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宮 古 市 議 会 予 算 特 別 委 員 会 会 議 録 
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開  会 

午前１０時００分 開会 

○委員長（工藤小百合君） おはようございます。ただいままでの出席は21名であります。定足数に達しており

ますので、予算特別委員会を開会します。審査に入る前に申し上げます。本委員会に付託されている案件は、令

和３年度当初予算案17件となります。審査はお配りしております審査日程のとおり行いたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。発言及び答弁は一問一答方式でお願いします。発言の時間については質疑、答弁を含め１

人20分としますので、質疑、答弁とも簡潔明瞭にお願いいたします。なお、必要がある場合には二巡目まで行い

ます。当局においては場合によっては反問権も認めますのでよろしくお願いします。 

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

付託事件審査（１） 議案第１号 令和３年度宮古市一般会計予算  

○委員長（工藤小百合君） それでは本日の審査を行います。議案第１号、令和３年度宮古市一般会計予算歳出

の１款議会費から３款民生費までを審査します。発言される方は予算書または説明資料のページ款項目等を特

定して発言してください。それでは、発言される方は挙手願います。 

○議会事務局次長（松橋かおる君） 白石委員、西村委員、畠山委員、鳥居委員、熊坂委員、清明委員、橋本委

員、坂本委員、長門委員、竹花委員、落合委員、松本委員、加藤委員、田中委員です。 

○委員長（工藤小百合君） それでは白石委員。その次は西村委員です。白石委員。 

○委員（白石雅一君） はい。おはようございます。座ったままでよろしいですか。はい。では私から１点だけ、

質問させていただきます。予算に関する説明資料40ページ、３款２項３目、この中にあります放課後児童対策

事業についてお伺いいたします。この中に学童の家の部分が記載されておりますけれども、学童の家の職員の

方々、スタッフの方々に対して昨年の令和２年度はなかなか、情報共有の場であったり研修であったり、そう

いったことがコロナで出来なかったというところがあったかなというように思っております。今年度の令和３

年度はどのように、職員の方々に対して、スタッフ研修であったり、情報共有の場の提供であったり行ってい

くのかというのをお伺いいたします。 

○委員長（工藤小百合君） 岡﨑こども課長。 

○こども課長（岡﨑薫君） はい、お答えいたします。学童の家の職員の研修につきましては、これまでも学童

の家の要望等を聞きながら行ってきました。委員おっしゃるとおり今年度に関してはコロナの関係もありまし

て、控えてほしいというのがあって、現在行っておりません。昨年度、一昨年度におきましては、岩手県発達

障がい者支援センターであるとか、発達障がい沿岸センターの職員を招いて、発達障がいとか子どもの見立て

に関する研修を行いました。この研修費につきましては、この放課後児童対策事業ではなくて、発達支援事業

であるとか、あるいは児童福祉の一般事業のほうで賄って研修しているという状況です。来年度におきまして

も、状況を見ながらそちらのほうの予算を使って研修をしていきたいと考えております。 

○委員長（工藤小百合君） 白石委員。 

○委員（白石雅一君） はい。よろしくお願いします。お子さんの中にですね様々なサポートが必要になる方々

もいらっしゃいますので、今回ちょっと見た中で、どこで予算をとっているのかなというのが、わからなかっ

たのでお聞きしました。よろしくお願いします。以上です。 

○委員長（工藤小百合君） 次は西村委員、その次は畠山委員です。西村委員。 

○委員（西村昭二君） おはようございます。私のほうからも何点かなんですけれども、質問させていただきま
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す。説明資料のほうの22ページ、２款１項８目の公共交通空白地交通確保維持事業の中からなんですけれども、

まず今年度、新里地域バスの運行が始まりました。そこでちょっと新里地域バスの運行委託の1,600万円、この

内訳をまずちょっと教えていただきたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 蒲野新里総合事務所長。 

○新里総合事務所長（蒲野栄樹君） はい。それでは、委託料の内訳でございます。まず1,600万円計上させてい

ただいておりますけども、人件費として950万円ほどでございます。そしてあとは、車両運行にかかる燃料費で

180万円ほど、その他車両整備等々ございまして、合計で1,200万円程度、そしてプラス諸経費等々を入れまし

て、１,400万円ほどに消費税という内訳となってございます。 

○委員長（工藤小百合君） 西村委員。 

○委員（西村昭二君） はい。人件費950万円、燃料費が180万円、あとは整備費用っていうことですか。そうす

ると整備費用が200万円ぐらいですか。ということは今現在患者輸送バスを使ってらっしゃいますよね。その患

者輸送バスの方の経年劣化というお話もちょっと聞いているんですけれども、この間運行している会社の社長

さんとお話しをする機会がありまして、私もどのぐらい利用されているのかなと思って気になりましたのでお

話を伺ったところ、今度の車検代でも100万円以上はかかるだろうというお話をいただいたんですけど、その費

用も入っているということですか。 

○委員長（工藤小百合君） 蒲野新里総合事務所長。 

○新里総合事務所長（蒲野栄樹君） 整備代として入ってはございます、金額的には、はい。 

○委員長（工藤小百合君） 説明は以上ですか。多田公共交通推進課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） はい。新里地域バスの車両の問題でございます。今ご指摘のあっ

たのは２台あるうちの１台、マイクロバスで運行している車両の件だと思います。三菱の４ＷＤのマイクロバ

スで19万キロ走っているバスでございまして、大分車体の下部が腐食しております。ステップが出るようにな

っているんですが、なかなかそのステップが出ないとかですね、それからそもそも４ＷＤですのでその車体の

高さが高くて、高齢者の方はなかなか乗りにくいみたいなお叱りをいただいているところでございます。車両

の更新、もう１台はハイエースで動かしていますので、割とそれは車高が低い車になってございます。現在我々

の問題認識としては、その背の高いバスをどういうふうに更新していくかというのが今課題だと思ってござい

まして、バスの更新、1,000万円超えるぐらいの費用がかかるということですので、必要な財源を見つけながら

近い将来更新がやってくるんだろうと思ってございますので、まずは定期的な整備と、それから修繕を重ねな

がらちょっと延命を図っていきたいと。近い将来には更新を図ってまいりたいと考えてございます。 

○委員長（工藤小百合君） 西村委員。 

○委員（西村昭二君） はい、わかりました。今、多田課長のほうの答弁にもありましたがやはり、利用者の方々

というのは基本的には高齢の方、あとは通院なさる方とほぼほぼ利用されているというところで、やはりステ

ップが出ないっていうのは致命的なことなんですね。乗り降りするのにステップが出ないって言ったらやっぱ

りその辺はちゃんと整備をして、そしてその更新とかも、のちのち考えていくということでありましたので、

ぜひそこはそのように進めていただきたいなと思います。そこでですね、その将来的な更新の話なんですけれ

ども、ちょっと私もその新里の利用状況を確認しましたらば、一例で申し上げますと、北山地区は利用された

方が１人もいらっしゃらないと。運行が始まってから。路線によっては利用者がゼロというところもあります。

それで、運行経費等も考えていくのであれば、今後、路線の見直しというのも定期的に私は考えていく必要が
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あるのではないかなと。それが経費削減にもつながってくると思います。そして、定期路線っていう区間と例

えばデマンドを織りまぜてやっていかなきゃない部分というのが、私は見えてくると思います。例えばタクシ

ーのような方式で完全予約もしくは電話いただければ30分以内にお伺いしますというような形をとっていかな

いと、本来の地域バスっていうか、公共交通としてはなかなか難しいのではないかなと思うんですね。市内の

民間の県北バスさんがやっている路線バスと違って、利用されている方が高齢だということもありますし、そ

してその体調の面とか体の自由不自由というところも出てくるのも早い年齢層の方々ですので、路線の見直し

っていうのは年単位じゃなくて例えば何ヶ月単位とかで利用状況を見ながら今後検討していくことが本来の市

民サービスだと思うんですけれども、今後そういうところも検討していくという考えはないでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 多田公共交通推進課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） はい。基本的にはおっしゃるとおりだと思います。新里地域バス

は10月から走ってございまして、ほぼ半年走ってございます。だんだん利用状況というのが見えてきていまし

て、340号線和井内から茂市に来る路線は比較的好調だと思ってございます。１便当たり5.7人から３人ぐらい

乗ってらっしゃるというような状況なので、340号の幹線は順調だと思ってございます。ご指摘のありました北

山線につきましては、今北山集落が５世帯ですかね。ですので大体乗る方の生活パターンっていうのは限られ

てくるものでございまして、現在まだ利用がないという状況でございます。免許を取っている都合もございま

すので、今日は走るけど明日は走らないという運行がきかないものでございます。半年やってまいりました。

もうしばらく状況を見たいとは思ってございますけども、ご提言ありましたとおり多分定期定路線で走るより

は、もしタクシーがあるのであればデマンドタクシーみたいなのが有効であろうというふうに思ってございま

す。もう１点、蟇目線も走ってございますが、蟇目線も低調でございます。どちらかといえば、新里診療所に

通う方が１便当たりお１人から２人ぐらい乗ってらっしゃる。あとは医療圏でいうと宮古のほうに通っていら

っしゃる方も多いのかなというふうに思ってございますので、途中106号への乗り継ぎとか、ＪＲへの乗り継ぎ

も含め広報しながら、路線の見直しについては、この秋を迎えますとちょうど１年たちますので、それをめど

に免許の更新とか路線の更新を考えてまいりたいと考えてございます。 

○委員長（工藤小百合君） 西村委員。 

○委員（西村昭二君） はい、わかりました。あとは車両入替えの部分とかもですね、なるべく燃料費がかから

ないような車両とか、維持費がかからないようなのを今後いろいろ考えてやっていただければなと思います。

続いて次の質問に移ってよろしいでしょうか。はい。説明資料の同じページなんですが２款１項９目。この中

の空家対策事業の中から質問させていただきます。ここに利活用補助金240万円とありますけれども、先日から

いろいろその空家対策の、例えば空き家へのリフォームの補助金とか、それはここの240万円の中だということ

でよろしいんですか。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） はい、おっしゃるとおりでございます。こちらには空き家リフォ

ーム補助金の拡充分、それから新年度から実施したいと考えてございます空家解体補助金が入ってございます。 

○委員長（工藤小百合君） 西村委員。 

○委員（西村昭二君） はい。その240万円なんですけれども、リフォーム補助金の上限の設定も上げるようなお

話も伺っていましたが、その上限っていうのはどうなっていましたか。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 



－7－ 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） はい。現行の空家リフォーム補助金については空家バンク登録の

物件に限り、２分の１の補助でございます。それで上限30万円。ただし、ＵＩターンをされた方がリフォーム

を行う場合は50万円ということで運用をしてきたところでございます。平成30年からＲ元年度、年間１件程度

の実績でございましたので、ちょっとこう拡充したいと思ってございます。要件を少し緩和いたしまして、市

内の空家であれば利用可能ということで、３分の１の補助で上限70万円を見込んでいるとこでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 西村委員。 

○委員（西村昭二君） はい、ありがとうございます。そうすると空家バンクに登録してなくてもいいという考

え方でよろしいですか。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） はい、要件といたしまして、空家バンク登録は問わないというこ

とにしてございますけども、運営協議会の中で優先度を検討してまいりたいと考えてございます。 

○委員長（工藤小百合君） 西村委員。 

○委員（西村昭二君） わかりました。続いて解体補助金の上限も教えていただけますか。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） はい。解体補助金につきましては上限100万円と考えてございます。

通常の空家、新耐震基準前と考えてございますので、昭和56年以前の建築のものに限り、３分の１ということ

で上限100万円を考えてございます。あと老朽危険空家ということで、他者へ影響を及ぼすであろうという危険

空家の場合については、３分の２の補助ということで同じく上限100万円と考えているとこでございますが、詳

細の要綱については現在策定作業中でございます。 

○委員長（工藤小百合君） 西村委員。 

○委員（西村昭二君） はい、ありがとうございます。認定はあれですかね、協議会の中でその解体の部分も、

検討委員会というかその中で決めていくっていうことですか。優先順位をはかったら。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） はい。協議会の中で考えていきたいと思ってございますが、協議

会の中で必要に応じてチームをつくっていきたいと考えてございますので、全体会を開くか、それとも５人程

度のチームで検討するかは今後の作業になってまいります。 

○委員長（工藤小百合君） 西村委員。 

○委員（西村昭二君） はい、わかりました。すごくですね、上限を上げるというところと、解体費用というと

ころは恐らく利用される、周知が徹底されれば、利用される方は増えるんじゃないかなと思ってますんで、そ

こでこの240万円っていうところの根拠はおそらく去年の実績からというところなんでしょうけれども、万が一

これ件数が多くなったときは補正で対応していくという考えもあるわけですか。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） はい。運用の状況を見ながらまたご相談させていただきたいなと

考えてございます。 

○委員長（工藤小百合君） 西村委員。 

○委員（西村昭二君） わかりました。それでは次の質問に移ってよろしいでしょうか。23ページなんですけれ

ども、２款１項、９目地域おこし協力隊事業のことについてお伺いします。昨年は９人で今年は11人というと
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ころで見ておりますけれども、11人の中である程度市のほうでこういう施策の中でこういう方を募集したいと

いうのがもうイメージが出来て、11人に増やしたということでよろしいですか。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） はい。現在６人の隊員が活動しているところでございます。様々

それぞれの業務というかミッションはそれぞれ違うところですが、主に都市部との交流ですとか、交流人口を

増やすということが主に活動の内容になっているとこでございます。現在も募集している職種といたしまして

は体験観光プログラムのブラッシュアップとか、重茂水産体験交流会、いわゆるえんやあどっとで交流を図る

メンバーとか、それから、まだ何件か成案になってないものがございますが、主に人の交流を生み出そうとい

うことで、人数を現在見積もっているところでございます。様々これから仕事を進める中で様々なニーズが出

てこようと思いますので、現在11名ということで予算要求をさせていただいているところでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 西村委員。 

○委員（西村昭二君） はい。そうすると具体的にはその体験観光と、えんやあどっとというところで募集はか

けますよということで、あとはその他の事業に関しては、またこれからいろいろ考えながら、枠をおさえよう

という考え方でよろしいですね。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） はい。現在もう募集が出ているものがその事例として２つ挙げま

した、体験型観光プログラムとえんやあどっと、あとはまだ公開していませんけども、あたためているものが

少しございますので、後ほど固まりましてから公開したいと思ってございます。 

○委員長（工藤小百合君） 西村委員。 

○委員（西村昭二君） はい。それは教えていただけないということですよね、まだね。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） 近日中に出るのが観光船関係で人を呼び込もうというミッション

を近日中に公開したいと思ってございます。あと数日お待ちください。 

○委員長（工藤小百合君） 西村委員。 

○委員（西村昭二君） はい。わかりました。ありがとうございます。それで現在６名いる地域おこし協力隊の

中で任期が終了する方っておられませんでしたか。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） 最大３年まで活動できることになってございます。３年の任期が

終わる方はいらっしゃいませんけども、隊員の中で今お申出をいただいているのが、隊員を卒業して地元に就

職をして移住をするという方がいらっしゃいますので、退任に向けて今、調整中という方がいらっしゃいます。 

○委員長（工藤小百合君） 西村委員。 

○委員（西村昭二君） それはどのプログラムの方ですか。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） 移住者や関係人口を増加させる仕組みづくり事業ということで、

１年少々隊員に就いていただいた方でございます。ご自分で活動しながら、新たな移住先・定住先として宮古

市を選んでいただいたので、引き続きお住まいになりながら、仕事を見つけて活動していこうというお申出を

いただいているとこでございます。 
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○委員長（工藤小百合君） はい、西村委員。 

○委員（西村昭二君） はい。今初めて聞きまして、何か非常にいいことだと思います。そうするとミッション

のところにまた同じミッションのところに新たな人を募集するというのも11人の中に入っているんですか。そ

れともそれはもう終了でよろしいんですか。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） 現在調整中でございます。そちらの方が自立されてそちらのほう

に委託のような形で出せる部分もあろうかと思っていますし、それで足りない部分があればまた隊員募集をか

けていこうと思ってございます。 

○委員長（工藤小百合君） 西村委員。 

○委員（西村昭二君） はい、わかりました。あと１分ないんですけど最後にちょっとその下のですね、一つだ

けなので聞きたいところがあります。同じところで地域イベント推進事業の写真コンテストの件なんですけど、

コンテスト事業をやって、議場でも撮られた写真が流れていますけれども、そのほかに入賞された方の写真は

ほかに何か活用されていましたか。 

○委員長（工藤小百合君） 蒲野新里総合事務所長。 

○新里総合事務所長（蒲野栄樹君） はい。宮古市の観光系の写真もございますので、ジオパークのものに活用

されたり、その他パンフレットにも活用いただいております。 

○委員長（工藤小百合君） 次は畠山委員です。その次は鳥居委員です。 

○委員（畠山茂君） 説明資料でお聞きします。23ページの２款総務費、１項総務管理費、９目の地域振興費の

結婚支援事業とあと今、西村委員が触れた地域おこし協力隊事業、それから次のページのふるさと納税事務を、

まず９目のところではお聞きしたいと思います。始めに、結婚支援事業の結婚新生活支援補助金について、お

聞きしたいと思います。予算を見ると、昨年度の約２倍予算提案が出ていまして、簡単に見ると一目で見ると

ちょっと不条理なちょっと印象を受けたんですが、まず最初にお聞きしたいのは、今回年齢区分をこう分けた

わけですけど、29歳以下と30歳以下。ここは宮古市の考えでこうなったのか、県との連携事業で何かでこうい

う区分をつけたのか、ちょっとその根拠とか理由を教えていただきたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） はい。こちらの件につきましては、昨年の秋ごろから新聞報道が

何回かされているものであります。国の方の補助の考え方として、60万円まで増やしましょうというような考

え方が一つ。それからあとは若年層というか収入が低い層により手厚くというような考え方がございましたの

で、その区分に基づいて市のほうも同様に合わせているというような考え方でございます。 

○委員長（工藤小百合君） 畠山委員。 

○委員（畠山茂君） そうすると国のある程度方針に沿って、宮古市でそれを受けてやったというふうに今説明

を理解します。見ると条件っていうと、世帯所得が340万円未満とかっていうふうに私は理解をしているんです

が、先ほどの説明だと多分これは条件の変更はないのかなというふうに思っていました。実際にですね今回こ

のように区分がされて、確かに利用者の方々は金額が上がるのでこれは評価をされるんだろうというふうには

思うんですが、実際にこまい話になるかもしれませんが、来る前に昨年度の統計表見たんですが、毎年大体結

婚なさる方は宮古市だと150から160組ぐらいで、予算的にはこれを見ると20件ということなんですけども、ま

ずそういうことで今までの実績に基づいた多分、根拠で出してきたと思うんで、まずここで疑問に思うのは、
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年齢で金額をさっき所得の話をしていましたけど、年齢で区分をする根拠、今晩婚化とかね、言われてますけ

ど、若い人は多くて年齢がいくと少なくなるという何でこの年代という意味のちょっとこう根拠と、あとこの

年齢で分けていますけど、結局夫婦って年齢差結構ある組もあったりして、この年齢の基準というのは、夫婦

がどういう基準なのかもちょっとこれ見るとあやふやな部分もあるので、そこら辺の詳しい制度設計も出来て

の提案だと思うんですが、ちょっとそこを説明いただければと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） はい。まず定義のほうについてご説明をいたします。説明資料に

書いています通り、年齢区分としては29歳以下、もしくは39歳以下というところで線を引かせていただいてい

るのが一つでございます。それから世帯所得につきましては、スタート時点、平成28年度当時は300万円以下と

いうことで縛りをかけていたとこでございますが、平成29年度からは340万円未満ということで少し緩和をされ

てきたということで今年度まで実施をしてございます。新年度からは世帯収入400万未満ということに上げたい

と思ってございますので、今までとは年齢要件、所得要件とも緩和という方向で我々は考えているところでご

ざいます。若年層のほうに手厚くということでご説明を申し上げましたけれども、それがいいか悪いかという

のはいろいろご議論あろうかと思いますけども、制度の考え方としては、より若年層のほうに手厚く、収入が

低い層に手厚くというところで、制度設計がされているものと考えてございます。あとはどこで線を引くかに

ついても諸説いろいろあろうかと思いますけども、これまでの実績なり、制度設計の中でやってきている部分

でございますので、適正なものではないかと我々も考えているところでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 畠山委員。 

○委員（畠山茂君） 最後にちょっと触れた、年齢のところの基準の説明がなかったと思うんですが、夫婦で年

齢差ってあるとは思うんですけど、29歳、39歳これは夫婦で見るのか、男性女性で見るのか、そこをちょっと

疑問に思ったので教えてください。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） 失礼いたしました。夫婦ともにこの年齢以下ということで制度設

計してございます。 

○委員長（工藤小百合君） 畠山委員。 

○委員（畠山茂君） はい、なるほどわかりました。ちょっと今ね、いろんな結婚の年齢差ってあるので、どう

いうものかというちょっと疑問でしたがわかりました。はい、あとここは最後にしたいんですけど、今人口減

少の原因に未婚化・晩婚化があって、こういう施策を確かに国も力を入れていて大事だと思うんですが、もう

一方ではもう少し結婚したから支援する部分と、やっぱその至る前提の部分が上のほうの事業にも関わると思

うんですが、やっぱりマッチング事業をもう少し、これだけ予算が今回900万円、先ほどの聞くと国の補助金で

ある程度財源を賄われるのかなというイメージを持っているんですけど、本来もっと晩婚化・未婚化の対策を

するなど、その前のマッチング事業にも力を入れるべきだと私は思うんですが、その点もあわせてお伺いした

いと思うんですが、考え方をですね。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） はい。これも諸説いろいろあろうかと思います。市の考え方とし

ては結婚を望む男女の方で、例えば出会いの場がないとかいうご希望がありましたので、そこに関してはサポ

ートしているというものでございます。一つはいわゆる婚活イベントみたいなのを実施してございます。市が
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主催をして、男女を集めて婚活というか、そういう出会いの場をつくるような応援をしているのが一つでござ

います。あと説明のほうの資料にも書いてございますが、いきいき岩手結婚サポートセンター、ｉサポ岩手と

いうものがございます。こちらのほうの登録費用が１万円かかるところでございます。この登録費用の助成を

しながら、婚活の事業を頑張ってくださいということで応援をしているような事業がございます。どこまでと

いうのはなかなか難しいところがございますけども、なかなか場の設定がなくて、出会いがないという方に関

しては、応援をしてまいりたいというような考えでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 畠山委員。 

○委員（畠山茂君） そもそもどこまで行政がこういう人生に立ち入っていいかというのも多分あると思いまし

たので、はい、理解いたしました。次の質問に移ります。下の地域おこし協力隊の部分、ここは西村委員が私

の聞きたい部分はほぼ聞いていただいたので１点だけですね。先ほど今年、退任されるのが１名あって、多分

予算からいくとこの起業経費補助１人というのはそういう方かなというふうに想像して聞いていたんですが、

聞きたかったのは、ホームページもさっき今２件募集をかけているのをちょっと確認して、様々この各分野と

か地域に今どんどん地域おこし協力隊の方を派遣して活性化に向けてやっている、これはいいとは思うんです

が、先ほどの説明を聞くと、これからもどんどん増やしていきたいというようなお話ありました。市として、

この地域協力隊の活用の拡大というか方針、実際にどういうふうにこれからも同じようなちょっとさっき質問

なるかもしれませんが、もう１回考え方をお聞きしたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） はい。基本的な考え方でございますけれども、役所の業務の業務

委託ではございませんので、都市部から人を呼んで何かを起こそうという制度でございます。ですから、先ほ

ども申し上げたとおりその方に期待をしているというのは、その人が１人市内に移住して、人口が１人増えた

からよかったねという話ではなくて、その人を通じていろんな関係人口が増えていくとか、その人が持ってい

るスキルを我が地方に提供してもらうとか、そういうものを我々は期待しているものでございます。ですから

その人が持っている人脈ですとか、いろんな交流のスキルですとか、そういうものに期待をしながら、ミッシ

ョンを組立てていっているというような考え方でございます。 

○委員長（工藤小百合君） 畠山委員。 

○委員（畠山茂君） はい、ありがとうございます。次の質問に移ります。24ページのふるさと納税事務です。

ここではこの間の補正予算で今年度も、寄附の目標は１億8,000万円というお話がありました。ただ実際には先

日の補正でも3,600万円減額ということでなかなかここ数年ずっと実績が１億円ちょっとの寄附ということで、

目標に達してない状況が続いています。そこで、まず最初にお聞きしたかったのはニュース等で見ると結構こ

のふるさと納税、頑張っている自治体は頑張っていまして、矢巾町だとここ２年間で２年前は400万円だったの

が今は380倍の15億円まで実績が上がったり、この間新聞では雫石町だと対前年比で２倍まで１億円が２億円ま

で上がったり、最近の花巻市だと、今年は７億円の予定が18億円までは来ていて、年度末には30億円までいく

というような一生懸命頑張っているところはすごいなというふうに見ているんですけど、そこで宮古市がなか

なかここの数字が伸びないところの何が原因なのかなというところをちょっとお聞きしたいなあと思っていま

した。それはポータルサイトのＰＲが悪いのか、地元の商品開発がなかなか他の自治体として比べてまだ努力

が足りないのか、それとも代行業者の選定が悪いとか、そういったどういうふうな感じで今評価をしているの

か、そこをまずお聞きしたいなと思います。 
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○委員長（工藤小百合君） 箱石財政課長。 

○財政課長（箱石剛君） はい。ふるさと納税の寄附金額が伸び悩んでいるというところですけれども、その要

因の一つとしてはやはり、他市の例と比較してみると１番大きな違いといいますのは、やはり返礼品の品目で

あったり数、そこが大きいかなと思っていました。宮古市でいいますと、返礼品の品目が約100程度です。それ

に対してちょっと事例を挙げてあれですけども、花巻市さんであれば、500ぐらいあったり、そういったところ

の違い、またあと全国的な傾向でいきますと、やはり人気なのが肉とか、そういったものですけれども、宮古

の場合はちょっと肉っていうのがちょっと弱いというところでやはり、その返礼品の品目、あとは品種、そう

いったものの拡充、そういったのがやはり寄附金額のほうに影響していくのかなとは分析しております。 

○委員長（工藤小百合君） 畠山委員。 

○委員（畠山茂君） 弱いところは商品開発だということ、せっかく宮古市はこれだけ広い、森川海いろんな資

源はあるとは思うので、やっぱりそこはですねこれからの業者さん等含めて、努力をしてもらいたいなと思い

ます。ふるさと納税の目的はその税収とやっぱり地域産業振興というか、商品開発も含めてやっぱり大事だと

思っていました。次にちょっとお聞きしたかったのはですね、このふるさと納税を見ると、寄附項目が増えて

10項目あります。その中にいろいろあるんですが、１番寄附が多いのは市長のおまかせっていうのが多くて、

産業振興のために頑張ってもらいたい部分はあるんですけども、ちょっと私がこのふるさと納税で疑問に思う

ところというか不安なところは、実際にこのふるさと納税が入ると、市勢振興基金に積立てていろんな事業に

ホームページ見ると、寄附金の金額も各項目載っていますし、毎年度どういうところに事業にお金を振り分け

たよというのも、ホームページには全部毎年度載っているので、振り分け状況は分かるんですが、その中で、

毎年の見るとこの項目によってやっぱり金額が年々下がっているのも見受けられます。実際には例えばふるさ

と納税これだと津波遺構施設には限定的な事業もあったり、今市長が子育て支援とかといったところで、国保

免除の部分とか様々こうあるんですが、これは端的に言うと、収入が、ふるさと寄附金が減ったからといって、

そういった様々な事業に今いろいろ交付をしている事業に影響ないのかなと、こう見ていてちょっと疑問に思

った部分あるので、そこら辺の仕組みというのは、目標１億8,000万円に対して１億円しかいけなかったとして

も、そういった今の事業の様々な部分に影響はないというふうに見てもいいのか、やっぱりそこは影響あるん

だよというふうに見たらいいのか、そこをちょっと教えていただきたいなと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 箱石財政課長。 

○財政課長（箱石剛君） はい。これははっきり申し上げますけれども、ふるさと納税の寄附金があるかないか

によって事業をやるかやらないかっていうのを決めているわけではありませんので、あくまでも、市の施策と

して必要なものについては実施すると。それの財源の一部として、寄附金を活用させていただくということで

すので、仮にこれは寄附金がゼロであっても、必要な施策については実施するということになります。 

○委員長（工藤小百合君） 畠山委員。 

○委員（畠山茂君） はい、理解しました。ここは最後のあと一つだけ聞きたかったんです。最後になりますけ

どここは。ふるさと納税業務代行委託、これがちょっと前年比で見ると1,000万円弱増えていて、これはどうい

う委託ということで1,000万円増えた根拠とか、積算の理由を教えていただきたいなと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 箱石財政課長。 

○財政課長（箱石剛君） はい。この委託料の増額でございます。これにつきましては、令和２年度までは委託

料のほかに、返礼品代は報償費、あと送料なんかは通信運搬費、役務費ですね、そちらのほうに分けて計上し
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ておりました。実際のところ、ふるさと納税の一括代行の業務委託を「さとふる」という会社にしているわけ

