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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、ただいまから予算特別委員会を開会します。審査に入る前に確認のために申し上げます。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します。なお必要がある場合には２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。審査に当たり事前に水産課長より発言の申出があ

りましたので、これを許可いたします。佐々木水産課長。 

○水産課長（佐々木勝利君） はい。審査の前に資料の訂正をお願いいたします。予算に関する説明資料の60ペ

ージ、６款農林水産業費、３項水産業費、２目水産業振興費の下から２段目の廻来船誘致対策事業でございま

す。説明文のうち上から３段目「廻来船誘致強化を図るため廻来船や宮古市魚市場、買受人が使用する氷」と

ありますけれども、「宮古市魚市場買受人」を削除していただきたいと思います。「廻来船が使用する氷に対

して助成を行う」です。削除訂正をお願いいたします。よろしくお願いします。 

○委員長（工藤小百合君） 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４款衛

生費から７款商工費までを審査します。発言される方は、予算書、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） 確認します。手を挙げてない方が髙橋委員と坂本委員だけですね。はい。 

○委員長（工藤小百合君） それでは田中委員、その次は藤原委員です。 

○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） 予算に関する説明資料の44ページをお開きいただきたいと思います。４款衛生費の１項保

健衛生費の１目ですね。中段下から３段目、医療情報連携基盤推進事業439万6,000円、これについて質問をし

たいと思います。まずここでは事業の説明として「管内の医療・介護・看護の情報連携ネットワークの推進に

より」ということで出ておりますが、多分対象とする、その分母に当たる部分が医療であり、介護であり、看

護だというふうに私は理解をするんですが、そうした場合にこの分母の数はどのように現状を捉えたらいいの

かということについて伺いたいと思います。おわかりになりますか、質問の意味が。 

○委員長（工藤小百合君） 早野健康課長。 

○健康課長（早野貴子君） 申し訳ございません、今分母の数とおっしゃいましたでしょうか。はい。お答えい

たします。令和２年度の参画団体といいますか、施設数に関してですけれども、病院、医科診療所、歯科診療

所、あとは薬局、介護事業所、あとは訪問看護事業所等含めまして全部で162団体あるわけですけれども、この

うちサーモンケアネットに参画している団体は94団体で58％という形になります。 

○委員長（工藤小百合君） 田中委員。 

○委員（田中尚君） 今年度提案されております予算の439万6,000円というのが、以前の予算から見ますと、ほ

ぼ倍近い伸びの予算で計上されているなと理解をするんですが、その理由として今おっしゃったような162団体
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で94団体がこのネットワークに参加をしたということなのか、それとも、ここの市民の方々が、こういう連携

ネットワークに参画しているような状況になっているのか、その辺をちょっとわかりやすく説明いただけると

いいと思うんですが、いかがでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 早野健康課長。 

○健康課長（早野貴子君） はい。まずは予算に関してですけれども、この金額は昨年度と同額でございます。

市民患者登録数というところでお話しさせていただきますと、患者登録数は、12月末現在で4,203人ということ

で、この管内の人口の5.4％に当たる人口が加盟しているという形になります。 

○委員長（工藤小百合君） 田中委員。 

○委員（田中尚君） はい。私が240万円っていうのはちょっと資料が古くて、一昨年の予算の数字を引用しまし

た。したがいまして一昨年、昨年ということになりますと、少なくとも昨年、今を当年度としますと、前年に

なりますよね。その予算から見ると倍になっているというのはこれは事実だと思います。そこで、今年は元号

はなかなか面倒くさいんですが、あえて役所ですので元号で表現しますけれども、今、令和２年度の予算の執

行期間中でありますけれども、令和元年度の予算は240万円だったと。それが令和２年度には439万6,000円。今

回また同じような金額が計上されているという答弁に理解するんですが、そういうもとで今お話のありました

連携ネットワークに加わる人数は団体数で50％強、人口でいきますと5.4％という答えでありますが、これは本

来のこの医療情報連携ネットワークシステムが目指す姿とすれば、それぞれの数値が、例えば団体の場合です

と、162団体のうちの94団体ではなくて、全ての団体が参加することが望ましいと理解するんですが、そういう

理解でよろしいでしょうか。確認です。 

○委員長（工藤小百合君） 早野健康課長。 

○健康課長（早野貴子君） はい。お答えいたします。委員さんおっしゃいます通り、団体数であれば全医療機

関、全介護事業所に参画していただければとてもよいネットワークになると私も思います。 

○委員長（工藤小百合君） 田中委員。 

○委員（田中尚君） もう一方では4,203人という数字をお答えいただいております。これは5.4％ということな

んですが、この5.4％っていうのは、例えば宮古市民の人口に対してっていう意味で答えましたか。ちょっとそ

こもう一度。 

○委員長（工藤小百合君） 早野健康課長。 

○健康課長（早野貴子君） はい。このシステムが宮古市のシステムということではなくて、この管内の医療機

関、介護事業所等で使用しているシステムでございます。ですから、先ほど5.4％と申しましたのは、母数はこ

の管内の人口ということになります。 

○委員長（工藤小百合君） 田中委員。 

○委員（田中尚君） そうしますと、ここから先はですね、１つはやっぱりこのシステムも構築をして、結構年

限がたっているなという思いがあります。せっかくいいシステムを導入しながら、管内人口の5.4％というのは、

小さく産んで大きく育てた消費税からすると、非常に見劣りのする状況ではないのかなと思うんです。消費税

は３％、５％、８％、今10％まで来てますんでね。そういった部分からそういうテンポから見ても、この5.4％

というものが今後さらに伸び代が広がると期待していいのか、そのためにはどういう事業というか対策が今後

必要になるのかという点についてはどうお考えでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 早野健康課長。マイクをもう少し近づけてください。 
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○健康課長（早野貴子君） はい、お答えします。確かに参加登録者数は確実に増えておりますけれども、まだ

まだその割合的にも少ない数ではございます。ただ、この管内の人口と先ほど申し上げましたけれども、もと

もとその宮古市が宮古市単独で立ち上げてきた経緯で、途中からこの管内という形で、母数が膨らんでいった

ところではございます。多くの方々が宮古市民であると認識はしておりますが、現時点ではその管内の構成市

町村ごとの数というのは今は出ていない状況でございます。協議会のほうにお願いをしながら、新しく立ち上

がった施設に関してはそのメリットであるとか、説明しに行っていただいておりますとともに、あとは操作の

仕方、どういうことに活用できるかというあたりも具体的に説明をお願いしております。また、具体的な操作

方法につきましては要望があれば、協議会の職員が団体のほうに出向いてお伝えしている状況でございますの

で、今後、これ以上参画団体または登録者数が増えていくように私どもも協力をしながら協議会とともに、こ

こを増やしていきたいと考えてございます。 

○委員長（工藤小百合君） 田中委員。 

○委員（田中尚君） そうしますと、今の早野課長さんの答弁を踏まえてなんですけれども、管内に広げたとい

うことになりますと、人口が増えるわけでありますから、宮古市だけですと大体５万2,000人前後と理解をして

いるんですが、でも実際上は管内にエリアは広げたけれども、もともとは宮古で始まった事業であったという

ことからすると、今お話しの部分ね、広域に広げるんじゃなくて、ほとんどが宮古市だと市民がほとんど多い

ということになりますと、先ほどお答えになった5.4％という数字はですね、また変わってくるのかなという思

いがするんです。例えば倍にはね上がるとか10％とかね、そういうふうに私は理解をするんですが、そんな理

解でよろしいかどうか確認です。 

○委員長（工藤小百合君） 早野健康課長。 

○健康課長（早野貴子君） はい。宮古市の登録者数も増えてはございますが、実績としてはまだ協議会のほう

でそのシステム上、どこの人であるというところにプラグが立っていないものですから、そこの数をカウント

するのが今は出来ないという状況です。広域に広げたことで、それぞれの町村の団体、または患者さん等も登

録はしてくださっていますけれども、それぞれのお話を聞きますと、あまりそれほど登録者数は伸びてはいな

いというのは聞いてございます。なので、先ほどお示しした多くの人数が宮古市民だろうなというのは、予測

でございます。今後確かに県立宮古病院を中心として、この管内はそこを拠点として、多くの医療機関が何か

あればそちらのほうに紹介をしてということになりますので、そう考えていきますと、この管内、そしてまた

は県のほうでもこの情報ネットワークというのはいろいろな形でもって今他の都道府県含めましてやってござ

います。いずれ例えば県のシステムが立ち上がったときにこのサーモンケアネットもそこにうまく入っていけ

るように、そうなると市民への恩恵はますます大きくなると思いますので、そういう形でも我々は要望を続け

ていきたいと思っておりました。 

○委員長（工藤小百合君） 田中委員。 

○委員（田中尚君） そうしますと、仮に現在の登録状況が団体名で言いますと、100％ネットワークに参加をし

た、それから利用者の人口が現在の4,203人というこの実数が倍になったと仮定した場合に、この予算的にはど

ういうふうに変わりますか。現在は439万6,000円ですけども、一昨年は240万円だったんですよね。ですからこ

れはある意味皆さん方の努力のあらわれでもあるのかなと思って私は理解をしているんですが、しかし本来の

ネットワークが求めるサービスを考えますと、まだまだやっぱり力を入れていく分野ではないのかな。そうな

ったときの予算的な伸びは、どういうふうなところまでいくのかということについては把握されておりますか。 
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○委員長（工藤小百合君） 早野健康課長。 

○健康課長（早野貴子君） はい。まずは１点、昨年度から予算額が増えている理由は、システムの更新時期を

迎えました。かなりぎりぎりまで伸ばしてきた経緯がございましたけれども、もう最終リミットということで

昨年度予算を計上して、それで認めていただいて機器を更新してございます。これは今後５年間分ということ

で案分した形でお願いしてございますので、昨年と同額ということになります。今後参画団体が増えた場合、

これに関しましては、それぞれ参画団体は負担金をちょうだいしてございます。なので団体が増えればその負

担金分は増えますので、市町村が人口割で出している経費については減るという考えでございます。登録者数

につきましては増えてもそのシステムは変わりませんので、そこに関しては増えることに関して費用が発生す

るということはございません。 

○委員長（工藤小百合君） 田中委員。 

○委員（田中尚君） はい、よくわかりました。そこでこのネットワークシステムの利用の中で可能かどうかと

いうことでお尋ねしたいんですが、それはですね、いわゆるセカンドオピニオンという言葉、用語があります

けれども、現実に今のお話の中に出てきました県立宮古病院、ここはそれぞれかかりつけ医の方からの医院か

らの紹介状がないと、宮古病院では受けないというシステムになっておりますね。ところが実際上はかかりつ

け医の先生にその紹介状を書いていただけませんかっていうことをお願いしにくいという患者のほうの気持ち

もあるんですよ。私自身もそういうふうに思っております。やっぱり先生は非常にプライドが高いですから、

俺の見方のどこに不満があるんだと、そうは言いませんがね、やっぱり10分の１なりそういうふうな気持ちが

生ずるだろうなと思うと頼めないんですよ。現に頼んでも、うんと言わない方もおりましたからね。そうだと

するならば、このサーモンケアネットっていうこのシステムを使って、地域の中核医療施設であります宮古病

院の受診が可能になるような、そういうことが期待できるといいなと思って聞いているんですが、それはシス

テム上可能でしょうか。今はそうでないにしても、今後の連携ネットワークをいい意味で、ここにも書いてお

りますように、市民に対して効果的で質の高い医療サービスを提供すると。ここが究極の目標だとするなら、

やはりセカンドオピニオン制度がいい意味で、それからかかりつけの先生方のその事務もある意味軽減化する

意味でね、それは考えようによっては可能かなと思うんですが、そこは多分検討してないと思いますので、私

が今日ね、いろいろ私の経験も踏まえて、このネットワークシステムがあるんだから、もっと本来の目的に近

づけるような、やっぱりこの市民から見ても、そのことが理由で例えば利用者が増えるということになればね、

お互いにいいのかなと思いますので、提案も含めて、ちょっと今質問させていただきますので、参考までに、

これは部長のほうからね私の提案に対してどう受け止めるのかお願いいたします。 

○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、ご提言ありがとうございました。まずセカンドオピニオンとサーモンケア

ネットはまたちょっと別物になりますので、現時点ではそういうふうな体制はとられてございません。セカン

ドオピニオンになりますと、その先生の同意があってほかのところも受け入れるというふうな格好になります

ので先ほど委員おっしゃった内容とはまたちょっと違ってきます。サーモンケアネットはあくまでも情報共有

する、例えば今現在服薬している薬とか、それからレントゲン写真とかを共有するという制度になりますので、

ちょっと委員さんのご提言も含めてちょっと検討してまいりたいなとは思います。 

○委員長（工藤小百合君） 田中委員。 

○委員（田中尚君） 部長おっしゃるとおりなんですよね、つまり同じような検査システムを働かせるというこ



－7－ 

とは、医療費の増嵩につながるわけですよね。そういった意味で、ＡならＡっていう患者さんがどこそこにか

かって必要なＭＲＩにしても何にしてもその患者の情報を共有するというのが可能なのが、この医療情報連携

ネットワークシステムだと私は理解をしてるんですよ。なおかつ、この患者さんが投薬にあたって、何を飲ん

でいるの、患者によっては違ったところに行ったときに、処方箋によっては毒になる場合もあるんですよ。そ

ういう意味で患者さんの利用されております医療情報という部分でしっかりと１つはやっぱり医療費の増嵩に

つなげない、それから患者に負担がかからないで質のよい医療サービスを提供できることによって健康を回復

するというのはこのネットワークの目的と私は理解しておりますので、そういう本体部分のサービスを考えま

すと、さらにそれを付加的に促進するためには、やっぱり今部長は、かかりつけの方の同意が得られないと云々

かんぬんがあったわけでありますけども、先ほど言ったように同意しない先生もいるんですよ、現実に。そう

なるとね、そこはやっぱりぜひ検討してほしいなという思いで取上げておりますので、よろしくお願いしたい

と思います。委員長。 

○委員長（工藤小百合君） 田中委員。 

○委員（田中尚君） はい。次に予算説明資料の47ページ、同じく１項保健衛生費の中の７目エネルギー推進費

２億812万4,000円出ておりますけれども、この点について質問したいと思います。委員長ちょっと時間が近づ

いてますが、しゃべるだけしゃべります。再生可能エネルギー推進計画策定支援業務委託ということで、1,000

万円計上されておりますが、この委託先の選定方法はどのように理解したらいいのかということについて伺い

ます。 

○委員長（工藤小百合君） 三上エネルギー推進課長。 

○エネルギー推進課長（三上巧君） はい。支援業務委託先につきましては、プロポーザル方式で決定したいと

考えております。 

○委員長（工藤小百合君） 田中委員。 

○委員（田中尚君） はい、了解いたしました。次に再生可能エネルギー事業の資本参加、この部分についても

過去に議論した経緯がありますので、そこは省きますけれども、あるいは、もしかしたらそこで回答いただい

てる部分かもしれませんが、大事な部分ですので、資本参加することによって現時点で得られる配当金、これ

もたしか議員全員協議会か何かでお答えいただいた記憶あるんですが、改めて確認の意味も含めて、歳入の予

算に計上されてはいないと思いますので聞いているんですが、あるいは、歳入として見込んで計上されてます

っていうんであればごめんなさいの話になりますけども、現時点で出資に伴う配当金はどれぐらい想定してま

したっけ。 

○委員長（工藤小百合君） 三上エネルギー推進課長。 

○エネルギー推進課長（三上巧君） はい。配当につきましてはまず委員ご指摘のとおり歳入には現在見込んで

おりません。配当金につきまして、現在こちらで見込んでおります。まず出資につきましては、宮古新電力株

式会社と宮古発電合同会社に出資をする予定です。そのうち、宮古新電力株式会社につきましては、これまで

も配当がなく、こちらは配当金というよりは今後の再生可能エネルギー事業の取組について期待をしていると

ころです。一方宮古発電合同会社につきましては、こちら約１億2,900万円を出資する予定ですが、15年で約２

億3,000万円の配当金を見込んでおります。これは出資金を含めての２億3,000万円ですので、出資額を除いた

収益として約１億円を15年で見込んでおります。来年度途中、配当金がある予定です。配当金の収入について

は、確定してから補正予算で見込みたいと思っております。 
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○委員長（工藤小百合君） 次は藤原委員。その次は加藤委員です。藤原委員。 

○委員（藤原光昭君） はい。それでは予算に関する説明書のほうでお願いします。44ページの４款衛生費のこ

こは２番目のあたりになりますが、こころの健康づくり推進事業というところで、ここの宮古市自殺対策連絡

会というここの部分で聞きたいんですが、宮古市自殺対策について、昨年度もそれぞれ対策を講じてきている

ということは… 

○委員長（工藤小百合君） すいません、聞こえづらいそうですので、もう少しマイク近づけてお願いします。 

○委員（藤原光昭君） はい、それでは自殺対策の部分でございます。ここでそれぞれ岩手県等々でも結構自殺

者は多いのかなと思っていますが、その中で宮古市でもその対策を講じて、昨年度もそれぞれ自殺者も結構宮

古も多いのかなという思いをして聞くわけですが、自殺対策連絡会、これは男女、年齢それぞれあろうかと思

うんですが、対策の考え方、推進施策を講じているとは思うんですが、実際にどのような対策の中で、私が言

わんとするのは結構自殺者対策といっても、実際にそれを掌握するのに非常に難しい部分があるのかなと、し

づらいんじゃないかなという部分があるんですが、大変ご苦労されていると思うんですが、この把握について

はどのように考えてやっているんでしょうか、またやるんでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 早野健康課長。 

○健康課長（早野貴子君） まず自殺者の数でございますけれども、県のほうで保健福祉年報というところで人

口動態の中でその死因というところで、自殺が原因で亡くなった、自殺者の数を把握してございます。最新値

でありますと、平成30年度宮古市においては、５人ということで、自殺者の死亡率ですけれども9.3％というこ

とで、前年度よりは下がってはございます。ただ、どうしてもその人口の規模から考えますと、１人の増減が

率に大きく響いてはくる数字でございます。これを自殺対策計画におきましては目標値としては、平成30年度

は9.3でしたけれども、それ以前が高かった状況でございますので、18.3以下にしていこうということで、人数

でいえば10人以下にしていきたいということで自殺対策計画を進めているところでございます。内容といたし

ましてはここに掲げてありますように、普及啓発、あとは庁内の自殺ネットワーク協議会のようなのをつくり

まして、健康部門だけではなく、あらゆる視点から、例えば産業の視点からであるとか教育の視点からである

とか、そういう形で委員の皆様にこの自殺対策について検討していただける場を庁内で設けてございます。ま

た関係機関の福祉関係者と医療関係者、あと警察等々と自殺対策の連絡会というのを民間の方々と一緒に検討

する場もつくってそれで進めているところでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 藤原委員。 

○委員（藤原光昭君） はい。わかります。それぞれの協力を得ながらその対策をしていくというのもそれもそ

の通りですが、いずれどうしても、これは今積極的にこっちからやる活動する協力を得て行動すると、言葉で

は言っても実際に非常にやっぱりそういうのが、情報が当局のほうに入ってきてからの行動に結果的にはなる

んだろうなと思いつつ、こうやって話をしているんですが、やっぱりそういう部分で捉えたときにやっぱりど

うしても受け身的にならざるを得ない活動というのが任務なのかなと一方ではね、うん。そうすれば、今の話

を両方備えたらば積極的に活動と防止のために行動ということで、その両方のバランス兼ね合いというのが非

常に難しいと思うんですがね、やっぱり担当課からすれば、今まで以上に積極的に行動をあらわすと、こうい

う思いで今年度は臨むと、こういうことですか。 

○委員長（工藤小百合君） 早野健康課長。 

○健康課長（早野貴子君） はい。委員さんおっしゃるとおりエールとして受け止めましたけれども、そのよう
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に積極的にここに関してはあらゆるところに関わるところですので、心の健康という視点で、あらゆる場面で

啓発普及を始め、あとは多くの方に地域の方々にもゲートキーパー養成講座をしておりますけれども、その専

門家だけでなく、地域で悩みを聞いて、そして受け止めてあげて、そして必要であればどこかの関係機関につ

ないでいただいてという役割を持っていただく方々を増やしていきたいなと考えてございます。 

○委員長（工藤小百合君） 藤原委員。 

○委員（藤原光昭君） 私もわかります。家族にもわかんないんですよね。親兄弟でもわかんないんですよね、

その心の中までは。だから非常に難しい、だけども放っておくわけにはいかない、やっぱり第三者的立場では

できる限りのやっぱりそういう防ぐ活動はしなきゃならんとこれ本当にそのとおりなんです。ただ実際は、家

族でもそういう悩みもわかんないままいっているのも知ってますから、難しいだろうなと思いつつ質問してい

ました。これ終わります。委員長。 

○委員長（工藤小百合君） 藤原委員。 

○委員（藤原光昭君） それでは次に55ページ、６款農林水産業費の森林環境譲与税活用事業の部分で、これに

ついては、ここにあるとおり１、２、３、４、５と、次のページまでずっと関連があるものだという思いで質

問しますので、行ったり来たりというどこが一つ一つということではございませんので、ここに全部で７まで

委託となっていますよね。業務委託なわけですから、どこかに委託するわけですから、当然私は森林組合に委

託なんだろうなと思って話してるんですが、これはそれでよろしいのか、また民間のそれぞれの事業体の植林

等々から伐採まで森林組合と同等のそういう事業体に考えているのか。そこら辺をまず。 

○委員長（工藤小百合君） 飛澤農林課長。 

○農林課長（飛澤寛一君） はい。この事業の中に委託事業がいっぱい入ってるんですけれども、順番に言って

よろしいですかね。はい。まず、林地台帳更新業務委託はそういうデータ管理の業者がありますので、そこに

毎年委託しているものです。地域林政アドバイザー業務委託につきましては、専門的知識が必要なものですか

ら、市内には専門的知識を持った方がいるところは森林組合しかございませんので森林組合に委託します。そ

の次の森林所有者施業講習業務委託につきましては、例えば新規就業されている林業者の方とか若手の林業者

の方々に新しい技術、先進的な技術をぜひ身につけていただきたいと思っております。これについては森林組

合ではなく県外、国内の先進地からぜひ講師を呼んでいきたいと思っております。次に森林・林地情報調査業

務委託は、航空レーザー計測ですのでその専門の業者ということになります。次のページにいきまして、森林

経営管理事業業務委託については森林組合でございます。その次についても、市内では森林組合が資格を持っ

ているだろうと思っております。あと木質バイオマス利用可能性調査研究委託についてはその専門の研究をさ

れている所ということでございます。以上です。 

○委員（藤原光昭君） はい。 

○委員長（工藤小百合君） 藤原委員。 

○委員（藤原光昭君） 今、それぞれ委託先をお聞きしたわけですが、その中で、講習ですね、市の部分ですね。

市が実際にこの講習を実施するにあたって、それなりの人を呼んで幅広く林家の人たちに募ってやるというこ

となのか、主体的に市がといったようですけれども、これは業者等々をも含めてなのか、どういうふうに進め

ようとしているのか。 

○委員長（工藤小百合君） 飛澤農林課長。 

○農林課長（飛澤寛一君） はい。まず業者はもちろん参加していただきたいと思っています。特に最近その環
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境に配慮した作業といいますか、森林づくりがあまりされていない傾向があるかなということをちょっと心配

