、今の説明を聞いていると、子どもを高校生、高校生って言ってるんですが、
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高校生じゃないですよね。その辺、ここはもう18歳までの子どもっていうことですよね。それを答弁や説明だ

と、みんな高校生って説明しているんですが、高校生だけじゃないですよね。その辺を教えてください。 

○委員長（熊坂伸子君） 西村総合窓口課長。 

○総合窓口課長（西村泰弘君） 申しわけありません。 

わかりやすいように高校生までって説明していますけれども、条例に書いてあるとおり、高校に通っている、

通っていないは関係なく、18歳に達する日の最初の３月31日までになる子ということで、18歳になる年度末ま

では対象になるということになります。 

○委員長（熊坂伸子君） よろしいですか。ほかに。 

長門委員。 

○１４番（長門孝則君） 何点かちょっとお聞きしたいと思います。  

今回、高校生まで医療費を無料にするっていうのは、非常にいいことだなと、そういうふうに思います。そ

れで２条の定義なんですが、高校生まで子どもというふうに定義されて、これはこれでいいと思うんです。た

だ若干、私たちは通常ね高校生は子どもだとは思っていないんですよ、私も。ちょっと違和感があるなという

感じを持ってるんですけども。その点はどうですかね、定義で決めればそれはそれでいいんですけどもね。別

な表現がなかったのかなという気もしてますが、その辺はどうですか。 

○委員長（熊坂伸子君） 西村総合窓口課長。 

○総合窓口課長（西村泰弘君） はい、今までも例えば乳幼児、小・中学生っていうふうにやってたので、単純

にここに高校生を足すっていうやり方もあったとは思うんですけれども、宮古市で子育て支援っていう形でい

くと、高校生まで大体対象に考えているので、これはまとめて子どもってやったほうがいいんじゃないかとい

うことで、今回は考えたところでございます。 

○委員長（熊坂伸子君） 長門委員。 

○１４番（長門孝則君） わかりました。 

ただあれですがね、高校３年生は普通18歳なんですよね。だからこの条例で来年の３月31日までが適用にな

るということだから、高校生は18歳になっても、卒業するまでは医療費が無料になると。そういうことでいい

ですがね。 

それから高校生外で、高校生でなくても、もう働いている人もおりますがね。当然その方も高校生でなくて

も医療費が無料になる。そういうことで、いいですがね。 

○委員長（熊坂伸子君） 西村総合窓口課長。 

○総合窓口課長（西村泰弘君） はい、よろしいです。 

○委員長（熊坂伸子君） 長門委員。 

○１４番（長門孝則君） それで今回の拡大部分も現物給付になる。そういうことですがね。 

○委員長（熊坂伸子君） 西村総合窓口課長。 

○総合窓口課長（西村泰弘君） はい、現物給付なんですけれども、中学生までは県内の医療機関が現物給付で、

県内統一で県が主導してやっていただいたんですけれども、高校生の現物給付は宮古市独自でやるものですか

ら、市内の医療機関だけということになります。 

○委員長（熊坂伸子君） 長門委員。 

○１４番（長門孝則君） 私もそこをちょっと心配したったんですよね。市内の医療機関であれば、受給者証を
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持ってって無料になる。ただ、市外の場合は例えば盛岡の医療機関にかかった場合は、現物給付はできない。