なんですけれども、契約については委託契約一本でやっておりますので、内部で協議した結果、委託契約でや

っているので、まず委託料で返礼品代も送料についても払うのがいいだろうということで、令和３年度から委

託料に一括で計上させていただいておりますので、少し増えているように見えております。 

○委員長（工藤小百合君） 畠山委員。 

○委員（畠山茂君） はい、わかりました。次の質問に移ります。同じ24ページで２款総務費、１項総務管理費、

10目男女共同参画推進費のところです。ここは１回ちょっと質問させていただいていて、今年から第５次の男

女共同参画の計画が始まるということで、今年は印刷費が20万円減っています。ここは一生懸命頑張ってこの

男女共同参画ですね、女性活躍の部分に取り組んでいただきたいなというふうに思っています。今年度からは

男女共同推進施設を使わなくて、ここがメインとしてやっていくというふうになると思います。今まで計画を

見ると、どうしても施設利用を目的としたような目標項目が多かったんですが、これからはそういう施設はな

いので、端的に言うと今年度力を入れていきたいと思っている男女共同参画の取組事項の代表的なところをち

ょっと教えていただきたいなと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 北舘環境生活課長。 

○環境生活課長（北舘克彦君） これまでもやってきている啓発事業の部分が主なんですけれども、女性の就労

の意識の支援の部分、あとは男女共同参画に係る意識啓発の部分、あとはそこの部分を中心にやっていきたい

と考えてございます。 

○委員長（工藤小百合君） 次は鳥居委員です。その次は熊坂委員です。 

○委員（鳥居晋君） 委員長。 

○委員長（工藤小百合君） 鳥居委員。 

○委員（鳥居晋君） おはようございます。説明資料でお伺いいたします。ページは24ページの２款１項11目の

総合事務所費の田老総合事務所についてお伺いしますけども、これは解体になるかどうかわかりませんが、跡

地利用検討委員会というのは設置されておったんですけども、その後どのような内容に進んでおられますか。 

○委員長（工藤小百合君） 齊藤田老総合事務所長。 

○田老総合事務所長（齊藤清志君） はい、お答えいたします。市民検討委員会を設置いたしまして、これまで

３回の議論を行ってまいりました。今月に４回目の委員会を開催いたしまして、その後検討委員会の報告書と

いうものを市に提出していただく予定となっております。 

○委員長（工藤小百合君） 鳥居委員。 

○委員（鳥居晋君） これも検討の内容によって今後の方針が決まると思ってよろしいですか。 

○委員長（工藤小百合君） 齋藤田老総合事務所長。 

○田老総合事務所長（齊藤清志君） 検討委員会からの意見をこちらで受け取った後に計画案というものを市と

してつくっていくことになると思います。その際に検討委員の検討結果っていうのは、重視されていくという

ことになるということでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 鳥居委員。 

○委員（鳥居晋君） 地元とすればちょっと心配なところがありますんで、まずよろしくお願いします。次に、

29ページをお願いします。３款民生費の１項１目の社会福祉総務費の中で、ひきこもりについてあがっている

んですけども、これは新しいサービスですか。 
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○委員長（工藤小百合君） 田代福祉課長。 

○福祉課長（田代明博君） はい。こちらにつきましては一昨年まで児童福祉費のほうに盛ってあったものでご

ざいますが、それは福祉課のほうで担当して、対象者もその年齢に限らず、広い年齢層に対応するということ

で、福祉課で対応するということで３款のほうに持ってきてございます。昨年から所管として私どものほうで

やっている事業でございます。 

○委員長（工藤小百合君） 鳥居委員。 

○委員（鳥居晋君） すいません、見たんですけど見つけられなかったので新しいのかなと思って聞いたんです

けども。引きこもりっていうのは、どのような形でこの方はひきこもりだなっていうのを認定というか認める

っていう形でやっているんですか。 

○委員長（工藤小百合君） 田代福祉課長。 

○福祉課長（田代明博君） ひきこもりの状態像、何をもってひきこもりというかというご質問だと思いますが、

特にその法律等で定義があるわけではございません。あくまでもその状態を体が悪くて家の中にとどまってい

るのか、あとはその精神的にメンタル的に苦しいのかとか、いろいろございます。それでおおむねその３ヶ月、

６ヶ月以上外に出なかったり、家の中だけで外に出ないというような方を一般的にはひきこもり状態にあると

いうふうに言われてございます。 

○委員長（工藤小百合君） 鳥居委員。 

○委員（鳥居晋君） そういう方が見られるとか、あるいは周りから相談にあったときにそこへ行って、こちら

のほうから出向いてあなたはひきこもりですかっては言わなくても、そういうようなことを聞いたりするわけ

ですか。確認するわけですか。 

○委員長（工藤小百合君） 田代福祉課長。 

○福祉課長（田代明博君） これもちょっと一般的ですが、なかなか引きこもっている方に直接市の職員であっ

たりとか、あとは支援機関の方が行き合うというのが難しいというか、なかなかそれは難しいので、多くはご

家族の方であったりとか、昔からのご友人であったりとかという方が、今この人はこういうような状態なんだ

けども、何とかこういうことで困っているんだけども、それを解決するためにはどうしたらいいかというよう

なご相談がございますので、それに対して役所でできること、保健所でできることを関係機関でできることっ

ていうことで、協力しながら対応していくというような体制になってございます。 

○委員長（工藤小百合君） 鳥居委員。 

○委員（鳥居晋君） なかには、拒否する方もいると思うんですけども、それはもうそのままでストップですか。 

○委員長（工藤小百合君） 田代福祉課長。 

○福祉課長（田代明博君） 確かに拒否する方っていうのもいらっしゃると思います。ただ、だからそれで例え

ば私どもが押さえている人、簡単に言うと帳簿のほうから外すとかそういうことは当然いたしません。こうい

う方がいるというのは押さえて、何らかのきっかけを捉えながらアプローチしていくというようなことになろ

うかと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 鳥居委員。 

○委員（鳥居晋君） 本当はもっとやってもらいたいんですが、今年の見込み、見込みって言えばなんですけど

も、何人ぐらいそういうのがあるように思われておりますか。 

○委員長（工藤小百合君） 田代福祉課長。 
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○福祉課長（田代明博君） 一昨年県のほうで全県の調査をしたときには、岩手県全体で1,616人ほどいるという

結果が出てございます。その辺からいくと、宮古市でも100人前後は少なくともいるんではないかというふうに

は想定してございます。 

○委員長（工藤小百合君） 鳥居委員。 

○委員（鳥居晋君） 聞き間違ったかな、1,600人ですか。全体でね。宮古市の５万人の中ですか。すいません、

県全体で。ああそうか、俺聞いたのは宮古市の中にどのくらいいるのかなっていうことだったんですけども、

わからなければいいです。 

○委員長（工藤小百合君） 田代福祉課長。 

○福祉課長（田代明博君） 申し訳ございません。岩手県の調査で県全体では1,616人という数字が出てございま

す。その中で、宮古市に100人前後いるであろうというふうに私どもとしては想定してございます。 

○委員（鳥居晋君） 100人前後、はい、すいません耳が悪くて。わかりました。これをやるのも大変だと思いま

すけども、まず１人でも自立できるように頑張ってもらいたいと思います。これの中には不登校の生徒の家庭

っていうのは含まないですか。 

○委員長（工藤小百合君） 田代福祉課長。 

○福祉課長（田代明博君） 引きこもりという状態の中には当然不登校の方も一部入ってこようかと思いますが、

この事業の中で対象にするのはもちろん対象にしないというわけでございませんが、引きこもりの方というの

はどっちかというとその義務教育の過程でございますので、その学校の両方では対応はしていくんですけれど

も、学校のほうがその教育っていう過程でメインになるのか、こちらのほうのとにかく部屋から出るっていう

ほうがメインになるのか、それによってサービスというか対応は変わってこようかと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 鳥居委員。 

○委員（鳥居晋君） はい。中にはね、本当に大変な状況のところもあるんじゃないかと思いますが、ただその

不登校の年代っていうのはいろいろあると思うんですけど、難しい年代ですから慎重に対応していったほうが

いいかなと思います。それではもう１点お願いします。30ページお願いします。３款１項１目の在宅酸素療法

患者酸素濃縮器使用助成事業なんですけども、これ以前にも私は聞いていますけども、昨年見込みは21人だっ

た。来年度は14人の見込みである。この減った分は完治したのかな、それとも残念なことになったのか。 

○委員長（工藤小百合君） 田代福祉課長。 

○福祉課長（田代明博君） なかなか完治ということではなくって、亡くなられたりとかする方が多くなってご

ざいます。 

○委員長（工藤小百合君） 鳥居委員。 

○委員（鳥居晋君） この医療補助は、何割ぐらいかかって、その補助率はどのくらいですか。 

○委員長（工藤小百合君） 田代福祉課長。 

○福祉課長（田代明博君） 補助率というよりは、いわゆる在宅酸素で酸素吸入をしておるわけですが、それに

電気を使うと。その電気代について２通り単価ございまして、１日あたり12時間以内で使っている方について

は、ひと月当たり1,000円。12時間を超えてお使いになっている方については2,300円給付させていただいてお

ります。 

○委員長（工藤小百合君） 鳥居委員。 

○委員（鳥居晋君） そうすればその容器代とか何とかっていうのは、これは自己負担になっているんですか。
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それともその治療するところで稼ぐ格好になっちゃうんですか。よく引っ張っているやつですよね。 

○委員長（工藤小百合君） 田代福祉課長。 

○福祉課長（田代明博君） そうですね、うん。ちょっと医療のほうで病院によって貸す病院があったりとか、

ご自分で買ってくださいっていう病院があろうかと思いますけれども、いずれ福祉のほうでその辺に対しての

補助給付というのはちょっと持ってございません。 

○委員長（工藤小百合君） 鳥居委員。 

○委員（鳥居晋君） 私も３人ぐらい知っている方がいて、２人は２年ぐらいで亡くなっているんですよね。か

わいそうなことなんですけども、これは100％自己負担がゼロになるように調べてみていて、今後出来ないかな

と思うんで、よろしくご検討お願いしたいと思います。終わります。 

○委員長（工藤小百合君） 次は熊坂委員です。その次は佐々木清明委員です。熊坂委員。 

○委員（熊坂伸子君） よろしくお願いします。説明資料のほうでお尋ねします。22ページの２款総務費、１項

総務管理費、９目地域振興費、地域振興事業、これ去年もお尋ねしたんですけれども、去年は各自治区、同じ

金額で460万円で、どうして同じなんですかという質問をしたんですけれども、今回は違う金額なんですけれど

も、この金額の根拠といいますか、去年は同じだという理由を聞いたんですけれども、今回は違う根拠を教え

てください。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） はい。昨年はですね、地域自治区地域づくり協議会が改正の年で

ございまして、条例改正もお願いをしながら、新たな２年度から向こう５年間という提案をさせていただいた

時期でございました。ですので、地域創造基金を使った事業の内訳がまだ確定をしてございませんでしたので、

事業はダミーの数字を入れて、４地区とも同じ金額ということでご提案をさせていただいたところでございま

す。令和２年度から新しい地域づくり協議会がそれぞれの地区で今活動してございまして、来年度の地域創造

基金を使った事業の審査をほとんど終えてございます。今回はそれぞれの地域の実態に合った事業で積算をし

てございますので、見た目上ばらつきが出ているというものでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 熊坂委員。 

○委員（熊坂伸子君） 新年度の事業の審査を終えて、もうその内容あらましが確定していることによる違いだ

という理由で、はい。それについては理解をいたしました。それで、新年度の事業にということではないんで

すけれども、いずれ協働のまちづくり、あるいは市民主体のまちづくりというこの目的の中で、今宮古市はい

ろいろな公共事業の整理統合だとか、少子化時代あるいは経済の右肩上がりではない時代でいろいろこう削減

なり整理統合というのをしているところだと思うんですけれども、いろいろなまちづくり事業、地域づくり事

業についても同様の目的、類似の目的のものであればこう整理してはどうかなという気持ちが私にはありまし

て、来年度はということではないんですけれども、例えば隣のページの地域イベント推進事業ですとか、ある

いはさらにその次の市民協働推進事業とかいろいろ言葉は違うんですけれども、目的としてはやはり市民の主

体的なまちづくり、地域づくりを支援していこうという趣旨は似ているのかなというふうに私は思います。ま

た、ずっと継続している事業についても何ていうんでしょう、既得権化することなく常にこうこう新しい事業

の提案も市民から受けやすいような整理統合して、例えば何ていうんでしょうか、プロポーザルじゃないです

けれども、市民とか担当者の前でこういう地域づくりをしたいんですよというような発表していただいたりし

て、みんなで選ぶみたいな、そういう形になっていったらいいなと私自身は思っているんですけれども、担当
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課としてはそういう検討というか、考えとか将来に向けてということでもいいですけど、あればいいなと思う

んですがいかがでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） はい。まず前段のお話でございますけども、様々な基金事業が並

行しているので、似たような事業とか、かぶっている事業と思われやすい傾向があろうかと思います。ただそ

れぞれの基金、それから制度そのものに定義がございますので、この基金を使うにふさわしい事業をこちらと

しては選別しているつもりでございます。ですから、今お尋ねの地域振興事業で言えば地域振興ですとか、そ

れから合併前の４地区それぞれの特徴を伸ばす事業とか、それぞれの地域理解が進む事業をメインに選んでい

るとこでございます。あとは市民協働ですとか、教育振興基金とか様々ございますけども、そういうものの選

別は一応出来ているかなというふうに思ってございます。それからあとは既得権とならないようにというのは

ですね、委員の中からも当然そういう発言が出てございます。今年度ですね、令和２年度から新しい地域づく

り委員会へ地域づくり協議会のほうに移行いたしましたので、審査を共同化して現在やってございます。４地

区から委員に出ていただいて、それぞれの委員の前でプレゼンテーションしてもらうということでございます。

ですので、昨年もやっているから今年もということはなかなかそのとおりにはいきませんで、ここをこういう

ふうにしたほうがいいよというご助言をいただいたりとかですね、それから予算に必要以外のものがあればそ

れを査定していただいたりということで適正に運用出来ているかなというふうに思っているところでございま

す。 

○委員長（工藤小百合君） 熊坂委員。 

○委員（熊坂伸子君） いろいろ工夫をして取り組んでおられるということで、それについてはある程度は評価

をしたいと思います。ただやはりいろいろな市民、誰でもが見られるようなプレゼンの在り方というのもぜひ

考えていただきたいなと思いますし、そのお金を使ってこういう地域課題を解決しました、あるいは、地域貢

献にこのように使いましたというのをまた発表というか、お知らせする機会もつくって、そして学び合うとい

うか、あそこではこういうやり方やっているんだなとか、自己資金の集め方にしても何にしても、お互いにこ

う学んだり、育ちって言ったらちょっと申し訳ないですけれども、市民が地域づくりに主体的に関わる力を育

くめるようなやり方になっていけばいいなというふうに思っています。それについてはいかがですか。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） はい。地域づくり協議会のお話で申し上げますと、協議会そのも

のは公開になってございましてお知らせを出しているところでございますので、傍聴等は自由になってござい

ます。審査会についても同様でございますので、そのプレゼンをごらんになりたい、それから実績報告をお聞

きになりたい方は自由に参加ができるというものでございます。それからなかなかそうはいうものの、お出か

けしてそこの場に入れないという方もいらっしゃると思います。ですので、年に数回ではございますけれども、

地域づくり協議会だよりというものをつくって広報と一緒に配布をしているものでございます。各地域でどう

いう事業にこの資金が流れているか、その事業をもってどういう効果が得られたのかというものを写真と一緒

にお知らせをしているつもりでございますが、なかなかお聞きしますと見たことないっていう方もたくさんい

らっしゃるので、もっと広報してまいりたいと考えてございます。 

○委員長（工藤小百合君） 熊坂委員。 

○委員（熊坂伸子君） 公開しているということで、見に行っていなかったなと反省していますけれども、なん



－18－ 

でしょう。市民も１票投じられるような仕組みとか、審査員ほどの点数は持たないかもしれませんけれども、

何となく行ったらこう関われるっていう仕組みにすると関心も高まるのかなというふうには思いましたので、

ぜひこれからもっと市民に近い形で選ばれるように工夫していただければなと、これは意見だけ申し上げて、

答弁は求めません。次の質問に移りたいと思います。23ページの１番上の結婚支援事業、これ先ほど畠山委員

がほとんど私が聞きたいなと思ったことを聞いていただいたので、一つか二つだけなんですけれども、国の考

え方に合わせたということのこの年齢制限といいますか、線引きの説明が先ほどございましたが、これは国と

いうか県の補助金が入っている事業でしたか。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） はい。国の補助金が入っているものでございまして、県を経由し

て資金をいただいているところでございます。今年から60万円に引上げになったことに伴って、県が何ていう

んですか、参加市町村を取りまとめて県も関わり合いをしながらやるというのは令和３年度からの取組になっ

てございます。 

○委員長（工藤小百合君） 熊坂委員。 

○委員（熊坂伸子君） するとこの設計、29歳以下はこのぐらいで39歳以下はというのはこれは国の設計なんで

すか。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） はい。基本的には同様と考えてございます。 

○委員長（工藤小百合君） 熊坂委員。 

○委員（熊坂伸子君） 国の考えは相変わらず年齢差別というか、40歳以上は支援しないんですね。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） そういうことになります。 

○委員長（工藤小百合君） 熊坂委員。 

○委員（熊坂伸子君） これは去年までちょっと気がつかなかったんですが、去年も40歳以上の人は対象外だっ

たですか。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） 去年というのは今年度の事業ということでよろしいでしょうか。

今年度の事業であれば34歳以下ということで制限をかけているところでございました。 

○委員長（工藤小百合君） 菊池企画部長。 

○企画部長（菊池廣君） 補足して説明しますと、令和３年度29歳から39歳以下というようにしたのは、今まで

の34歳以下のプラスマイナス５歳というのを考えてやったんだと考えられます。 

○委員長（工藤小百合君） 熊坂委員。 

○委員（熊坂伸子君） 国への文句をここで言っても仕方がないので、これくらいにしますけれども、いつまで

ね、頭が固いのかなと思いますけれども、これは終わります。次に同じページの地域創生センター運営事業に

ついてお尋ねします。これは指定管理ということで、勤労青少年ホームの指定管理をいただいていた団体がこ

ちらの管理をするというふうな説明があったと思いますが、青少年センターだったり男女共生センターだった

り中央公民館だったりいろいろ設備、公共施設を整理して地域創生センターのほうでできることはやるという

ことだと思うんですが、このセンターでは自主事業というのもあるんでしょうかね。 
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○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） はい。当然貸館、部屋を貸す以外に講座を設けていただいたりと

か、自分たちの強みを発揮してもらう、それから外部の講師を招いて企画をする、そういうものも含めての指

定管理でございます。 

○委員長（工藤小百合君） 熊坂委員。 

○委員（熊坂伸子君） するとその自主事業は目的を持ってやられると思うので、青少年の育成だとか、男女共

同参画社会の実現だとか、あるいは中央公民館でしたら、市民の教養文化を高めるとかそういう今まであった

施設がなくなった分も当然引き継いでといいますか、含めて考えていただけるという理解でよろしいですか。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） 実質上はその受皿にはなってございますが、後継施設ではないの

で、全部その例えば今おっしゃっていたように、フラットピア、勤労青少年ホーム、中央公民館のものが全部

引き継がれるという考え方ではございません。ただ、これまで勤労青少年ホームを運営してきたというような

法人でございますけども、その枠にとらわれないで子どもからお年寄りまで、男性も女性も含め、広い層が集

う施設ということでコンセプトはご説明してきたとおりでございますので、その辺が実現されるような事業を

組んでいただこうというものでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 熊坂委員。 

○委員（熊坂伸子君） そうするとその指定管理にあたってはその趣旨といいますか、そのセンターの趣旨を実

現するような自主事業をしてくださいというか、するということも条件に入れて選定されたということでいい

ですか。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） はい。指定管理の仕様書にはそう書いてございます。 

○委員長（工藤小百合君） 熊坂委員。 

○委員（熊坂伸子君） わかりました。ここをつくるときにね、いろいろ男女共生センターも、あるいは青少年

センターもということはあったんですが、何か最後のほうになったら、男女共生センターのことがちょっと書

いてないような気がしたので、その趣旨が受け継がれているのかな、どうなのかなというのをちょっと疑問に

思っていたんです。もしちゃんと入っていますよというのかどうかちょっと確認したいんですけど。 

○委員長（工藤小百合君） 北舘環境生活課長。 

○環境生活課長（北舘克彦君） はい、お答えいたします。男女共生推進センターの意思といいますか、の部分

につきましては、男女共生の事業につきましては、この本庁舎のほうで環境生活課が引き続き行うという形に

なってございます。男女共生推進センターの公共施設の再配置での廃止の部分につきましては、その貸し館の

部分、それにつきましてはほかで受入れが可能な施設のほうに引き継ぐという形でございましたので、創生セ

ンターはそのような形で活動団体の方の受入れ先、そして男女共生に関する啓発事業等については環境生活課

が行うという形で進めてまいることを考えてございます。 

○委員長（工藤小百合君） 熊坂委員。 

○委員（熊坂伸子君） するとちょっと質問の項目がちょっと違ったのかもしれませんが、共生センターで自主

事業を行っていたと思うんですけれども、それは引き継ぐんですか、担当課で。 

○委員長（工藤小百合君） 北舘環境生活課長。 
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○環境生活課長（北舘克彦君） はい。啓発事業ということで自主事業で男女共生推進センターを使った事業ご

ざいましたので、そちらのほうは引き続き環境生活課のほうで企画をして実施してまいりたいと考えてござい

ます。 

○委員長（工藤小百合君） 熊坂委員。 

○委員（熊坂伸子君） わかりました。ありがとうございます。次の質問に移ります。次のページの10目の男女

共同参画推進費のほうです。ここでお聞きすればよかったなというふうに思いますが、ここでは以前といいま

すか、今年度まで男女共生センターがやってきた女性のための相談事業、これについては、この男女共同参画

推進事業には書いてはないんですが、相談事業のほうは無くなるんでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 北舘環境生活課長。 

○環境生活課長（北舘克彦君） 女性の相談については引き続き実施してまいります。 

○委員長（工藤小百合君） 熊坂委員。 

○委員（熊坂伸子君） 担当課のほうで新たにそういう部署というか、担当窓口を設けるということでいいんで

しょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 北舘環境生活課長。 

○環境生活課長（北舘克彦君） 申し訳ございません。本庁に来るということで様々な女性に関しての相談業務

というのも中でやっている部分がございますので、そこのところとちょっと今調整をしているところなので、

そのままの形で実施するかどうかにつきましてはもう少しお待ちいただきたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 熊坂委員。 

○委員（熊坂伸子君） これまでセンターを利用されていた方々もですし、いろいろな方がやはりこの建物がな

くなるということで、もちろん公共施設の再配置計画の趣旨については理解するんですけれども、やはり不便

をおかけする部分もあるので、引き継いだところはそのソフト部分については、建物はなくなってもソフト部

分は停滞することのないようにぜひ考えていただくようにお願いしたいと思います。次の質問に移ります。 

○委員長（工藤小百合君） 熊坂委員。 

○委員（熊坂伸子君） その下の総合事務所費について、先ほど鳥居委員が質問された田老総合事務所の旧庁舎

のことなんですけれども、今年度の予算のほうには解体の設計の予算が今年度あって、来年解体予定というこ

との説明を受けていたと思うんですけれども、今年度は解体の予算というのは出てなくて、先日の一般質問で

の市長答弁によると、庁舎の再活用というんですか、再利用というんですか、その方向にいってるような感じ

を受けたんですけれども、当初は解体する方向だったですよね。確認です。 

○委員長（工藤小百合君） 齊藤田老総合事務所長。 

○田老総合事務所長（齊藤清志君） 今年度予算をとりまして、解体工事に伴う実施設計業務は行って完了した

ところでございます。あとは整備のほう、今年度当初お話をしたのが来年度に解体工事ということでのご説明

をしたところでございましたけれども、整備、解体工事とするものと、そのあとに整備をするもの、これらを

合わせてですね、補助金などをとっていきたいなという有利な財源をとっていきたいなということを検討して

おりまして、まずは計画を策定することを先行して、それから財源の確保、獲得をしていきたいということで、

令和３年度については解体工事は実施をしないで、財源の確保のほうの作業を進めていきたいということでご

ざいます。 

○委員長（工藤小百合君） 時間です。次は佐々木清明委員。その次は橋本委員です。 
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○委員（佐々木清明君） はい、委員長。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木清明君） 説明資料のほうでお願いします。19ページの２款総務費、総務管理費１項の２目の文

書広報費のところの下から２番目です。携帯電話不感地域解消事業の中で、今回長沢８組のほうに3,650万円か

な、両方それを合わせて建設する予定になってますけども、長沢８組の近くのエリアはどの辺までのエリアな

のかなあと思ってそれを聞きたいなと思って。例えば北川目とか南川目のほうまでオッケーなのかどうなのか。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） はい。お尋ねの長沢８組でございますが、令和３年度にドコモと

ソフトバンクから事業参入のお申出をいただきましたので、それで整備を予定しているところでございます。

具体的なタワーの位置等はまだ決めてございません、決まってございませんので、おっしゃるとおりその地形

ですとか、高度とか様々あると思います。なるべく広範囲カバーできる位置を事業者とともに探して、その土

地に関してお願いをしながらタワーを立てていきたいという計画でございます。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木清明君） はい、わかりました。よろしくお願いします。それでですね、私の認識とすれば、現

在不感地域っていうのは36地区かな。それで264世帯あるわけですけども、そのほかに我々の市町村要望として

挙げているのは立丸峠。そこが１ヶ所あるんですけど、この辺の解消時期については私なりの考えですけども、

やっぱり36地区、こういう携帯電話等使えないっていうのはやっぱりちょっとうまくないんじゃないかなあと

思うんで。私なりには５か年計画でも10年計画でもいいですけども、やっぱり予定を立てて、今回はここ、次

はここという予定を立ててやるべきではないかなと思いますけれどもその辺はどうですか。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） はい、おっしゃるとおりだと思います。我々の不感エリアの定義

というか、押さえてるとこにつきましては、その地域の区域で申しますと20地区というふうに押さえていると

こでございます。来年度長沢８組をやりますけども、それ以降あと19地区が残っているというような認識でご

ざいます。世帯数としては現在押さえているとこですと、172世帯が不感となってございます。中には20世帯の

地区もあれば１世帯という地区もございます。おっしゃるとおり早めに解消を図っていきたいという気持ちは

同じでございます。我々としてはそのタワーを建ててもアンテナをつけてくれる業者が参入していただかない

ことには、何の役にも立たないということになりますので、それぞれ携帯電話のキャリアと呼ばれるその通信

会社に働きかけを行っているところでございます。全国的に申しますと、今までは大手３社、ソフトバンク、

ＫＤＤＩ、ドコモというのが主でございましたけれども、新規参入もございましたし、新規参入の会社も意欲

的に今取り組んでいただいているところでございますので、事業者と相談しながら早めの解消を図っていきた

いというふうに考えてございます。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木清明君） よろしくお願いします。次21ページ。２款総務費、１項総務管理費、８目公共交通対

策費の中のＪＲ山田線利用促進事業についてですけども、今回去年からコロナ禍等もありまして、なかなかこ

のイベントというのが開けない状態で今回もカニ祭り等も中心になりました。それで、市内イベントの開催と

いうのはどのようなものを考えているのか。今までと同じなのか、その辺をお聞かせください。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 
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○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） はい。これは旅行会社、それからＪＲ等とタイアップをして宮古

市で行われる大きなイベントがあるときに、盛岡そのほかの地区から送客、お客さんを送っていただくために

臨時列車を運行しているというものでございます。今年度につきましてはサケの大漁祈願祭、12月でしたけど、

そのときに運行いたしました。それから１月24日の真鱈祭りのときに運行いたしました。それから３月７日に

毛ガニ祭を目論んでいたところでございますが、お祭りのほうは中止になりましたが、列車のほうは通常運行

いたしたところでございます。事業効果を見ながらですけども、他の地区から集客が見込まれる事業を選びま

して、臨時列車を仕立てていきたいというふうに考えているところでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木清明君） 多田課長が言うようにやっぱり事業効果を見ながらいろんなイベントを考えていくの

が妥当ではないかなと私も同じ考えです。よろしくお願いします。それで22ページ、２款総務費、１項総務管

理費の１番上ですけども、公共交通利用環境整備事業ということで、宮古駅のバリアフリーとなっていますけ

ども、令和２年度のときに議員の方が聞いたときには、宮古駅周辺、あるいは八木沢短大駅周辺ということで

すけども、今回宮古駅をバリアフリー化するということは、これいろいろ考え方があるんですけども、駅の前

の段差を無くするのか、それとも駅から入った中のほうに例えばエレベーターなりエスカレーターなり付ける

予定なのか、その辺を教えてください。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） はい。先日も計画のほうをご説明させていただきましたけれども、

バリアフリーというのは駅、それから駅周辺を問わず様々なところで広げていかなければならないものでござ

いますが、今回重点地区として宮古駅周辺、それから八木沢宮古短大駅周辺ということで指定をさせていただ

きました。今回設計予算のほうは補助金のほう計上させていただきましたのは、宮古駅に関してでございます。

宮古駅も駅広場側っていうのはある程度バリアフリーが進んでいるかなというふうに考えてございまして、今

問題であるのは、駅の改札の中の問題でございます。ですから、例えば、盛岡から列車が入って３番ホームに

着くと、１番ホームまで階段を越えてこなくちゃならないというものでございます。ご覧になったことあるか

もしれませんが、大きい荷物を持ってらっしゃる方とかご高齢の方にご不便をかけておりますので、そこの解

消を図ってまいりたいというのが今回の趣旨でございます。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木清明君） その解消を図る手段として先ほど言ったように、どういうものを。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） はい、失礼しました。手法が様々あるところでございますが、現