しております。なので業者にはもちろん絶対参加していただきたいなという思いはございます。それから、山

を持ってるけども、今自分では作業していないというような方で結構定年を間近にして自分で作業していきた

いというような方々もいらっしゃいます。こういう方についても積極的に参加していただけるように、以前田

中委員からも自伐型林業という話出ましたけども、そういうものに取り組みたい方がいらっしゃればそういう

ものに取り組めるような環境をつくっていきたいなと思っております。それからもちろん現在林業事業体で働

いている若い方々、こういう方々にはぜひ最新の技術を身につけて、将来の林業を担っていっていただきたい

と思っております。 

○委員長（工藤小百合君） 藤原委員。 

○委員（藤原光昭君） はい。その部分はわかりました。それに全部これつながるんですが、もう一つは森林組

合に委託する部分ですね。今までもやってると思うんですが、今後ももちろん多くなるだろうと思います。と

いうのは、個人所有者がほとんど管理出来ないという実態がかなり多くなってくるので、そうすれば管理をど

こにするのかなというときに、手順といいますか、そういうときには、宮古市のほうで仲介をしますよという

一般質問のときにはそういう話になってたんですけど、実際に林業者がそういうときにはどういう手続を経て、

どういうふうにやるのか、そこら辺ちょっと教えていただきたい。 

○委員長（工藤小百合君） 飛澤農林課長。 

○農林課長（飛澤寛一君） はい。現在も実は航空レーザー計測をもとにした調査を行っておりまして、林業所

有者の中にアンケート調査をしたり、一部ですけれども、調査を始めています。その中で、管理を市に任せた

いというところももちろん多数出てきております。それについては、今後調査を行って林業経営に向いている

森林、採算が合うと思われる森林、それから採算が合わないであろう森林、これを振り分けたいと思ってます。

採算が合うであろう森林については、森林組合だけではなくて、それ以外の事業者も含めて、入札なり行って、

業者の皆さんでその仕事をしていただきたいと思っております。採算が合わない事業、森林については、市の

ほうで請け負うというか、直接作業しませんが、業者さんにお願いして市で責任を持って管理していくという

形にしていきたいと考えています。 

○委員長（工藤小百合君） 藤原委員。 

○委員（藤原光昭君） はい。実際にこれも進めている事業なんですよね。今課長が話したように、そういうふ

うに管理を今後という思いがあっても、今課長が話したようにやっぱり採算が合う部分とない部分で、課長が

言っている分は、広葉樹も含めた、全体のそういう何でも広葉樹、針葉樹含めてそういう要請があれば、それ

に応えられるということになるのか、それとも伐採した後の針葉樹を中心にした、植林・育林そういうのまで

なってきますから。ただ林業家には植林を好まないのもこれも結構いると思うんですね。いろいろあるんです

ね。そういう部分で、あくまでも針葉樹林に限るのか、間伐は広葉樹も入りますから、いろいろ分野がありま

すから、何でもかんでもそういう要望が来ればそれをやっぱり林業に叶えて行けるような形まで持っていくの

が、いやいやそれは何でもじゃないという考え方なのか、そこら辺はどのような考え方ですか。 

○委員長（工藤小百合君） 飛澤農林課長。 

○農林課長（飛澤寛一君） はい。優先度をつける必要があると思っております。特に戦中終戦後に伐採が大分

行われまして、戦後に針葉樹林が大幅に植林されております。この針葉樹がちょうど50年60年迎えまして、伐

期に入ってきたというところでございます。これらについては早急に手をつけ、管理していく必要があると思
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っておりますので、まずは針葉樹林を先に手をつけていきたいし、優先度を上げていきたいと思っています。

もちろん広葉樹についても必要に応じてやっていく必要があると思っております。 

○委員長（工藤小百合君） 藤原委員。 

○委員（藤原光昭君） はい。もちろん、どの業者であっても採算の合わない部分はあんまり誰も受けたくない。

ただやっぱり今のこの宮古地域の私有林の地形見てもご存じのとおり、急峻で路網をつくるのにも大変な岩山

が多いですよね、これ現実問題。だからやっぱりそっちを売りたくてもかなりの経費をとられて、実際に林家

に入る金が1,000円、2,000円しか入らない、だからというのが今までずっと永遠と続いてきてる、これが現状

ここにきてる。それを今回何とかやらなきゃならんということから、やっぱり業者本人が無理な部分を森林組

合なりそれなりの業者にそれを委ねて管理をするこういうことになるわけですから、本当にどこまでどうでき

るのは、これはもう長い年月がかかるとは思うんですけれども、やっていかなきゃならないと思うんです。そ

こで、先ほど来課長も言いました、森林組合以外にも考えられると私も思うんですね。それはやっぱりただ伐

採するだけじゃなくて安全再造林、あるいはまたそれなりのガイドライン等々も持ってちゃんと示した中で、

循環型可能な森林の実現に取り組むために育林し、成長産業とうたっているわけですから、当然それまでに可

能な形の受入れなければならないと思うんです。そうなったときに、今の宮古地域で規模の大きい民間事業体、

これは当然機械化が進んでいる事業者ですよね。それらが経営する、集積をする路網を整備しながら、比較的

大規模な事業体がこれもいると思うんですが、私は一般質問で言ったようにやっぱり個人的な小規模な事業者

は多いけれども、ここの分野が森林組合に匹敵するような民間の業者がどれくらいいるのか。やっぱりそこら

辺がどういう森林組合と同じように、そこら辺も委ねてやっていく必要もあるだろうなという思いを持ってる

んですが、実際にそれに対応できるというんですか、それにマッチする事業体はありますか。あるんであれば、

そこらを話していただいて、今後森林組合だけでなくてやっぱりそういう事業体・事業者にも、可能であれば

事業もという思いを私は持ってるんですが、これが実際にできるか出来ないかこれはわかりません。ただそこ

を客観的にそこを思っていたものですから、そこを聞きたい。 

○委員長（工藤小百合君） 飛澤農林課長。 

○農林課長（飛澤寛一君） 森林組合に匹敵するような大きい事業体というのはないと私は認識しております。

特に委員、先日の一般質問でもおっしゃっていましたが、森林組合のみがその植樹とか間伐とかを行って、ほ

かの業者はもう伐採しかしてないというような状況になっております。これはあまり望ましくないと思ってお

りますし、今後も市内の森林全部管理していく上では森林組合だけではとても間に合わないと思っております。

なので、研修を林業者の方にも受けていただいて、管理までをしっかりできる、昔から行われてる林業にもう

１回戻っていく必要があるんだろうなと思ってます。 

○委員長（工藤小百合君） 次は加藤委員です。その次は松本委員です。 

○委員（加藤俊郎君） 委員長。 

○委員長（工藤小百合君） 加藤委員。 

○委員（加藤俊郎君） 最初は44ページの先ほど隣の藤原委員が質疑していたところでしたが、44ページ、４款

衛生費、１項保健衛生費のこころの健康づくり推進事業のところなんですが、去年の暮れ、大晦日でしたか、

田老地区で自殺者がありまして、それで消防団が出て行方不明になってからすぐ見つけていただいたと。消防

団の動きにはすごく感謝したんですが、それでで自殺する場所というのは大体同じようなところではないのか

なと思っているんです。他の自治体の例を言うのはなんですが、槙木沢橋とか、鵜の巣断崖とか、日本で全国
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的に言えば東尋坊とかっていうところが、代表的なのが挙げられると思います。それで東尋坊に行きますと、

自殺防止のための看板が出ていると記憶しておりますが、田老地区のことしか私はわからないんですが、自殺

する方がほとんどここだっていうのが大体多分特定されるコースを通ってそこに行く。それで、自殺防止のた

めの看板設置っていうのが必要なんではないのかな。文言についてはどういうものが適当かっていうのは私も

今は申し上げられないんですが、どうでしょうか、看板設置。田老地区だけではなくて宮古市全域にあると思

うんですが、そのことをもうちょっと調べていただいて、看板設置については考えていただけないんでしょう

か。 

○委員長（工藤小百合君） 早野健康課長。 

○健康課長（早野貴子君） はい。自殺の場所という統計に関しましては、詳細なものは私ども把握してござい

ません。自宅で死亡しているとか、山林でとかという話は聞いてはきますけれども、具体的に数字として示さ

れているものがございません。警視庁統計によって、大ざっぱな集計は出ておりますけれども、各地域地域の

細かいところは把握していない状況でございます。ただそういうことに傾向が見えるのであれば何かしらの形

で取り組んでいく必要があるかと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 加藤委員。 

○委員（加藤俊郎君） 私が知りえる限りでは、大体あの辺の道路を通ってあの辺で受水する、海に飛び込むっ

ていうコースが大体あるというふうに私は記憶しておりまして、その辺については、やる気があるんだったら

調べれば分かることです。今の早野健康課長の答弁ですと、なんか調べるのは大変だとか、場所を特定出来な

いとかっていう、どちらかといえば後ろ向きの答弁だったような気がしますが、これは自殺防止対策とすれば

かなり有効なのではないのかなと私は考えてまして。そういう決意をしてその場所に行こうとして途中で何ら

かの啓発されるような文言を見て、立ち止まるっていう方もいるのではないのかなと。５人を３人にするとか、

10人以下が目標だっていう話でしたが、自殺者を10人以下の目標にするっていうのはとんでもない話だと。そ

れ自体が私はおかしい。ゼロにするっていう目標でもってぜひこれは取り組んでいただきたいという私は思い

がありますので、どうですかその辺は。 

○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。確かに今ある数字を低くするというのが現在どのよう

にして自殺者を減らしていくかっていうので、まだいろいろこう模索っていうか、今いろんな庁内での検討委

員会とかをつくりまして進んでいるところでございます。ゼロにするのが当然最終的にはそこに持っていかな

きゃならないと思ってます。そういうふうな格好でこれからも取り組んでいきたいと思ってます。それから先

ほど看板の件ですが、東尋坊などもそうなんですけれども、確かにそれを見て思いとどまる方もいらっしゃる

というふうにも聞いてます。そのほかにそこに行くまでのタクシーの運転手さんが話をして、とめさせたとい

うふうな事例も耳に聞いたりしてます。どのような方法がいいのかっていうのは本当にいろんなほかの市町村

等の取組なども勉強しながら、取り組んでまいらなきゃならないのかなと考えてございます。 

○委員長（工藤小百合君） 加藤委員。 

○委員（加藤俊郎君） 勉強だけではなくて一歩進めていただきたいなというのをもう一度強く希望して、次に

移ります。次に43ページなんですが、またまた、健康課長のところですが、最下段の医師等養成事業のことで

す。思い起こせば10年前のこの東日本大震災が発災したとき、健康課長は髙尾課長でしたが、この医師養成事

業の条例提案がありまして、そのとき、いろんなことがありまして、当日３月議会の最終日で、普通だったら
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何もなければ午前中で終わるっていうところをちょっと私が文句つけまして、それであの時間まで午後２時過

ぎまで本会議が続いていて、大きい揺れを見て、閉会宣言を議長にお願いして、私が引っ込んでこの医師養成

事業の条例が決定したっていうことが思い起こされています。それで、医師養成、今般示されているのが３名、

継続１名・新規２名ということなんですが、この新規の見込みが２名っていうことなんでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 早野健康課長。 

○健康課長（早野貴子君） はい。新規の医師奨学生を２名確保したいということでここに予算計上させていた

だいております。 

○委員長（工藤小百合君） 加藤委員。 

○委員（加藤俊郎君） 決算ではないのでどこまでどういうふうに聞いたらいいのかというのはちょっと悩みな

がら今聞こうとしてるんですが、継続で１名であると、新規で２名が今度何とかお願いしたいっていうことな

んだろうと思うんですが、この10年間で、この医師養成事業の効果が出た、いわゆるこの宮古地域で医師とし

て頑張っていただいたっていう方は何名ぐらいおられるんですか。 

○委員長（工藤小百合君） 早野健康課長。 

○健康課長（早野貴子君） 看護師の方では義務履行ということで、宮古市内に勤めている方はいらっしゃいま

すが、医師の奨学生につきましては、現時点で初期研修中でございまして、それは宮古市外のところで初期研

修を行っておりますので、現時点では宮古地域で就労されている方はおりません。 

○委員長（工藤小百合君） 加藤委員。 

○委員（加藤俊郎君） そのことについて、健康課ではどのように評価してますか。 

○委員長（工藤小百合君） 早野健康課長。 

○健康課長（早野貴子君） はい。確かに医師の奨学生を要請してすぐに宮古市の医療従事者としてお仕事はし

ていただいていない状況ではございますけれども、今後長い目で見ればやはり宮古地域に戻ってきていただい

て、地域医療を支えていただくという点では意味があるものと思っております。ただ現時点ではそういうお医

者さんとして実際にこの宮古地域県立宮古病院であり、国保診療所であり、そこに勤めていただいている方は

いないので、今後もここはつながるように、確実に奨学生の方と面談を繰り返しながらお願いしていったり、

きちんと計画を把握していくという必要があろうかと思っております。 

○委員長（工藤小百合君） 加藤委員。 

○委員（加藤俊郎君） 長い目で見ていきたいという答弁でしたが、10年っていうのは結構長い期間だと思って

ます。それで、どこかにこの条例に欠陥ではないんですが、もうちょっと手直しをする必要があるのではない

のかなと私はずっと思ってます。それで、岩手県でもこの医師養成事業についての県の条例もあると思ってん

ですが、県の条例、県からのお金をお借りしながら、宮古地区で医大に進学した方、宮古市の条例と県条例と

比較して県条例のほうが有利だっていうかな、何かとそっちのほうがその方にとっては有効だっていうことか

ら、宮古市ではなくて県のほうの医師養成事業でお金を借りて、医師を目指してるっていう方もいるっていう

ふうに聞いてるんですが、それで10年前のときに条例をつくっただけで、実はあのとき規則はつくってなかっ

たんですよね。いろんなことがあってすぐつくれない状況だった。東日本大震災はとんでもない災害でしたか

ら、すぐつくれなかったのかもしれません。それで、実際にこの条例が動き出したのは多分規則が出来た１年

後ぐらいからだったと思うんですが、でもこの９年間で、それほどの実績が見えてないということはやっぱり

どっか何か足りない点があるのではないかなというふうに考えるのが普通ではないですか。10年は結構長いで



－14－ 

すよ。 

○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。当時、加藤委員がおっしゃるとおり、条例だけの制定で規則が出来ておりませ

んでした。平成24年４月から私健康課長やらせていただいた年に規則を制定いたしまして、その年の２月に最

初の医師の奨学生を採用いたしました。今現在初任研修中ということになってるわけですが、この間にも、宮

古市の奨学金を利用して何人かのお医者さんは奨学金を利用しております。今、加藤委員さん、おっしゃいま

した点につきましては、金額的に宮古市のほうも不足してるんじゃないかということで途中奨学金の金額も若

干上げました。この制度自体県のほうでというか、高校のほうでというか進学を希望して、医大のほうに希望

すると言ったときに奨学金の制度を説明するのに、どうしても岩手県の制度、地域枠とかありますので、そっ

ちのほうを優先して県として医師を確保するという部分が大きいようで、我々もＰＲはしてるんですが、そっ

ちのほうにとられて最後に、入試で受かった方がこっちのほうの宮古市のほうになるとか、最初から宮古市の

ほうでというところはなかなか難しかったという点はございます。なので、これから我々、私のときもそうで

したが、各学校の進路指導の先生にも、宮古市の奨学金をＰＲしてぜひ使っていただくようにというのはやっ

ていかなければならないなと当時からの課題でございます。 

○委員長（工藤小百合君） 加藤委員。 

○委員（加藤俊郎君） 実はというか、令和３年度の重点事業の再生可能エネルギーのところが今予算委員会の

ポイントかなと私は実は思っていまして、田中委員から引き続いてやろうかなと思ったんですが、まず言おう

と思って医師養成事業のことを今ひっかかってるというか、時間をとっているんですが、やっぱり県のほうが

卒業後の選択肢が広いということから絶対県のほうが有利だと思うんです。それで、それに対抗するためには

やっぱりお金ですよね。それをもうちょっと再考っていうかなあ、本当にどうしたら医師をこの地域に確保で

きるのか、しなければならないっていう強い思いでもって、検討っていうか、前向きに進めていただきたいん

ですが、部長どうですか。 

○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） はい。委員の熱い思いそのとおり受け止めます。最初に10年ということなんです

けれども、医大生の場合は入学して６年間、まず勉強しなきゃならないと、それから今度研修のほうに行かれ

るということになりますので、やはり成果が出るのは10年以降なのかなというふうには思ってございます。そ

れから県のほうとの奨学金との関係なんですけれども、先ほど企画部長が説明しましたとおり、地域枠の関係

がございます。地域枠で合格された学生に関しましては、県のほうの奨学金ということになってございますの

でそこの部分でどうしても宮古市の部分、宮古市は、岩手医科大学の学生さんの地域枠に関すればどうしても

使えないような状況になってくるんだと思います。それから、その金額の部分につきましては、各市町村のほ

うでそれぞれ医師奨学生の奨学金持っているわけなんですけれども、その中で宮古市の部分が見劣りするとは

思ってございません。また宮古市の場合は、義務履行に関しましてもほかの市町村と比べまして、それから奨

学金の申請に当たりましても宮古市出身に限っているわけじゃなくて、どこの市町村にお住まいの方でも、受

給できるような格好になってますんで。そして、義務履行に関してもほかの市町村よりはもうちょっと枠を広

げていますので、ほかの市町村と比べて、非常に使い勝手が悪いということではないと思っております。ただ、

改善しなきゃならない部分があると思いますので、そこについては引き続き、考えていかなきゃならないんだ

と思っております。 



－15－ 

○委員長（工藤小百合君） 加藤委員。 

○委員（加藤俊郎君） 終わりにしようと思ったらまたまたそういう答弁が出てきて、少ないという現実をどう

受け止めているかっていうことでの本当に切迫感がない、危機感がないと私には感じられるんですよね。今の

条例がすばらしく優れているということを言うんだったら、勧誘の仕方が悪いかもしれない。もうちょっと積

極的にこの条例が施行できるっていうのかな、あの使っていただいてこの地域に医師の確保ができるような形

で努力すべきだと思うんですが、どうですか。 

○委員長（工藤小百合君） 菊池企画部長。 

○企画部長（菊池廣君） 総合的な宮古市の課題の一つとしてとらえるべきだと思っておりますし、そういう意

味では地域枠、医大を受験するときに地域枠というところで受験をする際にも地域枠のほかに宮古市枠という

か、そういう本当の固定した地域の医者になるよというそういう枠も設けていただけるのかどうかそういった

のも関係機関、医大さんのほうともいろいろ話をして協議をしてお願いできるのかなというのは、考えていか

なければならないと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 加藤委員。 

○委員（加藤俊郎君） 再生可能エネルギーのところに行くにはちょっと時間が足りないような気がするので、

そこは飛ばしまして、水産振興費の63ページなんですが…。はい、二巡目にします。 

○委員長（工藤小百合君） 次は松本委員です。その次は落合委員です。 

○委員（松本尚美君） はい、委員長。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 

○委員（松本尚美君） はい、それでは説明資料の47ページですね。４款衛生費、１項保健衛生費、７目エネル

ギー推進費の再生可能エネルギープロジェクト推進事業ですね。何で４款なのかなあと思っているんですが、

何で４款なの、変だなと思いつつ伺いますけれども。まずこの再生可能エネルギー推進計画策定支援業務委託

と支援業務ということになっていますが、これは計画をつくるだけではなくて何らかの支援、実働的にそうい

ったものを求めるという内容でしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 三上エネルギー推進課長。 

○エネルギー推進課長（三上巧君） はい。こちらの計画の策定支援業務ということになっておりますが、業務

内容としましては、地域特性の分析であるとか、地域課題の整理や、その再生可能エネルギーの導入の有望エ

リアの抽出であるとか、またそのエネルギーの需要施設、どういったところでどういったエネルギーが使われ

ているかの整理であるとか、将来像、あるいは再生可能エネルギーの導入目標、基本方針、導入施策、などに

ついて委託の中で検討をしてもらうこととしております。それらを踏まえて市のほうで推進計画を策定したい

と考えてます。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 

○委員（松本尚美君） なるほど。支援があったんで、その計画策定プラス、例えば市内の民間事業者なり市民

が、こういった事業展開をしたいと言った場合の窓口とか相談とか、そういったものも対応するのかなと思っ

たんですが、そうではないと。とすればこの計画をつくって、今後先ですね、民間事業者を含めて市内の民間

事業者、市外もいるかもしれませんけれども、そういった再生可能エネルギーを何らかの手法でもって、太陽

光とか様々あると思いますけれども、様々な手法で相談窓口っていうのは具体的に専門的にどういった部署が

やりとりをする、そういった前提でこの計画をつくる。こういう流れっていいますかね、そこを確認します。 
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○委員長（工藤小百合君） 三上エネルギー推進課長。 

○エネルギー推進課長（三上巧君） はい。計画策定の中では市民から意見を聞いたり市内の事業者からの意見

を聞きたいと考えてます。また今質問ありました窓口につきましては、再生可能エネルギーについてはエネル

ギー推進課のほうが窓口になって、まず受け、関係課のほうにもつなげていきたいと考えています。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 

○委員（松本尚美君） 私は具体的に、例えば私がこういった事業をやりたいとすれば、エリアとかそういった

計画とかそういったものを宮古市が示すのかもしれませんけれども、こういった事業をやりたい。事業を進め

るに当たってはどういう申請とか、書類上の申請であるとか、具体的にアドバイスをしていただく必要が私は

あると思うんですね。場合によっては例えば太陽光であれば、例えば収支シミュレーションだとすれば価格は

こうなので、年間収入は大きさもありますけども、そういったコストをこれぐらいで収めないと当然収支合わ

ないよと。場所によっては、規模もありますけども、このコストがかかり過ぎますよとか、具体的に事業を組

立てていく際のアドバイスそういった部分はエネルギー推進課もしくは関係課という話ですが、対応できるん

ですか。 

○委員長（工藤小百合君） 三上エネルギー推進課長。 

○エネルギー推進課長（三上巧君） 再生可能エネルギーの事業を推進するに当たってはそれぞれの専門の知識

も必要になってくると思います。我々だけで対応出来ない部分もそのとおりあるかとは思います。ただ、相談

を受ければまずは我々が受けまして、こちらが先導できる部分もあるかもしれませんがあればその出していた

だいた計画について、例えば専門委員の方、専門家の方にこちらから意見を聞いてアドバイス等もできるのか

なというふうには考えています。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 

○委員（松本尚美君） はっきり言えば、市民事業者、市内のそちらを何とかこの再生可能エネルギーの事業参

画もね、個別でもあります。そういう方々を、当市に向けていくということになればね、ただそういった人た

ちはノウハウが薄いわけですから、少ないわけですから、どうしても、メーカーなりそういったソーラー事業

者なり、専門にやってるところに問合せして事業計画をつくる。そういう受け身っていいますかね、そういう

のではなくて、やっぱり宮古市で例えばアドバイザーを用意して、そして第三者的にこういう事業であれば、

こういう事業計画とか、そういった部分が必要ですよと、計画をつくるに当たっても、アドバイスをやっぱり

するっていう積極性を持ってやらないと私はちょっと無理なんじゃないかな。何かあくまでも、計画はそれぞ

れ民間事業者がつくってそしてそれを出してもらう。出してもらってチェックして場合によっては専門家につ

ないでチェックするとかっていう話かもしれないけれども、やっぱり説得力がない。事業に対する意欲ってい

うのはやっぱり手取り足取り100％ではないにしても、やはり本当にこれを宮古市の今後の将来的に核として育

てていくっていうんであればそういった体制をしっかり構築しないといけないんではないかという指摘なんで

す。どうでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 三上エネルギー推進課長。 

○エネルギー推進課長（三上巧君） はい。委員ご指摘のとおりだと思います。こちらとしましても市民である

とか市内事業者が、行政も一緒にですけれども主体となるように取り組んでいきたいと考えておりますので、

委員ご指摘のとおり、できるだけ積極的に皆さんが推進できるように、アドバイス等もできるようにちょっと

そういった仕組みは考えていきたいと思います。 
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○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 