今までどおり償還払いになると、そういうことだと思うんですよ。 

だからその辺をね、やっぱり周知徹底しないと盛岡の病院さかかっても医療品はただなのかなと、そういう

誤解を招く恐れがありますんで、受給者証を交付する場合に、その辺はちゃんと説明をして、現物給付は市内

だけですよと。そういうのをちゃんと徹底してほしいなと、そういう風に思います。 

それからですね、13の２ページの（５）の寡婦等。これは70歳未満までということですがね。なんで70歳未

満にしたのかなと。多分今までは年齢制限はなかったと思うんです。その辺ちょっとお聞きします。 

○委員長（熊坂伸子君） 西村総合窓口課長。 

○総合窓口課長（西村泰弘君） 寡婦については、これまでも70歳までということにしてたんですけれども、70

歳になると今度は医療保険で高齢受給者証っていうのがあって、医療費の負担が下がりますので、そういう意

味で70歳までというふうに規定しております。 

○委員長（熊坂伸子君） よろしいでしょうか。 

長門委員。 

○１４番（長門孝則君） 今までもそうでしたか。まあ今回はそういうことで、新たにはっきり条文に載せたと

いうことですがね。 

○委員長（熊坂伸子君） 間もなく12時になりますけれども、この議案第13号の審査終了まで継続したいと思い

ますので、よろしくお願いします。引き続いて質疑があれば長門委員、よろしいですか。 

はい加藤委員。 

○１８番（加藤俊郎君） 第２条の今ね、子どもというか、この（１）の子どもっていう定義というか、言葉遣

いなんですが、私も子どもっていうのはどういったものだろうなと思っていろいろ実は調べてみたら、国のほ

うの子ども子育て支援法の中で、子どもっていうのはこういうふうに、ここと同じような表現であったってい

うことから私はそうなのかなっていうふうに納得しました。 

それで教えていただきたいことはですね、先ほど畠山委員の質問、財源のところの質問なんですが、過疎、

過疎債を充当したいという話なんですが、これはどっちかっていうと政策的な、ソフト事業の条例提案なんで

すが、こういった政策的な提言についての過疎債の適用っていうのはありなんですか。 

○委員長（熊坂伸子君） 西村総合窓口課長。 

○総合窓口課長（西村泰弘君） 今回の提案には財源まで入ってないので、単純に子どもの医療費給付を高校生

まで拡大するっていう話なんですけれども、財源については過去の実績で過疎債を活用していたので、高校生

拡大部分も過疎債を充てることができるのかなっていうふうな、今の考えを述べたものでございます。 

○委員長（熊坂伸子君） 加藤委員。 

○１８番（加藤俊郎君） 確かに新年度予算のときに、財源についての提案が予算の中で出てくるんだろうなと

思うんですが、とはいえ財源の手当についても一方ではね、ちゃんと考えながらの条例提案だっていうことな

んだろうなと思って、お聞きした次第です。はい。何となくすっきりしませんが、そういうことかなと思って、

はいありがとうございます。 

○委員長（熊坂伸子君） ほかに質疑はございませんか。なければこれで質疑を終わります。 

これより議案第13号に対する討論を行います。 

討論はございませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（熊坂伸子君） 討論はないようですので、直ちにお諮りします。 

議案第13号は原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（熊坂伸子君） 異議なしと認めます。 

よって、議案第13号は原案可決すべきものと決定いたしました。 

昼食のため暫時休憩をいたします。再開は午後１時といたします。よろしくお願いいたします。 

〔昼食休憩〕 

─────────────────────── ○ ────────────────────── 

〔午後１時再開〕 

付託事件審査（５） 損害賠償請求に係る和解に関し議決を求めることについて 

○委員長（熊坂伸子君） それでは休憩前に引き続きまして審査を再開いたします。 

次に議案第20号損害賠償請求に係る和解に関し議決を求めることについてを議題といたします。質疑のある

方は挙手を願います。白石委員。 

○１番（白石雅一君） はい、よろしくお願いいたします。ええとですね、この間の本会議場でこれ以上の和解

の部分については、請求分が認められないのではないかということで、今回の和解に至るということだったん

ですけれども、今まで和解した部分について、大まかでいいのでどういった部分で和解が成立したのかという

のを教えてください。 

○委員長（熊坂伸子君） 北舘環境生活課長。 

○環境生活課長（北舘克彦君） お答えいたします。 

第一次の申し立ての分でございますけれども、項目が６項目ございます。測定経費分で10万円。機器購入費

で380万円。除染経費で６万円。広報経費で3,000円その他の損害ということで、30万円。人件費が50万円とい

うことで、総額が476万3,000円でございます。 

○委員長（熊坂伸子君） 白石委員。 

○１番（白石雅一君） 今、６項目あってそれぞれ内容をお伺いしましたけれども、次ですね、第８次分が現在

交渉中ということなんですが、この第８次分というところでまたその金額が６項目それぞれ該当する部分があ

れば、また上乗せの部分が出てくるっていうことになりますか。 

○委員長（熊坂伸子君） 北舘環境生活課長。 

○環境生活課長（北舘克彦君） はい。 

第８次に請求をしている部分でございますけれども、測定経費の部分とあとは人件費の部分という形になっ

てございます。今回、第２回目の、２次の部分の内容と大体同じような形となってございます。 

○委員長（熊坂伸子君） よろしいですか。ほかに質疑はございませんか。 

長門委員。 

○１４番（長門孝則君） ちょっと１点だけお聞きします。 

今の課長の説明の中にもあったかもわかんないけど、ちょっと聞き取れなかったんで。340万円の和解金とい

うことでございますが、この福島の原発放射能で実際は宮古市で多分被害はなかったんでないかなと思ってま

すけども、どういう内容、ここでは事案の内容というふうになってますけども、実際どういう、例えば調査に
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要した経費だとかあるいは水道であれば水質検査に要した費用だとか、いろいろあると思うんですけども、補