在有効ではないかと考えているのがエレベーターの設置でございます。現在階段を渡るいわゆるこ線橋という

ものがついておりますので、そこにエレベーターを抱かせるような形にして、ホームへの渡りがスムーズにい

けばいいなということを現在考えてございます。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木委員。今の多田課長の説明は常任委員会で同じような説明をされていますの

で、違う形で質問してください。どうぞ。はい。 

○委員（佐々木清明君） はい、わかりました。それで41ページ。３款民生費、３項の生活保護費、生活保護費

の中のこの生活保護総務費と扶助のほうの関係ですけれども、扶助費のほうは13億4,000万円かな。委員長、両

方上から２つやっていいですか。 
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○委員長（工藤小百合君） 区切りをつけてやってください。一つずつ。 

○委員（佐々木清明君） そうすれば上のほうからですけれども、生活保護受給者に対し就労支援を行い、経済

的自立支援をするとありますけれども、昨年も誰か聞いたような気がしたんですけども、多分この自立支援を

してるのではないかというような答えが出てきたような気があったんですけれども、就労支援のところでは、

自立者は出ており、成果はあると認識していると昨年は答弁していますけども、この自立者っていうのは、あ

りますか。 

○委員長（工藤小百合君） 田代福祉課長。 

○福祉課長（田代明博君） はい。この事業の中では、主な事業ですが就労支援員という職員を置きまして、そ

の中で就労支援プログラム、今現在生活保護もらっている方で、働けそうだというか働く一歩手前というかそ

ういう方々に対して、いろいろ訓練をしたりとか、職業安定所さんと連携して就労に向けての活動をしている

という内容でございます。その結果のほうでございますけれども、２年度、２月末までの時点で30人の方を対

象に、先ほどご説明した活動をしてまいりました。その中で16人の方が何らかの形で仕事のほうに就いてござ

います。単純に率で割り返しますと、53％の方が就労に結びついているような内容でその中で、さらに就労金

額が大きくて生活保護ではなくなった方というのが８人でございます。これが成果というか結果になってござ

います。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木清明君） 非常にすばらしいことですね。こういうことがずっと続いてくれればいいなあとは思

ってました。それで説明できるか出来ないかわかんないですけども、現在生活保護をいただいてる方は何名ぐ

らいですか。もし言われなければいいですけども。 

○委員長（工藤小百合君） 田代福祉課長。 

○福祉課長（田代明博君） 失礼いたしました。ちょっと集計の関係で１月の末の時点になりますが、もらって

る方の頭数というか人員につきましては805人、世帯でいきますと、634世帯となってございます。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木清明君） 私が子どもの頃は、生活保護をいただくにも非常に厳しくて、例えば土地があるとか

財産があるとなかなか生活保護を受けられなかったんです。今の状況というのはどういう風な状態であれば生

活保護を受けられるのか。 

○委員長（工藤小百合君） 田代福祉課長。 

○福祉課長（田代明博君） 例えば今の事例のほうからいくと、例えば実際に住むための家ということであれば、

当然それを売ってしまうと住むところがなくなりますので、それについては保有していただくのは構わない。

ただ、これもちょっと極端な例ですが、別荘だったりとか、そういうようなものについては当然それは現金化

してくださいねというようなことになろうかと思いますが、ただなかなか不動産というのも現金化っていうの

は難しゅうございますので、あくまでもその時点、今困窮されている時点で、結局簡単に言えば現金がないと

生活出来ていけないわけですから、ひとまず生活保護を受給していただきながら、仮にその土地とか不動産が

処分出来たときにはそれを逆に返してもらって相殺するという、考え方としてはそういうような考え方になっ

てございます。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木清明君） はい、ありがとうございます。以上です。 
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○委員長（工藤小百合君） 次は橋本委員です。その次は、坂本委員です。 

○委員（橋本久夫君） 委員長。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） はい。それでは説明資料のほうからお願いいたします。まずちょっと最初、佐々木清明

委員の質問でちょっと私も確認したいなというのがありましたので、19ページの２款総務費、１項総務管理費、

２目文書広報費の今の携帯電話不感地域解消のやつなんですけれども、これはあくまでも不感地帯の整備って

いう考え方、とらえ方で説明を受けましたが、若干ですがドコモとかソフトバンクが参入するということで、

現況の情報の中で、５Ｇに関する整備を宮古のほうで、この地域のほうで進めるという情報があるかどうかな

んですが。この辺の地域でそういう整備の話が出ているようなんですが、これと直接リンクする話ではないで

しょうか。もしその辺の情報が入っていたら教えていただきたいんですが。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） はい。この地区で５Ｇをどういうふうに戦略的に広げていくかと

いう情報は直接入ってございません。ただ、アンテナを新しく建てる基地局については、新しく５Ｇ対応のア

ンテナでつける業者があるという話は聞いてございますので、今不感地域の解消を図ることが結果的に５Ｇ対

応のアンテナがつく場合もあろうかというふうに思ってございます。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） 了解いたしました。そういう傾向があるということですね。地域はまだ限定されてない

ですね。はい、了解しました。では次の質問に移ります。22ページ、２款総務費、１項総務管理費、９目地域

振興費の中の移住・定住促進事業、移住・定住促進に関する取組を推進する。この中で地元高校生等によるパ

ンフレット製作。これ昨年度から行われている事業でございますが、高校生によるパンフレット製作というこ

とでありますけれども、そうすると市長もこの間の様々な答弁の中で、定住移住に関して高校生の目線による

ものをつくってふるさとを知る機会にもつなげたいような旨をお話しされておりましたが、これはあれですか、

高校生を年度年度に分けて、市内にある高校生にお願いしていく事業としてとらえていいのか、その辺を教え

てください。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） はい。お尋ねの件でございますが、令和２年度から直接の事業を

実施してございまして、令和２年度、今年度については、宮古高校の１年生を対象に、宮古市の魅力を発見す

るというような取組をしたところでございます。来年度については、宮古市の魅力というよりは宮古市にどう

いう企業があって、どういう自分たちの進路があってという産業の面に着目した取組をしたいと考えてござい

ますので、高校のほうもそういう実業系のほうにシフトをいたしまして、商工高校、水産高校、北高校、その

辺の生徒を中心に、産業に着目した取組をやりたいというふうに考えてございます。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） わかりました。それでですね、今年度はそれでプロポーザルでやりましたよね。結局「る

るぶ」宮古市特別編っていう形でつくって、あのような展開を現在はしているわけなんですけれども、そうい

う形で３年度も、要するにプロポーザルでいろんなところから参入がこようかとは思うんですが、ああいうふ

うにネームバリューがあるところが最初手がけてしまったんで、ああいう形での特別編のパンフレットとして

何かこういくイメージをちょっとせざるを得ないんですが。また全然違ったものをプロポーザル求めて展開し
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ていかなければ、私からすれば地域内経済循環の意味でも大手の業者さんがこれをプロポーザルで、ああいう

形が今後も続いていく傾向なのか。それとまた全然違ったものに展開していくのか、その辺のちょっと考え方

をお聞かせください。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） はい。今年度事業につきましては、おっしゃるとおりプロポーザ

ルで実施をしたところでございます。プロポーザルの条件様々つけました。地元企業とのタイアップを図るこ

ととか、様々つけた結果、ＪＴＢパブリッシングというところがプロポーザルをとったというような格好にな

ってございます。来年度の事業形態についてはまだ具体的なところまでは詰めてございませんが、当然おっし

ゃるとおり市内企業の参画をいただきたいというふうに考えてございます。編集のノウハウ、取材のノウハウ

というものは今年度、ＪＴＢパブリッシングとお付き合いをする中で大分、我々もスキルを高めたところでご

ざいますので、それをもって地元の会社にも頑張っていただきたいなと思ってございますので、選定方法につ

いてはこれから詰めてまいりたいと思ってございます。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） はい。そういう意味では地元でもそういうスキルは結構上がっているかと思うんです。

ただちょっと心配なのは、去年の例を見ると、要するにこのプロポーザルを出して条件の中に高校生とやりな

さいよという条件ですよね。そうなったときに公募した期間と、それが決定するまでの期間の調整する期間が

非常に短いんじゃないかっていう懸念が私はあるんです。要するに、これは高校が決まったっていう前提でプ

ロポーザルをするのか、取りあえずプロポーザルをしてそれから受けて、どっかの高校とジョイントしなきゃ

ならないのか、ここのちょっと手順がわかりにくいのかな。というのは、いずれ高校にしてもいろんな授業を

抱えて調整するのは大変だと思うんですが、これを一気に150人、１年生を対象にこういう事業を動かすってい

うのは、非常にこの日程調整とか、そういうのにもかかると思うんですが、その辺の取組方は、どういう内容

でうまく詰められているものなんですか。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） はい。今年度実施しましたプロポーザルについても、高校との調

整というのは委ねているつもりはございませんでしたので、まずは事業者選定のときにはプロポーザルですか

ら、どういう企画を持ち込んでいただくかというところで選定をしたところでございます。市内事業者からも

お尋ね何件かちょうだいをいたしましたけども、コンペと混同して考えていらっしゃる業者さんもいらっしゃ

いました。ですから、プロポーザルには完成品を持ち込まなければならないのではないか、完成品を持ち込む

ためにはこの応募期間が短いというようなお問合せをいただきましたが、あくまでもプロポーザルですので、

どういう編集方針、どういう取組方をするのかというのをプロポーザルでご提案くださいということでご説明

をしたとこでございます。ですから、今回高校との調整とかいうことをご懸念持っていらっしゃるようであれ

ば、そこの調整は行政のほうでしっかりやりたいと思ってございますので、どういう企画でどういう取組をし

たいのかというところでご提案をいただければよろしいかと考えてございます。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） その辺はね、丁寧に説明していただければ、地元のほうでも理解しやすいのかなとは思

っております。では次の質問。下の部分の複業マッチング事業委託ですけれども、これも昨年度あたりから行

われているのかなと思っております。基本的に事業委託をするんですが、そのイメージとしては、これまでは
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多分セミナーとかそういうことを手がけてきているのかなとは思うんですが、具体的に複業マッチング、どの

ように動き出そうとしていきたいのか、その辺の事業の内容をちょっとお聞きします。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） はい。複業マッチング事業委託でございますが、市内企業、市内

事業者の方々で、例えば人材不足であるとか相談相手が欲しい、それからアドバイスをいただける方が欲しい

というニーズと、それから都市部にいらっしゃる、普段はお勤めしていても少し余裕があるから、このぐらい

の時間であれば割けるよっていう方々とお見合いをさせるというような事業でございます。ですから、市内の

事業者の意向を聞き取りながら、そういう人を見つける、マッチングをする事業ということになります。です

から都市部で集まりを開いて人材を集めて、宮古市の企業にお手伝いをいただける方を募集しながらお見合い

をさせるというような事業でございます。ですからそういう事業者を選定して委託をしてまいりたいと考えて

ございます。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） はい。事業者を選定する、見合いをさせる事業者を選定するっていうことですね。なる

ほど。いずれこの複業マッチング事業、様々な地域創生の中でも取り組んでいる自治体がかなり多くなってき

ているんで、もう実際に動き出しているのかなあということなんで、実際具体的に宮古でもこの事業所と中央

のいろんな仕事やってる人の関わりが具体的にここでもう取り組まさせてその事業をなんていうか、実現化さ

せていくためにも動き出してるっていうとらえ方をしたんですが、あくまでもまだそれをマッチングさせるた

めの事業として始めている。ですから、２年度あたりからやってると思うんですが、何かそこをマッチングさ

せるまでにはいってない状況と捉えてよろしいですか。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） はい。事業のほうは令和元年度から実施をしてございます。令和

元年度に市内の事業者でご参加をいただいたのが５社、それから相手方も見つけて、お見合いをさせてそれぞ

れの事業にお手伝いをいただいているというものでございます。令和２年度についても市内の事業者３社と相

手方が見つかってございます。例えば水産加工会社でみりん干しをつくっているような業者さんの都内での販

路を拡大していただくような事業にお手伝いをされている方、それから市内の水産加工会社の新聞というか、

ＥＣサイトでの通販の何ていうんですかね、販路拡大のためのＰＲ事業に都内の方がお手伝いいただいてるケ

ースとか、様々実績ございます。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） 了解いたしました。実績があるということなんですがちょっとなかなか情報として多く

の方には知れ渡ってないのかなあと思っております。これも何かね、こういう事業が今実績として上がってい

るっていうような、情報発信するちょっと工夫も考えていただければ、より理解が深まるのではないのかなと

思っておりますので、よろしくお願いいたします。続いてそのページの地域間交流事業の中の姉妹都市締結記

念碑製作八幡平市200万円ですね。去年は大仙市の記念碑を整備していてですね、ほかの姉妹都市関係のものを

今後何かやるのかっていうお話を質問したところ、これまでのものは考えていないという答弁を確かいただい

たような気がしておりました。それで急にこの八幡平市の製作が出てきていたんですが、ちょっとこの辺の経

緯がわかりませんが、説明をお願いいたします。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 
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○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） はい。昨年については大仙市との友好交流都市１周年に合わせて

石碑を建立したところでございまして、令和３年度については八幡平市を予定しているところでございます。

八幡平市との協議の経過でございますが、昭和61年に田老町と姉妹都市を結んでいるというのが契機でござい

まして、それから35周年を迎えるということになります。それから新市になりまして平成18年に新宮古市と締

結をし直してございますので、そこから数えますと15周年を迎えるということでちょうど周年事業に当たると

いうような契機もございまして、今回予算計上をさせていただいているというとこでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） はい。その周年事業によって、こういうことに取り組むことにしたいということですね。

そうすると、前回聞いたのはその過去のいろいろ締結を結んできた自治体との関係をどうするんですかと聞い

たら、考えていないということなんで、今後これからもほかの市町村との関連があるんで、こういう周年事業

とか何かのあれを捉えて、今後もそういう製作事業みたいなことは展開していく可能性はあるという捉え方で

よろしいですか。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） はい。昨年もその否定をしたつもりはございませんでしたけども、

相手方もあるお話ですので、様々の機会を捉えてご相談しながら進めてまいりたいと考えてございます。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） はい。次の質問に移ります。またその上段の地域振興事業です。地域創造基金のことで

これも二、三の方が質問しておりますので、ちょっとだけ確認をさせていただきたいんですが、この補助事業

を審査するときに、地域創造委員が審査委員としてずっと長年関わってきた、それがちょっとこう形骸化して

審査委員としての取組にちょっと重きが置かれているんじゃないかなというご質問もあったように記憶して、

それも一つの課題かなと思っていました。審査するときにはその委員の人たちが共同で今後、取り組むんだと

助言する立場にあるということで、いろんな説明があったんですが。例えば、考え方としていろんな事業が審

査対象として出てきたときにその助言する立場の人たちがその専門的じゃないけどその事業に対しての何てい

うんですかね、考え方なり理解力というのはどうなんだろうなあということが一つはね、様々な新規の事業が

出てきたとしても本当にそこまで助言することができるのか。その辺はどういうふうに助言者として捉えてお

られますか。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） はい、ちょっと背景からお話をしたいと思います。地域創造基金

を使っての事業については２段階ございまして、事業費50万円以下の場合であれば、地域枠というような分類

をしてございます。地域枠ですから各地域自治区において、審査をするという形で宮古、田老、新里、川井そ

れぞれの自治区での審査をやってございます。そこは各地域づくり協議会において12名ほどの委員で実施をし

ていただいているというものでございます。そして50万円を超える割と規模の大きいイベントとか事業につい

ては、共同で審査会を運営しましょうということで、各地域づくり協議会から２名ずつ出ていただいて、共同

体の審査協議会をつくってございますので、そこで審査をしているというものでございます。審査の助言のレ

ベルというか資質をお尋ねかと思いますけども、当然それぞれの背景ですとか、出身母体の観点で審査をされ

ているものだと思います。それからあとは地域の代表で出ていただいているので、ご自分の地区の事業もあり

ましょうし、他の地区の事業もありましょうし、様々な観点から審査をいただいているものと思います。それ
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ぞれの観点から審査いただくことで８名の合議体でございますので、偏ることなく審査が出来ているものでは

ないかなというふうに考えてございます。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） そういうことを願う、偏らないような審査をしていただきたいなと思うのと、いろいろ

過去の経緯を見るとちょっとこう課題もあるのかなということを感じておりましたので、はい。まずそこは了

解いたしました。それから次のページの23ページの同じくこの９目の中で、さっきちょっと聞き取れなかった

んで、西村委員さんが質問した中で、地域イベント推進事業の最後の質問で藤田弘基写真コンテスト事業の補

助金で、何に使用されていますかということなんですが、改めてちょっとお答えをお願いします。 

○委員長（工藤小百合君） 蒲野新里総合事務所長。 

○新里総合事務所長（蒲野栄樹君） はい、大変失礼いたしました。先ほど西村委員のご質問につきましては、

ジオパーク絡みの三王岩の袋に採用させていただきましたし、また今年度商工会議所さんで作成しております

カレンダーにも写真のほうを採用というか、させていただいております。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） はい、了解です。そこはもう毎年度そういった形で、入賞された作品は必ず何かに使用

されるっていう方向で捉えてよろしいでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 蒲野新里総合事務所長。 

○新里総合事務所長（蒲野栄樹君） はい。毎年といいますか、こちらからお願いをしているわけではございま

せんで、使わせていただけないかというお話をいただいてご提供申し上げているものでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 昼食のため暫時休憩します。 

午前 １１時５３分 休憩 

午後  １時００分 再開 

○委員長（工藤小百合君） 休憩前に引き続き会議を再開します。坂本悦夫委員、その次は長門委員です。坂本

委員。 

○委員（坂本悦夫君） それでは、午前中に引き続きよろしくお願いいたします。説明資料の30ページの１番下、

特別障害者手当についてお伺いをいたします。ここの説明書に書いてありますけども、私の理解でもう少し詳

しく言いますと、著しく重い障がいがあり、特別な介護が必要な20歳以上の人に月２万7,350円支給されるとい

う制度だと理解をしておりますが、それでよろしいでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 田代福祉課長。 

○福祉課長（田代明博君） おっしゃるとおりでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 坂本委員。 

○委員（坂本悦夫君） 特別障害手当41人、予算額が1,296万4,000円となっておりますが、予算手当支給者が前

回より減っているようなんですが、減った理由は何でしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 田代福祉課長。 

○福祉課長（田代明博君） はい。新規に受給される方もいらっしゃいますし、残念ながら例えば亡くなられた

りとか、あと支給要件のほうに３ヶ月以上の入院、施設入所等で資格要件を失うというのがございます。今年

度に関しましては、新規に受給される方よりも、入院、入所であったりとか、亡くなる方のほうが多かったそ

の結果減ったり、そういうような内容になってございます。 
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○委員長（工藤小百合君） 坂本委員。 

○委員（坂本悦夫君） ここに41人ですが、手当支給者が。この中で障害者手帳を持っていない人はおりますか。 

○委員長（工藤小百合君） 田代福祉課長。 

○福祉課長（田代明博君） 前提としてこの手当は、手帳の基準とまた別な基準で出してございますので、原則

としては手帳とはリンクしてないのですが、結果としてこの手当をもらっている方は何らかの手帳、身体障害

者の手帳であったりとか、療育手帳をお持ちの方だけでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 坂本委員。 

○委員（坂本悦夫君） 持っている人だけというお話でした。ここで大事なことはですね、障害者手帳を持って

いないと受給できないと思っている人たちが多くいる、多く存在するということなんです。実はですね、要介

護４、５でももらえるんです。昨年の12月、衆議院の厚労委員会で田村厚生大臣がですね、障害者手帳がない

ともらえないと勘違いされている方々も多い、特別障害者手当制度を周知することは大変重要だと答えており

ますが、このことについてどのような認識を持っておられますか。 

○委員長（工藤小百合君） 田代福祉課長。 

○福祉課長（田代明博君） はい。ご指摘のとおり周知は必要だと思います。新規に手帳をお取りになったりと

か、等級更新で窓口にいらっしゃる方については、この手当について説明したりとかっていうのはしているん

ですけども、ご指摘のとおり手帳をお持ちの方でないとなかなか福祉課の窓口との接点ございませんので、ご

指摘はそのとおりだと思いますので、周知は手帳を持ってない方にもしていく必要があるというふうに認識し

てございます。 

○委員長（工藤小百合君） 坂本委員。 

○委員（坂本悦夫君） 国の見解は障害者手帳を持ってなくても受給されるという見解なんですよね。そうだと

すれば、要介護４、５まで対象者が広がり、今までもらうことが出来なかったもっと多くの人が手当を受け取

れる可能性が出てくるということだと思いますが、もう一度このことについてはどう考えますか。 

○委員長（工藤小百合君） 田代福祉課長。 

○福祉課長（田代明博君） 考え方としてはおっしゃるとおりだと思います。ただ、国での答弁のような趣旨で

の質問、回答の内容の趣旨、ちょっと申し訳ございません、了知してございませんが、障害者の手帳の取得の

手帳の基準等はまた違う基準というのは先ほど申し上げましたけれども、同じようにその介護度とも直接はリ

ンクしてございません。なので、そういう意味でなかなか捕捉というか、対象の方をとらえるというのが難し

いというような趣旨であったんではなかろうかなというふうには想像しますので、その辺を工夫していく必要

があるというふうには認識してございます。 

○委員長（工藤小百合君） 坂本委員。 

○委員（坂本悦夫君） 田村厚生大臣が発言したのは去年の12月ですので、間違った意識があるのであれば、当

然通達があってもいい頃かなと思うんですが、そういう通達はなかったということだというふうに思います。 

○委員長（工藤小百合君） 田代福祉課長。 

○福祉課長（田代明博君） 特にその介護度と絡めての通知等についてちょっと私はきてないものというふうに

認識はしてございます。 

○委員長（工藤小百合君） 坂本委員。 

○委員（坂本悦夫君） はい。介護者にとっては、これは希望の制度だと思います。大臣が言うとおり、この制
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度を周知することが私は重要だと思います。ぜひ周知徹底を図っていただきたいと思います。次に進めます。

説明資料の32ページの１番上、成年後見制度についてですが、このことについては、前回の先日のですね、予

算特別委員会でもちょっと質問させていただきました。ここに述べられている事は、国の基本計画によるとこ

ろの成年後見制度は自治体で中核機関をつくって運営しなさいということになっているわけですよね。強制で

はないけども、努力目標ではあるけれども中核機関をつくって自治体でやりなさいと。それを整備するための

検討ということと理解してよろしいんでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 田代福祉課長。 

○福祉課長（田代明博君） はい。中核機関、そのとおり市町村では設ける方向で動いてございます。ただその

ちょっとお尋ねに直接の答えになるかどうかですけども、ここで書いてございます事業というのが、成年後見

制度を利用していく中で受任するほう、一般で普通よくあるのは弁護士さんであったりとか社会福祉士さんで

あったりとかが受任するという例がございますが、その数と利用したらいいと思われる人、利用すべき人が圧

倒的な差がございます。受任者が少ないというのが全国的な状況で、それを解決する方策の一つとして、法人

後見というのが考えられます。この事業については、その法人後見っていうのをやっていこうじゃないか、進

めていこうじゃないかというのがまずこの事業の趣旨でございます。中核機関をこの団体にもさせるか、市町

村、私どものほうで例えば福祉課が直営で持つかというのはまた今後またちょっと直接的には別の話でござい

ますが、あわせて考えていく話だというふうに思っております。 

○委員長（工藤小百合君） 坂本委員。 

○委員（坂本悦夫君） お話だと要するにその専門家が少ないと、もうそういうことなんですね。それと直営に

するか、委託にするかということもこれからの問題だということのように思いました。今後増えていくという

このニーズはあるんでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 田代福祉課長。 

○福祉課長（田代明博君） はい。高齢化のほうが進んでございまして、いわゆる認知症の症状を持っている方

というのが増えてございます。そうすると、一般的にご自身で意思決定できないという方が増えてまいります

ので、そこをカバーするのが成年後見制度でございますので、ニーズのほうは今も一定数ございますし、また

当面の間は増えていくんであろうというふうに考えてございます。 

○委員長（工藤小百合君） 坂本委員。 

○委員（坂本悦夫君） 私の提案なんですけども、使い勝手を良くして利用促進を図るために、今田代課長がお

っしゃったように、専門家が少ないということをあわせて提案なんですが、専門職が生活支援も財産管理も両

方を担うことは、大変だというか難しいと思います。それで生活支援は親族が担うと。それで財産管理は、専

門職が担うというふうに親族と専門職をペアで後見人に選んでですね、役割分担でやるというのはどうでしょ

うか。検討してみる必要があるんではないかと思うんですけども。 

○委員長（工藤小百合君） 田代福祉課長。 

○福祉課長（田代明博君） 今ご指摘の内容、方策としては一つの結構良い事例というふうには思います。ただ、

この受任者というのは、裁判所のほうで決めますので、行政というか、私どもであったり、あとは当事者、ご

親族が決められるものではございません。ただ裁判所が今ご指摘のような中身を勘案しながら、その中でも１

番この人がいいであろうということで選任しますので、その辺はそういう意味もあって実際受任された後見人

さんだけではなくって、私ども福祉の行政サイドであったりとか、サービス事業者であったりとかが連携して
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その方に対応していくというのがいいんだろうというふうに考えてございます。 

○委員長（工藤小百合君） 坂本委員。 

○委員（坂本悦夫君） 専門職はね、その親族と比べて日常生活の細かなニーズまで把握するのはちょっと難し

い面があるんではないかなと思って、使い勝手をよくして利用促進を図るにはこうしたほうがいいんじゃない

かなと思って提案をさせていただきました。はい、次に移ります。説明書の41ページの１番上ですね。３款民

生費、３項生活保護費についてちょっとお伺いをしたいと思います。社協のくらしネットみやこでも、もう最

近はお金の相談が増えてきていると言っております。そのように新型コロナウイルスの感染による雇用とか、

生活への影響は深刻になっているのかなというふうに感じているところでございます。今日私がお聞きしたい

のは、この生活保護について、手続について見直しを求める声が強い生活保護の手続である扶養照会について

です。このことについては、先日の予算特別委員会で田中委員が質問しましたけれども、これは大変重要なこ

とでありますので、聞き逃したところもあるので確認のためお伺いをしたいと思います。この生活保護法には

親族などから援助を受けられる場合はそれが優先されるという規定があります。生活保護を申請すると原則と

して、当局というか自治体から親族に連絡がいって、こういう人が来てるが援助出来ますかどうかって確認す

る手続があります。これが扶養照会というものなわけです。この扶養照会があるために、自分の窮状を知られ

たくないという理由で生活保護申請しない人が多く見られるということなんです。それで、田中委員も多分お

話ししたと思うんですが、このことについて国はですね、国会答弁などで扶養照会は義務ではない、生活保護

は権利だというふうに繰り返し説明しています。義務でないということはやらなくてもいいということなんで、

このことについて答弁が田中委員にはあったかもしれませんが、もう一度宮古市の見解はどうなっているので

しょうかお聞きします。 

○委員長（工藤小百合君） 田代福祉課長。 

○福祉課長（田代明博君） まずもって生活保護は権利でございます。それはもう紛れもない事実でございます。

ただあとご指摘のとおり生活保護法には、第４条に保護の補足性ということで２項に民法の扶養義務者等々の

扶養の支援というか、援助というのはこの法律に優先して受けるんだという条項はまずございます。ただ、実

際に生活保護の受給の決定には、こういうふうに親族が実際にお金を、こういう言い方もあれですが、お金を

出す出さないというのはこの決定とはまた別なものでございます。ただ、その保護費を計算するときには当然

そういう支援を受けられれば、それはその分は引くというようなことはしますけれども、保護の決定には直接

は関わらないものでございます。あとその国会の答弁で扶養調査のほうは義務ではないというふうな、確かに

私も報道でそのように大臣だったか、のほうが発言しているというのは了知してございますが、ただ一方国の

通知で、現時点では20年以上の音信不通であればやらなくてもいい、裏を返せば20年未満であればやれなのか、

ちょっとそのあれはあるんですけども、義務でないというのをどう捉えるのか、通知のほうではやるんだとい

うふうに書いてございますので、そういう意味では、国の通知に従って必要なことをやっていくというのが私

どものスタンスでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 坂本委員。 

○委員（坂本悦夫君） もう義務ではないというのは国語的には、これはやらなくていいと、義務でないんだも

ん。義務でなかったらやらなくていいというのが私の解釈なんですけども、これから正式な通達が、新たな物

が来るのかもしれませんですけども、その辺は見守っていきたいとは思いますが、今日からでもですね、やっ

ぱり申込みがあったらば、扶養照会は義務でないという考えでね、ぜひ対応していくべきだというふうに思い
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ます。それからですね、この生活保護は権利だという以上は窓口に来た人たちが申請を諦めないように、周知