○委員（松本尚美君） 期待をしたいと思います。その下の住宅用太陽光発電システム導入促進事業、これはず

っと継続した補助事業ですけどもやっています。問題は私が申し上げるまでもないんですけども、民間という

か住宅関係が中心かもしれませんが、そういった屋根に太陽光発電パネルを乗せて発電すると。もう大体限界

に来てるわけですね。10年間ＦＩＴっていう固定価格買取り制度に基づいてやるわけでしょうけども、どんど

んパネルの設置費も下がっている部分もあります。10年経過した方々もいらっしゃいますね。再投資っていい

ますか、そういった設備に関わってもお金がまたかかってくる。でも価格は下がってくる。非常に今厳しい状

況にあるかなと思いますね。だからもっとこれ研究して、何らかの補助金の額とか、そういったものを含めて

精査しないと従前ただあるから今年もやりますよっていうだけ、私は厳しいんじゃないかなと。そこら辺の認

識はどうでしょう。 

○委員長（工藤小百合君） 三上エネルギー推進課長。 

○エネルギー推進課長（三上巧君） 令和３年度の補助金につきましてはこちら当初予算に計上しておりますが、

今後宮古新電力株式会社の資本参加も予定しております。こちら再生可能エネルギーの導入事業にも一緒に取

り組んでいこうとしておりますが、その中で現在検討しているのが屋根貸し事業、個人の屋根を借りまして太

陽光で発電した電気を新電力で買うとか、現在乗っている太陽光発電につきましても、10年たてばＦＩＴが終

わりまして、売る価格が安くなります。そういった電力を新電力で買って、それをまた売ることが出来ないか

といった、そういった事業も一緒に考えていきたいと思っています。なので、この住宅用太陽光発電システム

導入促進費補助金についてもまた新たな展開を考えていきたいと思っています。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 

○委員（松本尚美君） ぜひ期待をしたいと思います。屋根貸しっていうのが出てきたんで、ようやっと宮古市

も変わったなと。私は震災後この災害公営住宅含めて、この屋根をもっと使ったらいいんじゃないの。当時の

部長は、構造がもたないとか云々を理由に否定していましたけれども、もったいないでしょう。これを何とか

生かすべきだということを提言したんですが、もう袖にされていましたね。ようやっと宮古市もそういった方

向性に向かってきたのかなということですから期待をしたいと思います。次に50ページ、６款農林水産業費、

１項農業費の３目の農業振興費の中でのマスタープランですね。これは一般質問でもやりとりしたんでそこは

ちょっとカットしますけども、基本的に地域の特性とか、そういったことをまず調査・意見交換しながら地域

をどういう農業を組立てていくかと、これはこれで理解するんです。ただ、オール宮古でこの農業を新たな展

開をする中で、基幹産業として構築していくためには、じゃ何が足りないのか。ここが本来であれば、オール

宮古でのマスタープランというふうに思うんですけれども、これはこれでね、否定するものではないんで地域

に、今就農されている方々の意向を伺いながら地域地域にあって、その方々の施策を展開していくっていう前

提で、ある程度これは否定しませんが。しかし一方で、この宮古市をどうするかとしたときに、規模も含めて、

今の申し訳ないですけども、営農規模ではとてもとてもこれは勝負にならないですね。これは市内だけの競争

じゃないんです。今やもう全国世界と言ったらちょっとオーバーかもしれませんけれども、やはり一般質問等

でやりとりしましたけれども、収益性の高い農業、そしてより効率的な農業、そして若い方々が参画しやすい

農業、ポイントは幾つかあると思います。その中にはスマート農業というのはあるかもしれませんが、そうい

った農業は一体どうつくっていくかということですね。そこがやはり欠けてると思うんです。ですから、これ

を土台にして新たなやっぱり施策展開を考えていく必要があると。そのために何をどうすればいいかというこ
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とですね。それはどうですか部長。 

○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。やはり我々行政がやっている仕事、全般に関わって、課題意識といいま

すか、このままでいいのかっていうのが欠如している部分があろうかなというのが正直ございます。この農業

に関しても、やはり国の補助メニューがあるからそれに基づいてだとかっていうのでなくて、今後この宮古地

域の農業をどうやってくかっていうもう一度原点に返って、新年度産業立市ビジョンの分野別の農業ビジョン

を作成しますので、その中でより具体的にといいますか、目指すべき方向を示していきたいと。それが今私何

なのかっていうのが言えない歯がゆさはありますが、そういうスタンスといいますか、全部変えろじゃないん

ですけども、変えられるところは思い切って変えるというような意識で臨んで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） わかりました。期待をします。やっぱりこの構想自体が小さいんですよ。スケールが小

さいんです。ですから基幹産業となれば、私はやっぱり１億、２億の話じゃないと思うんです。プラスアルフ

ァで、考えていくにはやっぱり最終的にはもう30億、40億、50億、場合によっては100億円を目指すという。じ

ゃあそういった農業をどう構築するかっていうふうになれば、現状を踏まえた施策ではまず100％あり得ない。

無理です。ぜひ期待をしたいと思います。これはインターンシップもそうだし、人材確保もそうだし、育成も

そうなんです。だからスキルの問題も当然あるわけですけれども、やっぱりそういうことをやっぱり一体化し

てパッケージにして検討していかなきゃならないし、そしてそのためにどういった施策展開が必要か、場合に

よっては予算措置が必要か。手法も含めて大いに研究を早くすべきだと思うんです。２年、３年、５年、10年

の話じゃないです。もう既に例えば、ちょっと触れましたけれども、イチゴ生産にしても、もう規模が違いま

す。宮古市の現状の規模と。それは良い悪いは言いませんけれども、いずれ産業として再構築するというやっ

ぱり意識を強く持って、このままでは宮古の農業、まず壊滅しますよ。ほとんど競争力がないです。ゼロとは

言いませんけれど。期待したいと思います。次にいろいろありますが55ページです。６款農林水産業費、２項

林業費１目林業総務費の中で林業施設維持管理事業、これ維持管理はこれはこれでいいんですけれども、新設

が全然見えてこないんですね。林道の開設。宮古市は環境譲与税を活用して云々というのもこれからの課題と

ありますけれども、やはりこの単なる作業道ではなくて、その森林を管理する、またそれを管理した後に、伐

採含めて、植林とかこの先もありますけどもトータルとしてこういう林道ですよね。しっかりした林道の整備

というのが私は前提だと思うんですね。ほとんど最近私が在籍してからもう20年、開削ってのはゼロに近いん

じゃないかな。旧宮古市に限っては特に整備延長が少ない。そこはどう理解すればいいですか。もう全然手つ

けないということでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 飛澤農林課長。 

○農林課長（飛澤寛一君） はい。林道についてそのとおり、これまで整備されてきていなかった、災害等もあ

ったということもあると思っております。現在ですね、少ないかもしれませんが、新規林道２路線開削したい

ということで県に相談させていただいております。これはぜひ早期につくっていきたいと思っております。今

後も本数は増やしていって、そこから作業道をつなげて路網を広げるという形で林業を進めていきたいと思っ

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） はい。それも期待したいですね。私が知る限りでも今２路線という話です。１路線に関
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しては、これもう20年も前から県でも採択っていうことになっているんですけども、地権者の関係もあったり

なんかというのもあるんでしょうし、もう測量は２回もやってるところも、でもこれすら全然手が、また見通

しも全然見えないんです。だからこの２路線をつくるだけではなくて、トータル的にやはり１年で全部整備す

るということはもう不可能ですけれども、これはやっぱり中長期的にも早くどう展開していくか、予算次第、

財源次第ということも当然ありますけれども、やっぱりどこにこの林道が必要かということをやっぱり描いて

ないと、準備してないといけないのではないかと思います。部長どうですか。 

○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、やはりさっきの農業と一緒ですね。その林業もその公益的な機能の部分

もございますので、やはりビジョンといいますかね、将来的な目標の姿を持ってその部分で、そういう林道整

備についても対応してまいりたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 

○委員（松本尚美君） 期待をしたいと思います。57ページに移ります。６款農林水産業費、２項林業費の２目

の中にありますけれども、地域木材利用住宅推進補助金です。これ16棟３年度予定したいということですが、

わたしの印象といいますか、つかみでは、まずこの金額では、建築主さんとか工務店そういった方々にとって

はほとんどメリットがないですね。ゼロとは言いませんけれども。だから、ここの見直しっていうのは検証と

いいますか、まず検証ですね。実態がどうなのか、そこはどう進めていますか。 

○委員長（工藤小百合君） 飛澤農林課長。 

○農林課長（飛澤寛一君） はい。この事業につきましては上乗せとして震災、あるいは台風災害の被災住宅に

ついても上乗せも行ってきたところですが、大体再建も、だんだん落ちついて少なくなってきたということで、

対象となる家屋が少なくなってきたところであります。これを機会に、ちょっと再検討していきたいなと思っ

ております。上乗せしたほうがもちろんいいのかもしれませんので、これまでの災害が終わった時点で新しい

事業として検討させていただきたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 松本委員。 

○委員（松本尚美君） はい。時間ですので二巡目またこれについてちょっとやりとりをさせていただいと思い

ます。 

○委員長（工藤小百合君） 次は落合委員です。その次は竹花委員です。落合委員。 

○委員（落合久三君） はい。説明資料42ページ。４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費の下から

２番目、運動習慣づくり推進事業25万5,000円計上されていますが、説明にあるように国保の特定健診の結果、

保健指導が必要だという39歳以下の市民、ただし国保加入以外のということなんですが、これは実績を見ます

と、17人の比較的若い人がシーアリーナ、姉ヶ崎サンスポーツランド温水プールに通って、メタボにならない

ようにということでそういう記述が実績報告のほうには書いてあります。願わくばこういうものの国保加入者

の分がどうなのかっていうのはここではないのは分かるんですが、そういうのも必要だなと思って見ているん

ですが、金額にすればサンスポーツランド、シーアリーナに行って健康維持のための最小限の利用料を支援す

るっていう意味だと思うんですが、実績報告ではさっき言ったように17人の方がこれに該当して、運動を健康

維持に努めている。これですがね、保健指導に該当した人っていうのはどのぐらいだったんでしょうか。どの

ぐらいの人数で実績報告では、令和元年は17人が実際に運動に取りかかったというのは分かるんですが、保健

指導、特定保健指導に該当した人。そういうそうしなさいよ、そうしたほうがいいよっていうふうになった人
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は何人ぐらいですか。 

○委員長（工藤小百合君） 早野健康課長。 

○健康課長（早野貴子君） はい。39歳以下の方々ですので、特定保健指導というよりは、ある一定のラインを

決めながら、指導が必要な人という形にはしてございます。申し訳ございません。現時点でちょっと母数はつ

かんでおりませんが、今回39歳以下で今年度この事業に参加してくださった方は、お２人です。なかなか若い

方がこの事業ご利用されることがなかったんですけれども、今年度は39歳以下の方、お２人がご利用していた

だいたという形になります。 

○委員長（工藤小百合君） 落合委員。 

○委員（落合久三君） ぜひこれも金額的には少ないですが、こういうのをきちっとやっぱり推進していくって

いうこともとても重要だと思うので、ぜひもっと前に進めるようにしてほしいなと。続いて隣のページ、43ペ

ージ。同じく４款衛生費１項保健衛生費の１番上の後期高齢者健康診査事業。こっちは、逆に75歳以上の後期

高齢者が生活習慣病や重症化しないために健康診査等を実施する事業です。金額も大きいです。それは対象が

実績報告によりますと、令和元年は対象者が5,700人、実際に受診した人が2,100人、結構だなと思ってみたん

ですが、そのうち2,156人が受診をしたうち有所見、ちょっとこういう問題があるよ、脂肪が多いよとかと、糖

尿っけがあるよとかいろんなことあると思うんですが、有所見が96％。聞きたいのは、有所見は令和元年のと

きは、96％の人、つまり2,085人が医者からこれこれこういうことを注意しなさいっていうふうに診断された。

問題は、これらの高齢者がそういう有所見の診断を受けて、その先はどうなるんですか。 

○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） はい。後期高齢者も同じように保健指導をやるということになります。 

○委員長（工藤小百合君） 落合委員。 

○委員（落合久三君） もうちょっと詳しく。どうなりますかっていうのは、いや、運動含めてやってください

よっていうふうに誘導するっていうのはいいんですが、実際の取組とすればどういうふうに展開されています

かっていうことを聞きたいんです。 

○委員長（工藤小百合君） 早野健康課長。 

○健康課長（早野貴子君） 高齢者の方は特定保健指導の中で積極的に勧奨をしていく対象にはならないんです

けれども、例えばその状況、健康診査の所見の状況によって、例えば高血圧の予防でありますとか、あとは体

重を落とすよりも高齢者の場合には低栄養にも注意をしながら、それに合わせた食生活の指導をしていくとい

う形になります。運動という形は、積極的にこういう施設を使っての運動を我々が積極的にお伝えしていくと

いうよりは、通常できる日常の中で運動できる場面の想定をしたり、また今回例えば健康公園の使い方であり

ますとか、あとはウォーキングのような、どこかの部分に負荷をかけてやるような運動ではなく、全身運動の

ようなものをお伝えしていくというような形で指導のほうを展開しております。 

○委員長（工藤小百合君） 落合委員。 

○委員（落合久三君） もうちょっと何となくぱっとググっとこないんですが、とても重要だと思うんです。し

かもお年寄りですから、もう一度言いますが、令和元年のときの対象が5,700人、実際に受診したのは2,156人。

そのうち有所見2,085人、このままではちょっと駄目だからこういうふうにしたらああいうふうにしたらってい

う人が2,000人もいるのを、そこをどういうふうに健康維持のためにどういう事業に誘導するかというのはとて

も重要だと思うんです。今課長からは無理もないんですが、またがるんでちょっと私も聞きづらいんですが、
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介護の例えば総合事業のほうに振り向けるっていうのは、当然ではないかなと私は思って聞いてるんですが、

そこら辺はちょっと今日介護保険課長がいないんですが、分かる範囲でいいですが、そこが大事だと思うんで

すよ。検診も受けた、医者からはこういう指導なり助言を受けた、それで終わってるとは思いませんが、そこ

からどうするの、どういう事業に誘導して健康維持をするの、向上させるのっていうのがなければ、当然あっ

てやってるんだと思うんです。私はその１つが介護保険の介護予防総合事業も該当するんでないか。それから

私たちの私の住んでいる町内でもやっているシルバー体操をかなりやっていますよね、どこの地域でも。そう

いうものにきちっとつなげるというふうにしているんだろうなという思いで聞いているんですが。 

○委員長（工藤小百合君） 早野健康課長。 

○健康課長（早野貴子君） はい、申し訳ございません。ここで言う高齢者の後期高齢者の健診の有所見者とい

うのが特定健診で言います、特定保健指導の対象者とは全く別物でございまして、何らかの検査項目でＣ判定

等があった方という形になります。今委員さんおっしゃいました総合事業というものにこの検診結果から直接

つなげるというものではございません。やはりその身体の状態等々を見ながらということにはなります。ただ

そのシルバーリハビリという点で言いますと、地域の高齢者の方々が運動習慣を身につけるための事業の１つ

でもありますので、そこに関しては、地域にそこの教室を紹介するというのは１つの手段とはなってございま

す。そのほかに、先ほど言いましたように病態によって各種の教室、今年度は通常の教室という形での開催が

なかなか難しかったんですけれども、例えば高血圧予防教室でありますとか、フレイルの予防のための教室で

ありますとか、あとは毎月やっている健康相談のほうでいろいろな測定値が出来ます。そこにお誘いをしなが

ら、数字の変化を見ていきますとか、あとは１番大事なのがそのＣ判定を受けた方が確実に受診につながるよ

うに、そこについての受診の指導を行うというところを行っております。 

○委員長（工藤小百合君） 落合委員。 

○委員（落合久三君） ここ最後。今課長が最後に言った、どこの時点の数字でもいいですからＣ判定受けた人

って何人ぐらいいるんですか。 

○委員長（工藤小百合君） 早野健康課長。 

○健康課長（早野貴子君） 高齢者の75歳以上健診の有所見率というのは、96.6％ですので、受診者数が1,900人

いて1,700人近い方、それ以上の方が有所見という形になります。 

○委員長（工藤小百合君） 落合委員。 

○委員（落合久三君） 説明書の46ページ。４款衛生費、１項保健衛生費、４目公害対策費、1,531万円が当初の

予算として計上されていますが、最初にこの大枠のところ1,500万円、これ前年度の当初の金額と比べると約

1,000万円少ないんですが、結構大きい減だなと思って中身もこう見ているんですが、ちょっとわからないので、

最初に前年対比で1,000万円も公害対策費が減って計上されている理由を簡潔にお願いします。 

○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） はい、お答えいたします。１番大きいのが、事業として環境基本計画の策定事

業というのが１つなくなってございます。事務費の全体の見直しの部分で減っている部分もございます。 

○委員長（工藤小百合君） 課長。もう少し大きい声で。 

○環境生活課長（北舘克彦君） ここの事業につきましては特に、これを取りやめたということではございませ

ん。すいません、ちょっと数字の細かいところをお話し出来なくて。 

○委員長（工藤小百合君） 落合委員。 
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○委員（落合久三君） なるほど。今、隣の同僚議員が太陽光のやつが去年は入ってるよ1,000万円、それがこっ

ちに移ったからじゃないかと。 

○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、そのとおりでございます。太陽光発電につきまして、先ほどエネルギ

ーのほうに変わっておりますので、その分で全体の事業費については大きく変わっているところはございませ

ん。 

○委員長（工藤小百合君） 落合委員。 

○委員（落合久三君） 納得しました。そこで、公害対策事業が1,100万円書いてあるとおり、ここで前回議員全

員協議会等でもまた産業建設常任委員会でも問題になった、田老の加工団地における異臭問題をここでこの説

明のところに県移譲事務による事業所立入り、及び公害関連法に基づく各種云々、これはいいんですが、やっ

ぱり悪臭異臭をどうやって出さないようにするかというのは、引き続き非常に重要だと。何で重要かっていう

と、一般的にこうでこうでこうだからっていうだけでなくて、住民不信がもう今あるんですよ。住民不信にな

っていると。もっと言えばその不信がいろんな方面に向けられていると。１つは行政に向けられている。もう

１つは漁協にも向けられています。どうしてかっていうと、あそこの加工団地の中に漁協の施設が３つもある

からです。勘違いしてる人もいる。漁協はいい気なもんだと。さっぱり手を打たないと漁協にも抗議がいって

ます。それから、我々の中にもちょっとこう、何でこういう問題がきちんと解決に向かわなかったのかってい

う点での心配があるわけです。今いろいろ規制区域を指定したりし始めて、これから動き出そうということな

んで、そこの今取り組み始めていることをちゃんと踏まえた上で、とどのつまりあの加工団地で釜石の事業者

にとったやつをやって調べてもらったら２ヶ所から基準を上回る悪臭が出た、この悪臭の主な成分は何だった

んですか。 

○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） 主な成分というのは今回の委託の事業の中で分析はしてございません。で、一

般的に水産加工の現場から出る魚の悪臭の部分っていうことで、トリメチルアミンというのが主な原因と考え

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） それからもう１つ、２か所から基準を上回る悪臭が出たっていうのは報告があるんです

が、そこの施設のどういう場所からそれが発生したんですか。なかなかわからないんですよ。 

○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） 測定箇所は敷地の境界線とその施設の排気口のところ、排出口のところを測定

してございます。そうではなくその原因のお話をしているのかと思います。大きく２つ考えてございます。１

つはその施設内の設備、脱臭装置なんですが、そちらがうまく動いていなかったというのが１つ。あとは残渣

の積みおろしの部分で、その際に発生する臭いがございますので、そこらの対策が必要だという２つを考えて

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） そうすると、脱臭装置が作動していなかった。積みおろしのときの臭いと。関係住民か

らもちゃんと聞きました。それから漁協の直接連絡を受けて対応してきた人からも改めて聞きましたが、今課

長が言った２つこの脱臭装置はもう手を打ってあるんでしょうか。 
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○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。この調査・測定を始めるという形になりましてから11月からずっと毎日

出向いて調査というか現場にこの状況の確認をしてございました。その際に現場の事業者の方からもお話を伺

っています。その中で、脱臭装置につきましては、一度12月に直りました。そのあと１月に気温がかなり低く

なったときに、再度調子が悪くなったということで、そこにつきましては、修理しているということで、実は

今週の月曜日行ってきたんですけれども、そのときには本日中に直るということでお話を聞いてきてございま

す。 

○委員長（工藤小百合君） 落合委員。 

○委員（落合久三君） 時間がないので二巡目にします。 

○委員長（工藤小百合君） 竹花委員。 

○委員（竹花邦彦君） はい。それでは大分、午前中15分程度ですが、質問したいと思います。私が質問を予定

しているのは、１つは４款では被災者支援事業、心のケアの関係、それから５款労働費、そして観光費等につ

いて市の考え方等々をお伺いしたいと思います。最初に説明資料44ページ、４款衛生費、１項保健衛生費、１

目保健衛生総務費下から２番目に震災対応分として被災者支援事業44万7,000円が新年度予算計上されており

ます。心のケアの関係については一般質問等でも市長とやりとりをさせていただきましたが、ちょっと時間の

関係等々でここ十分に議論が出来なかったという思いもありますので、改めて新年度の被災者支援の関係につ

いてお伺いしていきたいと思います。まずこの被災者支援事業については、主要な事務事業に掲載されており

ますとおり被災された方々が災害公営住宅等に転居をされていると、ここの方々を中心に訪問指導、あるいは

健康調査等々を行っていると認識しております。まず最初にお伺いしたいのはこの44万7,000円、具体的な支出

の中身はどういう、多分これ需用費か何かそういった類いのものかなと思っているんですが、44万7,000円のこ

の具体的な支出の中身はどういったものが予算計上されていますか。ちょっとこまい話で何ですが。 

○委員長（工藤小百合君） 早野健康課長。 

○健康課長（早野貴子君） はい。まずは健康調査等の入力と、あとは訪問の準備等がありますので、会計年度

任用職員について27万2,000円。あとは需用費として訪問の際にお配りするリーフレットですとかいろんなもの

の情報を１つにして封筒に入れて渡しているんですけれども、それらに関する需用費として15万円が中心にな

ります。 

○委員長（工藤小百合君） 竹花委員。 

○委員（竹花邦彦君） そうすると会計年度任用職員については、これは20万円ちょっとというお話でしたけれ

ども、１か月分等々の分を要するに１年間トータルの人件費ではなくて、ここに訪問指導等々に当たる部分の

月数を一応そこに予算計上しているという考え方ですね。それでよろしいですか。 

○委員長（工藤小百合君） 早野健康課長。 

○健康課長（早野貴子君） はい。その期間雇用をするという考えではないんですけれども、お１人の人はその

事業に割り振りをしてここから予算を出すという形になります。 

○委員長（工藤小百合君） 竹花委員。 

○委員（竹花邦彦君） 当然これは今の現在の状況は、健康課等のほうで通常の業務をしながら、ある意味では

ここの災害公営住宅等々を訪問しながらやっていると認識しております。そういう意味で本当に今コロナ禍の

中で、大変なワクチン接種をどうするかという状況の中で、いろいろご苦労なされている中で、引き続きこう
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した心のケアについても対応する。大変だなあという思いをいたしております。そこでエールも含めていろい

ろやりとりさせていただきたいわけですが、一つは今この新年度、あるいは昨年度でもいいんですが、実際に

この心のケア、被災者支援ということで回っている対象世帯はどうなっているんだろうか。元年度の実績をち

ょっと見てみますと、今既に仮設住宅はありませんので、もう仮設住宅等を撤去された方々を対象に令和元年

度では39世帯、要支援者７名と、大体46世帯の方々が、災害公営住宅に入居されている方々については、訪問

をされている方々は元年度実績では132世帯、うち要支援者等々33世帯ですので、大体200世帯ぐらいの方々を、

令和元年度では具体的に訪問指導しながら、ケア対応に当たってきたんだろうと思っているんですね。そうい

う意味では、その状況が続いているのか減っている状況にあるのか。ここの状況がもし２年度等々含めてです

ね、あるいは新年度で対応しようとしている方というのは、多分ある程度めどをつけてらっしゃるんではない

かなと思います。ちょっとそこら辺の状況を、新年度ではどのぐらいの世帯を対象にしているのかというのが

あればお知らせを願いたいと思うんですが、いかがでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 早野健康課長。 