正予算を見れば１番水道が200万ぐらいですかね、予算計上してますんで、多分水道が１番この和解金の中では

大きいんでないかなと、そういうふうに思ってますけれども。 

ちょっと具体的にどういう調査だったのか、あるいはどういう検査をしたったのか、そこをちょっとお聞き

したいなと思います。 

○委員長（熊坂伸子君） 北舘環境生活課長。 

○環境生活課長（北舘克彦君） まず環境課のほうでもやってございまして、環境課は市内の小学校、あとは保

育所のところで、空間線量の測定を職員が出てやってございます。その分の検査について請求した部分がござ

いますし、あとはこちらのほうは該当しなかったということでございますけれども、あと該当した部分でいき

ますと水道水中の放射線の検査の委託料、あとは下水道の脱水汚泥中の放射線料の検査手数料、あと風評被害

に係る分で目黒のさんま祭りのサンマの放射線の測定料。学校給食の部分の放射線のほうの検査もしておりま

すが、その分の職員を、専用職員を雇った人件費分というのが該当になってございます。 

○委員長（熊坂伸子君） 竹花施設課長。 

○施設課長（竹花浩満君） お答えいたします。 

水道につきましてはですね、水道も同様に放射性物質検査業務委託料としまして、水道ですけれども平成24

年当時であれば、全部で41カ所を水質検査をしております。 

それから下水道のほうなんですが、先ほど北舘課長さんもおっしゃいましたけれども、下水道の脱水汚泥に

ついて宮古浄化センターと田老の浄化センターの脱水汚泥についての放射性物質の検査をしたところでござい

ます。 

○委員長（熊坂伸子君） よろしいですか。 

ほかに質疑はございませんか。なければこれで質疑を終わります。 

これより議案第20号に対する討論を行います。 

討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（熊坂伸子君） 討論はないようですので、直ちにお諮りします。 

議案第20号は原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（熊坂伸子君） 異議なしと認めます。 

よって、議案第20号は原案可決すべきものと決定いたしました。 

説明員の入れかえを行いますので少々お待ちください。 

〔説明員の入れ替え〕 

─────────────────────── ○ ────────────────────── 

付託事件審査（６） 宮古市学校施設設備基金条例の一部を改正する条例 

○委員長（熊坂伸子君） 次に議案第14号、宮古市学校施設設備基金条例の一部を改正する条例を議題といたし

ます。質疑のある方は挙手を願います。 

橋本委員。 

○９番（橋本久夫君） はい。 
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それではこの学校林の関係なんですが、ここに書いてあります理由、亀岳小学校の学校林を処分したことか