徹底をするべきだと思います。このことはどうですか。 

○委員長（工藤小百合君） 田代福祉課長。 

○福祉課長（田代明博君） これまでもこれからも窓口に来た方のお話はちゃんと承ることをしてきましたし、

これからもしてまいります。ただ、どこまでもその国の定めた基準というのがございますので、そこに合致す

るかどうかというのをお話聞かせていただきながら、生活保護のほうの行政のほうは進めてまいりたいという

ふうに考えてございます。 

○委員長（工藤小百合君） はい、伊藤保健福祉部長。 

○保健福祉部長（伊藤貢君） 私からもちょっと補足させていただきます。私どもは、生活保護の申請に関して

断ったことはございません。あくまでも本人が申請したいということであれば受けておりますので、そこの部

分はご了知願いたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 坂本委員。 

○委員（坂本悦夫君） 私が案内した人から４、５年前の話だけれども、その人が電話をかけてきて、おめさん

みたいに派手な着物、派手な衣服を着てきて、生活保護がもらえると思うすかって言われたと。そのほかいろ

いろ言われていてね、本当に涙が出るぐらい悔しい思いをしましたっていう話もあったんで、その辺の認識を

やっぱり担当者の人たちは変えていく必要があると思いますね。そして対応していくべきだというふうに思い

ます。４、５年前の話ですから、変わっているのかもしれませんですけども、そういう認識に立って、ぜひ生

活保護は権利だということで、国民全て申請する資格があるわけですから、その辺のことを踏まえてぜひ対応

をしていただきたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 次は長門委員です。その次は竹花委員です。長門委員。 

○委員（長門孝則君） １点だけ質問させていただきたいと思います。この説明資料の18ページです。２款１項

１目一般管理費ですかね。この18ページの１番上、職員研修事業、1,000万円予算計上されておりますけども、

この関係でちょっとお聞きしたいと思います。午前中総務部長、総務課長に答弁の場がなかったもんですから、

私から質問させていただきたいと思います。私この人材育成っていうのが非常に大事でないかなとそういう思

いがあるものですから、お聞きしたいと思います。この事業の説明欄に人材育成基本方針に基づき、研修を実

施していると、そういうことが書いてあります。それでこの人材育成、どのようなこの人材を目指しているの

か、あるいはどういう人材を求めているのか、いろいろあると思いますけども、その主な点をお聞かせいただ

きたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 若江総務課長。 

○総務課長（若江清隆君） はい、お答えいたします。ただいまの人材育成に係る部分でございます。当市では

ご案内のとおり人材育成基本方針というのを定めております。その中で、まずこの基本となる考え方でござい

ます。人材育成にあたっての基本となる考え方は、１点目が魅力あるまちづくりを実現するための人材育成、

それから２点目が市民協働を念頭に置いた人材育成、そして３点目が仕事の側面と人間的側面が調和した人材

育成という３点を掲げているところでございます。そして求められる職員像でございますけれども、こちら５

点掲げております。１点目が何事にも意欲的に取り組み、実行力に富む職員、それから２点目でございますが、

中長期的視野・社会情勢に対する幅広い視野を持ち、社会の変化に対応できる職員、それから３点目でござい

ますが、市民の立場に立ち、市民サービスの向上に主体的に取り組むことができる職員、それから４点目です
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けれども、コスト意識を持ち計画的に物事をやり遂げる職員、そして５点目が問題点を見出し、それを的確に

分析し、改善し、制度をつくることのできる職員、このような職員像を求めているところでございます。この

ほかに人材育成方針には職員に必要な具体的能力ですとか、そのための具体的方策、この辺を掲げているとこ

ろでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 長門委員。 

○委員（長門孝則君） 今総務課長が答弁したとおりだと思います。私やっぱりね、職員の皆さんは行政を担っ

ているわけですんで、非常に重要な役割が私はあると思っておりますんで、視野を広めて意欲的に取り組むと。

職員はそういう姿勢であってほしいなと思ってますんでお聞きしました。なんか研修項目が４つほど書いてあ

りますけども、大体例年どおりなのかなと見ております。今年度っていいますか、去年はコロナで思うような

研修が出来なかったんではないかなと思っておりますが、若干例えばですね、岩手県市町村職員研修会、それ

からアカデミーの研修、これに派遣して研修をするということですが、私が聞きたいのは、職員の階層という

か、中堅なのかどういう職員を派遣するのか、何人ぐらい派遣しているのかなあと、その辺をちょっとお聞か

せいただきたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 若江総務課長。 

○総務課長（若江清隆君） はい。お答えいたします。ただいま委員からご質問のございましたとおり、職員研

修の体系といたしまして、自主研修、職場研修、職場外研修というようなのを設けておりまして、この職場外

研修の中には、岩手県市町村研修協議会、こちらのほうで実施いたします研修を主に盛岡の自治会館のほうで

実施しております。こちらのほうは階層別に、階層別というのは、例えば職階、職の階層で申しますと例えば

最初入ったときに主事、そして主任になって、係長級あるいは副主幹級そして課長級とか、職階に応じて研修

を実施しております。一例で申しますと、採用になりまして最初に新採用職員研修というのを実施いたします。

そして採用２年目になりますと、一般職員研修基礎ということで、３日間の研修ですが、これを先ほどの岩手

県市町村研修協議会のほうで実施いたします。そして採用３年目にもやはり３日間の研修ということで、一般

職員研修基礎２ということで実施いたします。そして採用後９年目にですね、一般職員研修基礎３ということ

でやはり３日間ほどの研修を実施いたします。そして、これは監督者級研修というのがございまして、主査級、

係長級の入り口なんですが、ここになりました１年目にですね、やはり３日間ほどの研修を盛岡のほうで実施

いたします。そして係長級の４年目になりましたらば、監督者級選択講座ということで、ＯＪＴとかコーチン

グ、あるいはファシリテーション研修というのを選択して２日間の研修を受けると。そして、管理者級開発講

座ということで副主幹、係長の上の職階になりましたらば１年目にやはり２日間の研修を受けると。そして課

長級になりましたらばやはり、課長になって１年目に２日間の研修を受ける。これが職級に応じた階層別の研

修ということでございます。それからもう１点が職場外研修の中で派遣研修というのがございまして、その中

に市町村アカデミー研修というのがございます。こちらはその職階ということではなくて、これ市町村職員中

央研修所ということで、いわゆる市町村アカデミーと言っているんですが、こちらは専門的な研修ということ

で、例えば税の関係ですと課税事務とか、徴収事務とか、あるいは法規事務ですとか、広報の研修とかですね、

様々なものについて深く研修する場ということで、こういうところにも派遣しております。そしてお問合せの

派遣人数なんですけれども、先ほどの岩手県研修協議会のほうには例年100名以上を派遣しております。今年度

もですね、コロナで中止になった部分もあったんですが、97名ほど何とか派遣いたしました。それから市町村

アカデミーのほうはですね、例年50人前後ということで、平成30年ですと52名、令和元年度が多くて70名だっ
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たんですが、今年度はですね15名という状況でございます。以上でございます。 

○委員長（工藤小百合君） 長門委員。 

○委員（長門孝則君） 大体わかりましたけど、特に管理職の研修というのは特別はない。課長になった時点で、

この市町村協議会の研修に派遣するということですがね。その辺をちょっと。 

○委員長（工藤小百合君） 若江総務課長。 

○総務課長（若江清隆君） はい。この研修協議会が実施いたします階層別の研修では、先ほどのとおり、課長

になった初年度に受ける研修がございます。あとは、そのほかに派遣するほかに市の独自研修として、特別研

修ということで庁内の職員を集める集合研修というのも実施しております。そういう中で、様々な行政課題で

すとか、そういうのについて研修する場も設けております。そういう部分で、課長の出席を求めている場合も

ございます。 

○委員長（工藤小百合君） 長門委員。 

○委員（長門孝則君） それで、いろいろ研修をやるわけですけども、この研修の結果ね、効果というか成果、

どういうふうに日常の仕事にその研修を生かしているのかどうなのかという検証をやっているかどうか、その

辺をちょっとお聞かせください。 

○委員長（工藤小百合君） 若江総務課長。 

○総務課長（若江清隆君） はい。最近と申しますか、ここ数年実施しておりますけれども、成果共有ミーティ

ングというのを行っております。例えば市町村アカデミーのほうで研修を受講してきた場合、職場に戻ってき

てから得たものを共有するミーティングを実施するというようなのを行っております。また研修に行ってきた

後は、その研修の受講の復命書ということで報告書ですね、職場において共有する、回覧するというようなこ

とも行っております。そのような形でなるべく研修効果がその１人じゃなくて周りに広がるようなことには努

めております。 

○委員長（工藤小百合君） 長門委員。 

○委員（長門孝則君） 私が感じることですけども、新採用職員は、今はもうほとんどが大学を卒業して厳しい

市役所の試験に合格をして、使命感に燃えて市役所に入りますがね。私はそうだと思うんですよ。私が感じる

のは、そのいつの間にか惰性で仕事をしているんでないかなあと。もう聞いてみますと、前任者の通りやって

います、あるいは先輩がやったとおりですとかね、そういう声を聞きますんで、それはそれでいいですけども、

私はやはり疑問を持ちながら仕事をしてほしいなと。問題点はないのかと、あるいは改善する点はないのかと。

やっぱりそういうふうに思って仕事をしないと、進歩も発展もないんですよ。前任者がやったとおりというこ

とであればね。私はそういうのを最近感じています。それからもう１つ感じるのはですね、今はもうコンピュ

ーター時代、パソコンがもう職員の前に全部１台ずつ配置されています。いや私が感じるのはね、パソコンに

依存、頼り過ぎているんではないかなあという心配もしているんですよ。というのは、例えば私も職員に聞く

こともあります。あるいは電話で聞くこともあります。そうすると私は当然担当者は知っているものと思って

聞くんですけどもね、ちょっと待ってくださいと。そしてパソコンを開いて調べると、そして返事をすると。

それはそういうことも必要、もちろんそうなんですけども、ただ私が言いたいのはね、やっぱり基本的なこと、

大事なことはね、頭に入れておいてほしいんですよ。そうでないと仕事の処理に誤りを生じると。過去にもそ

ういうことでミスがあったということもありますがね。だから私はもう少し主体性を持ってね、やってほしい

なとそういう若干心配を持っているんですが、その辺は部長どうですかね、どういう認識を持っているかお聞
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きします。 

○委員長（工藤小百合君） 中嶋総務部長。 

○総務部長（中嶋巧君） はい。研修につきましては総務課長が申したとおりでございますが、やはり１番大事

なのは私が思うには接遇ではないかなと思っておりますし、特に市役所については。接遇というのはやはりそ

の挨拶、あとは電話応対、あと身だしなみ、あとはお客様応対ですか。こういった部分が１番大事ではないか

なと思っております。議員の方からもですね、この接遇に対してはいろいろお叱りを受けている部分もござい

ました。基本が私はここにあるのかなと、市役所の職員はここにあるのかなと思っております。やはり市民の

方が市役所にいらっしゃったときにどう対応するか、自分がわかって言ったという部分だけでお客様に接して

はちょっと問題がある。やはり懇切丁寧に説明しながらも、お客様が何を求めているとかといった部分をちゃ

んと聞き取って対応していかなければならないと思っております。これからは専門的な部分もあって、先ほど

申しましたように岩手県市町村研修とか、アカデミーのほうにもやっております。特に法規についてはこれか

らが重要になってきますので、法規能力のある人材は育てなければならないなとは思っております。長門委員

がおっしゃるように、今の若い人というか、パソコンというか、全部そうなんですが、我々の時代とは違って

きましてですね、我々例えば飲み会に行くとなれば誘う時はその辺で声掛けますが、今の若い職員の人たちは

パソコンで、いついつどこどこでやるとかというふうにですね、近くに職員いるんですけど、そういう形をと

ってます。ただそれを否定するわけではございませんけども、やはりそのコミュニケーション能力、それはや

っぱり大事かなと、やっぱり近くにいる人であればやっぱり声をかけながら仕事をしていくというのは私は基

本的なことではないかなあとは思ってございます。今長門委員さんから言われた部分も含めまして、研修は大

事だと思っております。課題をその年その年ですね、挙げていきながら専門的な研修をしていきますし、人材

基本方針ですか、これも19年の２月に制定しまして、21年と28年に改定してございます。これからはデジタル

化というのが出てきますので、デジタル人材育成というのも必要になってきますので、この辺も含めて基本方

針の見直しというのも必要かなと思ってございます。以上です。 

○委員長（工藤小百合君） 長門委員。 

○委員（長門孝則君） 私は市民に対応する接客態度、これが私は最近は特にいいなと。接客態度を私は評価し

てるんですよ。これも研修のおかげかなとは思っております。時間がないのであれですけども、今部長からも

コミュニケーションの話が出ましたけども、私はそれも心配してるんですよ。今コンピューター時代でなんて

いいますか、職場内あるいは職員間のコミュニケーションっていうのが薄れてきているんでないかなと。だか

ら情報を共有するということが非常に大事なんですよ。やっぱり仕事をスムーズに進めるには情報を共有する

というのが大事ですんで、私が感じるのは、その部課長の思いをどんな考えを持ってんだから一般の職員がど

の程度わかってんだべなと。あるいは部課長の指示が一般の職員にどの程度浸透してんだべなあと、そういう

心配も若干してますんで、派遣研修ももちろん大事ですが、職場内の研修というか、部課長を中心にした職場

内の研修も大事でないかなという思いがありますんで、よろしくお願いします。終わります。 

○委員長（工藤小百合君） 次は竹花委員です。その次は落合委員です。竹花委員。 

○委員（竹花邦彦君） はい、それではよろしくお願いを申し上げます。私は最初に予算書に関わる部分を質問

し、そのあと予算説明資料という形で行っていきたいと思います。最初に予算書39ページ、ここでは２款総務

費、１項総務管理費、１目一般管理費、職員の給与手当等、ここに掲載をされております予算書の144ページに

は、新年度の一般職員等々の給与等に関わる説明資料が掲載をされておりますが、まず最初に総務部長から認
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識をお伺いしたいわけでありますが、今年度の岩手県内の市町村職員のラスパイレス指数、毎年度発表になっ

ております。残念ながら宮古市職員のラスパイレス指数、これはご案内のように国家公務員と地方自治体職員

の給与水準を比較する数値に用いられている数値でありますが、県内14市のうち、下から２番目の13位という

状況だったわけです。残念ながらここ数年宮古市の職員の給与水準はかなり県内的には底辺にあるというふう

認識をいたしております。このことについて、部長はどのように認識をされておりますか、まずお伺いをいた

します。 

○委員長（工藤小百合君） 中嶋総務部長。 

○総務部長（中嶋巧君） 職員のラスパイレス指数につきましては、竹花委員おっしゃったように14市、県内の

14市中最下位か下から２番目といった状況が続いてございます。これにつきましても職員労働組合等ともこれ

まで何回も協議してきた事項でございますが、ただ、人事評価というのが入ってきました。人事評価が入って

きまして、前は職員の給与については運用という形の部分で各自治体で違ったわけでございますけども、人事

評価というはっきりした能力評価、実績評価というのが出てきましたので、これが最終的には給与あるいは期

末手当に反映されるという形になりました。それで、これから例えば竹花委員がおっしゃっている部分はその

ラスパイレス指数を上げるように何か工夫はないのかという部分じゃないかなとは思うんですが、ただこれも

我々も考えてきたんですが、なかなか難しい部分はございます。やはり人事評価が入っている中では、宮古市

だけの独自の運用で給料を例えば動かしていくっていうのはなかなか難しいです。ですから、ほかの市町村の

ほうはどうやっているかちょっと聞いてもお答えがないので私もわかりませんが、当面はですね、なかなか簡

単にこのラスパイレス指数を上げるっていうのは難しいんじゃないかなという認識でございます。 

○委員長（工藤小百合君） 竹花委員。 

○委員（竹花邦彦君） 部長のほうからは、今人事評価、それから能力評価等が入ってきていると。そういう意

味から非常にこのラスパイレス指数の改善については難しい現状にあるという認識が示されたと思います。と

すれば、それはシステム上、県内的な今宮古市のラスパイレス指数の状況、これはやむを得ないのだというふ

うにね、基本的に認識をしているとも受けとめられるわけです。ずっとこれは人事評価等が入らない前から宮

古市については長年これは大きな課題であったわけです。去年の2020年度ラスパイレス指数は95.4ですね。も

ちろん県内は盛岡市がトップで、１番低いのは陸前高田市なようでありますけれども、当然これはですね、や

っぱり職員は非常にこの間震災等々も含めてかなり疲弊をしながら、ストレスを抱えながらも何とか頑張って

きている。そういった状況に含めてもですね、やっぱりこのラスパイレス指数をやっぱり改善をして、これは

他市に聞いても教えないだろうという問題認識を持っているようであります。だまっているとどんどんこれは

ですね、宮古市はますます下がっていって、大変な数値のこのラスパイレス指数の格差が出てくるということ

もありますから、やっぱりここは研究をしながらラスパイレス指数改善にどうすべきなのか、この改善に向け

てどう努力をするのかというとこはですね、問われるんだと思うんですよね。そういう意味で、当初私が言っ

ているのはトップとか最上位になれと言っているわけではありません。少なくともやっぱり県内の中以上です

ね。やっぱり市としてそういうラスパイレス指数を目指すべきではないかと思うんですよ。これの認識はどう

でしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 中嶋総務部長。 

○総務部長（中嶋巧君） おっしゃっている意味はわかります。職員に対してもやはり、宮古市は宮古市なりの

14市の中でも、中規模の市でございますので、それなりのラスパイレス指数に持っていければいいなというの
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は思ってございます。ただ、なかなかですね、この評価、人事評価っていうのも厳格なものですから、なかな

か簡単に給与のほうで反映させてラスパイレス指数を上げるっていうのはなかなか難しい部分がございますの

で、もしこれを少しでも１ポイントでも２ポイントでも上げるというのであれば、この人事評価の部分のとこ

ろを抜本的にもう１回見直していかなきゃなんないのかなとは思っております。 

○委員長（工藤小百合君） 竹花委員。 

○委員（竹花邦彦君） いずれこれ当然職員労働組合との交渉事項等々でもありますので、これ以上私から申し

上げませんけれども、いずれにしても、今そういう職員給与水準の実態だと。これは私が言わなくても重々認

識をしていると思いますので、ここはぜひですね、もう少しラスパイレス指数の改善が見られるように、お互

いにそれは組合とも協議をしながら、ぜひ検討をすべきだということを申し上げて、そこについては指摘にと

どめたいと思います。次に民生費のほうに移りたいと思います。予算書の73ページ、３款民生費、２項児童福

祉費、３目児童福祉施設費の７節報償費、ここにですね、送迎バス添乗業務謝礼金57万9,000円が計上されてお

ります。多分これはですね、重茂児童館の児童送迎バス等に関わる添乗業務なのかなと勝手に解釈をいたして

おりますが、これは実は昨年度には計上されておりません。この送迎バス添乗業務謝礼金、これはまずどうい

う内容のものかご説明をいただきたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 岡﨑こども課長。 

○こども課長（岡﨑薫君） はい、お答えいたします。これに関しましては、小国保育所で送迎バスをしている

んですけども、今までは保育士が添乗をしておりました。そこを保育士ではなくて、添乗員の方をお願いして、

添乗業務に当たらせたいと思いまして、今回予算要求をさせていただきました。 

○委員長（工藤小百合君） 竹花委員。 

○委員（竹花邦彦君） 今までは小国保育所については、保育士が要するに送迎に乗っていた。新年度からは、

添乗員をつけて送迎をすることになったと。それは当然保育所のなんていいますかね、人員配置の問題等々様々

そこに添乗をするということが大変な状況にあるという意味だと思いますが、そうすると、これは同じ方が添

乗なさるわけですか。あるいは、一定の何かの資格を持った方が常にそうなるのか、そこら辺はどういうふう

にお考えになっているんですか。 

○委員長（工藤小百合君） 岡﨑こども課長。 

○こども課長（岡﨑薫君） 地域の方でお願いしたいなと思っているところです。 

○委員長（工藤小百合君） 竹花委員。 

○委員（竹花邦彦君） 地域というのは川井あるいは小国という意味ですね。内容的には理解をいたしました。

私ちょっとあの、重茂児童館のほうの絡みが出てきてるのかなと思ってですね、これの説明を聞いたところで

あります。それでは次に移ります。次は予算説明資料33ページ、すいません、行ったり来たりします。ここで

は３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費の社会福祉法人指導監督業務と、下の生活困窮者自立支

援事業等についてちょっとお聞きをしたいと思います。社会福祉法人指導監督業務、予算額274万8,000円が計

上されております。この事業は、３年に１度、市内の社会福祉法人等に対して、市のほうで監査等に入って指

導・監督をしている事業だという理解をいたしております。法人監査専門員については市の職員、会計年度任

用職員等でしょうか、それから法人監査指導員等については、これについては税理士の皆さんに依頼をして行

っていると理解をいたしております。そこでまず最初にお伺いをしたいのは、この社会福祉法人指導監督事業、

どういうものについて、どういう内容でその社会福祉法人に対して指導監督、あるいは監査を行っているのか。
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その内容をですね、監査の内容について、まず教えていただきたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 田代福祉課長。 

○福祉課長（田代明博君） はい。監査の内容でございますが、具体的に何かというご質問でございますんで、

ちょっと五月雨式にはなってしまうんですが、例えば、定款そのものを変えるときに、その手続がちゃんとと

られているかとか、あとは理事会とか評議員会とかございますが、それの例えばその招集の仕方であったりと

か、その議決がちゃんとルールどおりされているか、あとはその記録等々がとられているかであったりとか、

あとは会計の部分ですね、必要な書類が出来ているかとか、その内容のつじつまが合っているかというような

内容を見てございます。 

○委員長（工藤小百合君） 竹花委員。 

○委員（竹花邦彦君） 一般的に私の理解は、普通の市の監査と同様にですね、財務的に適正な処理がされてい

るのかどうなのかという指導、監督、監査。これとあわせて、社会福祉法人ですから、様々な法的な規制、あ

るいは縛りが当然あると。そういったものが適切に法に基づいて社会福祉法人として運営がなされているかど

うかと。もちろん、こういう内容のものだろうなと推測をしているわけです。そこで、私が何でこの質問して

いるかというと、問題意識として、普通の市行政監査等でも、これは様々県とか国の監査がありますけれども、

ここをやっぱりもう少ししっかりとどうなっているか、指摘をしなきゃならない事項も出てくる場合があると。

例えばここ社会福祉法人ですから、一体本当にその社会福祉法人で人的体制が法的にしっかりと人の体制です

よ、いろいろ人的な、法的なあれもあるわけでしょ。社会福祉関係については、例えば福祉、保育所でいえば

児童何人に何人とか、そういう人員配置の法的にしっかりとそういった体制の中で行われているのかどうなの

か。あるいは、この間私は介護の問題等でマンパワー確保の関係で賃金の問題等が様々指摘をしてまいりまし

た。本当にこの適正な賃金水準の中で職員が働いているかどうなのか。こういったところも含めてですね、私

はやっぱり本当はそういったところをしっかりとみて、資料なり、あるいは口頭でも構いませんから指導がな

されるべきもの、改善はやっぱりこういったところにちゃんとしなさいよというふうにされるべきものだろう。

そういったものがこの指導・監督事業の中で行われているかどうなのか、そういう問題意識を持ってもしやら

れてないとすれば、ここはやっぱり市がやっているわけですから、そういったところにも今後着目をしながら、

社会福祉法人の健全、あるいはそういったものも含めてしっかりと文書指摘をするか、口頭指摘をするか指導

するかという問題ありますけれども、そういったところも含めてね、やっていくべきではないかという問題認

識を持っているわけです。そういうところなんですが、どうでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 田代福祉課長。 

○福祉課長（田代明博君） 法人監査の権限として市町村が持っていますのは、あくまでもその法人の運営その

ものでございまして、その法人が例えば障害者の施設、高齢者の施設、また児童の施設等々やっている場合で

あっても、その事業についてはそれぞれその事業によってその指定権限、監督権限というか県であったり、一

部市町村に落ちてきているものもございますので、私どもが法人監査をする中ではその事業、例えばその障害

者の施設を運営しているというその中身までは、権限を持ってございませんので、それは指定管理者だったら

障がいであれば、県のほうがするものでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 竹花委員。 

○委員（竹花邦彦君） いずれにしても私とすればですね、そういったところもこまめにしっかりと何かの機会、

３年に一度の検査ですから、課長がおっしゃったように、当然市としての社会福祉法人に対するその監査の権
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限の問題等々あるだろうと思います。ただ私の問題意識を申し上げて、ぜひそういったところも、改めてまた

ここはちょっと私も勉強させていただいて、議論させていただきたいと思います。時間がありませんので、生

活困窮者自立支援事業に参ります、その下です。ここで私問題にしたいのは、新型コロナ対応分として計上さ

れております、アウトリーチ自立支援強化事業444万6,000円であります。私の理解は、アウトリーチというの

は、非常になかなか自主的な相談等では対応出来ませんから、自立支援を行う事業者、これはくらしネット等

がやってきたわけですが、そこがやっぱりしっかりと訪問等を含めて、潜在的な支援が必要な人を掘り起こし

ながら支援につなげていく。こういうアウトリーチ、これは従来の生活困窮自立支援事業業務でも必要とされ

てきた中身のものです。今までもですね、そういったものが本当は必要なのだという、しかし今回新型コロナ

対応として計上、なぜここにこのアウトリーチ自立支援強化事業が盛り込まれてきたのか、あるいはそこのア

ウトリーチ自立支援強化事業とは私が指摘をしたような中身のものか、ちょっとその辺の説明をいただきたい。 

○委員長（工藤小百合君） 田代福祉課長。 

○福祉課長（田代明博君） 中身・目的については今ご指摘いただいたとおりでございます。こちらのほうから

訪問して、相談等に乗るというのが必要であろうという内容でございます。今回新型コロナ対応というふうに

させていただきましたが、私の解釈としては、一つのあくまでもコロナがきっかけでございます。これがちょ

っとさらに令和４年度以降の話、この場でお話しするものではございませんけれども、コロナが収束したとし

ても、ご指摘の内容というのは必要な内容でしょうから、取りあえず１年間やってみて、あとはその動き等々

を見ながら、さらに令和４年度以降のことは考えてまいりたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 竹花委員。 

○委員（竹花邦彦君） はい。今の課長の答弁で了解をいたしました。これはコロナにかかわらず、この支援事

業そのものについてもこのアウトリーチが必要だと私も認識しておりますから、予算計上の問題だというふう

に要望と理解をいたしましたので、引継ぎここはね、そういったアウトリーチ等によって、潜在的ななかなか

顕在化をしてこない方々をしっかりと把握をしながら、支援につなげていくという、ぜひ強化をしていただき

たいというふうに思います。住宅確保給付金、コロナ、これは一応見込みとすれば何人分予定をされているで

しょうか。418万5,000円。 

○委員長（工藤小百合君） 田代福祉課長。 

○福祉課長（田代明博君） コロナ分としましては10世帯分、あとはちょっとお尋ねにはございませんが、通常

分としては４世帯分用意してございます。 

○委員長（工藤小百合君） 次は落合委員です。その次は松本委員です。落合委員。 

○委員（落合久三君） 予算書の52、53ページ。２款総務費、１項総務管理費、16目負担金補助及び交付金、こ

こに宮古市新生児特別定額給付金120万円が計上されているんですが、これは市が判断して、昨年の４月、３月

末以降生まれた人に対しても、給付金を支給するという中身だと思うんですが、どうして120万円なのか、その

根拠を教えてください。 

○委員長（工藤小百合君） 西村総合窓口課長。 

○総合窓口課長（西村泰弘君） お答えします。これにつきましては今年度から始めたやつで、生まれるのが令

和３年４月１日までに生まれた方を対象にしています。同学年の方に支給するということでやっていまして、

４月１日生まれの方というのもありますし、それから、これは会計年度の仕組みがあるので、３月の下旬に生

まれた方で、４月に届出をした場合はどうしても新年度の予算になりますので、３月下旬から４月１日までに
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生まれて、４月に届けた方の分ということで12名分を見込んで120万円というふうになっております。 

○委員長（工藤小百合君） 落合委員。 

○委員（落合久三君） いや、そこはいいんですが、どうして12人分を計上したのかっていう。これはこれまで

の出生の実績等を踏まえての数字なのかなあ。それとも何かもっと深い意味でもあるのかなあと思ったもんで

すから。 

○委員長（工藤小百合君） 西村総合窓口課長。 

○総合窓口課長（西村泰弘君） はい。これから生まれる方については、母子手帳の給付することがあるので、

大体予定日というのはわかっていまして、それで３月20日ごろから予定日が前倒しになることも踏まえて、４

月３日ぐらいまでに生まれる予定の方ということで拾った数字です。 

○委員長（工藤小百合君） 落合委員。 

○委員（落合久三君） 深い意味がわかりました。説明資料の27ページ。２款総務費、７項震災復興費、１目復

興総務費の、ここに書いてある下のほう、被災者住宅再建支援事業2,001万円。去年もここで聞いたんですが、

去年私が聞いたのは、端的に言えば旧田老の住民の住まい再建これで終わりなんですか。これでっていうのは、

令和２年度の当初予算をやれば基本的に終わるんですかっていう質問したのに対して、あのときの答弁はたし

かあと６戸が住宅をつくってそこに移動すれば基本的に終わるという答弁だったんですが、今回はこれ20件。

次のページここの27ページは県の補助が書いてあって、次の28ページのほうには市の単独のやつが載っていて、

どちらも20件を見込んでいるんですが、この20件の要するに根拠と田老の被災者の分は、この20件のうち何件

含まれるかっていうのをちょっと教えてください。 

○委員長（工藤小百合君） 田代福祉課長。 

○福祉課長（田代明博君） まずはこの予算の所管は福祉課でございます。それちょっと田老は別なものが答弁

したんだと思うんですが、いずれこの内容につきましては、被災者生活再建支援法で基礎支援金、加算支援金

で、その中でも家等を再建するということで加算支援金を受給された方が実際に建物ができ上がって引渡しを

受けたときに、ご説明ありましたとおり、その県の事業、あとはページまたぐと市の単独事業ということでお

出しするものでございます。実際に加算支援金のほうが先でございますので、実際それ私どもで押さえてござ

います。それが厳密には10数件ですけども、そこにプラスアルファで20件分とったというものでございます。

ちょっと田老については申し訳ございません、福祉課のところでちょっと答えかねます。 

○委員長（工藤小百合君） 落合委員。 

○委員（落合久三君） 令和３年、市長の経営方針で非常に大ざっぱな言い方をすれば、大震災による復興事業

はほぼ収束を迎えていると、るる説明があって、今後の重点とすれば、地域循環型とりわけ再生可能エネルギ

ーの活用によるというのと、この特定交通体系をきちっとしていくというようなことが盛られて、震災復興に

ついては、ハード面はほぼほぼ終わるんで、心のケアを中心にというね、そういう一方で市長はそういう打ち

出しをしている中で、絶対１人も残しては駄目だという意味で、この住まいの再建が今年度でどこまでどうい

くのかなというのを確認したくての質問でした。それで別の言い方をすると、ここに盛られている20件という

のは今の課長の説明だと、既に加算支援金の申請をしている、またもらう予定だというのを計上したという点

で理解をします。それ以上の何かあればですが、いいですか。うん、じゃあそういうことで。ここの点でね、

ここで聞くのがいいのかな。委員長。 

○委員長（工藤小百合君） 落合委員。 
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○委員（落合久三君） 29ページ、２款総務費、７項震災復興費、３目防災集団移転促進事業。この1,824万円で、