○健康課長（早野貴子君） はい。令和２年度におきましては、仮設住宅入居者一応目安を３年という形で訪問

活動しております。そういうことであとは昨年度までの未把握の方、やはり訪問してもお会い出来ない方もい

て、あとは健康調査のための封書をポストに入れては来るんですけれども、そのあと応答がない方もいらっし

ゃるので、その方々を含めて、今年度は99世帯を対象に訪問いたしました。その中で面接出来たのは59世帯と

なっております。ただその59世帯のうち、19世帯はその要支援世帯という形で今後も継続していくという形に

なってございます。そうすると割合的には32.2％で、来年度に関しましてはこの要支援者のほかにまだお会い

出来てない方もいるので、50から60の世帯は対象として上がってまいります。そのほかに東日本大震災とは別

に例えば昨年度の台風の被災者の方々のところ要支援者になりますけれども、訪問させていただいております。

やはりその中でも要支援世帯というのが今70世帯あがっていますので、その方々に関しては今後も継続的に行

ってまいりますし、訪問以外にその地域の中に被災者の方々は分散して住んでいらっしゃいますので、その地

域での健康相談等においてもその状況把握という形は続けてまいりたいと思っております。 

○委員長（工藤小百合君） 竹花委員。 

○委員（竹花邦彦君） はい。課長のほうから詳しくご説明をいただきました。そうすると大体令和元年度から

令和２年度、震災等の関係でいくと大分減ってきているなと思います。そこで一般質問でも市長とやりとりさ

せていただきましたが、被災をされた方々のアンケートの中では二極化が進んでいる、つまり、前を向いて進

んでいる方と時間が経過をすればするほど、非常に孤立感、孤独感を感じて深くなっている方がある。現実問

題として当市での震災という被災者の関係でいくとここら辺の感じは、担当課とすればどういう受け止めをさ

れておりますか。 

○委員長（工藤小百合君） 早野健康課長。 

○健康課長（早野貴子君） はい。要支援者の方々は継続的に訪問しておりますけれども、その中ではやはり年

齢とともに、１年１年歳をとっていきますので、そういう中で年齢とともに体も弱くなりまして、それに伴っ

て、外出範囲が狭くなり、そして心の健康にも何らかの支障を来しているという方が見受けられております。

本市におきましては、度重なる災害というところも加味しなければならない点だと思っておりまして、東日本

大震災では、特に問題なくといいますか、その後は元気に立ち直っていった方でも度重なる災害でその都度お

会いするとその時点で改めて前の記憶が呼び起されてちょっと心が不安定になってくるという方が見受けられ
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ます。そういうことがありますので、やはりその何かあったときには必ず何かしらのアプローチが必要だと思

いますし、相談先というのをきちんとお伝えをした上でいつでも相談できる体制をお示しすることが必要だと

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） 今早野課長のほうからは、被災された方々の状況、そしてやっぱり相談ができるような

体制をつくっていくことが１つの今後の課題だという認識が示されたと思います。ぜひそういう気軽に相談が

出来て、当然その相談の中で会話が出来ていけば気持ち的な負担も和らぐ。やはりある意味ではそういったコ

ミュニケーションをしっかりとっていくということも必要なんだろうと思うんです。そこで、そうした心のケ

アの対応をしていくための課題は何なのか。今１つは課長のほうからお話があったように、相談・対応を常に

相談ができるような体制をしっかりと対象者の方々含めて、そこが十分に周知され、認識されるということ。

ただ現実的にはそれを当然まだまだ継続していかなければならないとして先ほど申し上げたように、通常業務

に加えて、そういった訪問対応していくためのマンパワー、つまり保健師さん等のマンパワーが現実的にどう

なのかと。これ当然、専門資格が必要ですから、そう容易に専門的にも確保出来ないという数字の問題に加え

て、しかし一方では震災被災地が特異の故にやっぱりそういった専門の保健師等のマンパワーがやっぱりしっ

かり確保されて、被災者の方々あるいは台風災害にあった方々にしっかり当たって、これが十分なのかどうな

のかという状況があるだろうと。問題は同時に、じゃそのための当然マンパワーを確保するためそれなりに一

定の財源が必要になってまいります。そういったところを含めて、今具体的に心のケア対応のためにその相談

窓口以外の問題として、現実、当市とすればどういう課題があるのかと。当然これは今後の来年度以降再来年

以降もそういった課題にも対応していくわけですから、ここはちょっと部長等の認識、あるいは課長でも構い

ませんけども、そこら辺の認識はどうなのかと。これは後でちょっと、国の総合交付金の問題もちょっと絡め

させて議論したいと思っています。ちょっとそこら辺を、現在の課題認識についておありになればちょっとお

示しいただきたいと思っているんです。 

○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。委員おっしゃったとおり、そのマンパワーの部分、ここはやはり不足して

いるのかな。まして今コロナ禍で、そちらのほうに保健師とか看護師とかとられている状況もございます。そ

ういうふうな部分で訪問も通常業務をこなしていかなきゃならないという部分であればマンパワーの部分が不

足しているっていうのはこれは否めないと思います。それからあと心のケアにつきましては、いかにして心に

不調を抱えている方との信頼関係をつくっていけるか、ここももしかしたらマンパワーにつながってくるのか

もしれませんけども、そういうふうな小まめな対応、接触という部分もこれからはやっていかなければ、そこ

の部分がこれから大きな問題になってくるの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） 当然これはマンパワーを確保するためには１つは財源の問題があります。あとは財源が

あったりしても、確保できるかどうかという現実の問題があるんだと。そこで今担当課としての認識とすれば、

一定の財源があればそういったなんていいますかね、そう容易ではないと思いますけれども、やっぱり１番の

問題は財源なのかっていうあたりがあるのか、そこはどうでしょうか。つまり会計年度任用職員、あるいは正

規職員でも、保健師等が確保されるのはやっぱり１番の問題は財源だよというところなのかどうなのかそこら

辺はどうでしょうか。 
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○委員長（工藤小百合君） 早野健康課長。 

○健康課長（早野貴子君） はい。先ほどお話ししましたとおり、来年度の予算計上しているのはその調査の入

力作業にあたる会計年度任用職員というお話をしました。ただ、多分ここが我々私どものほうの頭が固かった

といいますか、心のケアであればやはり専門職であろうなと思っていましたけれども、前の段階のその状況把

握であるとかっていうのは、専門職でなくてもできるのかもしれないとは思っております。その辺りが少しき

ちんと組立てが出来ていないところでございました。これまで総合交付金に関しましてはちょっと３年という

縛りがあったために、そこでうまく活用が出来ないでいたところはありますけれども、この事業を推進してい

くためのマンパワーについて再度私どもで洗い出しをした上でまた来年度に向けて調整をしていきたいと思っ

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） これは最後にしたいと思います。一応一般質問では私のほうから国の被災者支援の総合

交付金が令和元年度で宮古市は終わっている。令和２年度新年度を見ると、これは部長の認識は仮設住宅が撤

去されればここを使えないんではないかという認識をお持ちだったようであります。ここは引き続き調査・研

究してほしいと思います。もし国でも当然これは心のケアを継続していくんだということですから、まずほと

んどの被災地では仮設住宅がもうなくなった。なくなって使えないということであればこれは使えないってい

うことになりうるわけなので、そうするとやっぱり、現実問題の国の心のケア、復興支援の在り方自体が問わ

れてくるので、ここはやっぱりもし本当にそういった使い勝手の問題がある中でやっぱり被災地が現実にやっ

ぱり国にしっかりとこういう課題があって、こういうふうに使いたいのだというところもね、含めてやっぱり

ここはしっかりと情報発信をし、要望していく必要があるんだろうと思うんですよね。特にもこれは今言った

ように相談窓口、相談対応であったり、専門家でなくてもいいという課長のお話がありました。やっぱり実際

はマンパワーがここは大きな力になるんだと思うんです。ぜひそういった意味では、交付金を活用しながら一

定の財源を確保していくという問題も含めて、ここは引き続き検討してほしいと思います。部長どうでしょう

か最後にこの辺の問題。 

○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。しっかりと対応し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） 次に、時間の関係がありますので、予算説明資料49ページ、５款労働費、１項労働諸費、

１目労働諸費、49ページ職業訓練活動事業の中で、これどうなんだろうとちょっと問題意識を持った点があり

ます。それは何かというと、職業訓練センター照明器具ＬＥＤ取替工事実施設計業務委託として112万円を盛り

込まれております。私の問題認識は、ＬＥＤの取替工事実施設計が必要なんだろうか、ここは多分工事自体が

もう今回は設計業務だけですので、終わってから実際本格的な工事になるんだろうと思うんですが、私は専門

知識を持っているわけでありませんが、ＬＥＤの取替になんで実施設計が必要なんだろうなと。そういう意味

では非常に大規模なのか特殊な工事なのか、単純にＬＥＤに取り替えるだけで済まないんだろうかと、様々そ

んな思いを持って疑問に思っておりますので、この内容をちょっとご説明いただきたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 岩間産業支援センター所長。 

○産業支援センター所長（岩間健君） お答えいたします。こちらの宮古職業訓練センターのＬＥＤ照明器具取

替工事を再来年度、令和４年度に予定しております。この職業訓練施設を改修工事等する場合には国のほうか
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ら補助制度３分の２の補助が受けられるというのがこれまでの施設整備の重要な補助事業でございまして、初

年度はまず設計業務を行い、令和４年度に取替え工事を行う内容です。改修の中身ですけども、ご案内のとお

り管理棟、実習棟、あと体育館みたいな訓練棟とございます。それぞれ昭和59年度、昭和60年度供用開始、そ

して第２訓練棟は、ちょっと脇のほうの増築棟なんですけども、平成22年度供用開始ですけども、それぞれに

水銀灯等を使った器具がかなり残されておりまして、管理棟については124台、あの体育館みたいなとこが、先

ほど間違えましたが実習棟で34台、あと第２訓練棟には51台という器具が取付けられ、全てで209台ございます。

これらについては順次、その状況を把握しつつ、しっかりとした工事費を明らかにするために２か年計画とい

うことで県及び厚生労働省と協議をしながら事業を進めたいと考えている内容でございます。 

○委員長（工藤小百合君） 竹花委員。 

○委員（竹花邦彦君） 今、岩間所長のほうから国の補助活用の関係もあると。様々それから水銀灯の多分処理

の関係等もあって、実施設計が必要だという認識だと受け取りましたが、そういうことでいいわけですね。 

○委員長（工藤小百合君） 岩間産業支援センター所長。 

○産業支援センター所長（岩間健君） はい。職業訓練、かなり市民の中で求職者とか、離職者の方々が訓練す

る場でございます。ＬＥＤ化という部分については背景としてお話ししたとおり、水銀灯というものの製造、

輸出入が禁止されてきており、あるメーカーにおきましても昨年６月に製造中止ということで、不具合が生じ

た場合の交換部品等もなかなか見つけられないという現場の都合もございます。また、ＬＥＤ化することによ

る電気料の抑制、削減という部分も狙って県のほうと協議をしている途上でございます。 

○委員長（工藤小百合君） 昼食のため暫時休憩します。 

 

午後１２時０４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。長門孝則委員、次は佐々木重勝委員です。長

門委員どうぞ。 

○委員（長門孝則君） 委員長。 

○委員長（工藤小百合君） 長門委員。 

○委員（長門孝則君） 説明資料の66ページ、観光宣伝についてちょっとお聞きしたいと思います。66ページの

７款１項３目の観光費、観光宣伝事業費１億1,532万1,000円計上されていますけども、前年度の予算と比較す

ると700万円ぐらい減になっておりますので、大丈夫かなとちょっと心配だったものですからお聞きしたいと思

います。それで事業の説明の欄のほうですけども、観光パンフレット作成等委託572万円計上されていますけど

も、この部分やっぱり予算が前年度と比較して200万円ほど減になっています。それで皆さんご承知のように宮

古盛岡横断道路、それから三沿道、これはこの３月で全線開通します。それから復興ももう終わりというよう

な状況になってますんで、私はこの際、大々的に宮古をＰＲして交流人口を図るべきでないかなという思いで

質問しているんです。それでこのパンフレットの作成委託分が200万円ほど減になっていますけども、ちょっと

その理由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） 前田観光課長。 

○観光課長（前田正浩君） はい、お答えいたします。観光パンフレットの200万円の減でございますけども、多
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言語版の作成数をちょっと調整した減額になってございます。 

○委員長（工藤小百合君） 長門委員。 

○委員（長門孝則君） ちょっとはっきり聞き取れなかった。今までのやつを調整したということですか。多分

今まで増刷したパンフレットが若干余っているので、予算を減にしたのかなとは若干思っていますけども、さ

っき話したようにやっぱり大々的にＰＲする時期でないかなと。私はポスターも大きいのをつくって首都圏に

大体的にＰＲすると。県では、もう震災10年になるということで、復興支援に対する感謝のメッセージを盛り

込んだ冊子をつくると、そして配布するという記事が新聞に載ってましたがね。やはり私も宮古も復興10年で

その感謝を込めたポスターなり、パンフレット、新しいそういうものをつくってＰＲしたほうがいいんでない

かなという思いもあるんですよ。ずっと今まで増刷増刷で来ていますがね。そうでなく、これを機会に新しい

ポスター、パンフレットをつくると。支援に対する感謝を込めたような内容のものをつくってＰＲすればいい

んでないかなという思いがあったんで聞いていますけども、その辺は何か考えがありますかね。 

○委員長（工藤小百合君） 前田観光課長。 

○観光課長（前田正浩君） はい。ポスターについては来年度は更新の見込みはございませんけども、パンフレ

ットについては新しい形で、今長門委員おっしゃったとおり三陸沿岸道路、そして盛岡縦断道路も出来ますの

で、新しい形でのパンフレットを更新したいと考えてございます。 

○委員長（工藤小百合君） 長門委員。 

○委員（長門孝則君） ぜひ新しいものをつくって大々的にＰＲして、交流人口を増やすという方策を考えてほ

しいなと。よろしくお願いします。それからちょっと参考までにお聞きしたいんですけども、名称なんですけ

どもね、今現在、三陸復興国立公園協会というふうに復興が入っているわけですよ、三陸復興協会と。こうい

う復興が入った名称というのは、はてな、いつまで続くんだべなと、もう復興もそろそろ終わりなんで、先の

ことですけども、何か私は復興がなくなれば三陸国立公園協会になるのか、あるいは元に戻って陸中海岸国立

公園協会になるのか、その名称がどうなのかなあと思ってますんで、その辺は関係者というか、これは市の問

題ではないですけども、話題になっているというようなことはありますかね。ちょっとその辺をお聞かせくだ

さい。 

○委員長（工藤小百合君） 前田観光課長。 

○観光課長（前田正浩君） はい。その件については、国のほうからの情報が全く入ってございません。 

○委員長（工藤小百合君） 長門委員。 

○委員（長門孝則君） はい、わかりました。それから最後ですけども、次の67ページの観光復興ビジョン策定

経費32万7,000円、ビジョンの作成が載ってますけど、なんか毎年このビジョンの作成の予算がここ２、３年載

っていたんで、はてな、毎年つくるのかなと思って聞いたら、何か災害だとかコロナで今まで中断していたと

いう話を聞きましたので、そうなのかなと。それはそれでいいんですが、このビジョンの作成は作成委員会か

何かつくって作成するのか、どういう形で作成していくのかちょっとお聞きします。 

○委員長（工藤小百合君） 前田観光課長。 

○観光課長（前田正浩君） はい。観光振興ビジョンについては、観光審議会と協議をしながら決定をしていき

たいと思ってございます。 

○委員長（工藤小百合君） 長門委員。 

○委員（長門孝則君） 協議しながらというのはあれですか、観光課のほうでつくるんですか。審議会の委員の
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皆さんの意見を聞きながら課でつくるということですか。 

○委員長（工藤小百合君） 前田観光課長。 

○観光課長（前田正浩君） ベースになるものは観光課のほうで作成します。 

○委員長（工藤小百合君） 長門委員。 

○委員（長門孝則君） 目標年次なんですけど、令和３年度から何年度まで、期間は何年なんですか。ちょっと

最後にそれをお聞きします。 

○委員長（工藤小百合君） 前田観光課長。 

○観光課長（前田正浩君） ３年間ということで３・４・５というふうに考えています。 

○委員長（工藤小百合君） 長門委員。 

○委員（長門孝則君） ３年間ですか。私は４、５年はと思っていたんですけど。 

○委員長（工藤小百合君） 前田観光課長。 

○観光課長（前田正浩君） 訂正します。令和６年までの計画になります。 

○委員（長門孝則君） 終わりです。 

○委員長（工藤小百合君） 次は、佐々木委員です。どうぞ。佐々木委員。その次は伊藤委員です。 

○委員（佐々木重勝君） 私も主要事業の説明資料でお願いしたいと思います。正直申し上げまして、66ページ、

ただいま長門委員さんから質疑ありました。私もここに目をつけていたんですが、でも長門委員と着眼点が一

緒だなあと思えば光栄に思って聞いていました。それで７款１項３目の観光費の中で、一応私もずらっとここ

で詳しくお聞きしようと思っていたところですが、それぞれの項目を見ても前年度と同額、もしくは前年度以

下という部分でそれこそ宮古盛岡横断道なり、三陸沿岸が全線開通する中で、おもてなしをしてリピーターを

増やすという部分もいいんですけども、１番先にこの観光宣伝が主なんじゃないかなと思って期待をしており

ました。そういった中で３項目だけ、ちょっとわからない部分が岩手観光キャンペーン推進協議会、三陸復興

国立公園協会会費、日本の森・滝・渚全国協議会負担金というのが去年のと比較して見えなかったんですが、

それ以外はほとんど同じで、先ほど言ったように額も前年同様もしくは以下という部分だったんですが、それ

ぞれ長門委員さんが聞いたんで重複しませんが、いずれここでお聞きしたいのは、先ほどのやりとりを聞いて

いても、全線開通の中で観光を振興していくんだという思いがあまり伝わらなかったんで、その辺をどのよう

に担当課担当部としては考えているのか。道路アクセスがよりよくなる中で観光振興をどのように考えている

のかという強い思いを聞いてここは終わりにしたいと思いますが、その辺をよろしくお願いします。 

○委員長（工藤小百合君） 前田観光課長。 

○観光課長（前田正浩君） はい。ありがとうございます。観光費、観光宣伝事業については減額になってござ

いますけども、例えば観光誘致事業、観光協会への補助金でございます。こういう事業を使って誘致について

は力を入れていきたいと思っておりますし、特に三陸沿岸道路、そして盛岡横断道路の開通に伴って、100万人

都市の仙台を中心に、青森、秋田、山形に向けて誘致活動を強化していきたいと思っております。トータル的

な事業で誘致をしていきたいと思っております。 

○委員（佐々木重勝君） 過般一般質問にもさせていただいたわけですが、いずれ観光事業は当市にとっては非

常に大事な事業、あるいは増やせる事業というふうに私は思っております。そういった中で道路が交通アクセ

スが向上する中で一大チャンスだと思いますんで、ぜひビッグチャンスと捉えて取り組んでいただきたいとい

う部分をお願い申し上げまして次に移ります。63ページお願いします。水産のほうからもひとつお願いしたい
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なと思って、委員長。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木重勝君） ６款３項２目ですか、上から２番目のコロナ対策長期資金利子補給という部分でお伺

いをいたします。額的にはたいしたことないんですけども、非常に大切な部分かなあと思って、されど金額が

少ない部分の中で、該当者がどのくらいでどのような想定のもとにこの７万4,000円という予算が組まれたのか

なあと思って、その辺の内容をお聞きしたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木水産課長。 

○水産課長（佐々木勝利君） はい。コロナ対策長期資金利子補給でございますけれども、これはコロナ感染症

の影響を受けた漁業者等へ長期貸付けを信用漁業協同組合連合会が行うんですけれども、その利子に対して、

連合会と市のほうでそれぞれ利子補給するというものでございます。ただ震災後、あるいは台風災害とかござ

いまして、いろんな利子補給事業をやっておりますので、この利子補給事業を起すに当たっては、あまりない

のではないかなという見込みのもとで進んできたというのがございます。我々といたしましては、管内の信漁

連の支店の皆様と検討いたしまして、10年間で3,000万円程度の貸付けを想定しておりました。今回はそのうち

の２件ばかりの申請がありまして、それに対する利子補給を行うものでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木重勝君） はい、了解しました。それでは次に移ります。前のほうのページお願いいたします。

59ページ、６款２項３目、分収林保育管理事業ということでございますが、40万円ほど予算が組まれておりま

すが、これに関連してお伺いしたいと思います。それぞれ市行造林計画、それぞれ計画実施してそれぞれ契約

されているということで、それぞれこれに限らずですが、伐期が来ると。つまり分収林契約が到来するという

ことになるわけですが、昨今の木材の不況の関係でかもしれませんが、期日が到来するのを延長する作業も職

員の方がご苦労なされてやっているわけですが、この分収林としての将来的な展望、早い話が今契約を解除し

て精算するとあまりいい生産内容ではないという部分に私はとらえるわけですが、仮に10年延長したとしても、

将来的な展望はどのように考えておられるか、その辺をお伺いします。 

○委員長（工藤小百合君） 飛澤農林課長。 

○農林課長（飛澤寛一君） はい。その通り分収林、現在採算が合わないということで契約を更新している例が

多い状況です。今後、現在の森林、60年70年という森林が多いと思っておりますが、間伐続けながら成長を待

っていくというのがひとつだと思います。例えば100年とか120年とかそういうレベルまで成長を進めることが

できれば間伐を続けてですけども、一本当たりの単価も上がってくるので、伐採が可能になってくるのかなと

思っております。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木重勝君） そうですね、長いスパンの中の延長というようなお答えだったと思いますが、それで、

分収林契約の中には現物でも生産できるというような一筆あるのかなと思ったりしてお聞きしますが、そうい

う生産の在り方もあるんですか。 

○委員長（工藤小百合君） 飛澤農林課長。 

○農林課長（飛澤寛一君） すいませんちょっと契約が旧市町村ごとに違うのでちょっと私それぞれ持ってきて

ないんですけども、ちょっと把握しておりません。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木委員。 
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○委員（佐々木重勝君） はい、わかりました。これについてはこの辺で次に移らせていただきます。56ページ

お願いいたします。すいません。その前の55ページから続きますね。これについては藤原委員さんからもそれ

ぞれ質問があったところでございますが、私からお聞きしたいのは、その次のページをお聞きしたいと思いま

す。１番上ほどの森林経営管理事業業務委託という部分の中で、保育間伐を15ヘクタール、753万円という予算

が組まれておりますが、これは予定地があってこのような計画なのかその辺をお伺いします。 

○委員長（工藤小百合君） 飛澤農林課長。 

○農林課長（飛澤寛一君） はい。これにつきまして今年度レーザー計測を実施し、あと所有者にアンケート調

査等を実施しております。現在、訪問等も行っておりますが、今年度、田老地区について調査を行っておりま

す。その中で青野滝、小堀内地区の２地区を予定しております。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木重勝君） これは保育間伐ということで別名伐り捨て間伐というそうですが、そういうふうな形

で事業としてやるわけですが、ちなみに樹齢は何年ぐらいのものを対象とするものでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 飛澤農林課長。 

○農林課長（飛澤寛一君） それは間伐をするものということでよろしいですか。森林自体は50年60年ぐらいの

ものです。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木重勝君） それから午前中のやりとりでちょっと確認したいなと思ったのが、針葉樹広葉樹とい

うような会話のやりとりがされてましたが、私の認識では、個人の所有する人工林、つまり針葉樹系が対象に

なるのかなと思ってたんですが、間違っていたらごめんなさい。その辺を確認したいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 飛澤農林課長。 

○農林課長（飛澤寛一君） 事業自体は針葉樹が最優先されて事業として実施していくということですが、森林

自体を全体的に管理していきたいということで将来的には広葉樹も検討していきたいというところです。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木重勝君） すいません、また確認です。森林環境譲与税を使った事業として広葉樹もできるんで

すか。 

○委員長（工藤小百合君） 飛澤農林課長。 

○農林課長（飛澤寛一君） 森林環境譲与税を使った事業としてできるのは針葉樹林の人工林です。ただ将来的

には利用されていないところは伐採等を行っていって、広葉樹林にしていくと。その上で管理していくという

考えです。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木重勝君） 了解しました。それではもう１点だけここでお伺いします。６、７ともに、森林経営