ら、当該学校林を廃止しようとするものであるっていうことなんですが、この学校林の処分っていうことは、

どういったことになるんですか。処分というのは、売るとか返すとか、何かに変えるとかっていう意味だと思

うんですが。 

○委員長（熊坂伸子君） 中屋教育委員会総務課長。 

○教育委員会総務課長（中屋保君） はい。 

この亀岳小学校の学校林につきましては、こちらは借地の部分での学校林でございまして、地権者の方から

伐採の要望があったものでございまして、平成25年、売買の契約をいたしまして、30年度末までに伐採を完了

したものでございまして、この度亀岳小学校の統廃合、次の議案でもございますけれども、そちらの条例の整

備に当たりまして、こちらの学校林の部分につきましても、既に処分といいますか、そういう伐採も終わって

たっていうことがありますので、今回ちょっと時期を逸してしましたけれども、条例の提案に至ったものでご

ざいます。 

○委員長（熊坂伸子君） 橋本委員。 

○９番（橋本久夫君） つまりこの学校林というのは、民間の方から借地として借りていたっていうことですね。

それで平成25年度に売買っていうか、返済契約みたいな感じですか、それを結んでたっていうことですね。そ

れで今年度末までですか、に結んでいたけども、既にも伐採が終わったので条例をこういうふうに改正したっ

ていうことでしょうか。もう一度そこを。 

○委員長（熊坂伸子君） 中屋教育委員会総務課長。 

○教育委員会総務課長（中屋保君） 土地自体は借地でございます。地上権設定をいたしまして、木を植えて植

林していたわけでございますけれども、地権者がその土地を返還してほしいといいますか、そういう要望がご

ざいましたので、木を入札いたしまして業者の方に売買という形で、そして30年度末までに伐採をして更地に

して土地を返すというような中身での売買契約を結んで処分したものでございます。 

それで30年度末までの伐採でございますので、時期としてはそのころ、やはり条例の改正案を提案するべき

だったとは思うんですけれども、今回この亀岳小学校の統廃合の関係で、こちらの条例の亀岳小学校の学校林

の部分が残っているということがちょっとわかりましたので、時期をちょっと逸してしまいましたけど、今回

提案させていただいたというものでございます。 

○委員長（熊坂伸子君） 橋本委員。 

○９番（橋本久夫君） はい。 

まあ、残ってたのに気がついて、あとで条例案を改正するっていうことで、30年度末には終える予定だった

んですよね。じゃあその間、学校はまだ廃校にはなってないんですが、実質学校林としての活動、教育林とし

ての活動はもうこの亀岳小学校ではもうやられていなかったので、この存在もわからなかったっていうような

理解になるんですか。 

○委員長（熊坂伸子君） 菊地教育部長。 

○教育部長（菊地俊二君） はい、いわゆる分収契約に国有林とか市有林でもございますが、分収契約を結んで、

私の私有林に造林をいたしまして、それを30年たったらば切って分収で土地の所有者には５割、それから学校

林と市としては５割というような部分で契約を結んでいたのを、その分収の契約期間が来たので、土地所有者

の方からはその分収契約に基づいて処分してくださいということで、その処分の手続を行ったということでご
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ざいます。その処分した分は分収の負担割合に応じて、土地の所有者とそれから学校のほうに来た分は、基金