防災集団移転事業によって市が取得した移転元地の利活用、これも宮古に限らず被災地の防集高台移転事業に

伴って、人の住む家は建てられませんよというところを買上げて、そして皆さんはより安全なところに移ると。

そして買上げたはいいが、この跡地がなかなかどう今後利活用するかという点ではいろんな何ていうか、率直

に言ってこれなかなか進まないと。市長が同僚議員のどなただったか忘れましたが、なぜ進まないかといえば、

買上げた元地が散在していると。一体のものでなくこっちにぽつぽつっとこうあるとかね、そういうものも障

害になっているという答弁でした。ここで利活用を図るっていうふうにだけ書いてあるんですが、これまでの

経過を踏まえて、私の意見は、例えば田老地区ね。道の駅から長内川を越えて海寄り、港寄り、あっちが昔で

言う野原地域で、ここは人が住めない。そっちに点在しているわけですよ、買上げた土地が。あれが一体のも

のとしてこうなれば、利用の価値があんのになあという声も部分的ですが聞いております。そういうことなん

かも含めてどういう利活用計画を今年度たてようとしているのか、どこに着目してこの利活用を図るのかとい

う点をちょっと聞いておきます。 

○委員長（工藤小百合君） 盛合都市計画課長。 

○都市計画課長（盛合弘昭君） はい、お答えします。予算書のほうで利活用となると、もう何かこう事業をそ

こに張りつけるというような意味合いでの捉え方をされていますけども、この予算の中は今落合委員が言った

ように、旧田老観光ホテルの向かい側の野原地区は確かに土地が点在しています。これをまとめて今後の活用

につなげようということで始めるものです。始めるというか、これまでやっていたものに加えて取り組もうと

するものです。これまでは復興工事の仮ヤードとか、あるいは令和元年の台風19号の工事跡として使われたと

ころが、ちょうど今なくなったタイミングなので土地を集約するタイミングとしては、今年度が１番いいとい

う判断で取り組むものでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 落合委員。 

○委員（落合久三君） 私は何かそれをまとめて何かどういう事業を考えているんだというふうに聞こえたかも

しれませんが、そうではなかったんです。ということは今課長が言ったので了解ですが、要するにそういうこ

とに向けて、散在している元地をどうやったら利用がしやすいようにするかということで、詰めていきたいと

いうふうに理解すれば納得します。これはですね、令和３年度中にこれをやり遂げるというそういう決意で臨

むんだと思うんですが、そういう理解でいいですか。 

○委員長（工藤小百合君） 盛合都市計画課長。 

○都市計画課長（盛合弘昭君） はい、そのとおりでございます。田老地区のほかに赤前地区も予定しておりま

す。今回予算にのせたのは、今がチャンスというふうに考えていまして、この単年度の中でまとめられるだけ

まとめたいということで、決意して計上したものでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 落合委員。 

○委員（落合久三君） 是非、やっぱり非常に大震災からの復興を見届ける、未来に向けてもっとこれをどう生

かすかっていうやっぱり避けては通れない重要課題だと思いますので、ぜひ頑張ってほしいと思います。説明

書の30ページ、次のページ、３款民生費、１項社会福祉費の、１目の右側に在宅超重症児者等短期入所受入体

制支援事業95万9,000円と。これはたしか昨年熊坂委員も聞いたと記憶しているんですが、私がちょっと聞きた

いのはですね、この超重症児者、ちょっと私も不勉強なんでいろいろ勉強はして臨んでいるんですが、この超

重症児者というのは市内で何人くらいおられるんでしょうか。 



－42－ 

○委員長（工藤小百合君） 田代福祉課長。 

○福祉課長（田代明博君） まずこの基準でございますが、岩手県のほうのこの補助事業にまず事業自体は載っ

てございます。これ、県の補助事業のほうに載った事業でございまして、県のほうでまず超重症児、超重症者

に準じるものについては、例えばその気管切開をしていれば点数化して８点とか、それをたして一定以上とい

うようなことになってございます。こういう観点で私どものほうとしては市内に何人いらっしゃるかというの

はこの観点では押さえてございません。お尋ねの人数については押さえておりません。 

○委員長（工藤小百合君） 落合委員。 

○委員（落合久三君） 押さえていないけども令和３年度は４人を見込むんだと。ちょっと何となく、もうちょ

っとすきっとしない。やっぱり対象者もある程度つかむ必要があるんじゃないでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 田代福祉課長。 

○福祉課長（田代明博君） 例えばこれに類するものとして、例えば医療的ケア児というような方、今盛んに言

われてございますが、そういう方々だと10人いらっしゃいます。ただ、先ほどご説明したちょっと基準と微妙

に違うもんですから、そういう意味では厳密には押さえていませんけれども、内容的には今言った医療ケア児

とかにほぼ準じるでしょうから、10人前後いらっしゃるんだろうというふうには想定してございます。 

○委員長（工藤小百合君） 落合委員。 

○委員（落合久三君） そういうふうな課長が言うような押さえ方でいいので、後で教えてください。平たく言

えば、その運動機能という点では腰から上しか動かない、要するに上半身ね、下は全く動けないだとか、いろ

んな区分というか、その障がいの程度はいろいろあるわけですね。今課長が言ったのもそうだし。あとは人工

肛門をつけているだとか、挙げればいろいろですが、やっぱりそういう普段はあまりこう何ていうか、障がい

者一般でくくれない、またそういう本当に重度の方と接するっていうことも我々も１人２人は知ってはいるん

ですが、そういうところにもちゃんとこう目を届けてやってほしいという意味で聞いているんですが、昨年、

たしか熊坂委員が質問したときに、こういう重度の障害児者を受け入れる事業所が、たしか令和２年度の予算

審議だったと思うんですが、そういう事業を始めようとしているんだっていう説明だったように記憶するんで

すが、この事業は始まっていますか。 

○委員長（工藤小百合君） 田代福祉課長。 

○福祉課長（田代明博君） その事業所につきましては、ほほえみの里でございます。２年ほど前から法人さん

のほうとはやりとりをしてまして、昨年度の途中から受入れの体制のほうは施設さんとしては既に出来てござ

います。実際に２年度の後半にお一方使っていただくということで算段はしておったんですが、なかなかその

ご本人の体調だったり、コロナの発生の都合だったりで、結果としてちょっと今日の時点でまだお使いいただ

いてない状況でございますが、体制のほうはおかげさまで整ってございます。 

○委員長（工藤小百合君） 落合委員。 

○委員（落合久三君） 令和２年度まだ終わっていませんが、１人はここに世話になる予定だったが、コロナ等

の影響で実際にはまだ使われてないと。そういうのも踏まえて、３年度は４人を見込みたいと。はい、わかり

ました。委員長。 

○委員長（工藤小百合君） 落合委員。 

○委員（落合久三君） 予算説明書35ページ、３款民生費、１項社会福祉費、５目老人福祉費、老人ホーム入所

措置事業、介護で一般質問いろいろやったんですが、介護とは直接はあれですが、措置に基づくやつで、端的
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に言えば津軽石の清寿荘に関わるやつなんですが、入所措置55人分というふうに予算計上してあるんですが、

一昨年の令和元年の実績報告書を見ますと、あの時点、令和元年の決算では50人が入所していると。そのうち、

宮古市以外の入居者、山田７人、岩泉２人、遠野１人、計10人。要するに残り40人は宮古市内の人ですよとい

うことでしたが、これは基本的に変わっていないんでしょうか、この入居の町村ごとの比率というか、比率ま

ではいかなくても、それでもいいですが、今分かるんであればですが、わからなければ後でいいです。 

○委員長（工藤小百合君） 川原介護保険課長。 

○介護保険課長（川原栄司君） はい。私のほうで今押さえているのは、先ほど落合委員おっしゃった令和元年

度の実績の分でございますので、最新の状況についてはただいまのところはデータを持っておりませんので、

後ほどお伝えいたします。 

○委員長（工藤小百合君） 落合委員。 

○委員（落合久三君） しゃべると途中でブザーが鳴るので、やめて二巡目に回します。はい、今のやつもうち

ょっとあるんです。 

○委員長（工藤小百合君） 次は、松本委員です。その次は加藤委員です。松本委員。 

○委員（松本尚美君） 説明資料の24ページですね、２款総務費、１項総務管理費の９目その中でふるさと納税

についてです。やりとりがありましたから、そのポイントはちょっと違うんですけども、箱石課長がお答えに

なっているんですけども、このふるさと納税は当然、税収といいますか、歳入の部分に絡むんでしょうけども、

一方ではこの地域振興という部分ですね、問題は、課題は幾つかあるということですが、まずはこの返礼品の

部分が課題だということでお答えになっているんですね。そうするとこれ財政課で取り組むものではないなと。

とすれば、これはどこになるのかというと、伊藤部長の産業振興部内かなと思われるんですが、当然全庁的に

その対応をどうするか、どうしたら増えるかという知恵を絞っていらっしゃると思うんですけれども、現状は

どういう動きといいますか、対応といいますかをされておりますか。 

○委員長（工藤小百合君） 中嶋総務部長。 

○総務部長（中嶋巧君） はい、返礼品の課題でございます。松本委員からも前にもお話があった部分でござい

ますが、結局何が問題かというと、箱石課長のほうからも午前中お話ししたとおり、宮古市のほうは返礼品の

数が少ない、例えば花巻市はその何倍も返礼品があると。それで財政課のほうでもですね、産業支援センター

のほうとも連携をとりまして、できるだけ民間のほうからその返礼品いろいろ出してもらいたいという部分で

もお願いはしてございます。我々行政側がやるのではなくてですね、本来であれば私は民間のほう宮古市の民

間の部分がですね、これを機会にどんどんお店屋さんがあげていただければいいのかなと思ってました。これ、

花巻市も見ていくと、行政ではなくて、民間のほうの事業者たちがこのふるさと納税を使って、当然これ全国

に発信しますので、商品をいろいろ工夫しながら出しています。残念ながら、ちょっと宮古市の部分はそこの

民間からあがってくるというのはなかなかないのかなと思っております。箱石課長も言ったようにその分析し

てみると、その１番人気なのが肉類ということで、結構ふるさと納税を取っているとこってトップのところが

大体肉が多いです。ただ、そういうことで、産業振興部とも連携をとっております。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 

○委員（松本尚美君） 連携をとるのは当然これは必要だし、掘り起こしというのも必要ですし、場合によって

はやっぱりブランド化をしてですね、認知度を上げて対応する、新たな開発といいますかね、掘り起こしって

いうのも必要なのかなと思いますし、一方で品目が多くてですね、要は対応する事業者数というわけにはいか
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ないと思うんですけれども、人気があるもの、人気がないもの、数を増やせばいいというものでもないだろう。

そうすると割り算の世界へ行っちゃって、特産品の12月なんかやりましたけども、やっぱりこう人気商品とい

うのはどうしても絞られてくると。そうするとそれ以外に増やしてもですね、この返礼品として求められるの

かどうか。需要があるのかどうか、ニーズがあるのかどうかというのもやっぱり悩みなんですね。だから、こ

こはもう少し財政課、総務部長管轄じゃなくて、産業振興部サイドで頑張っていただく必要があるんじゃない

のかなと。やっぱり魅力づくりでしょうから、そういった意味で他市の現状を把握されて、肉っていうのも一

つのポイントなのかもしれませんけれども、それに代わるものは何がいいのかということですね。そこをやっ

ぱりもっと知見なり、内部で厳しいのであれば外部から知見を求めて対応する必要があるんじゃないのかな。

もっと本気になってなきゃなんないかなと思いますよ。どうでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 伊藤産業振興部長。 

○産業振興部長（伊藤重行君） はい、松本委員おっしゃるとおりだというふうな認識でおります。より今まで

以上にですね、ふるさと納税の返礼品について産業振興部、積極的に関わっていきたいというふうに思います。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 

○委員（松本尚美君） 期待をいたします。それでは説明資料の21ページになります。２款総務費、１項総務管

理費、７目の企画費の中、企画調整事業があります。まずちょっと確認したいのは市民自治推進委員会ですね。

これはどういう内容といいますか、何を議論しているといいますかね、ちょっと説明をお願いします。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） はい。これは自治基本条例に基づく委員会でございまして、市民

参画と協働が図られているかというところを取り組んでございます。市民推進委員会を開催いたしまして、前

の年度事業の参画と協働がどのぐらい市政に反映されたかというのをチェックしている部分、それからあとは

環境生活課のほうと共同いたしまして、各種事業の審査などを行ってございます。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 

○委員（松本尚美君） なるほど。はいわかりました。自治基本条例、参画と協働というのはそれはそれで理解

しますし、それは別に否定するものではないんです。この市民参画という一つのまとまりでやっぱり町内会、

自治会というのもあるんですね。当然、スキルアップを含めてですね、そういった地域のコミュニティこれを

どう強化していくか、充実させるか。この単位とすればやっぱり自治会、町内会ですね。ぜひここにですね、

これは今までの環境生活課が担当している自治会連合会とかあるんでしょうけれども、どこで議論するのかな

あと思うのは、やっぱりもっと今あるここの町内会自治会がですね、大変厳しい状況にありますね。そういっ

た厳しい中で参画協働、個々とかグループとか、任意という部分を否定するわけじゃないんで、それはそれと

して置いといて、これはどうなんでしょうか。どこで議論していますかね、この今の実態ですね。ここに私は

関わり合ってひょっとしたらあるのかなあと思ったんで、ちょっとお尋ねしたかったんですけども、どうでし

ょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 北舘環境生活課長。 

○環境生活課長（北舘克彦君） はい。自治会の運営等々に関しましては、環境生活課のほうで所管してござい

ます。自治会連合会ございます。自治会独立した団体さんでございますので、そこの中でお話合いをする形に

はなるんですけれども、我々のほうもそこに参加いたしまして、いろいろな課題の共有をさせていただいたり、

それへの対応をどのようにしていったらいいかということで、自治連の方々とお話をしているところでござい
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ます。毎年夏に自治連の皆さんを集めてそういう課題を出していただいて話し合っていただく機会であったり

とか、あとＮＰＯの中間支援の事業をやっている方がいらっしゃいますけど、そういう講師さんを呼んで、今

後の運営についてどのようにしていったらいいかというような研修を行ったりしてございます。今年につきま

しても、そのコロナ禍での運営について、どのようにこれからはしていったらいいかというので、問題の共有

をしていきたいと考えていたところでしたが、一旦またコロナのほうが市内で出だしてですね、今年は中止に

なったという形でございます。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 

○委員（松本尚美君） 北舘課長がおっしゃるのはそれはそれで上辺的にはいいんだと思うんですけれども、行

政は震災後特にもね、この被災したエリアの町内会自治会そういった地域の組織といいますか、そういったも

のが大事だと、コミュニティが大事だという話をしているんですね。全体的にですね、前にも指摘しましたけ

れども、それぞれで例えば集会施設を単独で維持管理しているところもあるし、そうでないところもある。町

内自治会は、限りなく公平公正だっていうんで、対応ですよ。位置づけですね。であれば、じゃどうそれを解

消するのかということもほとんど手つかずの状態ですね。町内会費で、これは税金とは言いませんけれども、

税ではないんですけども、会費なんですけれども、それを町内に住んでらっしゃる方がそれぞれエリアで預か

って、それで事業をしたりですね何かということも当然あるわけですけれども、これすらですね、３割自治と

言われるのはあるのかもしれませんけども、自治とは言いづらいでしょうけども、どんどん風化している。役

員の担い手も含めて大変厳しい状況ですね。そして行政からの依存度といいますか、依頼は行政連絡員の推薦

であるとか、民生委員の連絡であるとか保健推進であるとか、ごみの関係の公衆衛生の部分もあり、交通安全

もあり、防犯もあり、何もあり、大変厳しいですね。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員、お話がちょっとずれているようなので、本題に戻ってください。 

○委員（松本尚美君） ですから、どこでこういった地域の自治に関わる部分ですね、町内そういったことを議

論するのか、そういう場がどこにあるのかという今連合会の話をしましたけれども、もっとこう第三者的に地

域自治に関わるというんであれば、もっとそこに踏み込んだ議論をしていただく必要があるんじゃないかとい

う趣旨です。どうでしょうか、部長。 

○委員長（工藤小百合君） 松舘市民生活部長。 

○市民生活部長（松舘恵美子君） はい。委員さんがおっしゃっていることそのとおり、地域で例えば役員が高

齢化してとてもいかないというような声もいろいろいただいております。ただ、これにつきましても、何かこ

う会議を開いてすぐに解決できるものではないだろうなと思っております。ずっと長年の課題であるし、あと

各自治体の置かれている状況という町なかの自治会だったり、あとちょっと別の地域の町なかじゃない自治会

だったりによっていろいろ活動の仕方とか、あと求めるものも違いますので、それぞれなんだと思います。た

だその中でも一生懸命今自治会の方々頑張っていますので、その自治会の皆さんがどうなのかという声をまず

拾いながら、その自治会に合ったような対応をしていく。一律にみんな公平にとか平等にというのが、進めら

れる状況にはないのではないかなというふうに考えております。そのために例えばＮＰＯであるとか、あと他

の自治体の例であるとか、そういったものをいろいろ探りながら、これからの方向というのを進めていきたい

と思います。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 

○委員（松本尚美君） 部長には申し訳ないんだけども、こういうやりとりするたびにそういう話もするんだけ
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ど何も進まないんですね。全然進んでないんですね。そこは部長が変わったり人事異動で変わっていくんでし

ょうけども、基本的に変わんないんですよ。だから今まで意見としてまた提案している部分もあるんですが、

何ら進まないじゃないですか。だから幾らかでも進んだっていう結果が見えるんであればいいんですけども、

見えないんで何回も何回も同じことをちょっと場所を変えたりして言っているんですけども、まず本気になっ

て取り組まないともう大変ですよ。だから私は提案をしましたね。例えば公衆衛生に関わるとか、自治連に関

わる部分だとか交通安全だとか、様々あるんですけれども、そういったものを一本化してくださいと。まず最

低でも。あっちにも負担金払わなきゃなんない、こっちに負担金払わなきゃなんない。これもえらい税金じゃ

ないですけども、会費の中から支出しなきゃなんないんですよ。その分会費でね、協力していただかないと成

り立たないんですね。こういった部分もやはり何とかこう簡略化していただく。だから行政連絡員さんの推薦

についてもそうだし。じゃあ思い切ってもう推薦しないとなったらじゃあ直接やんなきゃなんないことになっ

ちゃうじゃないですか。だからそういったこともね、選択肢を与えるというんであれば、合わせるというなら

ば合わせるというのをちゃんと前面に出して、対応していただくということが必要なんじゃないですか。部長。 

○委員長（工藤小百合君） 北舘環境生活課長。 

○環境生活課長（北舘克彦君） はい。公衆衛生連合会であったり、そういったところとの一体化というか、合

併というかにつきましては、検討しているところでございます。それで、これがなぜ進まないかというのは、

まず自治会連合会というのは旧宮古市、宮古地区の自治連が一つあって、あと田老地区にもあり、そして新里・

川井はそれぞれ今やって活動しているという状況にございます。これを一本化した運営でないと、川井の皆さ

んもその公衆衛生連合会であったりとか、そういった団体に入られている自治会の方々いらっしゃるので、そ

こがちょっとなかなかうまくいかないところがございまして、まずはその自治連の一本化を今したいというこ

とで、各地区の方々にお声をかけながら今やっているところでございます。その上で、ほかの団体も一本化し

てやっていきたいというふうな考えを持ってございます。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 

○委員（松本尚美君） はい。早急に全てが進むとも思えないんですけれども、やはり一つ一つだっていうんで

あれば一つ一つですね、これ10年前と20年前とほぼ変わってないですよ。だから、ぜひスピード感を持って対

応していただきたい。ただその一本化というのは自治連云々の話ではなくて、それぞれの所管している部分が

本当に必要なのかどうかも含めて、やはり改革すべきは改革すべき。そうじゃないとどんどん自治会にあれも

これもってかぶさってきて、もう消化不良といいますか、もう解散したいっていう人もいます。私の町内会で

も、いらないんじゃないですか。もう町内会費払わなくてもいいねっていう雰囲気の話をする方も少数ですけ

どいらっしゃるんですね。その方が対応してくれるかというとやっては当然いただけないんですけれども、や

はりそういう現状にあるということは地域差は当然あると思いますよ。あるとは思いますけれども、全体的に

コミュニティが大事だ大事だって盛んに声高に言っている一方で、何ら改革が進まないということを指摘して

いるんです。部長だけの問題じゃないですけど、全体的にね。ぜひ期待をしたいと思います。 

それではちょっと飛びますけども、34ページの３款１項１目３款民生費、１項社会福祉費の１目の中で災害

時支援ネットワークづくりですね。これずっと震災対応分になっているんですけど、これ対応分はどうでもい

いんですけども、要はこれが事実上機能しているかどうか。そして私の認識とすれば、去年、今年となればま

たはこの要支援、要するに支援が必要な方々の対象者っていうのは変わってくるんだろうと思うんですね。と

ころが、実際構築が出来ているかどうかっていうのも当然現場それぞれ庁内なり自治会単位であるとは思うん
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です。これはどう今現状分析されていますか。 

○委員長（工藤小百合君） 田代福祉課長。 

○福祉課長（田代明博君） はい。この事業、主には二つ、ネットワーク事業という名前でございますが、主に

二つの内容で一つはいわゆる避難行動要支援者名簿をつくるという作業、これは私どもの作業でございます。

もう一つがこれを例えばその自治会さん自主防さん等々に同意を得た方の名簿を渡して、実際その方々にどう

いうふうな対応するかと、この二つの問題があろうかと思ってございます。一つ目の名簿のほうにつきまして

その個別支援計画のほうを作ろうということで努力はしてございます。実は先だても改めて名簿に登録しませ

んかというのは対象者の方にはご通知を差し上げたところですが、委員ご指摘のとおりどうしても入れ替わり

があるもんですから、正直ちょっといたちごっこ的な部分があるというのは、その通りでございます。ちょっ

と答えになっていますでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 

○委員（松本尚美君） 時間がないんで、二巡目で。 

○委員長（工藤小百合君） 次は加藤委員です。その次は田中委員です。加藤委員。 

○委員（加藤俊郎君） 私は２点だけで多分それほどかからないと思うんですが、説明資料の36ページの３款民

生費、１項社会福祉費の６目医療給付費なんですが、当初予算案の概要のほうの９ページにはですね、市内は

高校生まで現物給付を拡大すると。現物給付、高校生まで対象を広げるというようなことでありがたいことだ

と思っているんですが、一方ここの説明資料のほうの記述が高校生等医療給付費550件、1,500万円の計上。そ

の等っていうところがみそだと思うんですが、この辺についての説明をお願いしたいなと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 西村総合窓口課長。 

○総合窓口課長（西村泰弘君） 高校生というと高校に通っている人というふうに限定されてしまいますので、

年齢が高校生等で18歳になった年度の３月31日までの人ということで、高校に通っている人も通っていない人

もという意味の等でございます。 

○委員長（工藤小百合君） 加藤委員。 

○委員（加藤俊郎君） そうだと思いながら聞いているんですが、それで予算の概要のほうにも市内は高校生ま

で現物給付を拡大って太字で記載してありますので、この辺についての配慮が足りなかったのかなというよう

な感じがしております。それでこの1,500万円の財源ですが、財源のほうをなかなか私は調べられなくて、この

財源についてはどういうふうなとこから引っ張ってくるんですか。 

○委員長（工藤小百合君） 西村総合窓口課長。 

○総合窓口課長（西村泰弘君） 財源は基本的には一般財源なんですけれども、ただ医療給付事業に過疎債も充

てられますので、一部に過疎債が充当されています。 

○委員長（工藤小百合君） 加藤委員。 

○委員（加藤俊郎君） 子どもの医療費給付については１億1,400万円ですね。それで、一般財源だけではなくて、

過疎債も充当できるということ今お伺いしましたが、過疎債はどれくらい、パーセンテージでもいいし、金額

でもいいんですが。 

○委員長（工藤小百合君） 西村総合窓口課長。 

○総合窓口課長（西村泰弘君） 医療給付事業全体、子ども以外も含めてですけども、それでいくと、１億110万

円、過疎債が充てられていまして。子どもの分については、そのうち4,840万円という金額を見込んでおります。 
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○委員長（工藤小百合君） 加藤委員。 

○委員（加藤俊郎君） わかりました。結構ね、過疎債が充当されているということを理解いたしました。あり

がとうございます。はい。令和３年度から市内高校生等の医療給付ということでありがたいなと感じておりま

す。ありがとうございます。続いて37ページなんですが、３款民生費、１項社会福祉費の国保会計繰出金の中

の項目の東日本大震災一部負担金免除分966万円計上されているんですが、私の理解だと、この３月で免除期間

は終了になるのかなと思っていたんですが、これはどういうふうに理解したらよろしいんでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 西村総合窓口課長。 

○総合窓口課長（西村泰弘君） はい。これは４月からは、住民税が非課税の方に限定という条件はつきますけ

ども免除が続きますので、その分の繰り出しがあるということでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 加藤委員。 

○委員（加藤俊郎君） 住民税非課税世帯がどれくらいというふうにカウントしてますか。 

○委員長（工藤小百合君） 後で説明するそうです。 

○委員（加藤俊郎君） 委員長。以上で終わります。 

○委員長（工藤小百合君） 次は田中委員です。 

○委員（田中尚君） 委員長。 

○委員長（工藤小百合君） 田中委員。 

○委員（田中尚君） それではちょっと最初に大事な、私にとっては大事だということで質問させていただきま

すが、実績報告書の29ページ、２款総務費、７項震災復興費の２目被災市街地復興事業費、この中には庁舎跡

地公園情報発信事業ということで、来年度の予算の説明が出ておりますけれども、ここの隣接する用地につい

てですね、境界が定まっていないっていう状態の説明を受けてきております。その際にボックスカルバートの

部分ですね、つまり西側のほうから入ってくる国道45号の下の部分。あそこをいろいろと報告をいただいた際

に、新しい地権者に対してここを通させてくれということで許可をいただいて、それで現時点では境界未確定

という説明をいただいておりますが、中嶋部長にこれ伺いたいんですが、その後何か事実関係わかった部分ご

ざいますかどうか伺いたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 中嶋総務部長。 

○総務部長（中嶋巧君） はい。実は都市整備部のほうで説明した資料の中に、田中委員がおっしゃったその市

役所のところどうのこうのという文言があったんですが、事実関係はございません。それも相手方が言った部

分を、都市整備部のほうで懇切丁寧に経緯を説明するために書いたようでございます。そこにつきましては私

のほうからですね、ちょっと文章が誤解を招くということで都市整備部長のほうにお話をしてございます。実

際問題そういうことはございませんでした。あとは田中委員からご質問があった境界線がないものを宮古市が

買ったりしたことがあるのかというご質問は、それも一切ございませんでしたので、ここでご報告させていた

だきます。すいませんでした。 

○委員長（工藤小百合君） 田中委員。 

○委員（田中尚君） これまでもそれからこれからもという私は理解をしたわけなんですが、これは個人間であ

っても、土地を取得しようとする際に境界が未確定だということがですね、曖昧にしたもの、土地を買うとい

うことはあり得ないはずでありますし、今の部長の答弁で了としたいというふうに思います。そこでもう一つ

指摘をさせていただきたい部分は、あそこはずっと私も市議会議員になってからしばらくあそこの用地につい
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ては、以前の地権者さんが、はっきりと現地が分かるような形で車を置いては駄目ですよということでずっと