者が市に経営管理を委託、７のほうにおいても森林経営者が市に経営管理を委託という部分ですが、この森林

環境譲与税を活用して森林整備するには所有者が森林組合さんに直接委託したのは対象とならないんでしょう

か。市に、とあるので、それで確認するわけですけども。 

○委員長（工藤小百合君） 飛澤農林課長。 

○農林課長（飛澤寛一君） 森林環境譲与税で管理するものは、所有者本人が管理出来ない、例えば森林組合に

委託して事業を行っていくのであればそれは本人が管理出来ているわけですけども、もうご自身では管理出来
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ないので市で全部管理をしてほしいと言われたものについて、譲与税を使って管理していくということです。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木重勝君） はい、ありがとうございます。それではその下お伺いします。ナラ枯れ被害木駆除処

理業務委託の関係でございます。下から２番目の４という部分で、ナラ枯れについても一応一般質問をさせて

いただいたところでありますが、一般質問する段階において、私は沿岸部ばっかり心配していた中で質問させ

ていただきました。後になっていろいろ見ますと、内陸部に結構入っています。同僚議員からの雑談の中でも、

川井地区までも見えるというような話も聞いておりますが、そういった広い範囲の中でどうしたらこれを抑制、

あるいは阻止できるのかなあと思ってちょっと懸念をしているところでございます。ただ当局においても一生

懸命頑張っているという部分で、大変な厄介なことだなと思っていますが、まずもって内陸部にも結構入って

いるという現状は認識しておられるでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 飛澤農林課長。 

○農林課長（飛澤寛一君） 私どもの調査では森林組合にも委託して調査を行っているわけです。川井も含めて

調査を行っておりますが、ナラ枯れとして認識しているのは茂市、内陸では茂市までと認識しております。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木重勝君） はい。それはそれでよろしいと思います。それからですねあとは何と申しますか、あ

る方から問合せいただいたんですけども、やっぱりナラ枯れそれぞれ出ているから見てほしいよ、処理してほ

しいよということで窓口に見えてもなかなか県と合わせた事業なのでなかなか進みにくいというような対応さ

れたという方も正直あるんですが、市当局、それぞれ一生懸命頑張っても、やっぱり県に強く働きかけてこれ

を何とか処理、阻止できるようにやってほしいというような実際のお話がありましたが、その辺についてはど

うでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 飛澤農林課長。 

○農林課長（飛澤寛一君） はい。全くそのとおりだと思います。なかなか予算がつかないのはそのとおりです。

内陸部では松くい虫が大分勢力拡大しておりまして、そっちにも予算が使われてしまっているということで、

十分には予算確保出来てません。県には強く要望はしているところですが、引き続き要望していきたいと思い

ます。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木重勝君） はい。ぜひよろしくお願いしたいと思います。正直申し上げて山に行ったこともない

方も、自分の山に実際もう食害されていてもわからないという部分がかなりあるんじゃないかなあと思ってい

ますが、それも何らかの形で把握できるような努力をしていただければいいかなと。確かにパンフレットには

県に報告、もしくは宮古市農林課に報告してくださいというようなチラシは大分配布されているようですが、

その辺の掌握の方法もひとつ考えていただきたいなと思いますんで、よろしくお願いいたします。終わります。 

○委員長（工藤小百合君） 次は伊藤委員です。その次は橋本委員です。 

○委員（伊藤清君） 委員長。 

○委員長（工藤小百合君） 伊藤委員どうぞ。 

○委員（伊藤清君） それでは予算に関する説明資料でお願いします。50ページをお願いします。６款の農林水

産業費の１項農業費、３目農業振興費の中で、２番目の農業振興対策事業ですけども、これ昨年は園芸作物等

支援事業、あとは環境保全農業支援事業と２つに分かれていたんですが、今回１つになっているのかなと思っ
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ていますが、これが１つになった理由はなんですか。 

○委員長（工藤小百合君） 飛澤農林課長。 

○農林課長（飛澤寛一君） はい。これにつきまして中身は同じなんですけれども、メニューとして２つに分か

れていたものが、あえて２つにする必要はないということで１つにまとめました。補助自体は同じです。 

○委員長（工藤小百合君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤清君） はい、わかりました。それで前年度よりは件数、予算額とも減ってるわけなんですが、こ

れ前年度の実績によってこれを下げたということなんでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 飛澤農林課長。 

○農林課長（飛澤寛一君） はい。前年度の実績も見ながらでございます。非常に毎年上下が激しい事業ですの

で、なかなかこう前年度ぴったりという形にはならない状況です。 

○委員長（工藤小百合君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤清君） はい。環境保全型のほうが300万円以下ぐらいでここ何年か推移しているようです。この飼

料資材に関しては1,200万円ぐらいかなというふうに思っていますが、こういったのもあれですか、ブロッコリ

ー農家とかピーマン農家の方々もこれを使ってやっておりますか。補助事業。 

○委員長（工藤小百合君） 飛澤農林課長。 

○農林課長（飛澤寛一君） 基本的には全員が使えますので、申請するかどうかはまた別として、全ての作物作

っている方が申請できるものです。 

○委員長（工藤小百合君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤清君） はい、わかりました。この補助率を減額するというような話もちらほらあったようですけ

ども、まだ前年度同じ２分の１ということなんですが、これまだずっとこう継続していくというようなことで

よろしいでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 飛澤農林課長。 

○農林課長（飛澤寛一君） この事業は大体10年以上前に作成した事業で、中身の見直しは当然行っていきたい

と思ってます。ずっと同じメニューでやっていくことがいいのかどうかということもありますので、状況を見

ながらもしかして、この事業自体が広く浅く、農家に支援している事業でございます。この事業は地産地消を

推進するために、産直であるとか、そういうところの生産を拡大するということで支援を始めてずっと続けて

きたものです。ただ今後例えば担い手に特化して支援していく必要もあるかもしれないということで、今すぐ

無くするとか減額するというものではないですが、今後どういった形で農家を支援していったらいいかという

ことで見直しはしていきたいと考えています。 

○委員長（工藤小百合君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤清君） はい。いい事業ですのでいい方向で改善しながら継続していただければと思います。次に

51ページ、地産地消推進事業、１番下の学校給食用地元米生産協力補助事業なんですが、これ前年度は30キロ

袋あたりで2,400袋、今年度は1,900袋というふうに500袋ぐらい減っておりますけども、減った原因はなんです

か。 

○委員長（工藤小百合君） 飛澤農林課長。 

○農林課長（飛澤寛一君） はい。生徒数も減っておりますので実態に合わせて減っているというところです。

ただし実は毎年少しずつ減っておりましたので、毎年少しずつ減額をしてくればよかったんだと思うんですが、
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うちのほうで毎年少しずつも減額を行ってこなかった、ちょっと現状と開きがあったので今回ちょっと大幅に

減額になったものです。 

○委員長（工藤小百合君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤清君） はい。かなり大きく減ったもんで、多分給食のほうに切替えたのかなというふうに今思っ

たわけなんです。生徒数が減ったということで了解しました。品種の関係については教育委員会等がどうのこ

うのって毎回やっておりますけども、これについてはここでは答えられないですね。はい。わかりました。次

の52ページの学校給食地産地消推進事業も100万円減っていますけど、これも生徒が減ったということで理解を

していいですね。はい。次の有害鳥獣被害防止対策についてのところですが、電気牧柵等の購入助成費が前年

は50件から今年度は70件に増えているということで、鹿被害がかなり増えているなというのがうかがえます。

そういった中で、鳥のほうの被害もかなり増えてきているという情報が入っております。川井地区であっては

ソバの実が鳥に食われる被害があるということもあり、市内の米農家にあっては、すずめに米を食われる被害

が結構出ているということなんですが、これ皆さんそれぞれ防鳥網等を張って対策しているわけなんですが、

こういったものに対しても確認なんですが、この補助事業が適用になりますか、どうでしたっけ。 

○委員長（工藤小百合君） 飛澤農林課長。 

○農林課長（飛澤寛一君） はい。今の段階では対象になっておりません。簡易なもの、減価償却と言いますか、

５年以上のものというものを条件にして支援しておりますので、毎年消費されるようなものとか、短時間で消

費されてしまうものは補助の対象となっておりません。 

○委員長（工藤小百合君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤清君） これは５年以上、特注でつくった場合、田んぼに合わせてつくった場合は、何万円という

かなりの金額がします。こういったことでかなりのお金をかけてつくっている方もあります。これも４年５年

とみんな使っておりますけども、１年きりのものではないということなんですが、その辺はどうでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 飛澤農林課長。 

○農林課長（飛澤寛一君） はい。実はその被害調査しているんですけれども、先ほど川井地区の話もありまし

たが、鳥による被害の報告っていうのは意外にないんです実は。なので、対策もそれほど打てていないという

のが正直なところです。ただここに来て、鳥の被害もあるよっていうようなことも、こないだ議会報告会でし

たっけ、あそこでも出たということを聞きました。ちょっと私たちも調査をした上で、必要であれば、網であ

るとかそういうものも検討していきたいと思っています。 

○委員長（工藤小百合君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤清君） ぜひ調査して検討していただきたいなと思います。あとひとつ鹿対策のほうなんですが、

電気柵を張っている方もあります。それ以外にホーマックさんあたりで青い網を田んぼなり畑なりにまあまあ

している方もあります。これも幅が90センチ、１メートル50、２メートルというようなことで50メートル巻き

であれば大体4,000円前後しますんで、こういったので対策している方もあります。これも耐久性のあるもので

あるということで、こういったのも今後どうなのかなというふうには。それもあわせて検討課題にしていただ

ければというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 飛澤農林課長。 

○農林課長（飛澤寛一君） はい。買っているもの全て補助対象にしてくださいと言われてもちょっと厳しいも

のがあるかなと正直思っております。本当に必要なものなのか、長期的に使えるものなのか、費用対効果も考
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えてそこは支援させていただきたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤清君） はい、分かりました。ありがとうございます。それではですね、次に54ページの公共牧場

利用促進事業なんですが、去年の決算委員会でまずかなり牧場運営が厳しいということであがったとこもあり

ます。逆に川井地域牧野組合連合会に200万円以上は下がっておりますけども、これで経営のほうが大丈夫だろ

うかなと思いますけども、この下がった理由はなんですか。 

○委員長（工藤小百合君） 飛澤農林課長。 

○農林課長（飛澤寛一君） 川井地区が下がった理由ということでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤清君） 520万円あったんじゃなかったですか、去年は。 

○委員長（工藤小百合君） 飛澤農林課長。 

○農林課長（飛澤寛一君） 頭数に応じて補助しているものもありますので、頭数の減によって金額が落ちたも

のもあります。 

○委員（伊藤清君） そうですか。はい、わかりました。次に56ページ、２目林業費の中で中段のほうの９番目

なんですが、宮古市森林づくり事業補助金ということで、これ個人の林道作業道に補助するという事業ですが

ね。はい。これ補助率は１事業者に対して上限100万円でしたっけか、補助率とこれを説明してください。 

○委員長（工藤小百合君） 飛澤農林課長。 

○農林課長（飛澤寛一君） 補助率は93.5％です。 

○委員長（工藤小百合君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤清君） 上限が100万円でしたっけか。 

○委員長（工藤小百合君） 課長。２人で答えないでください。飛澤農林課長。 

○農林課長（飛澤寛一君） はい、そのとおりです。 

○委員（伊藤清君） はい。これかなり林家の方にとっては、かなり助かる事業だなということでありますが、

これ去年から始まった事業なんですが、台風などで作業道、林道が壊れて、自分の山に行って手入れをしたく

てもなかなか行けなかったと。こういう事業が出てかなり助かっていますよということなんです。ＰＲのほう

がまだ行き届いてないのかなと思って、始まったばっかりなんですけども。これについて今後ＰＲしていただ

いて農林課の方が山に入って、手入れなんかをするような状況をつくっていただければというふうに思います

がいかがでしょうか。ＰＲの方法について。 

○委員長（工藤小百合君） 飛澤農林課長。 

○農林課長（飛澤寛一君） はい。今後ＰＲはしていきたいと思っています。実は今年度初年度でしたので、私

たちも市で支援して作業道をつくる以上は壊れない作業道、あるいは環境に負荷を与えない作業道をつくって

いきたいということで、私たちも勉強はしたんですけども、実はなかなかその他県まで勉強に行けないという

ことで、思うように勉強が出来ませんでした。なので、慎重にちょっと１年間は進めさせていただきました。

それでもかなり厳しく、その道路のつくり方については指導して、工事のやり直しも実はやり直しというか、

修正もしていただいたりしているというような状況です。今後は広く広報していきたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤清君） はい、よろしくお願いします。終わります。 



－36－ 

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

○委員（橋本久夫君） はい。では説明資料でお願いいたします。46ページの４款衛生費、１項保健衛生費、４

目公害対策費の自然保護事業の部分でございます。ちょっと担当課の受け止めをまずお伺いしたいんですが、

先月の新聞記事の中で、早池峰山にライチョウがいた可能性があるという大きな興味深い記事が載りました。

東北・北海道ではもう縄文時代の6000年前にも絶滅されていたその種だって言われている定説があった中で、

今般早池峰にいた可能性がある。それが明治時代までのものが発見されたっていう記事が載ったわけですね。

非常に大きな何ていうかそういう自然保護の観点で言えばこのライチョウの存在というのは、日本の天然記念

物で北アルプスとか南アルプスにしか生息してないのが、早池峰にいたっていう史実みたいなのが出たわけで

すね。それを見てまずその自然保護観点でこの記事を見てどういうふうな受け止め方をなされたのかなという

ちょっとお伺いしたいと思います。 

○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） すいません、ちょっと私その記事をしっかり読んでなかったので申し訳ござい

ませんが、様々希少な生物等々、この市内にもあるということなんですけれども、この説明書のほうにも書い

てございますが、自然環境保全専門委員の皆さんに調査いただきながらそういった部分について、調査を行っ

ているところでございます。なので、希少な生物のほうは保護していかなければならないというのは従前から

変わらない気持ちでおります。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） すいません、ちょっと記事の内容は把握してなかったということなんですが、非常に大

きな定説を覆すぐらいの可能性がある今般の記事だったんですが、実は早池峰山には明治時代に獲らえた剥製

が愛媛県で発見されたというのが結果的なその結論なんですが、それを紐解いたときに、明治38年のものだっ

たということで、今、そういう学会で盛り上がっているわけなんですが、実はこれ昭和の時代にも発見されて

いる資料等も残っているので、旧川井村にもそういう資料が残っているんではないかということで、実はここ

で聞きたいのは、今、去年あたりからそのライチョウがいるんではないかということで、コールバック調査っ

ていうのを県立博物館の関係の方々が始めている。要するに、ライチョウの鳴き声を出しながら今でも生息し

ている可能性があるんではないかということで、そういう調査を進めたということなんです。24年度まで続け

るということなんで、これはもう宮古の管内にも入るんで、その調査の関係で宮古市もその辺の連携があるの

か、今のお話だと恐らく情報もないんで連携っていうのがちょっと難しいのかなと思ったんですが、24年まで

の調査の中でやはりここで動植物の調査を行うっていう事業も含まれてるんで、今後何らかの形で連携して行

ったほうがいいのかなという思いでちょっとお聞きしたいと思ったんですが、いかがでしょうか。 

○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。今の調査のお話につきましては、県のほうの調査の部分ちょっと私も聞

いておりません。自然環境保全専門員の方々の中には県の委員にもなって、レッドデータブックの調査を今盛

んにやっていらっしゃるようで、その中での情報とかもいただいている部分がございます。この調査員の方々

には、市内各地でどういった場所を見たらいいかという調査の場所につきましてもお聞きしながら調査をして

いるところでございます。そういった部分も含めて、調査場所等を選定して調査を進めていきたいと考えてご

ざいます。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 
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○委員（橋本久夫君） はい。ぜひこれが発見されれば非常にこの早池峰山そのものの価値が高まると同時に、

ジオパークにも認定されていますよね。非常に大きな素材と言えば変ですが、貴重な存在になりうるものなの

で、ぜひ調査をしていただきながら、ぜひ日本の一部にしかいないものがここに存在するということ自体が非

常に大きな価値があるものかなと思ってますんで、その辺はよろしくお願いいたします。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、じゃあ64ページ。６款農林水産業費、３項水産業費、５目水産科学館費、このこ

とについてはこれまでもいろいろ質問しながらその在り方を求めてまいりましたが、いずれ指定管理期間中は

県のほうもあまり大きな取組云々は新たな展開をするような取組は無いようなっていうことでいるわけなんで

すが、改めてもう一度この水産科学館の運営事業、先ほども観光、これから三沿道等のあれが動く中でどうい

うふうに本当に今の状態でいいのか本当に。受け止めはねそのとおりの答えしか出ないと思うんですが、担当

課としてはどういうふうに受け止めていますでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木水産課長。 

○水産課長（佐々木勝利君） はい。この件に関しましては以前にも橋本委員からご質問いただいておりますけ

れども、基本的には考え方とか運営方法というのは大きく変わるものではないというところでございます。入

館者につきましても、震災後、やっぱり少しずつ減っていまして、特にも今年はコロナの影響等ありまして入

館者が減っている状況でございます。いろいろ企画展等もやってございますけれども、なかなか入館者増に向

けての取組というのは難しいところがございますが、今いろいろ県立大学のほうといろいろなシステムを構築

しながら、ちょっと試みしましょうかということもやっております。基本的には今のスタイルは変えないでい

くんですけれども、そのときそのときに、いろいろな企画を持って魅力ある科学館づくりっていうのを進めて

いきたいと思っております。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） すいません。これまでの入館者延べ人数は何人ですか。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木水産課長。 

○水産課長（佐々木勝利君） すいません。今持っていませんので、今資料が来てからお答えさせていただきま

す。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） それでですね、考え方なり取組方はそのとおりだということで、それは今後の課題にな

るっていうもう本当にやっていかなきゃない状態だとは思うんですね。それでちょっと別の視点でお伺いしま

す。ここに水産業に関する資料の収集・調査研究・保存・展示及び云々ってあるんですが、要するにここは博

物館法に基づかない施設だということで、いろんな資料はあるわけですけども、恐らく膨大な資料があると思

うんですが、その管理っていうんですかね、きちんとなされているのか、水産科学館の配置を見ても、会計年

度職員と正職員２人なんですけども、その中で専門的にこの資料をちゃんときちんと管理出来ているのか、そ

の辺を詳しいところを知りたいんですが。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木水産課長。 

○水産課長（佐々木勝利君） すいませんでした。先に先ほどの入館者数についてお答えいたします。令和元年

度実績で１万1,624人に対しまして令和２年度の２月末時点で7,195人でございます。今のご質問の膨大な資料、

確かにございます。いろんな歴史的なものから民俗的なものから、たくさん資料を収蔵してございます。今で
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すね、その収蔵資料について整理を行っている段階でございますので、その中でやっぱり貴重なものとか、ぜ

ひ皆さんに見ていただきたいものっていうのはその企画展のときに、ご披露したりということで進めたいと思

っておりますが、今整理をしている段階というところでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） そうすると整理してその資料に対しての目録みたいな、前も聞いたときがあったんです

が、あるようなないような話はしていたんですが、そういう実態はないわけですか。何千点何万点ある中で。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木水産課長。 

○水産課長（佐々木勝利君） 本当にかなり膨大な数になっていますので、正確な数字はないんですけれども、

ある程度のものは捉えておりますので、それを今整理して正確にどういうものがどのぐらいあるかっていうの

を整理している段階でございます。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） じゃ、その辺はきちんと整理していただいて、失うことなく、未来永劫にいろんな様々

なものにつながるようにしていただきたいと思いますんで、お願いいたします。次に67ページ。７款商工費、

１項商工費の３目観光費の中の67ページの１番下段、観光施設整備事業、ここにあります魹ヶ崎船着場等改修

工事っていうのがありますが、この事業の内容をちょっと教えてください。 

○委員長（工藤小百合君） 前田観光課長。 

○観光課長（前田正浩君） はい、お答えします。魹ヶ崎船着場等改修工事でございますけども、魹ヶ崎灯台の

西側にある入り江の船着場になります。所有は国の国有財産になってございます。現状は主に、釜石海上保安

部が灯台管理、物資の運搬などに使用しているということになりますけれども、体験型観光のメニューの１つ

であります本州最東端魹ヶ崎見学、姉吉漁港から魹ヶ崎までの船で行くんですが、このツアーでの船着場とし

ても利用しています。このツアーで灯台までの上陸もここで行っております。この船着場の一部、岸寄りの部

分が１段低くなっております。波が高い日、満潮時は水没して安全に歩行出来ないということで当初、国へ要

望しましたが、国では改修の予定はないということで、今回延長５メートル、幅1.9メートル、高さ30センチの

かさ上げをするものでございます。また灯台までの登り口についても台風19号の影響で土砂や流木により、歩

きにくい状態になっております。船着場から灯台まで約75メートルを道路設置するという工事の内容になりま

す。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） はい、了解いたしました。現況のところを少し改修していくわけですね。あそこの正式

な名称、あれは「ながいそ」なんですか、「ながおそ」なんですか。入り江の名前がちょっと私もよくはっき

り何か示すときに、正式な名称があそこわかりにくいんですよね。「ながいそ」でいいですか「ながおそ」で

すか。ちょっとごめんなさい。 

○委員長（工藤小百合君） 前田観光課長。 

○観光課長（前田正浩君） 少し確認してから、はい。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） これからのクルーズ船、体験型観光する場合の船で行く場合の発着場になるっていうの

は非常にいいなと思っていましたので、私もたまに宮古湾のほうから何回か行って、ちょっとやっぱりこうあ

の船をもやう場所もちょっとなかなかなかったんですよね。ちょっとやっぱり確かに段差があるなというのは、
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感じてたんで、ぜひここを改修して観光の体験に結びつけていただければ、灯台の価値も上がるだろうし、あ

の辺のメニューももっともっと膨らむんじゃないかなと思いますので、ぜひ。そうするとこれは３年度中に完

成っていうことでよろしいですか。 

○委員長（工藤小百合君） 前田観光課長。 

○観光課長（前田正浩君） ３年度中の工事になります。来年度の３年度の完成になります。 

○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、共用というか改めて工事中でも使えるんですか。それともその供用開始す

るのはいつから、工事期間ですね要は。そしてその期間でも例えば行ったときに接岸できるのかどうか。 

○委員長（工藤小百合君） 前田観光課長。 

○観光課長（前田正浩君） 工事期間中でも使えるようにはしたいと考えてございます。 

○委員長（工藤小百合君） 個々の質問はやめてください。ちゃんと挙手してください。橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） はい、わかりました。次のページをお願いいたします。68ページ商工費の中の海水浴場

管理事業464万円、管理運営委託っていうことになってますが、これはどちらのほうに委託をする予定でしょう

か。 

○委員長（工藤小百合君） 前田観光課長。 

○観光課長（前田正浩君） 今年度は入札によって業者を決めてございます。来年度についても入札という形に

なります。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） これはそうすると浄土ヶ浜、藤の川、女遊戸、真崎、この４ヶ所一括での管理の委託っ

ていう、どこの業者になるかはあれなんですが、一括での委託ですか。 

○委員長（工藤小百合君） 前田観光課長。 

○観光課長（前田正浩君） はい。一括での運営をお願いしたいと考えております。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） その場合この経費の内訳は400万円のもうほとんど人件費になるんですか。それとも何か

備品費とかいろんなものが含まれますか。もし内訳がわかれば。 

○委員長（工藤小百合君） 前田観光課長。 

○観光課長（前田正浩君） 主に人件費になります。400万円が人件費になると考えます。そのほかに清掃委託料

だとか、手数料、需用費等になります。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） これまでに海水浴場で、水に関する事故とか、そういうのは恐らくないかとは思います