のほうにその分は積んでいるというものでございます。 

○委員長（熊坂伸子君） 橋本委員。 

○９番（橋本久夫君） わかったようで、よくわからないんですが、いずれそういうふうに廃止に伴って売買契

約があったんで、30年度末にはもう契約が済んで、伐採はもう既に終わったっていうことですね。 

私の理解ではそうすると、学校林としてはいろんな活用の仕方があると思うんですが、その、余り活用され

てもいなかったっていう理解でいいですか。教育林として、学校林の活用の仕方ってさまざまね、明治期から

あったと思うんですけども。要するにもうここでは、そういうことは一切行われていなかったっていうことに

もつながるわけですか。どうですか、教育活動としての学校林としてほとんど利用されていなかったという理

解でよろしいのか。 

○委員長（熊坂伸子君） 中屋教育委員会総務課長。 

○教育委員会総務課長（中屋保君） こちらの学校林、基金としての学校林は、学校の施設整備の財源に充てる

という意味合いの基金条例でございましたので、なのといいますか学校の教育といいますか、そちらのほうと

いうよりは、財源としての意味合いの学校林でございます。実際そのＰＴＡとか、また地域の方々とかつてそ

の学校について整備といいますか、下草狩りとかそういうのはやっていたようでございますけども、最近では

余りやられていなかったというのも事実でございます。 

○委員長（熊坂伸子君） 橋本委員。 

○９番（橋本久夫君） 私もその学校林のイメージはね、そういう活動のこう中心が主だったのかなあとは理解

をしていたわけなんですが、そうするとこの条例で見ると、今はもう千徳小と西中、それから重茂中学校のみ

にだけ、この学校林という条例っていうんですか、その設備条例というのがもう、しか残ってない。この３校

だけで宮古市は今、持っているっていう理解でよろしいですか。 

○委員長（熊坂伸子君） 中屋教育委員会総務課長。 

○教育委員会総務課長（中屋保君） この条例をみますと、そうのようにとられてしまうかもしれませんけれど

も、この条例の表が３つに分かれておりまして、第１種学校林、第２種というふうに分かれております。 

今回の分収契約に基づく分でございますので、第２種学校林の部分の表のところから、この亀岳小学校の方

が除けると、除外されるという部分でございます。 

それで第１種学校林につきましては、鍬ヶ崎小学校、磯鶏小学校等まだほかにも学校ございますし、第３種

学校林としては重茂中学校として残っております。ですので、ほかの学校にもあるということでございますの

で、ちょっとこの表を見ると、残りが千徳、西中、重茂中だけというふうにちょっと捉えられてしまいますけ

ど、ほかの学校の部分も残ってございます。 

○委員長（熊坂伸子君） 橋本委員。 

○９番（橋本久夫君） 残ってるやつは、さっき言った財産のいろんな活用の部分の学校林もあるけども、とい

うことなんですが、ほか今残っている学校林は、どのような位置づけというか、どのような活用の中で示され

ているものなんでしょうか。財産だけね、その伐採してやるのが目的なのか、通常の森林教育とか里山づくり

とか、そういう教育にも活用している学校林としてまだね、継続しているのかということなんですが、お聞き

したいのは。 

○委員長（熊坂伸子君） 中屋教育委員会総務課長。 



－34－ 

○教育委員会総務課長（中屋保君） 財源としての基金としての条例でございますので、そちらの意味合いの方

が強いのはそのとおりでございます。で、各学校でその教育っていうか、その分野でやっているかどうかとい

うのはちょっと今、私の方でちょっと把握していないんですけども、数年前の調査によりますと、余り活用さ

れてないっていう結果も出ているのは事実でございます。 

○委員長（熊坂伸子君） よろしいですか。ほかに質疑のある方。 

長門委員。 

○１４番（長門孝則君） まず確認の意味でちょっとお聞きしたいんですけど、今回の条例、学校林を処分した

のでということで、そういう理由で条例を提案していると思っているんですが、亀岳小学校が統合になると、

そういう理由で学校林を処分したというふうに私は考えでだったんですが、亀岳小学校が統合する前から地主

さんの要望もあったり、あるいは亀岳小学校の改築がありましたがね、改築にも充当した。そんなこんな、今

までのをまとめて今回の条例になってるんですか。今回の学校の統合だけでなくて、私は統合のために今回の

条例が出たのかなと思ってだったんですけれども、そうでなくて以前から処分をしてだったというのを、今回

まとめて提案したということなんですか。 

ちょっと確認、その辺をまず確認したい。 

○委員長（熊坂伸子君） 中屋教育委員会総務課長。 

〔「30年度で終わってんの」と呼ぶ声あり〕 

○教育委員会総務課長（中屋保君） 今回、伐採はそうです、はい。ですので、先ほどもちょっと申し上げまし

たけれども、その時期に条例改正、伐採処分終わってましたので、その時期に提案するのが適切だったろうと

いうふうに思っております。 

で、今回この亀岳小学校の、次の議案に関係しますけども、市立学校条例のほうから亀岳小学校を削るとい

う部分の改正を提案するに当たりまして、今回この亀岳小学校の部分で、改正されていないこの基金条例とい

うのがわかったという部分もございましたので、今回、同時に提案させていただいております。 

で、亀岳小学校の統廃合を理由にという意味ではないんですけれども、ちょっと提案の時期が同じになって

しまったということで、そういうような勘違いをされてしまっているのかもしれませんけれども、統廃合とは

また別の理由での条例改正案でございます。 

○委員長（熊坂伸子君） 長門委員。 

○１４番（長門孝則君） そうすれば30年度で処分が終わってたんだけども、遅くなったけども今回条例提案に

なったと。私は統合の関係で処分したのかなと思ってだったんですけど、そうですか。 

○委員長（熊坂伸子君） よろしいでしょうか。 

はい、長門委員。 

○１４番（長門孝則君） まあ多分ここであの、所在地がいろいろ分筆さってありますがね、８カ所か９カ所、

これ地主さんは同じ方ですかね。それぞれ地主がありますか、同じ方ですか地主は。 

○委員長（熊坂伸子君） 中屋教育委員会総務課長。 

○教育委員会総務課長（中屋保君） 全て同じ方でございます。同一人物、同一の方でございます。 

○委員長（熊坂伸子君） 長門委員。 

○１４番（長門孝則君） 学校林を処分すればですね、私の記憶では地主に半分、それから市のほうに半分、半

分分けにするというふうになっていると思うんですけども、そうすればもうとっくにあれですね、そういう処
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分は終わってこの学校林の分は基金かなんかにもう積み立ててあるということでいいんですか。 

○委員長（熊坂伸子君） 中屋教育委員会総務課長。 

○教育委員会総務課長（中屋保君） こちら分収契約で５割の、それぞれ５割の割合での分収契約でございまし

たので、伐採の費用を抜いた売買代金の半分ずつ地主さんには半分、で残りの半分はこの基金条例の中に積ん

でおるということでございます。 

○委員長（熊坂伸子君） よろしいでしょうか。長門委員よろしいですか。 

はい。ほかに質疑はございませんか。なければこれで質疑を終わります。 

これより議案第14号に対する討論を行います。 

討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（熊坂伸子君） 討論はないようですので、直ちにお諮りします。 

議案第14号は原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（熊坂伸子君） 異議なしと認めます。 

よって、議案第14号は原案可決すべきものと決定いたしました。 

─────────────────────── ○ ────────────────────── 

付託事件審査（７） 宮古市立学校条例の一部を改正する条例 

○委員長（熊坂伸子君） 次に、議案第15号、宮古市立学校条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