きておりました。そういった意味からしますと、私はその弁護士ではないですので、弁護士さんに相談をした

らそれなりのアドバイスがいただけると思うんですけれども、民法上の占有の事実関係が20年どころか、30年

40年にわたってずっと市民の方を考えますと市の庁舎にお見えになられる方々も含めて占有の事実があるわけ

でありますから。当然ここを整備するに当たってはですね、これ私の想像ですよ、その現況に即して調査測量

しているというのが私の理解なんですよ。ところが業者のほうが、いや、ここまで俺の土地だということでい

ろいろ約束をされてるっていうこういう事実経過ですので、ここはぜひ弁護士さんのアドバイスもいただきな

がら、市民からいろいろ後で問題にならないように適切な対応を求めて私は次の質問に移りたいと思います。 

そこで予算説明書で行わせていただきます。17ページ、２款１項総務管理費、１目一般管理費15億7,900万円、

この中には職員厚生事業1,102万6,000円というのがございます。特にも職員の健康管理の問題、大変重要な問

題だと思っておりますし、私がいろいろ聞いてる限りでは、病気でお休みになられている方もいるということ

なようであります。この中で特に各種健康診断及びメンタルヘルス事業ということで1,000万円紹介されており

ますが、中でもストレスチェック、やっぱりこのストレスというのは全て病気の源になっていくというふうに

考えますと、端的に伺いますが、現在、様々なその病状、とりわけけがをしたとか、一定程度時間が来れば確

実に回復が見込めるという以外のですね、心の病でお休みになられているという部分は今人員とすれば何人お

りますか、全体で。なかなか現場復帰が難しい要素も持っていると思うんですけども、そういう方は何人いる

のかっていうことは把握されてますか。 

○委員長（工藤小百合君） 若江総務課長。 

○総務課長（若江清隆君） はい。ただいまの部分ですけれども、メンタル系の病気の関係でございますけれど

も、３月以上休んでいる者が現在21名ほどございます。はい。 

○委員（田中尚君） 委員長。最初をちょっと聞き落としましたが、何期以上と言いましたか。３期以上ですか。

３ヶ月、失礼しました。 

○総務課長（若江清隆君） 委員長。 

○委員長（工藤小百合君） 若江総務課長。 

○総務課長（若江清隆君） １月末現在で11人でございます。はい。 

○委員長（工藤小百合君） 田中委員。 

○委員（田中尚君） そこで私が言いたいことはですね、庁舎が整備をされて、これ今のケースとはちょっと違

うんですけど、こちらのほうはある意味、普通に仕事もこなせて、日常生活が楽しめて、なおかつそのために

問題だということで取上げたいんですが、いわゆるギャンブル依存症という言葉も出てきております。代表的

な例は、ちょっとねアルコール依存、それからギャンブルということになっちゃうとパチンコも入ってくるの

かな。市役所はすぐ隣にパチンコがあるよ、なおかつすぐ市の庁舎からパチンコに入れるよ。至れり尽くせり

のですね、今市の庁舎になっているわけですので、なぜ私がそういうのを聞くかといいますと、実は私のもう

今退職なさっておりますけれども、同級生だった方も暇さえあればパチンコに行ってるということだったんで

すが、そっからしますとこれは市民の部分もありますので、なかなか私は問題にしにくい部分もあるんですが、

一方においては、パチンコは儲からないんですよ。はっきり言いますけどもね。パチプロは別ですよ。だけど

今ね、パチプロもコンピューターとの勝負ですから、パチンコ梁山泊をご覧になった方おりますか。もうあれ

はおもしろかったですけども、あれはさておいて、いずれパチプロは間違いなく儲かります。ただし、一般の
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方は間違いなく損します。そういうことを考えると、今の種のこういう環境をつくったのは、あそこを通りや

すくしたということでは、市役所を訪れた方にどうぞパチンコを使ってくださいというふうにも見られるとい

うことで私自身はお叱りを受けた経過があります。誰の許可でああいうものをつくったんだということを以前

にもちょっと問題にした経過あるんですが、そういう中で、職員の健康に関わるという部分からするとちょっ

と違うんじゃないのという面もないわけでもないですが、やっぱりこれが進んじゃうとね、俗にやみつきにな

っちゃうと、やっぱりギャンブル依存症になっていくんですよ。そういった意味ではそういうことの現状把握

はどのように努力されているのかどうなのか、あるいは関心の対象にないのか、ちょっとその辺の考え方を伺

います。 

○委員長（工藤小百合君） 若江総務課長。 

○総務課長（若江清隆君） はい。病休に入った職員につきましてはですね、私どものほうで寄り添うといいま

すか、状況を聞き取ったりして何ていうんでしょう、相談に乗るような形。ただ、その実際今おっしゃるよう

なパチンコのギャンブル依存症という職員はおりません。 

○委員長（工藤小百合君） 田中委員。 

○委員（田中尚君） 私はそうだろうと思って質問しておりますので、ちょっと次のステージで問題にしており

ますので、ここはですね、市民の皆さんからそういう厳しい指摘をいただいている経過もあるということです

ので、なおかつ、そういった意味ではですね、あまりパチンコにハマらないように、趣味として楽しむ分は構

わないと思いますけどもね、それで止まらないのはああいうゲームだと思いますので、そこは指摘のみにとど

めたいと思います。そこで20ページ、同じく１項総務管理費の２目のコミュニティＦＭ事業について伺います

が、ここには市政情報等番組制作委託1,000万円予算計上されております。私の理解ではこの委託先は多分ハー

バー宮古、つまり災害業務の事業体ではないのかなと思うんですが、念のためにこの委託先を確認の意味も含

めて質問したいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） はい。おっしゃるとおり宮古ＦＭでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 田中委員。 

○委員（田中尚君） はい。そこで今般の一般質問も含めてですね、やっぱり私が災害ＦＭを聞いた限りでは、

市のいろんなことに取り組んでいる。行事のご案内実績等々ですね、とても市民にとって大事な情報発信して

いるなと思って私も聞いております。さらに、せっかく宮古市を情報アピールするという部分からいきますと、

ＦＭの中のこの情報の番組部分ですね。これはもうちょっとさらにバージョンアップする必要があるのではな

いのかな。なおかつバージョンアップする視点とすれば、若者の目線でですね、どうなのかなというふうな思

いがあります。宮古には海上技術短期大学校もあります。それから高校生の様々な意見を取り上げるみらい議

会も実施してきておりますよね。もっともっとこういう方々の目線で見たやっぱりこう様々な情報の発信とい

うものが災害ＦＭでも私は必要ではないのかなとちょっと感じているんですが、この番組情報等についてはど

ういう委託の内容になっているのか、その点についてちょっと伺いたいと思いますが。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） はい。僣越ではございますが、災害ＦＭでは今なくなっているの

で、みやこＦＭ放送株式会社という民間の会社になってございます。ご指摘ありました放送番組の委託につい

ては市政情報を放送する番組をＦＭ会社にお願いをしてございますので、その放送時間に応じた金額となって
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ございます。番組の編成につきましては基本的にはＦＭさんが考えていらっしゃる。その中でも、若者向けあ

り、あとは福祉の情報あり、お年寄り向けあり、天気情報あり、交通情報ありというところでございます。そ

れぞれ番組の品質向上についてはＦＭさんも努力されていることと思いますし、リスナーさんが支える番組だ

と思ってございますので、もしお声ありましたら直接ＦＭさんのほうにお届けいただければと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 田中委員。 

○委員（田中尚君） 反問いただいたようでありますので、ありがたくお受けしたいと思います。ありがとうご

ざいました。次のページの21ページですね。ここは１項総務管理費の８目の公共交通対策費の中のＪＲ山田線

利用促進事業に関して伺いたいと思います。私がＪＲ山田線のこの間ずっと問題にしている部分はもう決まっ

ております。決まっておりますが、いまだになかなか解決が出来ないということもこれも固定化してるなとい

う思いがありますので、また同じことを言うのかなというような思いで、受け取られても困るんですけども。

ちょっと一般質問で深めてやれなかったので、予算審議でやろうかなと思って今取上げているんですが、一つ

はですね、快速列車３月にダイヤ改正で発表したばかりでありますけども、ちなみにちょっと調べてみました。

９時26分これが宮古で１番最初に走る快速列車ですね。所要時間が鹿の問題は別にして２時間８分であります。

一方、各駅停車の普通列車、これは午前５時、盛岡つくのが７時19分。なんとなんと快速並みなんですね。各

駅停車の列車がですよ、２時間19分。そして快速列車が２時間８分。そのうちの４分は上米内で停まったまま。

前はもっと長かったんですよ。私はその問題をちょっとＪＲのほうにも連絡したら改善になったというような

経過あるんですが、トータルとして、ＪＲはこういう言い方をするとちょっと怒られるかもしれませんが、山

田線の列車で特に収入上げなくてもいいというふうな考えで、どうぞ県北さん頑張ってください。そういう実

態だということはですね、ずっと前から私は指摘をしてまいりました。利用者の目線に立ってない。以前は、

今走ってるこの９時26分にしても、前は９時に快速列車走ったんですよ。何で26分も遅らせるんだというのが

一つです。それから、６時30分前後の快速列車が非常に利用実績も高かったんです。これもやめて、私に言わ

せると、どうぞ県北さんしっかり儲けてください。そういうダイヤ編成になってるんですよ。そういった意味

では、ずっと６時半前後の快速列車の運行を求めてきたんですが、いまだに実現出来ない。多分このままだと

私が死んでも多分ならないだろうな、その前に山田線がどうなっているかわかりませんが、そういう状況です

よ。そこで、今の快速列車、私が一般質問で言ったのは、宮古を出たら盛岡まで停まらない、そういう列車が

あってもいいんじゃないのという思いであります。ところが快速列車を見ますと、川井以降は、上米内、山岸、

上盛岡、そして盛岡なんですよ。実際私は乗ってみて行きも帰りも利用が多いのはこの時間帯なんですよ。Ｊ

Ｒさんにしてみると、そういった意味からすると、やはり県北バスが目指した方向は、パークホテルから盛岡

駅まで直通で走りたいという、これはねやっぱり新幹線含めてホテルと一体の、さすがに民間会社だと思って

私は受け止めているんですけども、極めて真っ当な経営戦略ですよ。それから見たらＪＲ東日本は私に言わせ

れば全くやる気がない。できれば投げ出したい、というのが見受けられたので、そこで何を言いたいかといい

ますと、今のところＪＲさんに要望してもなかなかこれは果がいかないと、つまり進まないという実態があり

ますので、どうするかっていうことで行政として、政治としてやっぱり私は考える時期に来てると思うんです

ね。何かと言いますと、昭和の時代だね、あの時代の路線を後生大事に守ってですよ、一方においては、新し

く出来た三陸沿岸道路も出来て間もなく付加車線を増やすとかですね、もう工事をしている最中から追加とい

うのはどんどんやっているんですよ。道路にそれだけ金をかける予算があるならば、地域の大事な鉄道にもし

っかり向き合うべきだというのが私の考えなんです。そういった意味で実は鹿の衝突、防護フェンスの設置に
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ついても一般質問で取上げた経過があります。今ＪＲ山田線を考えたときに、以前の路線の見直しも含めて、

やっぱり必要な時間短縮に見合うそういう事業を私は求めていく時期に来てるなあというのは私の考えなんで

すが、この間、ＪＲにいろいろ要望してきてですね、宮古市が望んできたことがなかなかいかない。このこと

に対しての受け止めはどのように理解したらよいのか伺いたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） はい。ダイヤの改善につきましては定例の要望、それからあとは

おいでになった際、それからお邪魔をした際に再三申し上げているところでございます。先方からお聞きする

上ではやはり情報のデータがないと厳しいよというお話をされてございます。議員ご指摘の６時半とか７時の

快速があった時代というのは多分昭和50年代の話だと思います。その頃の移動形態と現代の移動形態と大分違

ってございます。106急行バスがあったり新幹線があったりという時代になってございますので、当時の物差し

がそのまま今当てはまるとは到底思ってございません。それからあとはダイヤ改善に向けてはそのフェンスの

問題もそうですけれども、基本的にはＪＲさんでやっていただく部分、それから鹿の対策などはＪＲさんだけ

が到底賄えないので、それは自治体と連携しながらやりましょうというお話をちょうだいしているとこでござ

いますので、それはお互いに手をとってやっていきたいというふうに思ってございます。利便性の確保につい

ては同感でございますので、それは利用者あっての鉄道だと思ってございますので、そこはやっていきたいと

思ってございます。 

○委員長（工藤小百合君） 田中委員。 

○委員（田中尚君） もう一つ三陸鉄道の相互乗り入れということで、これの実績はどうなっていますか。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） はい。相互乗り入れにつきましては、この夏というか昨年の夏で

ございますが、イベント列車を運行いたしましてＪＲから、三陸鉄道への乗り入れ、三陸鉄道からＪＲへの乗

り入れをやっているとこで好評を博したところでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 一巡目が終わりました。二巡目に質問のある方の挙手お願いいたします。 

○議会事務局次長（松橋かおる君） 確認します。畠山委員、熊坂委員、橋本委員、坂本委員、竹花委員、落合

委員、松本委員、田中委員。 

○委員長（工藤小百合君） 休憩に入ります。 

午後 ３時０６分 休憩 

午後 ３時２０分 再開 

○委員長（工藤小百合君） 休憩前に引き続き会議を再開します。西村総合窓口課長。 

○総合窓口課長（西村泰弘君） 先ほどの加藤委員の質問にお答え出来ませんで、大変申し訳ございませんでし

た。予算説明資料の37ページの３款１項６目の国保会計繰出金、東日本大震災一部負担金免除分の対象者の人

数はということでしたが、今までの免除の約４割で1,054人を見込んでおります。以上です。 

○委員長（工藤小百合君） それでは畠山委員。その次は熊坂委員です。畠山委員。 

○委員（畠山茂君） それでは、説明資料の26ページです。２款総務費、４項選挙費、これは１目選挙管理委員

会費でお聞きをしたいと思います。この１点だけ私はお聞きしたいと思います。簡単に言いますと、年々この

選挙があるたびに投票率が下がってきています。今年は市長選挙とあとここに予算のとおり、衆議院議員総選

挙があるというところで、ぜひ市民の皆さんには、政治なり行政に関心を持っていただきたいなとまず思って
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います。ここでお聞きしたかったのは、2019年の選挙のときに、参議院議員選挙とか知事選挙で、宮古市は市

内送迎バスを走らせたんですが、昨年度ちょっと決算だと分科会でそういう詳しいところは聞けなかったので、

この場を借りて聞きたいんですが、導入して利便性だったり投票率だったりそういった効果がどうだったのか

というのをまずお聞きして、あわせて今年度選挙がありますので、今年度はそれを受けて、改善点何か方式を

変えるのか、前回の送迎バスをやってみて、効果があるんで、今回も同じような方式でやろうとしているのか

そこら辺をお聞きしたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 若江総務課長。 

○総務課長（若江清隆君） はい。投票場送迎バスでございます。これにつきましては、平成25年から導入して

いるところでございます。そして、利用実績のほうでございますけれども、この25年26年の頃は34人33人とい

うような利用実績でございました。これが令和元年の参議院選挙では47人、それから令和元年の知事選、県議

選では57人というようなことで利用者も最初の頃より増えてきているような状況でございます。このような状

況でございまして、今年度予定されている選挙におきましても、こちらのほうは運行してまいりたいと考えて

いるところでございます。アンケートをとりましたところ、やはり投票所まで移動出来なかったので助かった

というようなところもありまして、そういうようなアンケート結果等が出ております。あとは、特に現時点で

は、新たにここをこういうふうに変えるというのは特にございませんが、継続して実施したいというふうに考

えております。 

○委員長（工藤小百合君） 畠山委員。 

○委員（畠山茂君） 数字のほうは伸びているような今説明を受けたんですけど、私の感想でいうと、それしか

利用がないのかなという感想を持ちました。確か記憶だと、大々的に市内にバスを走らせて広報にチラシを入

れて、何時何時はこういうバスを走らせますよということで、大体的な取組だったという割には、50数人とい

うのはちょっとどうかなというふうには思っています。いずれ今年は選挙があるので、ぜひ市民の啓発とあと

やっぱり今皆さんの動向は期日前投票が多くなっているので、やっぱその環境づくりをぜひ取り組んでいただ

いて、県内でトップクラスの投票率になるようにぜひ取組をお願いします。終わります。 

○委員長（工藤小百合君） 次は熊坂委員です。その次は橋本委員です。 

○委員（熊坂伸子君） はい。お疲れのところだと思いますので、一つだけお尋ねします。午前中の続きです。

説明資料の24ページ、２款総務費、１項総務管理費、11目総合事務所費のところで午前中お尋ねしたところで

す。田老の総合事務所の旧庁舎の跡地利用の件です。まず、総務部長に確認をさせていただきたいんですが、

中嶋総務部長に。宮古市の公共施設整備の基本的な考え方について、私の認識では老朽化した施設、あるいは

耐震機能が不足している等のものは長寿命化する、あるいは類似の施設は整理・統合しているというふうに何

ていうんでしょうか、新たなニーズに対応すること以外では積極的な新しい箱物整備というのはしないという

方向だなというふうに私自身は市の方向性を理解していたんですけれども、違っていたら指摘してください。 

○委員長（工藤小百合君） 中嶋総務部長。 

○総務部長（中嶋巧君） はい。公共施設再配置計画の考えでは、熊坂委員おっしゃったように集約とか、新設

の抑制とか、そういった方針で臨んでましたので、お話ししたとおりでございます方針は。ただ、必要な部分

につきましては、当然建設しなきゃならないということで、先ほど午前中には総合事務所長のほうが申しまし

たとおり、今回設計はしながらもそれに見合うような財源をきちっと見つけて、取壊し費用とかそういった部

分のところをやっていこうということでございますので、再配置計画のほかに、この前の畠山委員からご質問
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があったんですが、基本的には公共施設と総合管理計画というのがございます。これは公共施設再配置計画が

もとにはなってございますけども、この公共施設総合管理計画というのは二つあります。今熊坂委員おっしゃ

ったように公共施設の在り方について管理していかなきゃなんないですよというのが一つだし、もう一つはイ

ンフラ施設があります。インフラ施設というのは道路とか橋りょうとか上下水道施設、農道とか林道です。こ

れは市民の生活に直結する部分でございますので、ここにつきましては、長寿命化計画をつくって維持管理し

ていきましょうという考え方でございます。ですから、今回の田老庁舎につきましてもですね、これから財政

等が厳しくなっていく中では当然つくりながらも、有効な起債を充てるとか、財源が国の補助とかあればそう

いった形を持っていってやっていきましょうという考えでございます。すいません、長くなりましたが。 

○委員長（工藤小百合君） 熊坂委員。 

○委員（熊坂伸子君） 基本的な市の考えについては、私が先ほど言ったとおりでほぼ間違いないのかなという

ふうに今思いました。それで田老の総合事務所の跡地整備計画については、９月11日に総務常任委員会のほう

に、まず検討委員会を設置するというような説明がございました。私は傍聴していまして、旧田老総合事務所

は現在その解体に向けて設計をしていると。来年度は解体予定だと。そこでその敷地内には災害関連の石碑な

どのいろいろと貴重な素材があるので、土地の有効活用について検討すると。検討に当たっては市民参画で広

く市民の意見を反映させるために検討委員会を設置するというような説明を９月11日の総務常任委員会でされ

たと記憶しています。そのときに私のイメージとしては、基本的な箱物というか公共施設の市の考えが前提に

ございましたので、市長も言うようにスクラップアンドビルドの考え方で新しい駅舎と新しい総合事務所庁舎

を合築して建物が出来たので、旧駅と旧庁舎は廃止する、解体するということで、そうだなというふうに理解

をしています。旧駅が残ったことについては、随分距離近いのに残るということについて私はちょっと、どう

してなんだろうってその議論があったのかないのかそこを私記憶がちょっとないので、その問題はまた別個な

ので、ここでは言いませんけれども、旧庁舎についてはその貴重なものがいろいろある。あるいは、地域の方

が祈りの場所、追悼の場所が欲しいというようなこともあったということで、後年度維持管理費が発生しない

ような緑地化ですとかね、あるいはその皆さんが集まっていろいろできる東屋程度とかそういう話が出る、そ

ういう話をする委員会なのかなというふうに９月11日の委員会を傍聴していて思ったんですけれども、実際は

市としては箱物を新たにつくるという方針でこの検討委員会に臨んでいたということで今となってはそうだっ

たんでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 菊池企画部長。 

○企画部長（菊池廣君） いや、そうではございません。そもそも解体してその跡地をどうするかというところ

でございますので、箱物を前提にして解体して次は何を建てるかというところではございません。跡地はあく

までもどういう活用をしたらいいかというところで、市民のご意見をいただいたというところでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 熊坂委員。 

○委員（熊坂伸子君） そうすると今の企画部長のお話ですと、箱物を建てない選択ももちろん可能性はあった

というような説明だと思います。総務常任委員会に説明があったのが９月11日でございます。実際に検討委員

会の会議は９月２日に第１回目されていて、その議事録をちょっと拝見させていただいたんですが、９月２日

の時点で既に箱物の議論になっています。へぇと思って読んでいたんですが、市が委員の方に提供した資料、

ここには資料は添付されていないので、委員の皆さんの会話から推定しているだけなんですけれども、案が市

のほうから幾つか挙げられていると。これをもとに検討しましょうと議長がおっしゃっているんですけれども、
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市はどういう資料を出したのか。既に箱物案だったのか、その辺私はちょっと知る術がないので教えてくださ

い。 

○委員長（工藤小百合君） 齊藤田老総合事務所長。 

○田老総合事務所長（齊藤清志君） 第１回の検討委員会に出した資料の概要について、ちょっと今日手持ちで

持ってこなかったので、私の覚えている範囲ということになりますけれども、まずは、敷地の状況ということ

で、土地の境界であるとか、隣接がどういうふうな土地の形状をしているか、空撮の写真をもとにしたもの、

これをまず出しております。あと総合計画の概要ということで、こういう計画があるんですということで、例

えばここでこういうのを活用するんであればこういう考え方があるかなというようなところの一つの考え方と

しての提示はしたところでございます。ただ検討委員会のほうでは、まずは市民の委員さんからの提案をまず

第１にしましょうということで、全ての委員さんからまず１通りご意見もらった後に、さらに提案、書物にし

たものを後でいただいております。それを使って議論を進めてきたものでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 熊坂委員。 

○委員（熊坂伸子君） 原則は今、所長がおっしゃったとおりだと思います。この議事録を読みますと、市が出

した資料、宮古市総合計画に基づいた案が幾つか挙げられている。これを今後、この委員会でこれをもとに詰

めていきたいという議長さんがおっしゃっているんです。現時点で、ほかにこういう案があるとか、ここはこ

ういうふうにしたほうがいいよという意見があれば、委員からちょうだいしたいというような進め方になって

いるので、そのもともとの市が出した案が幾つかあるというのを、それが箱物なのか、それとも緑地化だとか、

あるいはそのいろいろ貴重な災害の碑とかあるのを例えば今度できる新しい旧本庁舎跡地にメモリアルの場所

がありますので、そこに集積して、そこは更地にしてしまうとかね、いろんな案はあるとは思うんですが、既

にこの９月２日の時点での議論は箱物になっていて、それは市が出したその案をもとに皆さんいろいろな意見

を、どうせつくるんだったら資料館がいいとか、そういうふうにもう既に誘導でもないですけれども、考え方

の基本は事務局案なんだなというふうに私はこれを見て思っていたんですけど違いますか。 

○委員長（工藤小百合君） 齊藤田老総合事務所長。 

○田老総合事務所長（齊藤清志君） あくまでも、委員の提案を全員で確認をした上で、これを多い意見はどれ

なんだということで分類をしてまとめてきたものでございます。その中で、資料館という話というのが貴重な

資料がいっぱいあるということもあって、そういった声が多かったということでございます。なので、事務局

が提案をしたということではなくて、委員の提案をまとめた中で、項目に分けて、８つ項目が出たんですけれ

ども、その８つの項目の中でも、既存の施設で賄うことができる機能については、ここの中には入れなくてい

いんじゃないかということになってきまして、最終的にまとめてきたところでございますので、これは委員会

として検討していただいたものというふうに認識しております。 

○委員長（工藤小百合君） 熊坂委員。 

○委員（熊坂伸子君） はい。私この３回の議事録を見た限りで言いますと、もう１回目の冒頭から事務局のい

ろいろな説明を聞いて、皆さん箱物の検討に入っておりまして、これは市ではもう箱物をつくる方向で委員の

皆様に諮問してるのかというふうに読めるような内容になっているなというふうなのが私の感じです。それで、

委員の方々も２回目３回目の議論の中で、委員の方自身がね、田老にばっかりって言われないだろうかとか、

宮古市民全体の理解は得られるんだろうかという議論の中でされているんですけれども、私は先ほど申し上げ

たその市全体の公共施設の在り方と、それから田老に関して、旧駅も旧庁舎もまた新たに建てるということに
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なると、なかなか市民の理解は得られにくいのではないかな、ダブルスタンダードみたいに映るんではないか

なというふうに懸念するわけですけれども、もうこれ委員会は最終段階に入ってもう提案を出すところにまで

来ているというような、12月22日の総務常任委員会の説明の中ではありました。そういう認識でよろしいんで

すか。もうこれは変更なしでこの方向でということで、よろしいんでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 齊藤田老総合事務所長。 

○田老総合事務所長（齊藤清志君） 検討委員会の検討結果については、一定の時点でまとめたものを市に報告

をしていただく必要があると考えております。なので、市の検討委員会の結果報告書、検討の報告書はちゃん

といただきたいと思っております。ではそれが計画策定の段階、今度は市のほうで計画を策定していくことに

なるんですけれども、その際にその委員会からの提案を100％入れることが可能なのかどうかとかですね、どう

いった機能を残していくか、必要とするのかというところ、それによって建物、例えば建物をつくるとすれば

サイズ感というのが大分変わってくると思います。規模感というのは変わってくると思います。そういったと

ころでどういったものをつくるかというのはこれから市の内部のほうで検討を進めていくということになると

思います。 

○委員長（工藤小百合君） 熊坂委員。 

○委員（熊坂伸子君） はい。いずれ市民にまっさらな状態で意見を聞いたという感じはしなくて、９月11日の

総務常任委員会にどうして９月２日の時点でそういう箱物の議論になっているという説明もなかったのかなと

ちょっと情報提供の部分で、恣意的なものを感じたりいたします。そういう疑念を持たれるというのはいかに

もまずいなと思いますので、これは拙速に結論を出さないで、もし本当に必要な施設であれば全市的な議論で、

田老に必要なのか、どこに必要なのか、津波被害を受けたのは田老だけではないんですね。少なくても今回の

東日本大震災では、旧宮古市部分のほうが旧田老町部分の倍の被害はあったと流出家屋、人的被害、経済的被

害もあったんだろうと思います。もしどうしてもそういう施設が必要だというのであれば、全市的な議論をし

ないといけないのではないかなという気もしておりますので、この間、一般質問で市長もちょっと触れており

まして、何かいい補助メニューがないかということで、解体はちょっとストップしているというようなお話も

ありましたけれども、市長１人で決めないでみんなで議論していかないとちょっと何か禍根が残るというか、

なかなか多くの市民の賛同が得られないのではないかなと危惧しているところです。できればこれは何ですか

市長のほうにもご意見を伺いたいので、総括でもしたらいいかなと思っているところですが、ここではこれ以

上をお尋ねしてもそれ以上のお返事はないんだろうなと思いますので、私はこれで終わります。 

○委員長（工藤小百合君） 次は橋本委員です。その次は坂本委員です。橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） はい。説明資料の23ページ、２款総務費、１項総務管理費の地域おこし協力隊事業につ

いてです。このことについてはもう既に数名の方がお聞きしております。この部分で最後のところで明確な答

えがちょっとわかりにくかったんですが、任期終了者ではないが、移住者として宮古に定住する人が１名いる

ということでございます。それでその関連で起業経費補助100万円なのかということで、ちょっとこう議論が最

終的にこの答えとリンクするのかというのがちょっと理解し得なかったんですが、ここ確認したいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） はい。起業経費補助につきましては昨年度から予算化をして地域

おこし協力隊の卒業後に使える補助ということで、用意をしてまいったところでございます。先ほどご質問が

あった今年度末で隊を離れて定住される方については既に個人事業主の資格を持って活動されているというこ
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ともございますので、この起業補助金の対象にはなり得ない方というふうに理解してございます。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） はい。そうするとリンクはしないということですね。起業経費補助は卒業後のやつとい

うことなんですが、そうすると令和３年度に卒業対象はいないんですよね。いるんですかこれ。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） まだ特定してこの方がこの時期にというのは特定してございませ

んけども、年度内にもし卒業する方が出来た場合には、起業を応援したいということで予算を用意したいと考

えてございます。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） はい、了解です。あわせて、３年度11人を予定するわけなんですが、現在６人います。

そして先ほどの説明では、３年度、体験観光プログラム等のブラッシュアップ、それから重茂の体験館、それ

から観光船関係、３つほどのミッションを含めた協力隊を募集するんだということになるんですが、つまり令

和３年度、できればこの５人の方を含めてこの３つの分野に関連する人を５人ほど用意したいという考えにな

るんですか。６プラス５という考え方なんですが。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） はい。先ほどご紹介をいたしました新たに募集している方、体験

プログラム重茂の水産体験、それから遊覧船関係、それぞれ１名ずつと考えているところでございます。それ

以外のミッションにも今調整中の事項ございますので、それが成案となった段階でまた新たに募集をかけてい

きたいというふうに考えてございます。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） 了解いたしました。先ほどまだ決まっていないものがあるという説明でございましたの