けれども、以前観光課の方ともいろいろ話をした中でこの海水浴場を管理運営していくときにそういう事故と

か未然に防ぐ、あるいは監視員がいて、いろんな対応しなければならないといったときにライフセーバーの問

題も１回議論したときがあろうかと思うんですが、今後もこういった海水浴場をやっていくときに単なる監視

員だけを配置して管理していくのか、将来的にはきちんとしたその対応するようなところまで持っていこうと

しているのか、ちょっとその辺お伺いしたいんですが。 

○委員長（工藤小百合君） 前田観光課長。 

○観光課長（前田正浩君） 現在は監視が中心になってございますけども、将来的にはもう少しレベルを上げて
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考えていきたいとは思っております。 

○委員長（工藤小百合君） 橋本委員。 

○委員（橋本久夫君） その辺ちょっとこの間の一般質問の絡みもあるんですけども、新たに海水浴場の価値と

かね、そういう自然環境を守る上でも特に浄土ヶ浜なんかはそういう最大の価値が生まれそうな場所でもある

んで、海水浴場といっても、やはりいろんな視点で管理・運営していっていただければなと思いますので、そ

の辺も今後ともよろしくお願いします。以上で終わります。 

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

○委員（佐々木清明君） はい、委員長。説明資料の59ページをお願いします。６款農林水産業費の２項林業費

の４目木の博物館推進事業のところですけども、400万円という業務委託として400万円載っていますけども、

いろんな多面的機能を持っていて、体験等ができるということですけども利用者を何人ぐらい見込んでいます

か、今年。 

○委員長（工藤小百合君） 田代川井総合事務所長。 

○川井総合事務所長（田代英輝君） はい。木の博物館の来館者ということでございます。例年ですと大体300人

前後でございますが、今年につきましては、コロナの関係でイベントを中止したということもございますので

100名を切る程度でございます。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木清明君） 整備を拡充とありますけども、どのぐらい拡充して何を置こうとしているんですか。 

○委員長（工藤小百合君） 田代川井総合事務所長。 

○川井総合事務所長（田代英輝君） はい。分館調査等業務委託ということで400万円、中身の部分でございます。

こちらは平成18年に17戸の分館ということで、川井地域内で17ヶ所のポイントについて分館という形でやって

まいりました。開設する前、数年かけて調査を進めて、そして平成18年にオープンという形になってございま

す。それ以来継続的な調査をしているということでございますが、まず１つは、分館内部に調査の区域、調査

区域というのを設定して、それが経年でもってどのような変遷をたどるかという、試験区を調査しているとい

う部分が１つございます。それから、各分館に案内板ですとか、あるいはそこに行くところの整備という部分

がございます。そういった調査区という部分ともう１つは、例えばハナヒョウタンボクでありますとか、いわ

ゆる一般の方々にこうして見ていただきたいというような樹種に特化したような分館もございますので、そう

いった分館をＰＲするためのホームページの作成ですとか、そういった部分も含めて、東京都市大学に現在委

託しているというものでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木清明君） そうすれば17ヶ所の分館等があり、それらを皆さん方に見ていただいて、いろいろと

このいいところを見ていただきたいということですか。はい、わかりました。次60ページ、６款農林水産業費

３項水産業費ですけども、この中の２番目、鮭稚魚学校飼育・稚魚放流事業についてですけども、これ学校は

何校ぐらいお願いしてありますか。お願いというか、いつもやっていますか。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木水産課長。 

○水産課長（佐々木勝利君） はい。市内全域の小学校にお声がけをしておりますが、今年度実施いたしました

のは11校でございます。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木委員。 
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○委員（佐々木清明君） はい、ありがとうございます。私ちょっと勘違いしていたんで、この海側の学校だけ

にお願いしているのかなと思って今聞いてみました。はい、ありがとうございます。それからですね、その下

のほうの廻来船誘致対策事業のところですけども、これ魚市場の水揚げ増大と加工原料魚種の確保を図るため、

北海道・東北地区を誘致活動に歩いているということですけども、この北海道と東北地区に限定した理由とい

うのがありますか。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木水産課長。 

○水産課長（佐々木勝利君） はい。廻来船誘致対策事業はですね、廻来船を呼び込んで水揚げ増大を図る、そ

して加工原料等も確保するという目的でやっておりますけれども、その水揚げするものの主なものがサンマで

ございます。そのほかにもトロールだったり、タラはえ縄だったりあるんですけれども、主なものはサンマ船

でございます。サンマ船を持っているところの船主であったり、漁協さんであったり、そういうところをまわ

りますので、主に北海道・東北がメインになりますけれども、そのほかに富山であったり、銚子であったりと

いうところも、あわせて誘致に動いております。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木清明君） サンマの関係で、まずこのように東北と岩手のほう、それでですね、宮古からも新潟

県のほうにイカ釣り等で船が結構出ているんです。それでもちろん宮古に水揚げするわけにはいかないし、時

間と油等もかかるし、それで新潟に揚げているわけですけども、やっぱり宮古に水揚げしていただくためには、

これほんとに誘致だけで大丈夫なの、誘致ってお願いに歩いている苦労はわかりますけども何かもう一工夫あ

ってもいいような感じがするんですけども、その辺どのように考えていますか。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木水産課長。 

○水産課長（佐々木勝利君） はい。現状でいきますとやはり海洋環境等が変わってきてとれる魚も変わってい

るし、資源が少なくなっているというような状況もありまして、相対的に水揚げが下がっているということが

まずございます。冒頭申し上げましたけども、宮古市魚市場に水揚げする船につきましては、地元船と廻来船

ということで分けておるんですが、やはり地元船というのは大体固定した水揚げをいただけるんですが、それ

以上に水揚げを延ばすためには廻来船を多く誘致しなければならないというところで誘致活動を行っているん

ですが、まずは今まで水揚げしていただいたところへのお礼、あるいは今後も水揚げを継続していただきたい

というお願い等々をやっております。ただ、皆さんご承知のとおりサンマにつきましては、歴史的不漁と今言

われておりまして、宮古市魚市場への水揚げも非常に少なくなっております。前に落合委員さんも提案してい

ただいたんですが、例えばまき網という水揚げ魚種に転換して、そっちに廻来船の誘致やったらいいんじゃな

いかっていうご提案もいただきました。それらにつきましてずっと継続しているんですけれども、魚市場を中

心として関係者の方々問屋さんだったり、買人さんだったり、魚市場、行政含めてですね、いろいろ検討して

おります。なかなか思うように進まないっていうのがちょっと我々としても、苦しいところでございますが、

引き続き、水揚げ増大を図るためには何が１番有効かっていうのを関係者とともに検討しながら進めてまいり

たいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木清明君） 大変だと思いますけども、よろしくお願いいたします。それで62ページの１番下です

がね、６款農林水産業費の３項水産業費の陸上養殖調査事業ということで、ホシガレイの件ですけども、現在

ご存じのように高浜地区で高浜の漁協で今養殖しているわけですけど、我々議員も皆さん方見に行っていろい
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ろ何年物、何年物というような感じで見てきましたけども、結構元気よく育っていてありがたいなあとは思っ

ていました。それでですね、これを今度陸上養殖ということですけども、委託先というのはどこになりますか。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木水産課長。 

○水産課長（佐々木勝利君） はい。これ元年度から調査事業として進めてきているものです。陸上養殖として

ホシガレイを養殖しております。元年度では、宮古漁協の高浜研究センターと、あと女遊戸にございます水産

研究教育機構、そこの２か所で陸上養殖の飼育を行っております。２年度についても同じような形で、宮古漁

協高浜と女遊戸の水産研究教育機構ですか、そちらの２ヶ所で飼育を行っている状況です。新年度３年度につ

いても同じ状況で調査を続け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） 今現在高浜でホシガレイやっているわけですけども、あの施設がちょっと狭いんじゃ

ないかなあと思って私感じてたんで、今こういう質問をしたわけですけども、施設等はもう少し大きければ多

く養殖できるなあと思っていましたけれども、まずそれはわかりました。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） 68ページの７款商工費、１項商工費の中の１番下の遊覧船運航準備事業についてお伺

いしたいと思います。これは令和３年度に遊覧船を建造するということで令和４年度から公設民営化として、

遊覧船事業を実施するという内容のやつですけども、前回産業建設常任委員会に説明いただきましたのは、ま

ず19トンの船で２億2,000万円ということですけども、今回ここに遊覧船建造工事として、１億1,000万円かな。

これの内容についてちょっと教えてください。 

○委員長（工藤小百合君） 前田観光課長。 

○観光課長（前田正浩君） はい。遊覧船事業でございますけども、この事業は２ヶ年で計画をしてございます。

令和３年、令和４年度までの建造になります。予算は総額で２億2,000万円ということで、債務負担、３年度４

年度ということで、50・50に振り分けまして、来年度は１億1,000万円ということで計上してございます。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木清明君） 債務負担で50・50と。はい。それで船をつくるにあたり、田中委員さんのほうからも

何回もいろいろ質問等あったんですけども、プロポーザル方式でやるということで今回岩手県内ではアルミの

船を建造できる業者は３社あると。３社自体大船渡とか、その３社の中の予算が１億1,000万円出た以上は業者

が決まったと思うんで、その業者をもし名前を公表できればお願いしたいと思いますけど。 

○委員長（工藤小百合君） 前田観光課長。 

○観光課長（前田正浩君） 遊覧船事業は来年度３年度からの事業になります。プロポーザルについてはこの４

月を予定していますので、業者はまだ決まってございません。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木清明君） はい。ということは、前回のお話ですと、クラウドファンディングで個人寄附金を集

めるとか、企業版のふるさと納税等で寄附金を集めるとかということですけども、その辺の金額等もまだ集ま

ってないということですがね。 

○委員長（工藤小百合君） 前田観光課長。 

○観光課長（前田正浩君） 予算では財源を復興基金で見てございます。ふるさと寄附金、企業版ふるさと納税

クラウドファンディングについても並行して実施をして、高い目標を持って財源確保には努めていきたいと思
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っております、これからになります。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木清明君） わかりました。以上です。 

○委員長（工藤小百合君） 次は熊坂委員です。その次は鳥居委員です。熊坂委員。あ、前田観光課長。 

○観光課長（前田正浩君） 先ほどの橋本委員の質問ですが魹ヶ崎灯台裏の入り江の名称です。長磯（ながおそ）

と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） お願いいたします。３点ほどお尋ねします。まず最初に説明資料の61ページ、６款農林

水産業費、３項水産業費、２目水産業振興費の最後の漁業担い手確保対策事業の２番目、宮古水産高等学校家

賃支援補助金90万円ですね。これは説明いただいて、水産高校の魅力化プロジェクトというか、水産高校の養

殖科の新設と存続に向けた取組というか、要望が功を奏して、県教委の当初の予定が変更になって、当面単独

で存続ということでスタートに立ったなというふうに思っています。それで、当初の説明ではこれは在校生と

新入生含めて５人分を予算上げたという説明があったんですけれども、予算を上げた時点では新入生の何人入

るかというのはちょっとわからなかったかもしれませんが、この予定ですと、県外から３名を見込んでいたん

だなというふうには思っていたんですが、実際今年はもう志望は締め切って試験も終わったとは思うんですけ

れども、志望状況というか、県外からの。どういった形でしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木水産課長。 

○水産課長（佐々木勝利君） はい。現在志望状況が出まして、試験も終わったところですが、まだ合格発表に

なってございません。プラス、今の時点でどなたが試験を受けたかというのは公表出来ないと言われています

ので、申し訳ございません、まだわからない現状でございます。 

○委員長（工藤小百合君） 熊坂委員。 

○委員（熊坂伸子君） そうすると志望状況の県外県内内訳も非公表ということですね。はい、わかりました。

それで、事業は本当にスタートに立ったところで、これからどうやって生徒を確保して、そして卒業したら就

業までつなげていくかという、壮大なプロジェクトになると思うんですが、この家賃補助以外にも何かその魅

力化に関して考えているか新年度、その辺はどうですか。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木水産課長。 

○水産課長（佐々木勝利君） はい。先ほど委員おっしゃったとおり、要望を継続した結果、高校再編の後期計

画、水産高校存続ということが発表されました。そこは１つ一安心したところですが、これから、そこを養殖

科の新設に向けて、あるいはその生徒の数を増やしていくということをいろいろ取り組んでいかなければなら

ないという段階でございます。その１つがまずこの家賃支援ということで、市外から宮古水産高校に来て下宿

した生徒に対して月額１万5,000円を補助するというものでございますが、その他に、存続養殖課新設の協議会

をつくってございます。これは宮古市プラスあと関係する沿岸の漁協ですけれども、あと教育委員会の方とも

連携しまして、まず漁協の方々に協力をいただきたいというのは水産高校の事業に対する支援をしていただき

たい、あとは卒業後の受皿として漁協のほうで卒業生を受入れていただきたいというところを整備してほしい

ということを今年度中にもう１回協議会を開いて、そこら辺の意思統一を図って進め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） 熊坂委員。 
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○委員（熊坂伸子君） はい。協議会の設置というお話がありました。やはりこの漁業者、市で、教育委員会も

そうですけれども、存続させたい地域の漁業後継者を育てたいという思いをこの高校側に、いろいろ協力して、

どういう支援をすれば効果的なのかということで、高校との連携というのもとても大事だと思いますし、また

高校の同窓生といいますか、卒業した方、いろいろ各界にたくさんいろんな方、人脈がおられると思うんです

けれども、その辺の連携も今の説明の中には入ってはいなかったんですけれども、これからはそういうのも必

要かなと思いますけれども、その辺は考えていらっしゃいますか。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木水産課長。 

○水産課長（佐々木勝利君） すいません、私が説明不足で申し訳ございません。先ほどの協議会の中にはＯＢ

会、いわゆる水産高校のＯＢ会の方々、各界にいろんなところにいらっしゃいますので、その方々にも一緒に

協議会に入ってもらいましてご協力いただくことにしております。それとあと、学校のほうとも、よく連携を

図りたいと思いまして、直接学校のほうに出向いて状況とか、生徒の様子とかは伺っております。もう一つ申

し上げますと震災後に震災の支援ということで、東京の有名シェフが水産高校に来て、料理指導とかっていう

のを継続して支援していただいているというのがございます。これは10年継続してきたんですけれども、去年

はコロナで来られなかったということで、先日市長ともリモートで懇談をいたしまして、継続していきたいと

いうことで、例えば水産高校に入ればそのそういう有名シェフから料理指導が受けられますよっていうような

のをＰＲしちゃったらいいんじゃないかというご提言もいただいていましたので、そういう具体的な取組も学

校と連携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） 熊坂委員。 

○委員（熊坂伸子君） はい。いろいろ新しい取組に期待したいなと思います。それで県外からも呼びたいとい

うのはもちろんですけれども、市内の子どもたちも水産漁業の魅力を知って、養殖始めその漁業につきたいと

思う子どもが増えると１番いいわけですけれども、小中学校との連携というか、教育委員会のほうにはそのキ

ャリア教育の中でその漁業への取組というのがちょっと教育振興基本計画にもないんじゃないですかとかって

いう話はするんですけれども、教育委員会との連携という意味では、うまくいっているんですか。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木水産課長。 

○水産課長（佐々木勝利君） はい。教育委員会ともよく連携して進めているところでございます。各小・中学

校におきましても、独自の事業の中で、その水産の魅力について、やっているところでございますし、必要で

あれば水産課が出向いて支援するという場面もございます。例えば赤前小学校で磯の体験をするというような

ときに水産課も行って手伝いするとか、いろいろ連携をしておりますので、さらにこれを継続して海の魅力、

水産の魅力っていうのを小中学生のうちから知っていただくような活動は継続していきたいと思っております。 

○委員長（工藤小百合君） 熊坂委員。 

○委員（熊坂伸子君） はい、ありがとうございます。ぜひ小・中学生に向けての取組に力を入れていただきた

い。今までどちらかというと大人の論理で大人の都合で進めているようなところもありましたけれども、子ど

もたちがその気になってもらわないとこれは何とも出来ないことですので、子どもの目線でどういうことをや

ると興味を持ってもらえるのか、入りたいというふうに思ってもらえるのかということは、ぜひ子どもの意見

を聞いて取り組んでいただければと思います。スタートに立ったところなので、県教委の配慮も重く受け止め

て、それにこたえるようなこちら側の努力というものをぜひ期待したいと思いますので、よろしくお願いいた

します。次の質問に移ります。 
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○委員長（工藤小百合君） 熊坂委員。 

○委員（熊坂伸子君） 次は66ページです。７款商工費、１項商工費、１番上の地域基幹産業人材確保支援事業、

これはちょっと新しいのかなと思って見ていましたが、ちょっと内容の説明をお願いしたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 岩間産業支援センター所長。 

○産業支援センター所長（岩間健君） はい、ご説明させていただきます。この事業については、事業としまし

たら、令和元年度、以前からあった事業でございますが、年度として案件がなかったのが昨年度案件ございま

せんでした。一昨年も要望がなかった内容なんですが、こちらの名称ではちょっとぴんとこないかと思います。

端的に言いますと、水産加工業の人材確保支援事業費の補助金ということで、一度議会のほうにご説明させて

いただいて予算化した経過もございます。水産加工業における人材確保を支援するために、加工業者が人材確

保するための宿舎の整備ですとか、女性の方が働きやすい環境整備の改善に対して、そういう経費に対して補

助金をするということで、県のほうの支援を受けて、２分の１補助で実施するものでございまして、３年度予

算化を上程させていただいた理由は、市内の加工業者からちょっと相談が具体にございましたので、それらの

見込みをもって今回２件、２事業者200万円ということで計上させていただい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） はい。そうすると令和元年度から違う名称であったけれども、事業同じ内容でやってい

たという今の説明でしたね。 

○委員長（工藤小百合君） 岩間産業支援センター所長。 

○産業支援センター所長（岩間健君） お答えいたします。ちょっと誤解を招いてしまいました。事業名はこの

とおり地域基幹産業人材確保支援事業でございますが、補助金として水産加工業の人材確保支援事業というこ

とですので、事業については、県の事業ですので、事業名についてこれ変わりございませんが、中身について

の補助金の名称がこのようなことで継続して制度化されて運用されている制度でございます。 

○委員長（工藤小百合君） 熊坂委員。 

○委員（熊坂伸子君） 私がちょっと勘違いしたかもわかりません。今までの予算書・説明書とか、昨年のある

いは一昨年の見ても、この女性の職場環境改善っていうのがちょっと初めてかなと思って、なので女性にとっ

て、女性以外だと職場改善しても駄目なのかしらと思ったり、前からこれ女性ってついていましたっけ。 

○委員長（工藤小百合君） 岩間産業支援センター所長。 

○産業支援センター所長（岩間健君） 補助の対象事業として、宿舎整備という項目のほかに職場環境改善とい

うことでトイレ更衣室等々の改修工事等というメニューの中に、女性の方も働きやすい環境という内容のもの

がもともと制度の仕組みの中にございました。 

○委員長（工藤小百合君） 熊坂委員。 

○委員（熊坂伸子君） もともとあったということで、私が見落としていただけということでございます。この

水産加工業者、今年３年度２件の予定があるというようなお話があったんですが、この水産加工業、原材料の

不振とかいろんなことも、あるいはコロナの問題もあると思うんですが、人手というのが今不足している状態

なんですか。それとも仕事のほうが不足してる状態ですか。このコロナ禍において。あるいは原材料が減って

いる中で。現状をちょっと教えていただきたいんです。 

○委員長（工藤小百合君） 岩間産業支援センター所長。 

○産業支援センター所長（岩間健君） はい。各社それぞれちょっとお聞きしますと、それぞれのご事情があり
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ます。業者さんによってはやはり人手もう少し欲しいなっていう事業をもくろんでいる方があったり、今ちょ

うど魚がとれないのでっていう季節変動等もあるかと思います。それぞれのご事情があるというふうに聞いて

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。３点目最後の質問に移ります。はい。68ページ７款商工費、１項商工費

先ほど佐々木委員が聞いた１番最後の遊覧船運航準備事業について私もお尋ねいたします。個人的な話ですけ

れども、伊藤部長ご存じのように私の姉もこの遊覧船の事業のおかげでご飯食べられて大きく成長したので、

このなくなったときには大変喪失感というか、さびしかったので、どんな形であってもこの市で再開していた

だけるということには大変感謝をしています。ありがとうございます。そこで、先ほどもちょっと佐々木委員

の質問でいろいろスケジュールについてはわかったんですけれども、令和４年度運航開始のスケジュールだと

思っていたんですけど、それでよかったでしょうか、確認します。 

○委員長（工藤小百合君） 前田観光課長。 

○観光課長（前田正浩君） はい、お答えします。現時点のあくまでも予定でございますけども、令和４年５月、

ゴールデンウィーク期間中の就航を予定してございます。 

○委員長（工藤小百合君） 熊坂委員。 

○委員（熊坂伸子君） ありがとうございます。それで、船が出来てそれで１番の課題は実施主体といいますか、

運営、運航主体というところだというふうにお聞きしたんですけれども、どういった形で運航主体は決めてい

くのかというか、今のところどういった状況になっているんでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 前田観光課長。 

○観光課長（前田正浩君） 現時点の予定になりますけども、今年６月にですね、運営主体の公募を実施したい

と思っています。８月には運営主体を決定するという予定になっております。 

○委員長（工藤小百合君） 熊坂委員。 

○委員（熊坂伸子君） そうすると、外部の、民間のというイメージで募集するということでいいんでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 前田観光課長。 

○観光課長（前田正浩君） はい。現時点では公設民営ということで、民間を視野に現在は考えてございます。 

○委員長（工藤小百合君） 熊坂委員。 

○委員（熊坂伸子君） はい。見通しとしては、手を挙げてくださりそうなんですか。わからないですか。 

○委員長（工藤小百合君） 前田観光課長。 

○観光課長（前田正浩君） 現時点では詳細もまだ決まってございませんので、まだわかりません。 

○委員長（工藤小百合君） 熊坂委員。 

○委員（熊坂伸子君） 実際これを事業化して、継続していくというのはかなり県北バスも音を上げてしまった

ぐらいの事業ですので、大変なんだろうなと思って、外部の運航事業者を公募するというのもかなり大変なの

かなというようには思うんですが、私の考えるところでは例えば、宮古産業公社が今なあどの運営をしている

ところが観光船事業部というような内部で分けられないのかとか、そういうことも思ったりするんですけど、

そういう可能性というのは考えられないですか。 

○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。宮古地区産業振興公社なあどの部分、非常に出崎地区の中心となる拠点
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となる運営主体でございますので、やはりそこの部分については、今回のその運営主体、当初からっていうの

ができるかどうかは別として当然近い将来ですね、あそこのやる役割っていうのは非常に大きいものがあると

いう認識はございます。 

○委員長（工藤小百合君） 熊坂委員。 

○委員（熊坂伸子君） いろいろな可能性を探っていただきたいと思います。それから２つ目のＰＲ用ポスター

等印刷製本というのもありますけれども、私観光船詳しいんですけれども、観光船の魅力はポスターでもいい

んですけれども、ウミネコにパンをあげるとか、あるいは潮吹き岩のダイナミックな潮吹きとかね、動画のほ

うがいいのかなという気がしています。動画によるＰＲ動画の作成についてもぜひ検討していただきたいんで

すけれども、いかがでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 前田観光課長。 

○観光課長（前田正浩君） この遊覧船ですけども、１番大事なのはやっぱりその市民の船という機運を持って

もらいたいというふうに考えます。横断幕も含め、今の熊坂委員の意見も踏まえて、いろんな形で機運を盛り

上げていき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） はい。ぜひよろしくお願いします。ぜひ成功すればいいなと思ってます。よろしくお願

いします。以上です。 

○委員長（工藤小百合君） 次は鳥居委員です。その次は小島委員です。鳥居委員。 

○委員（鳥居晋君） 説明資料からお願いします。最初にちょこっとだけですけども、44ページをお願いします。

４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費のこころの健康づくり推進事業についてお伺いいたします。