質疑のある方は挙手を願います。ございませんか。ないですね。なければ… 

すいません、坂本委員。 

○１３番（坂本悦夫君） お伺いします。 

統廃合については、地元でちゃんと説明をされたと思うんですが、その場合保護者の反対者は１人もなかっ

たと。統合については反対者は１人もいなかったんでしょうか。 

○委員長（熊坂伸子君） 中屋教育委員会総務課長。 

○教育委員会総務課長（中屋保君） はい、29年11月から協議をしてきまして、昨年、令和元年11月でもって合

意を得ております。それで令和２年１月になって、ＰＴＡ会長からも統合の方には進めてくださいということ

の回答を得ているところでございます。 

○委員長（熊坂伸子君） 坂本委員。 

○１３番（坂本悦夫君） 統廃合の説明したときには、直接その保護者の人たちにも説明したわけですよね。 

その時点では反対の意見は、あったかなかったかということ。 

○委員長（熊坂伸子君） 菊地教育部長。 

○教育部長（菊地俊二君） はい、父兄の皆さんともそれぞれ懇談会をして、１回ではなく数回にわたって進め

てきたところでございます。最初のころ、やっぱりスクールバスをどうするのかとか、いろいろなご意見等は

いただいて、それを積み重ねて最終的には全てのご父兄の皆さん、それから地域の皆さんからもご了解をいた

だいて、本日に至っているところでございます。 

○委員長（熊坂伸子君） よろしいですか。ほかに質疑はございませんか。 

はい。なければこれで質疑を終わります。 
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これより議案第15号に対する討論を行います。討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（熊坂伸子君） 討論はないようですので、直ちにお諮りします。 

議案第15号は原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（熊坂伸子君） 異議なしと認めます。 

よって、議案第15号は原案可決すべきものと決定いたしました。 

説明員の入れかえを行いますので、少々お待ちください。 

〔説明員の入れ替え〕 

─────────────────────── ○ ────────────────────── 

付託事件審査（８） 宮古市教育研究所設置条例の一部を改正する条例 

○委員長（熊坂伸子君） 次に、議案第16号、宮古市教育研究所設置条例の一部を改正する条例を議題といたし

ます。質疑のある方は挙手を願います。 

白石委員。 

○１番（白石雅一君） はい。 

よろしくお願いいたします。今回私、この教育研究所の設置場所の移動についてなんですけど、サーモン教

室があるところに教育研究所も行くということで認識してるんですが、サーモン教室があそこにあるっていう

のはわかっていたんですけれども、教育研究所もそっちに移そうというふうになった経緯というのを、ちょっ

と認識不足が私はあるかもしれませんけど、教えていただきたいんですが。 

○委員長（熊坂伸子君） 小林学校教育課長。 

○学校教育課長（小林満君） はい、お答えいたします。 

現在、新里の庁舎にございます教育研究所を、旧保健センターのほうに移転する、今回条例の改定をお願い

したところでございます。現在、教育研究所の機能といたしまして新里に置いておりますし、サーモン教室の

ほうを小山田のところに置いているわけですが、そこを集約することで教育研究所の運営について強化をし、

組織的な対応ができるようにというところで今回、一つ新里のところ全て保健センターのほうに集約したいと、

お願いするということでございます。 

○委員長（熊坂伸子君） 白石委員。 

○１番（白石雅一君） はい、運営の強化が期待されるということで、それについては理解するんですけれども、

それであれば今ある茂市のところの施設というのは、今後どういった形になるんでしょうか。 

○委員長（熊坂伸子君） 小林学校教育課長。 

○学校教育課長（小林満君） はい、お答えいたします。 

現在、サーモン教室として小山田と、あと同様の機能を新里のほうにも持たせております。今回、教育研究

所のほうを小山田のほうに移転するに伴いまして、新里の方は川井・新里地区にもやはりニーズの必要な児童・

生徒さんがおりますので、サーモン教室の新里分教室というんでしょうか、そういうふうな形での運用を考え

ております。 

○委員長（熊坂伸子君） よろしいですか。ほかに質疑はございませんか。ほかになければこれで質疑を終わり

ます。 
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これより議案第16号に対する討論を行います。 

討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（熊坂伸子君） 討論はないようですので、直ちにお諮りします。 

議案第16号は原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（熊坂伸子君） 異議なしと認めます。 

よって、議案第16号は原案可決すべきものと決定いたしました。 

説明は退出願います。お疲れさまでございます。 

〔説明員の退出〕 

○委員長（熊坂伸子君） 以上で当委員会に付託された議案の審査は、全て終了いたしました。 

お諮りいたします。９月18日の本会議における、請願第９号及び第10号、議案第13号から第16号、議案第20

号及び第21号の委員長報告につきましては、委員長に一任願いたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