で、そこは決まり次第また募集をかけるという理解で了解いたしました。次に32ページ、３款民生費、１項社

会福祉費の５の点字、声の広報等発行事業についてでございます。これは視覚障害者等に様々なサービスを提

供するということになっているんですが、つまりこれは対象者見込み数が21人ということは、こういう視覚障

害者の数が全員なのかある程度これサービスを希望する方の人数なのか、その辺とか教えていただきたいと思

います。 

○委員長（工藤小百合君） 田代福祉課長。 

○福祉課長（田代明博君） こちらは今現在実際使っている人の数でございます。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） サービスを希望する方という理解でよろしいですね。はい。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） これもずっと長い間やられている事業だと思うんですけども、近年こういう音声訳等を

提供するそれ以前は例えば磁気テープタイプのようなものでやっていたかと思うんですけども、もう近年の情

報機器がどんどん進化している中で、これはどういう形でこの障害者向けにその素材ですね、素材はどんなも

ので出していることですか。 

○委員長（工藤小百合君） 田代福祉課長。 

○福祉課長（田代明博君） いわゆるＣＤの形で提供させていただいております。 
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○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） ＣＤ、了解です。これ全部ＣＤも読み込めるものは本人たちもこれは自らが用意してる

という理解でよろしいですか。はい。 

○委員長（工藤小百合君） 田代福祉課長。 

○福祉課長（田代明博君） 再生のほうはご本人さんたちがご用意されております。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） それって点字のほうというのはどういうふうな感じで発行しているんですか。 

○委員長（工藤小百合君） 田代福祉課長。 

○福祉課長（田代明博君） 今現在は結論から申し上げれば点字での発行はしてございません。と申しますのは、

ちょっとその点字のご希望者がいないというような部分があってちょっとここしばらく発行してございません。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） 以前はどんな形でどういうのが発行されていたんですか。 

○委員長（工藤小百合君） 田代福祉課長。 

○福祉課長（田代明博君） 大分前の話になってちょっと私の記憶になってしまうんですけども、広報に書いて

あるのがちょっと全てになってしまうとすごいボリュームになってしまいますので、ある程度その概要版みた

いなものを、点字プリンターというのが、昔身体障害者福祉センターにあったんですけれども、それで何だろ

う出して、それでも結構こんな分厚いような形になって出していたと記憶してございます。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） はい。そういう意味ではまだ声のほうのＣＤのほうでやったほうが理解もしやすいしと

いうことなわけですね。はい、了解しました。それからあと１点だけですね。19ページに戻って２款総務費、

１項総務管理費の文書広報費で、本州最東端のまち宮古ＰＲ推進事業、これも昨年度もちょっとお聞きしてい

たんですけども、この文面にある本州最東端のまち宮古ＰＲ隊の試行を継続し、より効果的な宮古のＰＲ手法

を検討するということで、下段の動画作成とは全然リンクしないもので、いずれこれは承認制度の中でＰＲ隊

を結成してやっているというのは説明を受けて、大分何年か経っているかとは思っておりますが、改めてこの

ＰＲ隊の試行を継続ということで、どのようなＰＲ手法を検討して何年もやっているかと思うんですが、現在

の取組等、３年度はまたどんな取組をしていこうとしているのかお伺いします。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） はい。主に首都圏にお住まいで、首都圏でお仕事を持って活動さ

れてる方、そちらが宮古のファンになってくださって、それぞれの人脈とかお仕事でのお付き合いを通じて宮

古をＰＲしていただいているということで、ＰＲ隊ということで任命をしているとこでございます。最近はコ

ロナの影響もございまして、なかなか一堂に会してのミーティングみたいなのが出来ないではおりますが、そ

れぞれの活動に応じて宮古のファンを広めてくださっていると承知をしてございます。現在８名で構成をして

ございますが、お申し出があったり、適任者のご推薦があれば随時広げていきたいと思ってございますが、ま

だ完全な事業化をするまでに至ってございませんので、まだしばらく試行の状態で続けていきたいというふう

に考えてございます。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） はい、了解いたしました。無償でやっているというお話を聞いてるので、その辺が試行
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という部分になろうかと思いますが、より具体的な中身が出てくればいいのかなと思っておりました。せっか

くですので、次のＰＲ動画制作、このことも毎年毎年何か制作しているみたいなんですが、前回は浄土ヶ浜の

空撮を含めたやつをつくるんだ、それをプロモーションしていくんだという説明は受けているんですが、今回

はまた別のサイド、別の視点での動画を制作していく、３年度はそういうことでよろしいですかこれは。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） はい。３年度のコンセプトについてまだ絞り切れてはいないとこ

ろですが、本年につきましては、浄土ヶ浜遊覧船が最後を迎えたということがございましたので、浄土ヶ浜遊

覧船にスポットを当てた動画を現在制作中、鋭意編集中でございます。引き続き３年度もやってまいりたいと

考えてございます。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） そうすると２年度のやつとは全く別のものをつくっている、その２年度の関係性はどう

なんでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） はい。シティプロモーションでございますので、広報材料となる

ものをつくっていきたいという点では同じでございますが、遊覧船のテーマということで今年度やらせてもら

ったので、来年度は違うテーマになろうかというふうに考えてございます。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） はい。それで、これをどこで閲覧できるんだということで、宮古の宮古チャンネルです

か、公式サイトがございまして、そこでアップされるんだろうなと思っているんですけども、基本的にちょっ

とお伺いしたいんですが宮古の公式チャンネルのユーチューブチャンネルがあるんですが、今現在若い人たち

はユーチューブも人気で、子どもたちのなりたい職業がユーチューバーだとかねいろいろ関心が高いわけなん

ですが、宮古市で把握している中で、例えば宮古市のこの公式例えば公的施設とか、宮古市が補助を入れてい

るいろんな観光協会とかそういう外郭団体みたいなところで、実際にこういったプロモーションをどのぐらい

が民間を除いてですよ、情報発信しているのかという状況は把握出来ていますか。例えば観光協会がやってる

とか、縄文ミュージアムがやったりとか、検索するといろいろこう出てくるんですよね。その辺で公式的な判

断で宮古のプロモーションを見る場合はどのぐらい把握できるもんなのか。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） はい。ご指摘のとおりユーチューブの宮古公式チャンネルという

もので発信してございます。我々が把握している動画数で申し上げますと90でございます。そのほか個人で投

稿されている方もいらっしゃるし、それから企業で投稿されている方もいらっしゃるので、それ全部を含めた

数というとなかなか把握が難しいところでございますが、公式チャンネルとしてプロモーションを展開してい

るのは90本というふうに把握してございます。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） そういうことじゃなくて、公式チャンネルに入っているんじゃなく、例えばジオパーク

協議会が出しているとか、宮古観光文化交流協会がそれも全部、宮古市のあれに入っているということではな

いですよね。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 
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○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） はい、失礼しました。宮古公式チャンネルの部分は把握してござ

いますけど、外郭団体その他の正確な本数というのは把握してございません。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） はい。恐らくそういうふうになっているんだろうな。今後ね、その辺の交通整理じゃな

いけどなにかしようかなというのをちょっと若干考えてみたいなと思うんですが、例えば今回ＥＣサイトが宮

古市は窓口を一本化しましたよね。そこでより宮古の産品が入りやすく、検索しやすい環境を整えたというこ

とは、非常に効果的かなと私は思っておりました。だからこういう動画サイトも民間のやつは別ですけども、

例えばジオパークがあり、移住定住のやつも県がつくって宮古市のやつみたいなね、何かそんなのがあったみ

たいだし、あと外国人向け、それから崎山貝塚での何かやったりとかですね、真鱈まつりの関係のやつとかね、

あちこち探すと出てくるんでね。ただそれはそれぞれがＳＮＳでつながってないと入れない環境にもあるんで、

何かそういったプラットフォームじゃないけども、やっぱり今後そういうのも必要になってくるのかなと思っ

たんですが、その辺の見解はいかがでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） はい、おっしゃるとおりだと思います。一つの動画からタグづけ

をしてほかに飛んでいくとか様々な相乗効果というのが得られやすいメディアだと思ってございますので、今

後の参考にさせていただきたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） 終わります。 

○委員長（工藤小百合君） 次は、坂本委員。その次は竹花委員です。坂本委員。 

○委員（坂本悦夫君） それでは、２点だけ質問します。説明資料の23ページの１番上、結婚支援事業なんです

が、他の委員も質問していましたけども、別な点についてお聞きしたいと思います。ここに載っている結婚支

援、いきいき岩手結婚サポートセンターに20万円の負担金を出して、入会登録料助成金を40万円助成している

わけですけども、このいきいき岩手結婚サポートセンターの実績について、何人が申し込んで何人がお見合い

をして、何組が結婚したかという実績報告は、県のほうからあるのであれば教えていただきたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） はい、それでは口頭で大変失礼ですが、簡単に報告をさせていた

だきます。現在入会登録者数で申し上げますと男性が206人、女性が76人、合わせて282人でございます。そし

てお見合いの回数をカウントいたしますと311回で、交際に至った数としては185組、それから結婚に至った数

としては30組というふうに聞いてございます。 

○委員長（工藤小百合君） 坂本委員。 

○委員（坂本悦夫君） ありがとうございます。思っていた以上に実績が上がってんだなというふうに思います。

今日の日本社会は、結婚したくてもできにくくなっている、つまり今の日本社会は、結婚困難社会と言えるん

だと、社会学者の山田昌弘さんは述べているわけですけども、国のほうはですね今度は新しい方針を示してい

ます、婚活についてね。人工知能ＡＩやビッグデータを使った自治体の婚活事業支援に本腰を入れるんだと言

っています。ＡＩが膨大な情報を分析し、相性のよい人を提案する。そして、2021年度から自治体への補助を

拡充し、システム導入を積極的に促すという方針であると国のほうは示しています。というふうに国は珍しく

やる気満々というか積極的な感じがします。この方針についてはどういう考えをお持ちになりましたか。 
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○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） はい、ＡＩビッグデータについては民間の結婚登録サービスとか

でもう導入されているというふうに聞いてございます。ただそれがもう自治体まで多分この宮古市までおりて

くるかどうかについてはまだ確証を得ておりませんので、ちょっとコメントは差し控えたいとは思います。た

だいまできることはこつこつとやっていきたいというふうに考えてございます。 

○委員長（工藤小百合君） 坂本委員。 

○委員（坂本悦夫君） このＡＩのメリットなんですけども、メリットとすれば通常の婚活に比べて相手を選ぶ

時間が簡単だと、相手を選ぶ必要はなく簡単だと。そしてマッチング後の成婚率が高いということがメリット。

デメリットは自分で相手を選べない。相手を自分で見つけたいという人にとってはＡＩ婚はおすすめ出来ない。

これがデメリットということになっているようです。それでこのＡＩを活用した婚活を行っている県は今多田

課長からもお話がありましたけども、19件このＡＩによる婚活活動を行っているということなんで、宮古市も

時流に乗ってというか、東京のほうは今人気があるというふうに聞いていますけども、補助金があるものにつ

いてはやっぱり基本的にやってみるということが必要かなと思います。それと結婚を望んでいる市内の女子が

他の市に行って婚活をやっているわけですけども、そういう他の市の婚活に流れないようにするためにも、ぜ

ひ考えてみる必要があると思うんですけども、どうでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） 今後勉強させていただきたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 坂本委員。 

○委員（坂本悦夫君） 検討する価値はあるのかなあというふうに思います。結婚支援についてはこれで終わり。

はい。 

○委員長（工藤小百合君） 坂本委員。 

○委員（坂本悦夫君） 次に説明資料の29ページ、３款民生費、１項社会福祉費、ひきこもりについてなんです

けども、先ほど鳥居委員が質問しましたが、鳥居委員が疑問を抱くのは当然だと思います。私はこれはね順序

が逆だなと思いますね。実態調査を先にやるべきだと思いますね。ちょっとこれは無謀な方針かなと思うんで

す。そうでないと何をどこでどうやったらいいか、戸惑うばかりだと思います。合理的支援は出来ません。私

が当選して、最初に一般質問したのがひきこもりについてでしたが、あれから19年がたちましたけれども、も

うほとんど進んでおりません。実態調査をすることを求めて終わりたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 答弁は。 

○委員（坂本悦夫君） 答弁はいいです。 

○委員長（工藤小百合君） 次は竹花委員です。その次は落合委員です。 

○委員（竹花邦彦君） 委員長。 

○委員長（工藤小百合君） 竹花委員。 

○委員（竹花邦彦君） はい。それでは二巡目、最後ですので、２款総務費に関して３点ほど質問をしたいと思

います。一つは会計年度任用職員の関係、２点目は財産管理に関係をして市債管理基金積立金、３点目はＪＲ

山田線の利用促進事業、この三つをお伺いしたいというふうに思います。最初に２款総務費、１項総務管理費、

１目一般管理費に関連をして、会計年度任用職員の関係についてお伺いしたいと思います。予算書の147ページ

に新年度の会計年度任用職員の数等々が掲載されております。これを見ますと、短時間勤務の会計年度任用職
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員、新年度では348人ということで、昨年度の当初予算の期間比較をすると28人増になっているなというふうに

見ております。正規職員が新年度は、先ほど予算書等を見ると、５名ほど減になっていくという中で、会計年

度任用職員の割合もどんどん大きくなっていますから、ある意味そういった意味では市民サービスにおける会

計年度任用職員の役割がますます大きくなっているという現状だろうというふうに思います。去年もこの会計

年度任用職員について、中嶋部長とも議論をさせていただきました。部長のほうからは、毎年秋に各部長、各

課長とヒアリングをしながら各課の仕事、事務量の実態を把握しながら適正に配置をしていくのだと、こうい

う考え方が会計年度任用職員の配置について示されたと理解をいたしております。そこで、そういう経過もあ

って、それぞれの今の各課の仕事の実情等と見合わせて28人の会計年度任用職員の増と、こういうふうに配置

になったものと理解をしたいわけでありますが、そういう理解でいいのか、増えた理由等も含めてご説明いた

だきたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 若江総務課長。 

○総務課長（若江清隆君） はい。ただいまの会計年度任用職員、パートタイムの部分でございますけれども、

委員ご質問のとおり、毎年秋に各課のほうの状況を聞き取りしております。そして新年度新たな業務はどうか、

現在の状況はどうかというようなことで聞き取りをして、必要な分を確保していくというようなことで行って

おります。そして増えた要因ということで先ほどのような、そういうヒアリングの部分もございますが、その

ほかに昨年新年度ではですね、措置してございませんでしたけど、例えばパートタイムの部分には、新型コロ

ナの関係で離職された方の分、これ５名見ておりますし、それからあとはですね、これはフルタイムとパート

タイムで行ったり来たりというのもあるんですが、昨年度当初予算では、税務課は会計年度さんフルタイムで

みていたんですが、パートタイムで大丈夫ということでこの辺見直しまして、この分が６人ですとか、あとは

例えば、休日急患診療所のほうは１人で通年なんですけれども、ただ１人の方でなかなかか人材の確保が難し

いということで、ここを５人みまして交代で出てもらうような、その看護師さんとか大変なもんですから、そ

ういう人材確保の関係でこういうふうに増えたとか、あとは部活動指導員ですね。この辺も昨年は有償ボラン

ティアでみていたんですけども、活動の実態に合わせてこの５人でパートタイムでみるということでここが増

えたとか、それから地域おこし協力隊も若干増えたとかそういうような要素です。 

○委員長（工藤小百合君） 竹花委員。 

○総務課長（若江清隆君） 今の若江課長のほうからは、一応増のところの部署を含めて説明がありました。後

ほど聞こうと思ったんですが、今課長のほうからもお話がありましたが、コロナの関係等で昨年12月議会で私

のほうからも仮にコロナの影響で離職等々につながった場合について新年度で会計年度任用職員として採用を

引き続き３年度も、そういった雇用について枠を設けて対応すべきではないかと、こういう質問をさせていた

だいて、検討しますというお答えでありました。したがって、先ほど課長のほうからパートタイムということ

でコロナの関係等で５名というお話がありましたが、ということは、仮に離職等があった場合については、新

年度は５名の枠を設けているという理解でいいと受け止めたんですが、そういう理解でいいわけですか。 

○委員長（工藤小百合君） 若江総務課長。 

○委員（竹花邦彦君） はい。そのとおり５人の枠を設けたところでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 竹花委員。 

○委員（竹花邦彦君） はい、それについては理解をいたします。あとは様々、休日急患診療所の体制等々、コ

ロナの関係等も含めてですね、そういうふうに人的な配置を拡充したということも含めて、一応会計年度任用
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職員の増になっていると先ほど理解をいたしました。それはそれとしてですね、次にお伺いをしたのは、この

会計年度任用職員がスタートして間もなく１年になるわけです。確かに１年の有期雇用ということで、１年の

雇用契約を希望すれば、引き続き雇用ができるという状況になっておりますが、本年度会計年度任用職員とし

て雇用されている職員で来年度も引き続き継続をして働きたいという希望をしたのだが、残念ながら新年度の

継続につながらなかったという方がいらっしゃいますか。あるとすればどの程度の人数、おおよそで構いませ

んので、お答えいただきたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 若江総務課長。 

○総務課長（若江清隆君） はい。委員ご質問の部分は継続した任用の部分でございますが、ここには内容的に

２つ、任用の仕方として２つあるかなと思います。１つには再度の任用ということで、その任用に当たっては

能力の実証というようなのも１つの要素になるわけでございますけれども、そこで会計年度任用職員も能力評

価というのを実施しておりますので、それを活用して再度任用する方、それから、募集の仕方として公募する

という職もございますので、その公募の枠の方で再度応募されて任用になる方もありますし、そこでやはりほ

かにも応募があって試験の結果でという方もございますので、そこは様々でございます。 

○委員長（工藤小百合君） 竹花委員。 

○委員（竹花邦彦君） 質問を変えたいと思います。要するに会計年度任用職員に能力評価をした結果、継続を

して雇用をしないという判断をした職員がいますか。つまり、能力的に引き続き継続雇用すべきではないとい

うふうに判断をして、そういう継続に至らなかったという方がいらっしゃいますか。 

○委員長（工藤小百合君） 若江総務課長。 

○総務課長（若江清隆君） はい。そこはですね、継続して雇用しないということではなくて、再度の任用には

ならないので、希望すればまた応募していただくという形でございます。 

○委員長（工藤小百合君） 竹花委員。 

○委員（竹花邦彦君） いずれにしても、改めてお伺いしますが、会計年度任用職員にそれでは能力評価を実施

している意味合いはどういうことですか。 

○委員長（工藤小百合君） 若江総務課長。 

○総務課長（若江清隆君） はい。これはですね、やはりその人材育成の観点もございますし、業務のより適正

な遂行のためというような部分もございます。 

○委員長（工藤小百合君） 竹花委員。 

○委員（竹花邦彦君） 指摘をしておきたいのは、今課長のほうからは人材育成等々が能力評価と。しかしです

ね、私が幾つか具体例でお聞きをしている話、直接お話をした方もありますけれども、本人が能力について自

己評価をして、様々な仕事の中で幾つか反省をすべきところがあった。したがってそういう意味ではその評価

について、もう少しここは頑張る必要があるなということで一定の評価をしたが、そのことが結果として、次

の言わば来年度も新年度も働きたい希望を持っていたけれども、その評価の結果としてなかなかそういう状況

に至らなかったという実例も見受けられるというふうに私は本人も含めていろいろお話を伺っておりますが、

非常にそういったことがですね、私が言いたいのは、ある意味そういったものが本当に会計年度任用職員の皆

さんにそういう仕組みだということも含めてきちんと周知がされて、しかも会計年度職員を指導すべき課長、

あるいは部長等々がそういった仕組みをしっかり踏まえたうえで、やっているのかというところが非常に確か

に始まって１年、スタートですけれども、今回そういう課題がやっぱり出てきているんではないか。私はやっ
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ぱりそこをしないと会計年度任用職員の方々もそういう仕組みがあるということは、全ての方がわかっていた

わけではない、そういう説明を受けた方もいるというふうに聞いております。説明を一切受けてないという方

もいらっしゃいますので、そのことが結果として様々な雇用問題につながっているということはね、私は指摘

をしなきゃならないと思う。ここはやっぱりね、しっかりと総務部としてもここは反省を踏まえて、しっかり

と生かしていただきたいと、改善をしていただきたいというふうに思うんですが、いかがでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 若江総務課長。 

○総務課長（若江清隆君） はい。ただいまの部分でございますけれども、去年はご案内のとおり新型コロナの

関係でなかなか春先に職員を集めての説明会というのも厳しい状況でございましたが、これ新年度に向けまし

てはですね、そこの部分、感染防止対策を図りつつ、その辺の説明はやっていきたいということで今考えてお

ります。 

○委員長（工藤小百合君） 竹花委員。 

○委員（竹花邦彦君） 次の質問に移ります。予算説明資料20ページ、２款総務費、１項総務管理費、５目財産

管理費、財産管理事務でございます。この新年度３億4,700万円のうち、主要な事務の中に市債管理基金積立金

元金が7,510万5,000円の予算計上がされております。これ本年度令和２年に比べると、2,400万円ほど元金積立

てが増額になっているわけです。ご案内のように、市債管理基金については市債償還をするための財源に充て

るために積立てというふうに理解をしているわけですが、非常に市債の残高等も令和元年度決算を見ますと、

477億円以上に残高も膨れ上がってきている。そういう状況の中で、いろいろ市とすれば市債管理基金の積立て

を一定程度やっぱりこれから増やしていこうという、そういった思いもあるのかなと思って見ているのですが、

ここの市債管理基金の積立て2,400万円増、あるいは今後積立て基金をさらに一層増やしていく必要があると考

えているかと、そこら辺の考え方をちょっとお聞きをしたいんですよ。 

○委員長（工藤小百合君） 箱石財政課長。 

○財政課長（箱石剛君） まず、予算説明資料にございます市債管理基金の元金7,510万5,000円、これにつきま

しては、漁港整備と下水道事業、こちらの事業費に応じた基金の積立てということで例年行っているもので、

令和３年度はその事業費に応じて、7,500万円ほどになったものでございます。そしてその財源につきましては、

全て県からの補助金をいただいてそれを積み立てるというものでございます。そして今後の市債管理基金の考

え方でございますけれども、市債管理基金の令和２年度末の残高ですけれども、こちらが44億9,357万8,000円

ということで見込んでおります。こちらにつきましては、災害公営住宅の家賃低廉化事業、こちらのほうの決

算等を見ながら、毎年度今後の市債の償還のために震災分ということで積立てておりましたので、その震災対

応分の市債管理基金は44億円のうち32億円ほどございます。そういった形で、委員からもご指摘あったように、

地方債の残高が増えております。令和３年度も公債費が36億円ということで、令和２年度から４億円ほど増え

ております。その内、震災分が２億5,000万円ほどになるんですけれども、こういった震災分、もしくは通常分

も含めてですけれども市債の償還にこの基金を充てて、市債の償還をしていきたいと考えております。 

○委員長（工藤小百合君） 竹花委員。 

○委員（竹花邦彦君） よく理解をいたしました。いずれにしても今課長がおっしゃったようにかなり公債費の

支出、新年度は大きなものをやっておりますし、市債の残高も徐々に大変な状況ありますから、ある意味で私

も一定のこういった起債残高等々に見合うような形で毎年計画的にこの積立てをしているのかなというふうな

思いもあったわけでありますが、そうではないということも含めて理解をいたしましたので、これについては
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終わりたいと思います。最後になりますが、予算説明資料の21ページ、８目の公共交通対策費、ＪＲ山田線利

用促進事業の中に、言わば新年度から新たな利用促進事業として、山田線通学定期券購入費助成事業170万円が

計上されております。ただこの内容がどういった定期券に対する補助の助成割合、あるいは対象者等をどう見

込んでいるのかというところのご説明をいただきたいというふうに思います。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） はい。３年度から新規で予定をしてございます山田線通学定期券

購入費助成事業でございます。現在三陸鉄道、それから県北バス沿岸沿いの通学定期につきましては、岩手の

学び希望基金のほうから助成が入ってございます。ですから学生については半額で買えているというような状

況がございます。一方山田線ですとか、あと大船渡で接続していますＢＲＴにつきましては助成がないという

状況でございますので、今回内陸部、川井地区、新里地区から通っている生徒についてもＪＲの通学定期に一

定の補助をしてまいりたいと考えてございます。今回現金での割引ではなくて、購入費に応じて３割程度地域

通貨リアスというような形で返したいと思ってございます。地域通貨リアスは500円刻みでございますので、例

えば３割相当で2,000円とか、2,500円というような形でお返しをして地域振興も図っていきたいというような

考えでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 竹花委員。 

○委員（竹花邦彦君） ある程度何人ぐらい新年度で、そこら辺まで対象者を見込んでおりますか。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） はい。新里地区、川井地区合わせて約50人を見込んでいるとこで

ございます。 

○委員（竹花邦彦君） 委員長。 

○委員長（工藤小百合君） 竹花委員。 

○委員（竹花邦彦君） 先ほど直接的な購入費に対してその２分の１とか３分の１というのではなくてリアス通

貨での還元だと。ここは地域内経済の関係も考慮してなのか、そういう方式にしたという、もし理由があれば

改めてお聞かせいただきたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） 地域内経済という観点も一つございます。あとは現行実施してご

ざいます、回数乗車券に対しての助成事業も地域通貨リアスで返しているとこでございますので、同じような

形でお返しをしてまいりたいと考えてございます。 

○委員（竹花邦彦君） 終わります。 

○委員長（工藤小百合君） 次は落合委員です。その次は松本委員です。落合委員。 

○委員（落合久三君） 説明資料の35ページ、２点だけ簡潔に質問したいと思います。35ページの３款民生費、

１項社会福祉費、５目老人福祉費の下から２段目、介護通院助成事業567万円、ここにこう書いてあるんですが、

私の勉強不足なんだと思うんですが、ここに書いてある要介護３以上の在宅高齢者の通院に関わる交通費、こ

の中身は別に全く異議なしなんですが、これは介護特別会計に起こさないでここで書いてあるっていう意味は

どういう意味でしょうか。非常に単純で恥ずかしいような質問をしているのかもしれませんが、ちょっと気に

なっていたんで説明をお願いします。 

○委員長（工藤小百合君） 川原介護保険課長。 
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○介護保険課長（川原栄司君） はい。ちょっと私も正確にお答えできるかあれですけど、まずは介護保険事業

として取り組める事業ではないということと、市のほうで一般老人福祉事業として取り組んでいるということ

で理解しております。 

○委員長（工藤小百合君） 落合委員。 

○委員（落合久三君） 私が見聞きしている例で、在宅で介護認定を受けて介護度３の方が八木沢にいるんです

が、例えば病院に行くときに一緒についていってヘルパーさんがね、介護保険の事業としてやっているなあと

思って見ているんですが、もう一度今課長が言ったちょっと意味合いがよくわからなかったんですが。 

○委員長（工藤小百合君） 川原介護保険課長。 

○介護保険課長（川原栄司君） 介護保険事業のメニューとしては交通費の助成というのはないので、それを補

うように老人福祉のほうの施策としてやっているというふうに理解しております。 

○委員長（工藤小百合君） 落合委員。 

○委員（落合久三君） 介護認定を受けている方が、こういう通院に関わる交通費はサービスのメニューとして

はないので民生費のほうでフォローをしている、これはずっと前からこうですか。 

○委員長（工藤小百合君） 川原介護保険課長。 

○介護保険課長（川原栄司君） 私の知る限りずっとこのような予算措置でやっていると思います。 

○委員長（工藤小百合君） 落合委員。 

○委員（落合久三君） それで断って恥ずかしい質問になるかもしれませんがって言ったのは私もそういう意味

なんで、ちょっと少し面くらってみたもんですから、こういう場で聞いておいたほういいなと思っての質問で

した。わかりました。それから同じページの最後２つ目の質問、途中で時間になったんで終わったんですが、

上から２番目の老人ホーム入所措置、繰り返しになりますが、ここに書いてあるのは、在宅生活が困難な高齢

者及び居宅において養護を受けることが困難な高齢者を老人ホームに入所させると。これは一般質問でも言っ

たんですが、老人福祉法第11条の１で規定してそういう判断をしたお年寄りがここに措置費で入所させるって

いう中身です。初歩的なことをちょっと聞きますが、ここの清寿荘の定員は50人だと思うんですが、実績を見

ても今度の令和３年の予算を見ても、定数以上に実績では54人が入所した。今回の予算では55人分を提起して

いるんですが、これは定数はあまりしゃくし定規に考えなくていいというふうに理解するんですが、別にいや、

絶対守るべきだってそういう意味ではないですので、基本的な考え方を確認したくて聞いていますが、そうい

うことでいいんですか。 

○委員長（工藤小百合君） 川原介護保険課長。 

○介護保険課長（川原栄司君） 先ほどの質問のときにお答え出来なかった分も含めてお答えしたいと思います。

まず、現在の清寿荘の入所者数でございます。自治体別でございますが、２月末現在で宮古市が40名、山田町

が６名、岩泉町が２名、遠野市が１名ということで、出たり入ったりがございますので、現在の２月末の時点

では49名の入所となっております。それから先ほどのお尋ねの55人と50人の関係なんでございますけども、確

かに清寿荘の定数は50人で間違いございませんが、こちらの老人ホーム入所措置事業として、措置している55

名というのが県内７つの同じような施設がございますけども、宮古市からも例えば大船渡ですとか、釜石です

とか、そういった施設のほうに入所している方々はいらっしゃいます。その方々の分の措置費を55名分と見積

もっているので、こういった表記になっております。清寿荘だけに入所する方の措置費を予算計上しているわ

けではございません。以上です。 
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○委員長（工藤小百合君） 落合委員。 