これにつきましては午前中に２人の方が質問しておりました。その中で加藤委員が田老に関し、事故があった

こともお話しされましたが、本当にあの地域では、衝撃的な事案であったというのは事実でございます。こう

いった中で、説明が答弁の中にあったと思ったんですが、ちょっと聞き取れなかったんでまたお聞きしますけ

ども、何名の方が今までわかったので、自ら命を絶ったというのは何名でしたっけ。 

○委員長（工藤小百合君） 早野健康課長。 

○健康課長（早野貴子君） 先ほどお伝えしたのは最新値で平成30年の死亡者数は５名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） 30年度で５名と。はい、わかりました。５名のあまり詳しく聞くのもあれですけども、そ

の比率とすれば男性女性、そして年齢っていうのはどのような形になっていますか。 

○委員長（工藤小百合君） 早野健康課長。 

○健康課長（早野貴子君） 申し訳ございません。今詳しい資料はございませんで、県が発表する保健福祉年報

の中での把握できる人数という形になります。 

○委員（鳥居晋君） はい、わかりました。今回このあれを見ていて、私はゲートキーパーという言葉を初めて

目にしたんで、ちょっと調べるというか勉強させていただいたんですけども、このゲートキーパーっていう方

が宮古市内には何人くらい、委嘱、委託しているんだか、何名ぐらいおられるんですか。 

○委員長（工藤小百合君） 早野健康課長。 

○健康課長（早野貴子君） 計画として育成し始めたのは、自殺対策計画にのっとってということになりますと、

平成31年度から養成している形にはなります。ただそれ以前からゲートキーパーという役割を持った、その名
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称ではなかったんですけれども、そういう役割を持った方々を育成したいということで研修等は開いてござい

ます。今年度も２回ゲートキーパー養成講座をしてございます。今年度に関しては107名のゲートキーパーを養

成しております。これまでに平成23年からですと、700名を越える方が養成といいますか、そういう勉強をして

いただいております。ただこれは資格とかというものではございませんで、そういう講座を受けていただいて、

地域の中でそういう方がいたらば、きちんと聞いてもらって、そして何かを指導してくださいということでは

なくて、見守ってもらって必要があるような方は保健センター等にご連絡いただきながら、支援していくとい

う形になります。 

○委員長（工藤小百合君） 鳥居委員。 

○委員（鳥居晋君） 107人ですか。結構な人数で延べ700人ぐらいということですね。もうそういう方々の活動

によって、５人、少ないって言ったらなんですけど、１人でも５人でも命には変わりございませんから。５人

くらいって言ったら言葉が悪いかな、収まっているのかなと思っていますけども、市の人口の割合に対して、

自殺率、自殺５人っていうのは、率としては県下で高いほうなんですか、低いほうなんですか普通なんですか。

普通っていうことはないですか。 

○委員長（工藤小百合君） 早野健康課長。 

○健康課長（早野貴子君） この５人に対しての自殺の死亡率という形では9.3になります。この年の岩手県は20.4

ですので、県と比較すると、平成30年に関しては低かったということは言えるかと思いますけど、平成29年は

県の数値よりも上回っているというところがありまして、先ほど言いましたとおり、どうしてもこれは人口10

万単位の死亡者数で示すところがございますので、どうしても人口の少ないところは１人の死亡者数が大きく

数字に影響してくるというのがございます。なので、１年１年で見るのではなくて、自殺対策計画でも令和５

年までのその平均値でもって考えていきたいと思っておりました。 

○委員長（工藤小百合君） 鳥居委員。 

○委員（鳥居晋君） 低いほうだと聞いていました。それもこのゲートキーパーさん方の活動のたまものかなと

思います。ゲートキーパーをやってる方々はボランティアですか、基本的に。 

○委員長（工藤小百合君） 早野健康課長。 

○健康課長（早野貴子君） ボランティアといいますか、ボランティアではありますけれども、今年度自殺対策

計画において一般市民の方ももちろん養成していきたいと思っておりますし、あとは市の職員いろんなところ

で窓口業務をいたしますので、そういう中でゲートキーパーというアンテナを持った方々を増やしていきたい

と思っております。そういう意味では市の職員、一般市民ということで、令和２年度はゲートキーパーの養成

の教室をさせていただいたということになります。 

○委員長（工藤小百合君） 鳥居委員。 

○委員（鳥居晋君） はい、わかりました。ゲートキーパーさんのグループじゃないですけども、その組織、自

殺対策協議会っていうのはまた別なものですよね。 

○委員長（工藤小百合君） 早野健康課長。 

○健康課長（早野貴子君） 自殺対策連絡会でよろしいでしょうか。連絡会はこの地域の宮古市内の医療関係者、

または福祉関係者、警察消防等の方々に参加していただいて、この地域の自殺等に関わる課題についてご協議

いただいたり、検討いただいたりする場になってございます。 

○委員長（工藤小百合君） 鳥居委員。 
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○委員（鳥居晋君） 連絡会は、定期的に会合があって未然に防ぐような自殺防止をするような話合いを行って

いるわけですか。 

○委員長（工藤小百合君） 早野健康課長。 

○健康課長（早野貴子君） 計画の中で年に２回は実施していきたいということで、今年度も年に２回実施して

おります。その中では自殺対策について協議をするというよりは、まず今こういう現状であるというのをそれ

ぞれのところから情報をいただいております。それに伴って、例えば医療につなげるのが難しいであるとか、

こういう方々が消防のほうに連絡が入ってっていう形のそういう情報を共有することで、みんなで共有して、

そして新たな対策を検討していくという場になってございます。そういう点ではいろいろな情報を共有できる

場としては、とても有効的に活用させていただいておりました。 

○委員長（工藤小百合君） 鳥居委員。 

○委員（鳥居晋君） 一生懸命やっているところで事故が、またそういう事件があると大変悲しいようなところ

もあると思いますけども、頑張ってやってもらいたいと思います。ちなみにあの震災後に市内の某開業医の先

生が寄り添いホットラインというのを立ち上げまして、自殺防止にすごく役に立ったっていうのを記事で読み

ました、何度も。それ以前に３万人以上の全国で３万人以上の自殺者があったって聞いてましたし、その後は

２万5,000人まで下がったという記事も見ました。でも最近またコロナの影響かどうかわかりませんが、上がっ

てるようでございます。身近にそういう手本になる方もおられますんで、参考にしながら１人でもというより、

全くゼロになるようにご努力をお願いしたいなと思って質問を終わります。はい。 

○委員長（工藤小百合君） 鳥居委員。 

○委員（鳥居晋君） 次に61ページをお願いします。６款農林水産業費、３項水産業費、２目水産業振興費です

ね。その中の栽培漁業推進事業っていうのがあります。この中で栽培漁業推進強化事業補助金というのがアワ

ビ種苗購入10分の１、その他５分の１と書いてありますけども、このその他というのは、何でしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木水産課長。 

○水産課長（佐々木勝利君） はい。その他につきましては、アサリ、ホッキ、ナマコ等の放流経費でございま

す。 

○委員長（工藤小百合君） 鳥居委員。 

○委員（鳥居晋君） はい、分かりました。そうすれば上限300万円っていうのは３漁協に出している分ですね。

書いてある通り。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木水産課長。 

○水産課長（佐々木勝利君） はいそうです。書いてあるとおり、１漁協当たり上限300万円で、３漁協ですので

予算的には900万円となります。 

○委員長（工藤小百合君） 鳥居委員。 

○委員（鳥居晋君） それぞれの300万円は、種苗センターの施設管理費に多分なっているんじゃないかなと思う

んですけども、ご承知のとおり、今、大変な不漁でございます。アワビは。そしてその漁協を支えているサケ

の方も大変な不漁で今まで今年度までですか、国のほうから震災以降10年間、施設をつくってから補助をいた

だいていたんですよ。それが３年度には切れると聞いていましたけども、これは事実ですか。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木水産課長。 

○水産課長（佐々木勝利君） はい、そのとおりでございます。 
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○委員長（工藤小百合君） 鳥居委員。 

○委員（鳥居晋君） そうすると、本来であれば放流事業ですから、放流したアワビ、天然も含めてですね、そ

れで賄っていくべきことなんですけども、さっきも言ったとおりこの大不漁でございますので、それはなかな

か出来ない状態なんですよ。そこで今まで多分、経費の半分ぐらいかな、国の補助いただいてたのが全く切れ

るとなると大変なことになります。それが漁業者ばっかりじゃなくて、地域の経済にも大きなダメージを与え

るというのはこれ一目瞭然でございますんで、やめるわけにはいかないし、そしてまた混獲率っていうのは、

アワビの放流貝がとれる率ですね、それはこういうふうに下がってきても20％台から30％というのは維持して

るんですよ。ということは、放流している効果があった、顕著にあらわれるということなんです。これを全く

出来なくなってしまうと大変でございますので、何かこの維持できるような300万円ではちょっとこれ甘い気持

ちかもしれないけども、ものすごく漁協それぞれの漁協でも自助努力はしてます。それでもこれでも、およば

なくなってきますんで、来年度以降もう少し検討していただきたいなと思うところでございますので、答弁お

願いします。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木水産課長。 

○水産課長（佐々木勝利君） この件に関しましては、それぞれ各漁協と連携しながら相談しながら進めており

まして、今鳥居委員がおっしゃったようなことも要望として言われているところでございますが、なかなかや

っぱり復興予算を使っていたこともありまして、令和２年度で終わりと国から来るもんで、これ実は２年度ま

では10分の10補助してあったんです。ただ上限は同じですけれども、補助率が変わりますけれども、多分上限

にいくのかなというふうには思っておりますので、これだけではなかなか解決できるとは思いませんけれども、

今年度までに磯焼け対策もやっております。いろいろな形で対策を進めながらやっていかなきゃないなと思っ

ております。いずれ、鳥居委員がおっしゃった内容については漁協のほうからもお話をいただいて、よく連携

して話合いをしながら進めているところでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 鳥居委員。 

○委員（鳥居晋君） 漁協の死活問題は地域の死活問題でございますので、よろしくお願いしたいと思います。

次に63ページをお願いします。６款農林水産業費、３款４目の漁港建設費の中の漁港施設等機能保全事業とい

うものの中に、小堀内漁港臨港道路補修工事というのがありますけども、これは赤前のことかな。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木水産課長。 

○水産課長（佐々木勝利君） 小堀内漁港本港でございます。田老の。 

○委員長（工藤小百合君） 鳥居委員。 

○委員（鳥居晋君） 小堀内、摂待でなくてね。小堀内ですか。これは漁港関連道になっている部分ですか。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木水産課長。 

○水産課長（佐々木勝利君） 関連道っていうのはないというふうに私思っておりますけれども、臨港道路でご

ざいまして、小堀内の港におりていくとこのちょうどなんですかね段差があるところ。波が上がってきて石が

いつもあがるとこ。あそこをちょっと改良しようかなというふうに思っております。 

○委員長（工藤小百合君） 鳥居委員。 

○委員（鳥居晋君） わかりました。大体状況わかります。この関連道っていうのは、漁港から離れれば市道に

なるから、市道になりますよね。それは水産課とは管轄がまた違っているということですか。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木水産課長。 
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○水産課長（佐々木勝利君） 先ほども申しましたけれども、関連道というのはないので、臨港道路と指定臨港

道路が終わって次の市道になればそこから先は市道というふうに。建設課管轄のものになります。 

○委員長（工藤小百合君） 鳥居委員。 

○委員（鳥居晋君） それはちょっと頭の中で理解出来ないので、何メーターとか何とかっていう定義とか、そ

んなのはないんですよね。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木水産課長。 

○水産課長（佐々木勝利君） 何メーターとかっていう定義はないんですけれども、漁港区域っていうふうに区

域が指定されてますので、その中にある道路は漁港の臨港道路というふうに言っております。 

○委員長（工藤小百合君） 鳥居委員。 

○委員（鳥居晋君） ひとつだけ聞きます。小港沼の浜線のトンネル付近の道路はそれに該当してないというこ

とですね。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木水産課長。 

○水産課長（佐々木勝利君） 臨港道路には該当しておりません。 

○委員長（工藤小百合君） 鳥居委員。 

○委員（鳥居晋君） はい、わかりました。終わります。ありがとうございます。 

○委員長（工藤小百合君） 休憩に入ります。 

午後 ２時５５分休憩 

午後 ３時１０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。小島委員、その次は畠山委員です。小島委員

どうぞ。 

○委員（小島直也君） 座ったままで失礼します。よろしくお願いします。説明資料の42ページ４款衛生費、１

項保健衛生費の保健衛生総務費の中で健康増進事業、午前中も質疑、審議が行われていましたこの健康指導、

健康相談とか訪問指導とかについてお尋ねします。実は、昨日の民生費の中にも少し関係するんですけども、

保健福祉部長にお尋ねしますが、生活保護を受給している方も市民の１人ですよね。健康課のほうから健康指

導とか訪問は出来ないんですか。 

○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） はい、お答えいたします。何ら問題もなく訪問はできると思います。 

○委員長（工藤小百合君） 小島委員。 

○委員（小島直也君） 実はですね、病気がちな50代の方が生活保護を受けていて、２、３年どんどん具合悪く

しているのを心配して、私その方と知り合いなもんですから、福祉課のほうに顔を出して、弱っていますよ、

もう痩せていますよって訴えても、なかなか訪問して病院に行くように伝えてもらえなかったんですよ。そう

いう事実があって、そうだケースワーカーさん忙しいんだ、じゃあ保健師さんに行っていただこうと思ってケ

ースワーカーさんに保健師と一緒にぜひとも訪問して病院に行くように指導してほしいと再三私はお願いしま

したけれども、それが、こういう事実はあります。月に１回は訪問していますけど、会えていません。電話く

れるようにメモは置いてきていますけど、電話もくれません。小島さんには電話があるんですか。私にはたま

に苦しいってありますよって教えたんですけど。それで課をまたいで、健康指導というものは出来ないんだろ

うかなあなんて思っていました。 
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○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。もしそのようなケースがあるのであれば、この席じゃなくて、終わってか

ら個別に教えていただければ、必ず対応いたします。 

○委員長（工藤小百合君） 小島委員。 

○委員（小島直也君） はい、終わり。はい。では次に移らせていただきます。委員長。44ページの衛生費、１

番下の衛生費、保健衛生費ですね。はい、総務費の中で１番下のがん患者医療用補正具購入費用助成。新しい

事業だと思うんですけども、がん治療に伴う外見変化によりっていうところで、ウィッグの助成なんかがあり

ますけれども、これに関して、自分がもしがんを患って病気になってということを考えますと、具合が悪いけ

れども、やっぱりウィッグをつけて少し元気になりたい、そう思ったときこの助成金があるのはすごくすばら

しいことなんですけども、それを申請する段階で、本人でなきゃ駄目だとか何か申請の方法を考えていらっし

ゃいますか。つまり、がんの患者をあまり困らせないように親切な対応を想定してくださっているか教えてく

ださい。 

○委員長（工藤小百合君） 早野健康課長。 

○健康課長（早野貴子君） お答えします。申請につきましては、ご本人でなくても、ご家族等そのほかの方で

も代理ということで受け付けることが出来ます。 

○委員長（工藤小百合君） 小島委員。 

○委員（小島直也君） ありがとうございます。ぜひそのようにお取組いただきたいと思います。次に移ります。

委員長。 

○委員長（工藤小百合君） 小島委員。 

○委員（小島直也君） 50ページ６款農林水産業費、１項農業費、３目農業振興費から川井で一生懸命にシソの

開発をして、商品開発も進んでいて、売上げ向上のために頑張っているっていうお話を多分前回の委員会でお

聞きしていますが、今後の川井の産業開発公社で商品開発に一生懸命なのをわかった上で、シソに頼らず別の

商品、ブルーベリーとか別の品種の農産物、そういったものにアタックっていいますか、挑戦するっていうと

ころは来年度は見えますか。伺います。 

○委員長（工藤小百合君） 田代川井総合事務所長。 

○川井総合事務所長（田代英輝君） はい。シソのブランド化という動きは先日ご説明させていただいた部分で

ございますが、現在のところ、それ以外の作物、新たな部分での動きというのは現在のところはございません。

既存のシソであればシソをどういうふうに有効活用していこうかといった取組は進んでございますが、別品種

という部分では現在のところ動きはございません。 

○委員長（工藤小百合君） 小島委員。 

○委員（小島直也君） はい。今後の区界の道路が便利になって、本当にちょっと寂しくなるその区界高原の活

性化といいますか、活力のためにも何か新しい作物の試行をすることが必要じゃないかなと思いますし、草花

を生産している方もいると思います。その方々の力を借りて区界にみんなが立ち寄って、花を見たり、草原で

遊んだりっていうことを後に続く森づくりの体験教室のようなものからも別になってしまいますけども、何か

そのような前向きな計画は持ち合わせていませんか。区界高原の開発じゃなくて、活性化っていいますかね、

誘客っていいますか。はい。 

○委員長（工藤小百合君） 田代川井総合事務所長。 
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○川井総合事務所長（田代英輝君） はい。区界高原の活性化といった部分では、新年度予算としてご提案、予

算計上させていただいておりますのは、区界高原道の駅を起点として、新たなトレッキングでありますとか、

あるいは雪遊び広場の開設ですとか、そういった部分は来年度200万円という金額で予算計上のほうはさせてい

ただいておるところでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 小島委員。 

○委員（小島直也君） はい。それは多分私が提起しておいて、そのように返事をいただいて、67ページに関係

することだなと思って今、はいありがとうございます。ぜひ、区界の方々が気持ち沈まないように本当に区界

高原の力を観光に生かしていきたいと思っていますが、よろしくお願いします。はい、委員長。 

○委員長（工藤小百合君） 小島委員。 

○委員（小島直也君） 次に移ります。57ページ６款農林水産業費、２項林業費２目林業振興費の中で、57ペー

ジの真ん中あたり研修支援事業、午前中の質疑の中で農林課長から林業に携わる若い人の育成に言及されまし

たんでね、私本当に力強く思って聞いたんですけれども、８番の林業担い手確保対策事業の項目の２つ目、研

修支援事業というところに林業新規就業希望者の林家での研修に対し、研修助成と家賃助成を行うと書かれて

ますが、林家といえば、事業主、企業はいかがなもんでしょうか。該当するもんでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 飛澤農林課長。 

○農林課長（飛澤寛一君） はい。午前中のお話した部分については、林業事業体で働く方々に対する研修であ

ったり、個人で林業をやられる方への研修という意味での事業です。こちらのほうは主にシイタケ農家の研修

等を行う方が対象になっております。 

○委員長（工藤小百合君） 小島委員。 

○委員（小島直也君） はい。勘違いしていました。ただ午前中、農林課長は、シイタケ栽培に関しての若手の

育成に限らず、林業全体のことに関して、若い人を育成したいって言ったように聞きましたが、それでいいで

すよね。申し訳ありません。 

○委員長（工藤小百合君） 飛澤農林課長。 

○農林課長（飛澤寛一君） 午前中の研修事業については、森林環境譲与税を活用した研修事業ということでご

説明しました。ただいまの事業はまた別の事業になっております。もちろんシイタケに限らず全ての林業者を

応援するのは変わりありません。 

○委員長（工藤小百合君） 小島委員。 

○委員（小島直也君） はい。すいません。１ページ前に戻って55ページの森林環境譲与税活用事業の中に、や

っぱり担い手の育成も入る項目があるんでしょうね。ないんですか。ありますね。 

○委員長（工藤小百合君） 飛澤農林課長。 

○農林課長（飛澤寛一君） はい。森林環境譲与税活用事業の中の３森林所有者施業講習業務委託っていうのに

まず所有者、あるいは市民を対象とした研修を行う、これには若い林業者も含まれるということですし、５番

目の森林環境教育推進・林業就業者向け人材育成事業、これについても研修事業でございます。 

○委員長（工藤小百合君） 小島委員。 

○委員（小島直也君） はい。岩手県に林業アカデミーっていう教育事業ありますよね。林業者を育てるそのア

カデミーの卒業生が多分宮古でもまだもちろん頑張っていることと思いますが、県内部で中央のほうにある学

校っていいますか、教育施設だと思うんですけれども、そこには例えば将来を見越して高校生が林業につくよ
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うに何かこうリードするような働きかけは、市としてはどうなんでしょう。市の林業を預かる立場として、全

く県の事業は県の事業ですか。お尋ねします。 

○委員長（工藤小百合君） 飛澤農林課長。 

○農林課長（飛澤寛一君） はい。例えば高校生に対して卒業後にアカデミーというような勧め方はしておりま

せん。どちらかというと、卒業して林業に興味を持った方が行っているのかなと思っております。この事業を

終了して、あるいはですね、緑の雇用事業というのもございまして、それも研修を使う事業。研修を含めた事

業です。ただですねこのアカデミー、緑の雇用事業終わってしまうと、もう普通に就職してなかなかその研修

を受けられない状況に入るかなと思っています。なので、その宮古の林業に就職したらば、さらにレベルの高

い林業の勉強ができるようなシステムをつくっていきたいということで、こういう研修事業を企画したつもり

です。 

○委員長（工藤小百合君） 小島委員。 

○委員（小島直也君） はい。研修事業を企画したっていうのはそこの５番の下のことになるんですか。３番、

５番の２つを意味したことですか。 

○委員長（工藤小百合君） 飛澤農林課長。 

○農林課長（飛澤寛一君） はい、そのとおりですね。 

○委員長（工藤小百合君） 小島委員。 

○委員（小島直也君） はい、ありがとうございます。59ページに移りまして林業費、３目造林費からですけれ

ども、森林・林業体験推進事業、みやこ市民の森づくり事業と森づくり体験学習会という項目があって、私も

何回か参加させていただいた区界の林地での学習に間違いないですよね。このときに児童生徒の参加もあって、

本当に和やかに山の上で植樹体験した記憶があるんですけれども、学習会に林業をアピールするような事業を

少し組み込んで、子どもたちに林業を植樹のみに終わらず、その植樹を終わった後におにぎり食べて、そのあ

と山の散策もその事業には組み込まれていますが、林業をもっと身近に今の林業は昔のように大変な労作業だ

けじゃないんだ、機械化されている林業を紹介したりとかっていうようなそういった事業に発展させることは、

計画には入れられないということでしょうかね。 

○委員長（工藤小百合君） 飛澤農林課長。 

○農林課長（飛澤寛一君） はい。森づくり体験学習会、こちらのほうは子どもさんに参加していただいてやっ

てるその通りの事業ですが、結構午後までかかって実施してメニュー豊富にやっている事業です。この中では

やってないんですけれども、その上の段、みやこ市民の森づくり事業、この事業はですね、グリーンピア田老

の敷地でやっております。今年度も実は実施しておるんですが、やはり参加者の方からも本格的な林業を見て

みたいという話もございましたので、今年度の事業では、森林組合の方、あるいは林業者事業者の方々にお願

いして、実際にチェーンソーを使って、太い木を伐採して見ていただいております。その際も参加者みんなで

ロープをかけて引っ張ってみんなで一緒に倒すというような作業も体験していただいております。それからで

すね、先ほどの森林環境譲与税活用事業の中で、森林環境教育推進っていう事業がありました。５番目の事業

ですが、これ実はですねその子どもさんたちにも林業を身近に知っていただきたいということで、考えた事業

です。特に最近の林業は大型機械を使ったりちょっと物すごいロボットのような機械を使って森林伐採から作

業していますので、そういうのを身近に見ていただきたいなということで、そういうのも企画していきたいと

思っております。また保育所からもなかなか最近こうコロナの影響もあって遠足に行けないという相談をされ
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たりしております。そういう方々に対しても遠足も、我々が受入れられればいいかなということで来年度に向

けて相談をしております。 

○委員長（工藤小百合君） 小島委員。 

○委員（小島直也君） はい。すごく楽しみにしております。よろしくお願いします。去年グリーンピアで行わ

れた際、私今の課長のお話がわかんなかったのは、雨に負けて私が参加出来なかったような気がします。申し

訳ありませんでした。あとその伐採を見せるのに伴い、続けてチェーンソーアートのデモンストレーションな

んかも宮古にアーティストがいるかどうかわかりませんけども、ほかの市町村から招いてでも、チェーンソー

アートのデモンストレーションなんかもいいかと思います。よろしくお願いします。はい、委員長。 

○委員長（工藤小百合君） 小島委員。 

○委員（小島直也君） はい。最後に１つ、67ページ商工費、商工費の観光費の中から自然公園等管理事業の中

で、タイマグラ地区観光施設指定管理料316万1,000円の中、次の行に早池峰山荘、バンガロー村、キャンプ場

の管理料ということだと思いますけども、この３つの施設、管理料以外に例えば修繕とか補修とかするような

施設はないんでしょうか。みんな丈夫に管理されている状況でしょうか。現状はいかがでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 田代川井総合事務所長。 