○委員長（熊坂伸子君） 異議なしと認めます。 

なお、請願第９号及び第10号が本会議で採択された場合の意見書案については、本定例会議中に委員の間で

協議したいと思いますがよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（熊坂伸子君） それでは、意見書案についてはそのように取り扱うことといたします。 

次に、その他に移ります。皆様から何かございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（熊坂伸子君） それでは事務局からございますか。 

○議会事務局主査（前川克寿君） はい。お疲れさまです。 

それでは委員長、ちょっと事務局のほうから情報提供というか、お願い、両方ございますので、資料をお配

りしてもよろしいでしょうか。 

○委員長（熊坂伸子君） はい、お願いします。 

○議会事務局主査（前川克寿君） それでは、要点だけちょっと読み上げ、あとちょっとお話をさせていただき

たいと思います。 

今、お手元にお配りしたのは、先週の11日金曜日、岩手日報の記事の写しでございます。記事のタイトルが、

「10市町村廃止適当」と書いてございます。東日本大震災の被災者を対象とする国民健康保険、国保などの医

療費窓口負担免除について本県沿岸12市町村のうち、10市町村が来年から廃止が適当と考えていることが岩手

日報社の取材でわかったという書き出しで始まる記事です。 

左にある一覧表のとおり12市町村のうち10は、県の意向調査によると、この意向調査及びその岩手日報の取

材でまとめた表によると、宮古市も含めてですけれども、12市町村のうち10市町村がさまざまな理由がありま

すけれども、10年という節目であるとか、いろいろありますけれども、廃止適当であるというような判断をす

る見込みだという記事です。 

記事本文の方に戻りますけれども、東日本大震災９年半という枠で囲まれたと左隣のところからですが、免

除継続が適当としたのは普代・野田の二村で、免除措置は本年12月末を期限に更新の時期を迎えて、毎年１年
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更新でこれまでやってきましたが、市町村の意見をもとに県が存廃方針を示して、さらに最終的に市町村が判