○委員（落合久三君） はい。よくわかりました。次に、この点で前回も昨年の当初予算のときも聞いているん

ですが、この清寿荘に措置入所できるかどうかの基準は、介護認定を受けていなくても、わかりやすく言えば

それは条件ではないよと。端的に言えば、介護度の認定をまだ受けていないけども、いろんな生活上の諸条件、

支える家族の条件等々で、そのことは介護認定を受けているかどうかは直接の基準ではないというのを踏まえ

て、これも素朴な疑問なんですが、私はこういう措置入所させる必要があるというお年寄りはよっぽど介護予

防事業等が本当に進んで定着して、重い状態にならなければ減っていくのかなとは思うんですが、現状では増

えることはあっても減ることはちょっと考えにくいなと思っているんですが、そこで、老人福祉法第11条１に

規定されている清寿荘のような老人ホームは、この宮古釜石、この要するに沿岸、遠野を含めて。遠野は沿岸

ではないですが、ほかには施設ないんですか。市町村が設置している老人ホームっていうのは。 

○委員長（工藤小百合君） 川原介護保険課長。 

○介護保険課長（川原栄司君） お答えになるかどうかあれですけども、宮古市の方で現在、清寿荘のような施

設に入られている方が、大船渡市とか釜石、雫石、盛岡、花巻、北上市にそれぞれの施設がございますので、

多分それが同じようなというのはあれですけど、同様な施設なんだろうなと思っております。 

○委員長（工藤小百合君） 落合委員。 

○委員（落合久三君） もう１回、沿岸であるところだけでいいですからちょっともう一度教えてください。 

○委員長（工藤小百合君） 川原介護保険課長。 

○介護保険課長（川原栄司君） 大船渡、釜石ですかね。沿岸と言えば今のところ宮古市から行っている方がい

らっしゃるのはその二つです。 

○委員長（工藤小百合君） 落合委員。 

○委員（落合久三君） そうだと思うんですよ。つまり少ないからね。少ないからっていう、釜石の人でも盛岡

のほうに行っている人もあるかもしれないですが、そうであれば、人数はそんなに多くはないとはいえ山田・ 

岩泉・遠野の危なく10人前後が宮古の施設に入ってきているわけなんで、措置ですから老人ホームの増床って

いうことは検討をされたことはないんでしょうか。ベッド数を増やす、受入れの体制を増やすっていうことは

あまり聞いたことがないんですが、私はあってしかるべきじゃないかなというふうに思っていたんで、そうい

う検討は、またそういう意見は、またそういうニーズはないのかどうか。 

○委員長（工藤小百合君） 川原介護保険課長。 

○介護保険課長（川原栄司君） 潜在的にはあるかもしれませんが、改めて要望とかそういうので聞いたことは

ございません。それよりはもう少し維持管理のほうをというようなお話は承ったことがございます。 

○委員長（工藤小百合君） 落合委員。 

○委員（落合久三君） 最後に自治体間で、今あるのは大船渡、釜石だって沿岸ではね、今聞いたんでこれも初

めてなんですが、そういうこの措置に関してその施設を持っているのがこの辺でいえば宮古と釜石と大船渡だ

とこうなるんですが、この横の連携みたいなのはこういう問題ではないんですか。わたしはあるべきだと思っ

て。 

○委員長（工藤小百合君） 伊藤保健福祉部長。 

○保健福祉部長（伊藤貢君） はい、お答えいたします。確かにですね、現在宮古であれば清寿荘、それから釜

石であれば五葉寮、それから大船渡であれば祥風苑ということになっております。この場合ですね、入所され
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る方の条件が介護度ではなくて、あくまで何ていうのかな経済状態、生活保護の部分とか、災害に遭われて生

活が困窮して入らなきゃならないということでございますので、定員が取りあえずは本人が宮古でなければ駄

目だということであればそちらのほうの考えになると思うんですけど、取りあえず沿岸であればどこの施設で

もいいよということであれば、そこは行政間同士の連携はできているというふうに考えてございます。 

○委員長（工藤小百合君） 落合委員。 

○委員（落合久三君） 私の聞き方が悪かった。連携は出来ていると思うという答弁でしたが、そういうものっ

ていうのは制度化されていない。制度化っていうと大げさになるけども、例えば半年に１回該当する担当者同

士でもいいし、そこに首長がはまっていてもいいんですが、そういうものはあるのかないのかという意味で聞

いたんです。必要なときにはそういう連絡を取り合っているっていうんであればそれはそれでいいんですが。 

○委員長（工藤小百合君） 伊藤保健福祉部長。 

○保健福祉部長（伊藤貢君） はい。そういうふうな定期的な連絡協議会というのは聞いたことはございません。

あくまでもその、そういうふうな該当の方がいる場合に連絡し合ってということになっているのが現状でござ

います。 

○委員長（工藤小百合君） 落合委員。 

○委員（落合久三君） それは措置であるので、そういうものもちょっと検討してみたら、やっぱりあるべきそ

んな頻繁でなくてもね。１年に１回か２回でも私は十分だと思うし、無理くり首長さんまで入らなくてもやっ

ぱり横の連携、情報交換、情報の共有というのは重要でないかなと思うんで、これは意見として述べて終わり

ます。 

○委員長（工藤小百合君） 次は松本委員です。その次は田中委員です。松本委員。 

○委員（松本尚美君） はい、34ページですね。説明資料の３款民生費、１項社会福祉費の１目の災害時支援ネ

ットワークづくりです。確認を先にさせてください。この震災対応分等と表示になっていますけども、他の所

管、款項目でも震災対応分というのは幾つかあるんですけども、財源をこの復興基金とかですね、そういった

ものに求めるという部分もあるし、そうでない部分ということですね。この災害支援ネットワークづくり事業

は、震災対応なんですが、この財源は依存しているってことですか。 

○委員長（工藤小百合君） 箱石財政課長。 

○財政課長（箱石剛君） 災害時支援ネットワークづくり事業、震災対応分ということで、震災後このような形

で分類しております。これにつきましては、委員おっしゃったとおり復興基金のほうを充当させていただいて

おります。それで、このほかにも震災対応分という事業があるんですけれども、これにつきましてはできるだ

け震災の財源を有効に使えるように、こういう形で分類しているものの一つでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 

○委員（松本尚美君） はい。そうしますとこの財源、復興交付金が使えなくなると一般財源ということに継続

してなるのかなと思いますが、そのことで間違いないですか。 

○委員長（工藤小百合君） 箱石財政課長。 

○財政課長（箱石剛君） これはあくまでも復興交付金ではなくて復興基金ということになりますので、復興基

金がなくなれば、必要な事業ということであればこれは一般財源というか、そういう形で継続ということにな

ると思います。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 
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○委員（松本尚美君） とすれば基金はもう廃止ということですよね。 

○委員長（工藤小百合君） 箱石財政課長。 

○財政課長（箱石剛君） あくまでもこれは復興基金ということで復興交付金基金ではなくて。廃止になるのは

復興交付金基金なります。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 

○委員（松本尚美君） はい、わかりました。ではある限りは財源でもって手当てをしていくと。昨年の予算書

とか、東日本大震災もちょっと見てないんですが、この支援ネットワークづくりの経緯ですね、見てないんで

すけども、この360万3,000円というのは大体ほぼ同額毎年計上しているというふうに、今頭下げていましたね。

そうするとこの360万3,000円の予算を使って事業は何をやるんですか、具体的に。 

○委員長（工藤小百合君） 田代福祉課長。 

○福祉課長（田代明博君） 実際に行う内容は避難行動要支援者名簿といって、いわゆる例えば障がいが重度で

あったり、介護度が高くてご自分たちで避難が難しい方の名簿をつくるというような内容でございます。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 

○委員（松本尚美君） 名簿をつくるのに360万円かかるということですか。 

○委員長（工藤小百合君） 田代福祉課長。 

○福祉課長（田代明博君） 名簿だけではございませんが、はい、そう思っていただいて結構でございます。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 

○委員（松本尚美君） そうすると、毎年毎年っていうか１年間通してもう限りなく、どの時点で把握するかっ

ていうこともありますよね。必要か必要でないか、またプラスマイナスも当然出てくると思うんですが、これ

は、１ヶ月単位でチェックしているんですか。それとも１年に１回のチェックですか。 

○委員長（工藤小百合君） 田代福祉課長。 

○福祉課長（田代明博君） 名簿の更新は、まず、今年度は２回やりました。ただ、そこから例えば亡くなった

とかで削っていくのは毎日チェックして減らしているような内容になってございます。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 

○委員（松本尚美君） はい。亡くなられる方、また希望する方は、これは受け付けして、案内を出して対象と

思われる方にどうしますか、登録しますか、しませんかっていうことをもうリアルタイムに毎日やっているっ

てことですか。 

○委員長（工藤小百合君） 田代福祉課長。 

○福祉課長（田代明博君） 私ども亡くなったという情報で削るのは毎日私どものほうでやってますが、その名

簿に登録しませんかというのは、実はついこの間やったんですけども、２、３年ぶりにちょっとその勧奨のほ

うはさせていただいたところで、その勧奨というのはちょっとそんな頻度は高くなくて、何年かに一遍になっ

てございます。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 

○委員（松本尚美君） はい、わかりました。そうするとその登録されていないけれども、希望はしているけど

も、問いかけがあれば希望したいけども、その問いかけがないので登録が出来ない。そうすると要支援名簿に

載らない。そうするとそれが地域に伝わらない。結果的に万が一あったときはその方には、支援がないという

結果になりますか。 



－70－ 

○委員長（工藤小百合君） 田代福祉課長。 

○福祉課長（田代明博君） はい、そのようになろうかと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 

○委員（松本尚美君） このネットワークをつくる目的というのは、そういう支援が必要な方、万が一にも被災

して命を失うことがないようにということが目的だと理解するんですが、そうするとその辺の目的を限りなく

達成が出来ない環境に今あるということですか。 

○委員長（工藤小百合君） 伊藤保健福祉部長。 

○保健福祉部長（伊藤貢君） お答えいたします。そのようにならないように私どもも今年の２月だったんです

けど、登録しますか、どうですかというふうな同意書を送らせていただいていました。ある程度こちらのほう

でも民生委員さんたちからの情報は入手してございますので、その中で本当に必要な方をこれから登録させて

いただくと、いざ災害があった際はですね、そういう方々は登録しなくてもある程度わかっていますので、そ

この部分については対応していかなきゃならないんだろうなと。この部分はですね、本当に人の命に関わる部

分ですので、もっと迅速に進めていかなければならないんだろうなと考えてございます。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 

○委員（松本尚美君） 部長はね、今現実的に対応するっていうことなんですけども、実際には非常に私はこの

現場では矛盾が生じている。要するに登録した方のリストを地域にいただく。役割分担でね、いただく。でも

地域においてはその方を最優先するわけにいかない。当然複合地域にお住まいで要支援が必要な人、登録しよ

うがしまいが当然声がけをする、もしくは避難指示なり勧告が出た場合、そういった優先度ではなくて、トー

タル的にお声をかけるなり、役割分担しながらどなたかがどう対応するかということをやっていかなければな

らないですね。だからシステムそのものだけでは現実的には動かないということなんです。だから極端に言え

ばこの名簿がないほうがやりやすいという部分もある。じゃその名簿があってその名簿に基づいて最優先する

かというとそうはいかないんです。だからあんまり意味がないんじゃないかな。地域の自主防災組織含めてで

すね、町内自治会がやはり１番身近に先ほど民生委員さんの話もありましたけれども、やっぱり分かるんです

よね。ただ、その方が本当に必要だって頭に描いていただいているかどうかというのもあるんです。もう避難

をどうですかと言っても断られるケースもあります、実際。行きたくない、このまま在宅でいたいという方も

いるんです。そして実際に大雨なんかで自分の住まいの、家の周りが水没し始めると今度は助けてくださいっ

て話。なかなかこれ難しいですね。時間的なタイミングも含めて。明るいうちだったらいいですけども、深夜

でもう周りもよくわからないような環境の中で、助けてくださいと言ったってなかなか難しい。事前に行けば、

いやまだ早いとか、いいとかっていう話。だからこのリスクをどこが最終的に負うのかと。みんな連携してっ

て話でしょうけれども、これなかなか難しいですよ。だからもっとシンプルに、どう避難支援をしていくかと

いうことを、あんまりリスクを地域に負わせないようにしないと誰もやる人いなくなりますよ。どうですか。 

○委員長（工藤小百合君） 伊藤保健福祉部長。 

○保健福祉部長（伊藤貢君） まずこういうふうなものを作ることには意味がないのではないかというご質問が

あったんですが、私はそうは思いません。やはりあくまでもこういう名簿をつくっておけばその地区でどうい

う方がいるかというのを皆さんに知っていただくことになると思いますので、こういう名簿が必要だと思いま

す。ただですね、おっしゃるとおり夜とか、それから近所の方がたまたま外出して助けに行けなかったという

部分もあるかもしれません。そういう部分は地区の方に責任を負わせることは当然出来ないと思います。そう
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いう意味では、日頃からのコミュニケーションが必要なのかなと思っておりますけども、そのためには、まず

私たちとしてはどういう方がどういう状況にあるのかというのを知るためにはこういう名簿をつくって、迅速

にどういう対応があるのかを考えていかなきゃならないんじゃないかなと思ってございます。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 

○委員（松本尚美君） もっと私は現場の声ね、やっぱり真摯に聞くべきですよ。だから必要ないって私は指摘

しましたけども、ないんじゃないかと。でもそれをなぜ否定するんですか。やっぱりそういう声もあると、意

見もあるということをやっぱり受け止めなきゃならないんじゃないですか。だから、その知ることだけが目的

じゃないですよこれ。やっぱり何とか避難行動をサポートしなきゃならないというやっぱり責任感を地域も持

つわけですから、だから、その知るだけじゃないですよという話。だから真摯に現場の意見だということで受

け止めてください。これも課題だと私は思いますよ。いいですか、じゃあ次行きます。23ページの２款総務費、

１項総務管理費、９目の中の地域おこし協力隊事業です。何人かの方からやりとりがあったんで、バッティン

グしないようにちょっとお尋ねしたいと思います。令和３年度は、次募集かけてまた新たに加えていきたいと

いうことですが、この似たようなとも言えないんですけれども、この総務省ではね、2021年度から地域おこし

リーダー、地域プロジェクトマネージャーと称する制度を始めるということが知らされているわけですけども、

報道になっていましたけども、こういった制度が新たにできる。これと直接リンクするかどうかというのは別

の問題でしょうけども、この目的は似通っているなということから考えれば、やっぱり新年度どうそれを新た

な制度に対応していくかということを合わせ技でちょっと説明いただければなと。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） 地方創生の制度が大分広がりを見せておりまして、今委員からご

紹介いただいた制度もそうです。あとは地域おこし企業人という制度もございます。あとはお試しの制度もご

ざいます、様々な制度ございます。大事なものは我々が何を使って解決をしようと考えるかというところだと

思います。ですから業務委託に陥らない、業務委託であればコンサルさんに出せばそれは済む話でして、その

方を使ってどういうふうな課題解決をしたいのか、というのがまず重点に考えなくちゃならないことだと思い

ますので、まず我々の地域課題をどういうふうにしたいのかというビジョンを持って事業を組み立てる。その

上で何の制度を導入しようかというのは次の課題かなと考えてございます。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 

○委員（松本尚美君） 地方創生の戦略でももう明確に宮古市の課題っていうのはもう山積しているというのは

もう事実なんですね。もうこれで全て何もしなくていいという、課題は事業を含めてですね私はゼロだと思っ

ています。基本的には人口減少をどうするかこの経済をどうするか、企業誘致をどうするかとか雇用をどうす

るか若い人たちをね、どうこの地域に定住してもらうか生産人口も含めてですね。だからそういったことを考

えれば、もう課題はいっぱいあるんじゃないですか。じゃあなにをするかというだけの話かもしれませんけれ

ども、やっぱり積極的にこういった制度をどんどん活用する。外からの空気を宮古に入れるという部分が宮古

に欠けているんじゃないかと。地域おこし協力隊の取組が遅かったということで指摘されているわけですね。

だから、確かに何でもかんでもいいというわけではないかもしれませんけれども、広がりはそのとおり出てい

るのも事実ですし、地方創生の人材支援制度とか様々あるんですね。でもこういった制度に基づいて財源とい

いますか、交付金なりそういったものがくっついてくるのを何とか活用して、これ650万円この制度でも来るわ

けですね。１人っていう枠ですけどもこの１人にじゃ何をやってもらうかというのは確かに選択しなきゃなら
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ないことは事実ですけども、でも１番課題はもう山積してるわけですから、これ早く決めて、そしてやっぱり

これに応募して対応して早くこの地域課題解決に取り組んでもらう人材を確保するということは、私はそんな

に時間をかける必要はないんじゃないか、かけてはいけないんではないかと思うんですがどうでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） 課題についてはそのとおりです。課題についてはまち・ひと・し

ごとそれぞれの分野で課題は明確に見えてきてございます。あとはそれを課題解決するための手法として何を

選ぶかというのが我々に課せられた課題だと思ってございますので、その課題を明らかにしながら解決方法を

探ってまいりたいと思ってございます。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 

○委員（松本尚美君） はい。過去に桐田副市長から反問権じゃないですけど、問いかけを受けました。どうい

った人材を宮古で確保できれば企業誘致を含めて経済の活性化につながっていくか。それ逆にありますかと問

われたときもあるわけですけども、でも少なくとも言えるのは、市内にももちろん公募して市内で対応できる

人材がいれば、それに越したことはありません。でも広く私は報酬を含めて低額な報酬ではなくて、やっぱり

そういう皆さんの今日正面にいらっしゃる方中心かもしれませんが、そういう方以上の処遇といいますかね、

を用意して、そして場合によっては達成度といいますか、それに応じてインセンティブといいますか、そうい

った部分を結果が出なければ当然下げていく、もしくは契約をしない。そういった関係性で私は対応する可能

性も追求すべきだと思うんですね。だから、この地域をどう興していくかというのは私は第１番にやはり、こ

の経済をどうするか。その経済がなければ人が住める当然容量がありませんのでボリュームがありませんから、

やっぱりまずはこの企業誘致含めて雇用の確保、若い方々中心ですね、そういったことに取り組むというのは

私はテーマとすればもう十分ありうるんじゃないかと思いますがどうでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 菊池企画部長。 

○企画部長（菊池廣君） はい。確かに松本委員おっしゃるとおり、山積した課題はたくさんあります。その中

で、今松本委員がおっしゃいましたような事案をじゃどう取り組むか。全国の例を見てみますと、インセンテ

ィブ、成功報酬みたいな形で３年間で3,000万円とか4,000万円とかを出して、それで人材を求めると。それに

応募何百人の中から１人選んでそれをやってもらおうというような取組は確かにございます。そういう方法も、

今宮古に本当に必要かどうかというのはこれからの宮古を考える上で、ちゃんと考えていかなきゃない。ただ

松本委員はそれを言うと考えてばかりじゃないか早くやれ早くやれとおっしゃると思うんで、取りあえず取り

組むに当たって今考えられるのをやりつつ、同時並行で頭の中ではそういったのも考えながらやって、タイム

リーでかつ迅速性で宮古に効果的なものを求めていきたいと思います。松本委員のほうからも具体的なお話を

もっといただければありがたいと思います。 

○委員（松本尚美君） わかりました、時間なので終わります。 

○委員長（工藤小百合君） 田中委員の質疑に入る前に、この後の日程についてお諮りします。質疑をする方は

あと１人です。それぞれの質疑時間を考慮しますと、午後５時20分ごろまでには終了する見込みですので、時

間を延長し、本日の日程を全て終了させたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（工藤小百合君） 異議なしと認めます。よってそのように進めたいと思います。それでは審査を再開

します。田中委員。 
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○委員（田中尚君） 私は予算説明資料の18ページ、１項総務管理費の情報システム運用事業１億7,055万7,000

円、これに類した部分についてお尋ねしたいと思います。私拾い出しますと、庁内ネットワークシステム等賃

借料、インターネット接続システム賃借料、情報通信基盤保守管理業務委託料、財務会計システム等賃借料、

住民情報システム改修等委託料、並びに賃借料、戸籍システム賃借料、証明書コンビニ交付システム改修委託

料、保守等委託料。住民基本台帳ネットワークシステム機器賃借料、等々大半は基金のうちシステムの賃借料

は大変なんですが、この合計額予算で計算したら３億6,713万2,000円という数字が積み上がっているようであ

ります。そのうちのシステム機器の賃借料が３億749万4,000円、まあ私の計算ではそうなりますが。そこでみ

ずほ銀行の例ではありませんが、確認ですよ。このシステムは、宮古市も平成の大合併でそれぞれの町村がや

っぱりこういう機器を導入してやっちゃったと思うんですが、確認ですこれは。前にも議論した記憶がありま

すので、合併した際にステムは一元化、統一化されているという理解でいいのかを最初に伺います。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） はい。お尋ねのことが旧市町村単位で統一されているかというお

尋ねであれば統一されてございます。 

○委員（田中尚君） 委員長。 

○委員長（工藤小百合君） 田中委員。 

○委員（田中尚君） 了解しました。みずほ銀行の不具合はですね、実は三菱銀行と後に合併した銀行とのこの

システムを維持したために生まれているという解説もありましたので、その確認でありました。そこで総合計

画を昨年３月にいただいておりますけれども、ここの数字との積み上げで言っちゃうとなかなかちょっとわか

らないな、わからないなということは数字がどれとどれを積み上げたらこういう数字になるのかわからないと

いう意味で申し上げているんですが。そこで聞きたいことは、総合計画の前期基本計画の中の実施計画、令和

３年度で数字も示されております。例えば庁内ネットワーク、いわゆる庁内ＬＡＮ事業に関して言いますと、

前期計画に当たります数字は１億9,822万8,000円であります。住民情報システムの分類に関する言わば実施計

画の予算は１億8,190万7,000円であります。この数字と今回提案いただいております数字はですね、ざっくり

言いまして、ぴったりしているのか、あるいはその実施計画の中の大体その１割カット２割カットになって計

上しているのかということを聞きたいんですが。財政課長お答え出来ますか。 

○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） はい。総合計画の実施計画上は、当時の見積り額という見込みの

額になってございます。そして今回予算提案をさせていただいている額については、令和３年度の実質の支払

い額をベースに書いているものでございます。若干の差異はあろうかと思いますが、基本的には同じ考えで進

めているところでございます。若干の末尾の差異についてはお許しいただきたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 田中委員。 

○委員（田中尚君） 私の理解はですね、こういういわば旧の呼び方でいきますと、電算化という用語が使われ

た時期がありますけれども、これはどうなんでしょうか、大きくは庁内ＬＡＮ、それからさっき言いましたよ

うに住民情報システムですよね。この２つが事業費的にも大きいわけでありますけれども、今政府が検討して

おります、デジタル庁との絡みで、これは将来的には大幅に費用が削減されると私は期待をしたいわけなんで

すけれども、そういう方向になるのかならないのか、現時点でもし見通しがあればですね、お答えいただけれ

ばと思います。 
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○委員長（工藤小百合君） 多田企画課長。 

○企画課長兼公共交通推進課長（多田康君） はい。ご紹介ありましたとおりそのデジタル庁がどうなるかは別

にしてですね、政府の方針として自治体システムの標準化を図っていきましょうという方針が既に出てござい

ます。畠山委員からも一般質問いただいたかと思います。システムは各市町村とも似たようなシステム必ず動

かしてございますので、それを個別に契約して個別に開発するのはいかにも効率が悪いだろうということでそ

れらを標準化して取り組む方向にいきましょうというのは私も大賛成でございまして、実は住民基本台帳に関

わる基幹系業務については、既に４市町でクラウドを構成してございます。ですので、宮古市、山田町、岩泉

町、遠野市で今クラウドを同じグループを使ってございます。基本的には同じシステムを使いながら、それを

通信回線で結んで共通化を図っているという部分でございます。費用的に申しますと、１ヶ月当たり約200万円

ほど費用安くなってございますので、これはどんどん拡大すべきだろうなと考えているとこでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 田中委員。 

○委員（田中尚君） 昨年の３月に私どもがいただきましたこの総合計画の今後の施策の方向の部分では、各シ

ステムのクラウド化を検討するなど適正な導入運用を図りますということで、その効果を今、多田課長からそ

の一部として回答いただいたと理解したいと思います。それでは次の質問に移ります。予算説明資料の34ペー

ジ、３款民生費、１項社会福祉費、２目社会福祉施設費の中に総合福祉センター指定管理料1,593万6,000円が

計上されております。これはざっくりといいまして総合福祉センターは社会福祉協議会が事務局を置いている

ところでありますし、この指定管理料と理解するんですが、積算の中身といいますか、指定管理料の1,593万

6,000円というものの主なものは私の理解では人件費が中心なのかなと思ったりもするんですが、確認も含めて、

1,593万6,000円の費用内訳についてご説明をお願いいたします。 

○委員長（工藤小百合君） 田代福祉課長。 

○福祉課長（田代明博君） はい。この1,500なにがしの中でまず金額的に１番大きいのが委託料になってござい

ます。指定管理を受けたところがさらに例えばシステムのチェックであったりとか、清掃であったりとか、そ

れを委託するための費用として900万円強入ってございます。人件費につきましては、ちょっと足してございま

すが、給与職員手当共済費いわゆる人件費と言われているものが、400万円強入ってございます。これを足すと

ほとんど主なものになってこようかと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 田中委員。 

○委員（田中尚君） 私の理解では以前はですね、社会福祉協議会が言わばひとり立ちするという言い方ちょっ

と語弊がありますけれども。以前はいろんな意味で事業委託を受けておりますので、社協さんがですね。そう

いった以前は職員の人件費がそのまま、言わば管理料という形で払われていたと私は記憶をしているんですが、

現時点で一般質問でも若干出たのかなと思うんですが、総合福祉センターの指定管理に当たっております社会

福祉協議会の経理状況については、大変なのか大変でないのかという点についてはどのようにご理解なさって

いますか。受け止めていますか。 

○委員長（工藤小百合君） 田代福祉課長。 

○福祉課長（田代明博君） 指定管理者の社会福祉協議会さん自体の経理状況ということであれば、ちょっとこ

こ近年、単年度の赤字が出てございます。それは認識してございます。そういうこともあって、あと協議会さ

んのほうでは収支の改善計画というのをつくられておりますので、そちらをご報告いただきながら私どもも関

心を持って対応してまいりたいというふうに考えてございます。 
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○委員長（工藤小百合君） 田中委員。 

○委員（田中尚君） 赤字が生まれているという中で、立て直しのための計画を立てているという課長さんのお

答えでありますけれども、一方においては私たちも会員であります。毎年自宅に帰ればその家庭での会費、そ

れから議員としての特別会費という形で、社協の事業を支えているつもりであります。十分かどうかはさてお

いて、そういう中でやっぱり市のほうとして、今の指定管理料が適正かどうかということになりますとね、そ

こはどういう考え方で今年度のこの金額なのかなという考え方を教えてほしいなと思って聞いています。 

○委員長（工藤小百合君） 田代福祉課長。 

○福祉課長（田代明博君） この総合福祉センターの指定管理につきましては、指定管理でございますので、基

本的には必要な経費を十分にというか、100％盛り込むものが指定管理のものでございますので、そういう意味

ではこの事業費、この事業なら指定管理をするにあたって赤字が出ないように、かといって逆に大きな黒字が

出ないようにということで計算して積算しているものでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 田中委員。 

○委員（田中尚君） ある意味介護も含めて、あるいはその清寿荘も含めて社協さんが委託を受けていると理解

をしているわけでありますけれども、一方においてはですね、肝心のマンパワーの部分での人材確保が非常に

難しくなっていると。これはちょっと宮古市だけではなかなか対応難しい部分があるのはわかった上での質問

でありますけども、ここは大きな問題だと思うんですよね。肝心のマンパワー事業でその担い手がなかなか確

保出来ない。そういうものも関連しながら、この指定管理料の金額は一体どうなっているんだという思いがあ

るので聞いておりますので。具体的なことを言いますと、職員の共済費だとか、人件費の一部についてもこの

中に入っていると、400万円ほどというお話をしてあったんですが。社協からさらに委託料900万円という説明

でしたよね、最初の説明が、お答えが。そうすると、指定管理料として社協が様々な団体に委託料を払う分も

市のほうの指定管理の中でそれはもう100％一致する形で、指定管理の中に入っているという理解になるんです

がそれでいいのかな。 

○委員長（工藤小百合君） 田代福祉課長。 

○福祉課長（田代明博君） あくまでもこの指定管理は総合福祉センター自体を維持するものでございますので、

例えば社会福祉協議会さんが別途なさっている例えば介護保険事業とか障がいの事業であったりとか、それと

直接リンクするものではございません。例えば先ほど委託料と申し上げましたのは、その具体的には例えばそ

の消防施設の保守点検の管理委託料であるとか、いわゆるそのソフトの委託料ではございませんので、説明が

悪くて申し訳ございませんでした。 

○委員長（工藤小百合君） 田中委員。 

○委員（田中尚君） この件につきましてはですね、やっぱりしっかりと社会福祉協議会の活動がしっかりこう

確保できるようなですね、行政としての在り方も含めて適正な対応を求めて終わります。 

○委員長（工藤小百合君） 以上で１款議会費から３款民生費までの審査を終了します。本日の日程は全て終了

しました。本日はこれをもって散会します。ご苦労様でした。 

 

午後 ５時１１分 閉会 

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

                          宮古市議会予算特別委員会委員長  工 藤 小百合 