断を個別にするという仕組みとなっていまして、費用負担、減免分の費用負担は国が８割で、残り２割を県と

市町村で折半しているということで、県の存廃方針というのはこの２割のうちの県が持つ分１割を継続して出

すのか出さないのかの方針を毎年12月末より前ですけれども、その翌年度１月以降どうするのかというのを県

が示して、それに対して市町村の方も判断をしてきたという経緯があるということです。 

下段に行きまして、宮古市では人口の５％に当たる2,637人が対象ということで、そこから先はさまざまな市

町村の見解・意見が書いておりますが、継続を唱える野田村では生活再建していない人がいるというような理

由のもとに継続を訴えておりますし、３段目下の方、陸前高田市では大変ありがたい制度だが公平性などの問

題があったりとか、あるいは10年の節目ということで、どこを区切りにするかというのも大変難しい問題です

けれども、ことし末12月末でということのようです。 

大船渡では2012年に支援が打ち切られた社保加入者との公平性も考慮し、終了する意向としております。 

そうした中で、そのあとに宮古市山本市長のコメントが、「継続の場合は所得制限を設けるなどの措置が必

要では」というのが出ておりますけれども、一応意向調査のところでは宮古市はバツというものがついてまし

て、表の中では国保だけ医療費免除では公平性が保てない、さまざまな医療の制度が、医療保険制度がある中

で国保だけというのは公平性に疑問符がつくという意味だと思いますけれども、ただし継続の場合は所得制限

を設けるなどの措置をとって継続というのが必要ではというコメントが載っております。 

ここまでが新聞記事による情報提供でございます。 

あと、前回の委員会でこの医療費窓口負担、国保というところで、委員の中からこれに関して、議員のほう

に要請文というのが、各個に届いているというお話もございました。それに対して、やはり委員会として議会

として、どうするかっていうのを検討しなければならないのではないかというようなご意見もございましたの

で、国保、教育民生常任委員会の所管でございますので、議長のほうにも事務局のほうで確認いたしましたと

ころ、個別にそれぞれの名前で議員に出ているようだということで、それぞれの議員が受け取っていると。 

それを受けたなかで、教育民生常任委員会の中で何かこれを扱って今後検討・研究していくのか、それとも

市の動向のほうも見守らなければならないし、公平性という観点なども考えて、短期間で議会の方針というも

の、委員会の方針というものを決めるわけではないかもしれませんけれども、議長のところにおいては、継続

をしろだとか、続けるのが適当だとか、そういった判断は今回は、議長のほうからはありませんでしたので、

まずこれを委員会の中で議論が出るようであればそこを重んじて、そこを尊重するというお話でしたので、き

ょうここで一応、情報提供と提起をいたしますので、委員の間でお話し合いをしていただけるのでしたら、そ

のようにお願いしたいと思います。 

事務局からの情報提供は以上になります。よろしくお願いいたします。 

○委員長（熊坂伸子君） はい、事務局のほうからは以上ということで、先般の教育民生常任委員会で、加藤議

員のほうから話題提供というか、皆様のところにも文書が届いていますが、この件どうしましょうというよう

な意見がふられましたが、今、事務局で確認してくださったように、議長としては特に指示等はなくて教育民

生常任委員会の中で、この件について研究するのか、あるいはどうするのか、話し合ってくださいというよう

なニュアンスで今受け取ったんですけれども。 

この件については当委員会として、協議をして何かアクションを起こすとか、結論を出すとか、市に何か言

うとか、どうしたらいいかというのを今皆さんにお諮りしたいなと思うわけですけれども、この件について少
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し研究協議を委員会としてしたほうがいいかどうか、委員の皆さんのご意見を伺いたいと思いますが、急に振

られて意見が出るでしょうか。 

加藤委員、この間の皆さんに話題を振ってくださったんですけれども、今、お聞きしたように議長としては

委員会に任せるというようなニュアンスで受け取りましたけれども、どうしたほうがいいかご意見ございまし

たら、加藤委員。 

○１８番（加藤俊郎君） 私も人口約５％に当たる2,637人中の１人でありますので、なかなかこのことは言いづ

らいなっていう話をこの前はさせていただきました。その上で、私の個人的な見解といたしましては、今まで

も十分恩恵にあずかってきたっていうのかな、被災者といたしまして、十分やっていただいたのかなあと思う

のと、それとあと社保との公平性、他保険との公平性のことを考えれば、これ以上いかがなものかなっていう

ことで、市長のこのコメントのいうようなところなのかなっていうような感想です。あの際にもそういうよう

な、そういったニュアンスのことをお話をさせていただきましたが、同じです。 

○委員長（熊坂伸子君） ほかの委員の方も、畠山委員。 

○４番（畠山茂君） はい、私の考えは、実際になると、市長がこういうふうに言ってますけど、議員個々にな

るとまたいろいろ意見が出ると思うので、常任委員会としては当局から条例なり、条例改正なり、補正予算の

話が来たときに、改めて今積極的でなくて、受け身のほうになるかもしれませんけど、アクションがきたとき

に議論をしたほうがいいと、積極的には別によろしいんじゃないかと思いますけど。 

○委員長（熊坂伸子君） という意見でございます。積極的にはしないが、市から条例改正等の件が出た場合に

は、議論をするというか、質疑をするというご意見でした。 

ほかの委員の方はいかがですか。 

白石委員。 

○１番（白石雅一君） 先ほど議長からのお話の中にもあったんですが、議員個々の皆さんに１人ずつ渡されて

いるものだなっていう認識で、各議員の皆さんに考えてほしくて、多分、発案している方は送ってきていただ

いていると思うので、常任委員会の中でというよりかは、例えば全協の中でそういった話が出てくるとか、今、

畠山議員がおっしゃったように、当局のほうから何かしら提案があったときに皆さんそういうふうにいただい

ているわけですから、その中で何かありアクションを起こすとかっていう形でいいんじゃないかなというふう

に私は思います。 

議長からの指示というところも特になくて、各おのおので考えてくださいというふうに受け取ったので、は

い。常任委員会として何かこうやんなきゃいけないっていうよりかは、そういう認識を持って当局からの提案

があったときに、ここでやっていけばいいんじゃないかなと思います。 

○委員長（熊坂伸子君） 白石委員の意見は、委員会としてではなくて、個々に考えて、当局から説明があった

場合等にそれぞれの意見をということでいいんではないかというようなご意見でございます。 

ほかの委員の方、よろしいですか。何かうなずいていますけど皆さん、そういう感じでよろしいですか。 

それでは委員会としては特に調査・研究・協議とかそういうことはなくて、市のほうから説明等があった場

合は、それぞれのお考えを述べるということでよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（熊坂伸子君） はい、それではこの件に関しては以上で終了といたします。 

そのほか何かございますか。 
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はい、なければ本日はこれをもちまして閉会といたします。お疲れさまでございました。 

午後１時４１分 閉会 

─────────────────────── ○ ────────────────────── 

                             教育民生常任委員会委員長  熊 坂 伸 子 

 

 