○川井総合事務所長（田代英輝君） はい。指定管理ということで、タイマグラ観光施設指定管理料ということ

で記載しておる部分の施設の指定管理料でございます。施設自体は、例えばトイレ等につきましては、簡易水

洗化であるとか、そういった部分を行ってございますので、特に現在老朽化で困っておるというところはない

と思ってございます。 

○委員（小島直也君） 以上です。 

○委員長（工藤小百合君） 次は畠山委員。その次は西村委員です。畠山委員どうぞ。 

○委員（畠山茂君） よろしくお願いいたします。説明資料の44ページです。４款衛生費、１項保健衛生費の１

目保健衛生総務費、午前中に田中委員が触れた医療情報連携基盤推進事業、サーモンケアネットについてお伺

いしたいと思います。午前中は普及率の問題があったと思います。私のほうから今後の方向性をお聞きしたい

と思います。この間の一般質問でデジタル社会の関係をやったんですが、その中でマイナンバーカードの話を

挙げました。３月から健康保険証に活用できるというところで、これからはマイナンバーカードのＩＣチップ

がついているので、国の考え方はそこにいろんな病院の診察の内容だったり、薬の関係だったり、情報共有化

できるようなこれから多分流れになっていくんだろうなと思います。そうすると検査とかそういった薬とか、

今まで医療で重複した部分が緩和されて、本人も負担が軽くなるし、医療費も抑制されるんだろうなと私は思

っています。あわせて、今地域の包括ケアシステム、ここの部分でいっても医療・介護といった部分でも連携

していくと。目標としているところは同じかなと私は理解をしているんですけど、そこでお聞きしたいのは、

このこれからそういうふうに進むであろう部分と、このサーモンケアネットのここに書いてある目的というの

は同じ方向を向いていると思うんですが、担当課の認識と、これからどういうふうに進もうとしているのかを

ちょっと今年度の取組をお聞きしたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 早野健康課長。 

○健康課長（早野貴子君） はい、先ほどサーモンケアネットの機器の更新の話をしましたけれども、その際に

も国が考える、医療情報のネットワーク化というあたりでも協議をした経緯がございます。ただその時点では、

まだ詳しい情報も出ておりませんで、マイナンバーと保険証情報を合わせるというあたりもまだ具体化になっ
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てはございませんでした。今後確かにそこが進んでくるであろうと思いますが、その場合のどの情報を医療情

報に吸い上げるのかというあたりはまだ明らかになっていないところも大きいと思います。そういうシステム

に移行していくときには、今のこのサーモンケアネットの情報もうまく活用していっていただけるようにそう

いうシステムに関わっていけるように情報に注視していきたいと考えてございます。 

○委員長（工藤小百合君） 畠山委員。 

○委員（畠山茂君） 一般質問でも言われた通り、マイナンバーカード普及率の問題もあるでしょうし、本人同

意という個人情報ですので、そういったハードルはあるんだろうなと思います。もう１点ここでお聞きしたい

のは普及率、対象施設で58％、管内の参加者数が大体5.4％だという説明が午前中ありました。私は課題の１つ

はやっぱりこの参加の施設が少ないのと同時に、やはりその施設が一生懸命力を入れていかないと市民の方々

から多分これに入りたいっていう人は多分いなくて、いないっていうかいない、多分いないんだろうと。施設

があって声がけをしてからこそ私はこの普及率っていうのは上がるんだろうなというふうに私は思っています。

簡単に言うと今午前中の説明ですと、市としては協議会へ協力を働きかけているという、午前中説明をしてい

ました。普及率に対しては、私はもうやはり、お願いだけでなくて、ある程度やっぱり年次の目標、例えば来

年度は20％などある程度目安を持って、ただただお願いだとなかなか伸びないんではないかなと私は思うんで

すけど、どのように考えているかちょっとお聞きしたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 早野健康課長。 

○健康課長（早野貴子君） はい。医療情報ネットワークの参画団体に関しては、いかにそのそれぞれの団体の

長である先生がたにこのネットワークの利点、メリットを理解していただけるかというところではないかなと

思っております。そういう点では活用してくださる先生は、かなりの数でアクセスをして、活用率があるんで

すけれども、やはりそうでない先生との差があったりというのは現実ございます。そういう中でできることと

いうのはやはり、きちんとそのメリットであったり使用方法であったり、その辺りを的確に伝えていってそこ

で増やしていく方向を考えていければと思っております。私どもが直接、医師会の事務局の中に協議会がござ

います。そこで医師会の先生方、歯科医師会の先生方、薬剤師会の先生方に直接どうこうというのは今のとこ

ろちょっと今想定出来ないんですけれども、ただ、我々といたしましてはまず市の診療所でしっかりとこのシ

ステムを使っていただけるように、そういう働きかけがまず最初だと思っておりまして、参画団体とはなって

おりますが、そこの利用の仕方というあたりをしっかり詰めていきたいなと思っております。 

○委員長（工藤小百合君） 畠山委員。 

○委員（畠山茂君） なんだかんだ言ってもやっぱり多分、医療機関と収入と関わる部分もあって多分難しい推

進だとは思うんですけども、ただこれからのやっぱり社会医療費をいろいろ考えた場合に、これは絶対普及す

べきものだと思うので、これからも努力をお願いしたいと思います。この件は終わります。次の質問に移りま

す。次52ページです。６款農林水産事業、１項農業費、３目農業振興費の地産地消推進事業の中の３番の学校

給食地産地消推進事業についてお伺いしたいと思います。目的は学校給食における宮古市産農林水産物の使用

割合を高めるためということです。前回の説明の私のメモを見ると、現状は地元の食材は大体33％ぐらいのよ

うで、安価と安定供給が課題だっていうような説明があったのかなというふうに思っています。改めて、この

事業の効果についてちょっと聞きたいと思うんですが、ここに書いてある地元の食材を活用する振興とともに、

児童生徒の地元食材の理解を深めていくのが目的だと思うんですが、何かこの事業だけをぱっと見ると、イベ

ント的に終わってないのかなという思いもあります。改めてこの今年度取り組むにあたって改善点も含めて今
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年度はこういうふうにやっていくんだよというような事業のちょっと説明をお願いいたします。 

○委員長（工藤小百合君） 飛澤農林課長。 

○農林課長（飛澤寛一君） はい。この事業ですが、宮古市産食材使用割合元年度実績では38.3％、多少伸びを

示しております。実はこの使用割合、重量ベースで計算しております。宮古市は残念ながら肉の生産がありま

せん。繁殖用の子牛は生産しておりますが、肥育がないので、肉としての生産がない状況です。豚ももちろん

今の段階ではほとんどないという状況ですので、重量を稼げる食べ物の使用が少ない。なのでどうしても使用

割合が上がってこないというところがあります。また、例えば果物であれば宮古であればリンゴとかイチゴは

あるわけですけれども、極端な話、果物１年中それだけ食べるっていうわけにはいかないと思います。バナナ

も食べたいでしょうしということで、なかなか100％にしようと思っても出来ないというのが正直なところです。

ただもちろん諦めているわけではなくて、その中でも地元の使えるものをもっともっと探して率を上げていき

たいと思っております。 

○委員長（工藤小百合君） 畠山委員。 

○委員（畠山茂君） 努力はわかりました。ここで言う地産地消、あるいは地域内循環という意味でも頑張って

いただいていると思っております。今のお話で、ちなみにこれは何％までやっていこうというような目安を持

ってやっている事業でしょうか。そこをお聞きしたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 飛澤農林課長。 

○農林課長（飛澤寛一君） できれば50％は達成したいという気持ちでやっております。 

○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。これからも頑張っていただきたいと思います。次の質問に移ります。

次が61ページです。６款農林水産費、３項水産事業費の２目水産業振興費、１番下の漁業担い手確保対策事業

です。２番の宮古水産高等学校家賃支援補助金についてお聞きします。ここは３月１日の産業建設常任委員会

でも、内容はお聞きしましたので大体理解をしています。そこでお聞きしたいのは、今回この事業に当たって

は、財源は産業振興基金から出すんだよという説明がありました。私はこの基金の目的と本当に合致するのか

なという疑問を、説明を受けたときに思っています。今回この項目に並べた理由は、ここにあるとおり漁業担

い手確保対策事業だということなんですけども、大きな意味で見ると教育の視点からいうとやっぱり公平性と

か平等性って言ったときにどうなのかなと。実際に、宮古市内は他の実業高校もあります。そういったバラン

スはどうなのかなという疑問点もあるんですが、そういった議論にはならなかったのかまずそこをお聞きした

いと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木水産課長。 

○水産課長（佐々木勝利君） はい。いろいろ議論はさせていただきましたけれども、産業振興の視点、あるい

は水産業で今漁業就業者が減少しているという課題を解決するために、水産高校に入学する生徒が入学しやす

いように、そして結果として漁業就業者の就業につながるというところで、今回はこのような形で担い手事業

として位置づけております。 

○委員長（工藤小百合君） 畠山委員。 

○委員（畠山茂君） もう少し平たく言うと、今回はね宮古水産高等学校をある程度存続するための施策のやり

とりの中でこう出てきたと思っています。実際に市内のこれは就業人口割合を見ると、まず第１次産業が大体

2,000人ぐらいで、第２次産業が7,000人いて、第三次産業は１万6,000人ぐらい従事しているという意味では、
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私はもう少しやっぱり他の高校も含めてやっていくのが、これは普通の私の感覚ではね、当たり前かなという

思いがあります。ただ、さっき言ったとおり多分宮古水産高等学校存続の１つの手段ということで私は設けた

とは思うんですが、そこでもう１点お聞きしたいのは、先ほどもあった存続、宮古水産高等学校存続協議会、

そこには漁協だったり、さっき言った同窓会とか入っているんですけど、その中でみんなで基金をつくってこ

ういったものに充てようとかっていう、そんな話合いもなかったんでしょうか。そこをちょっとお聞きしたい

と思います。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木水産課長。 

○水産課長（佐々木勝利君） はい。協議会は令和２年度に１回、発足の協議会開催しておりますけれども、そ

の中では意思統一といいますか、その協議会の中でやっていくことの意思統一とかを図って皆さんで協力して

いきましょうという話になったんですけども、具体的にその基金をつくってやっていきましょうという話は出

ておりません。 

○委員長（工藤小百合君） 畠山委員。 

○委員（畠山茂君） はい。今回の項目はあくまでも事業担い手という項目で、これはこれなのかもしれません

けど、先ほど言った通り教育の観点といった場合には、これはやっぱり市民から見るとどうかなという思いも

あると思いますので、そこはうまくちゃんと説明できるようなものを持ってやっていただきたいなと思います。

これはこれで終わります。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木水産課長。 

○水産課長（佐々木勝利君） はい。我々は先ほども答弁しましたけども、産業振興の観点で漁業担い手を確保

育成するためにということでこの水産業漁業担い手確保対策事業に位置づけたというものでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 畠山委員。 

○委員（畠山茂君） はい。次の質問に移ります。64ページにいきます。７款商工費、１項商工費の２目商工振

興費の商工振興事業についてお伺いいたします。ここでは目的では商業振興対策事業費補助金等により主体的

な事業者等の支援を行い、中心市街地をはじめ、市内商業の振興及び活性化を図るという目的で行われます。

私はここでは71ページの市道末広町線無電柱化とちょっと関連してお聞きしたいと思います。この事業、約10

億円で行われて今年度３億円の予算も組まれています。この無電柱化の目的は、まちのにぎわいを創出するの

が目的だというふうになっております。私はそれと同時にやはり商店街の活性化策が同時に行われていかない

と、この事業はうまくいかないんだろうなと思います。そこでまず魅力的なこの商店街をつくっていくために、

新規事業開店者の受皿となるような補助金だったり、あるいはそのためのＰＲだったり、あるいは各店舗、あ

るいは商店街の皆さんがお客さんが来てもらえるような品ぞろえだったり、営業時間帯でも含めて主体的に取

り組んでいるのかというところが、市はどのようにまず捉えているのかお聞きしたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 岩間産業支援センター所長。 

○産業支援センター所長（岩間健君） お答えいたします。末広町の無電柱化推進事業と並行してっていうのは、

実はこの事業が議論されている最中にも商店街の皆さんから工事中はどうなんだという懸念がありましたが、

やはり休むことなく魅力づくりに一生懸命取り組んでいこうということで一生懸命会議を重ねてまいりました。

これは都市整備部が中心に進めてまいりました。私ども商工の立場、産業支援センターの立場から申しますと、

今委員がおっしゃられたとおり主体的な取組という部分で、ここの予算の説明資料の64ページにある商店街の

コミュニティガーデン協働事業ですとか、少し飛びますが商業振興対策事業費補助金というので、コロナ禍に
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おいても年末年始、そして今も商店街の皆さんから私ども相談を受けていろいろなセール、魅力づくりの事業

に取り組んでいただいております。かなりこれまでと違う新たな取組にチャレンジしております。これに私た

ちは伴走すると、一緒に走るという形で相談に乗ってございまして、補助金制度があるという部分もそうなん

ですが、活用していただきながら、この工事期間中であっても魅力づくりに励んでいただくよう支援していき

たいと考えております。例えば１つ実は昨日商店街の方からお話いただきました。表通りが工事中であっても、

裏通りといいますか、昭和通りのおかみさんもてなし隊の皆さんが取り組んでいるあそこの川沿いのところの

通りというのも、部分的にはお店のほうにアクセス出来ますよね。そちらの部分も活用した中で、工事が終わ

った後にでも、いろいろとまち歩きがスムーズにできるようなまちづくりしていきたいなという商店主さんか

らのお話もございました。様々皆さん思案し、懸念を持ちつつ、思案しながら取り組んでいきたいという意向

を聞いておりますので、私ども商業振興ビジョンというのを策定いたしますけども、それぞれのお店の皆さん、

商店街・組合の皆さんと話合いを進めて、この活性化に努めてまいりたいと考えております。 

○委員長（工藤小百合君） 畠山委員。 

○委員（畠山茂君） 現状を見れば、皆さんが分かるとおり今末広町はもう空き地になったり、空き店舗だった

り駐車場になったり、なかなかわたしは厳しい状況だと思っておりますので、今後ともぜひこの大きな事業で

すから、連携してやっていただきたいと思います。終わります。 

○委員長（工藤小百合君） 次は西村委員、その次は木村委員です。西村委員どうぞ。 

○委員（西村昭二君） はい。お疲れのところ申し訳ないです。私のほうも説明資料のほうからお聞きしたいと

思います。今畠山委員もお聞きになったところなんですが、44ページの４款１項１目この中のですね、医療情

報連携基盤推進事業のサーモンケアネットのことなんですけれども、宮古・山田・岩泉と、この広域で多分や

っているということなんでしょうけれども、その中で利用人数が4,203人というお答えをいただきまして、宮古

市内の方が大半であろうというところまではお聞きしました。これ将来的に実際どのぐらいの割合まで上げて

いこうと市では考えていらっしゃいますか。 

○委員長（工藤小百合君） 早野健康課長。 

○健康課長（早野貴子君） はい。できるだけ多くの方に登録はしていただきたいと思っておりますけれども、

今協議会事業となっておりまして、なかなかそこを市で割合を想定するというのは難しいところかなと思って

いるところです。 

○委員長（工藤小百合君） 西村委員。 

○委員（西村昭二君） はい。策としてちょっと１例出させていただきますけれども、ちょっと私も病院に通っ

ている方ご本人さんからお聞きしたんですが、宮古病院から山田病院に紹介状を書いていただいて検査をしま

したと。それで、その方はサーモンケアネットに登録しております。そうすると当然治療歴であるとかお薬何

を処方されてるとか、そういうところが情報交換できるというところで、すばらしいシステムだと。そこでそ

の患者様は山田病院に行って入院したときに、宮古病院でこういう薬飲んでいるけど、お薬手帳は持ってこな

かったけれどもサーモンケアネットに登録していますという話をしたら、山田病院のほうで「それは何ですか」

ということがあって、そのお話を私聞いて同じ県立病院、同じ山田なのに何なんだろうというところがあって、

全く徹底されてないのではないかと、宮古市だけで頑張っているのかなというところを感じましたので、そし

て私もその後、ちょっとサーモンケアネット気になってインターネットで調べてみましたら、データが平成30

年のしかないんですね。これは市として本当に重要に考えているのか、病院のメリットをお伝えして推進して
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いくというご答弁でしたけれども、私は病院のメリットじゃなくて、これ市民のメリットを訴えてやっていか

ないと全く意味がないことなので、これであれば必要ないんではないかなと思うんですけどいかがでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 早野健康課長。 

○健康課長（早野貴子君） データの更新がなされていないということは大変申し訳なかったと思います。確か

に市民のメリットというのは大きいと思います。ただ先ほど流れの中で、参画団体が増えなければ市民が受け

るメリットは少ないのではないかということをお話しされましたので、それはそのとおりであるということで

そのようにお答えしたつもりでございます。確かに市民のメリットというのを訴えるのは必要です。ただ、そ

れが今西村委員さんおっしゃってくださったように、それがメリットになるように、きちんと参画団体に対し

ても周知徹底していただいて活用いただくような形のものは申入れをしなければならないと、今お話を聞いて

いて思いましたし、市民に対しても、例えば宮古病院で受けた検査について、改めてかかりつけの先生にそれ

を見て説明をしていただけたとか、そういうよかったお話もたくさん聞いてはございますので、そういうのを

何らかの形で発信していきたいと思います。ありがとうございます。 

○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。それで宮古市の開業医の中で、どのぐらいの割合がサーモンケア

ネットに連携しているかっていうのを数字はもちろんとらえていますよね。教えてください。 

○委員長（工藤小百合君） 早野健康課長。 

○健康課長（早野貴子君） 医科診療所につきましては、28診療所のうち15の診療所が参画しているという状況

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） やや半分ということですよね。これを100％を目標ということは全く考えてないですか。 

○委員長（工藤小百合君） 早野健康課長。 

○健康課長（早野貴子君） はい。100％になっていただきたいと思っております。それで先ほど言いましたよう

に医師会の中に事務局があり、そこでこれを周知している状況でございます。我々としてもそこは発信してい

きたいという思いを持っておりました。 

○委員長（工藤小百合君） 西村委員。 

○委員（西村昭二君） あのですね、医師会にお任せだけ、医師会の中の事務局だから出来ませんっていうふう

に私は今聞こえるんですけれども、今地域医療の問題で、宮古病院にいきなりなるべく行かないようにかかり

つけ医に行きなさいとね、市内の病院に行ってそれから紹介状を持って宮古病院、県立病院に行くっていう流

れだと思います。この中で市内の医療機関が全く連携してない中で、全くっていうのはちょっと言い過ぎです

けれども、28のうち15というのは半分ですよ。50％しか県立の病院、宮古市内の病院が連携していない中で、

私は医療に対する市民の不安というのが非常に感じられるんですけれども、これは医師会にお任せだけするの

ではなくて、何とか市のほうで１件ずつ足を運んで市内の医療機関に周って、市民のためだということで何と

かこれ啓発していただきたいと思うんですけど、何とか新年度から計画をつくってやっていただけませんでし

ょうか。 

○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） はい。ありがとうございます。確かに現在医科診療所の部分については53％とい

うことで、半分よりちょっと上ということになっています。やはり加入されてない医療機関の中にはメリット
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を感じてないために加入されてないところもあると思います。ですので、私たちも医師会の事務局と、本当に

両輪だと思っています。両輪だと思ってますんで一緒になって、そのメリットの部分をもっと訴えることによ

って加入率を高めていかなきゃならないんじゃないかなと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 西村委員。 

○委員（西村昭二君） ぜひお願いします。医療機関のメリットではなくて市民のメリットをぜひ訴えていただ

きながらやっていただきたいと思います。委員長、次の質問に移ります。次は46ページ、４款１項４目公害対

策費の公害対策事業なんですけれども、まずすいません、大気・水質・騒音・振動等とあります。この公害の

定義っていうかですね、どの程度のレベルのものを公害とみなすのかというのをまず市の認識をお願いします。 

○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） レベルの前に、大気・水質・騒音・振動等の部分につきましては、環境基本法

のほうに環境基準を達成しているかどうかを調査しなければならないということで書かれている部分を市が測

定をしているという部分でございまして、項目ごとに国の基準が定められているというものでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 西村委員。 

○委員（西村昭二君） ここで対応になるかどうかあれなんですけれども、つい先日、犬の多頭飼育崩壊で逮捕

された方がおりました。近隣住民の方は、ふん尿の臭いで夏場になると窓が全く開けられない状況だと。そし

て雨が降るとふん尿が道路に流れ出して、そして下の水田にその汚染された水が流れていくというところがご

ざいます。これは以前市のほうにも近隣住民から何度も相談があるんですね。多分ご存じだとは思いますけれ

ども、例えばそういうところが公害としてこの対策の中で見ていただけるのかどうか。ちょっとその辺教えて

いただけますか。 

○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） その事例につきましては、まず最初に動物愛護のほうの部分に重点を置いて対

応してきたところがございます。飼い犬その多頭飼育の部分ですと、県のほうがその部分担っているというこ

とがございますので、保健所のほうと連携とってやってきたというところがございます。その中で今のお話で

すと、悪臭とかというようなところとかになってくるのかと思いますけれども、そういう話が出てくればその

中で状況を確認して対応をできるものがあるかと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 西村委員。 

○委員（西村昭二君） 近隣の住民の方は幾度となく市には連絡は、連絡というか苦情は入れていると。これ多

頭飼育崩壊、確かにそこだけ見ると県のほうなんでしょうけれども、結果そこから流れ出した汚水ですよね、

ふん尿。それに対しては、やはりそこも保健所との連携というのが必要ですし、単独では対応していただけな

いのでしょうか。なぜかというと、今まで多頭飼育とか犬の関係になると、市は犬の登録だけが業務であって、

ほかのことは保健所ですという答えで全てあしらわれてきたというですね、私はそういうふうに市民から相談

を常日頃受けているんですけれども、今回の場合はそこの敷地の中から流れ出てきた汚水なわけですよ。そし

て悪臭。それが市民生活をよい環境での生活が担保出来ないというところで、それが要は公害として見れるの

かな、対策費としてここで見てくれるのかなっていうところの質問でしたけど、いかがでしょうか。 

○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） 公害というふうに言い切れるかどうかは疑問がございます。悪臭につきまして

も、規模的に大きいものというのが悪臭防止法のほうでは想定されているようでございますし、その汚水につ
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きましては、水に含まれる物質のところの状況を確認しなければならないところもあると思います。しかしな

がら、今お話にあがっている件につきましては、そもそもの原因が犬の多頭飼育の部分というのがあって、市

が飼い犬の登録だけでというお話もございましたけれども、実際その動物愛護のほうで取り締まる部分につい

ては県の業務であって、我々立ち入る資格がないような状況もございますので、連携をとって、うちのほうで

は予防注射の部分もありますので、してる、してないという情報提供を県にしながらというので取り組んでき

た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） 明確なお答えはいただけないと。そこは宮古市の管理道路の宮古市の市道であります。

そこに犬のふん尿が流れ込む、そして異臭がするというのも県のほうに相談をしながらということになるわけ

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） 流れ出た部分については別の話というのもあれですけど、対応は市のほうでし

ていかなければならないのかもしれないんですけども、そもそもの原因のところからやっていこうというとこ

ろでの対応をこれまでしてきたところでございます。すいません。私もそのふん尿が流れ出ていたっていうの

はここ１年のところでの話では聞いてなかったもので、ちょっとそこについては承知しておりませんでした。 

○委員長（工藤小百合君） 西村委員。 

○委員（西村昭二君） ぜひ調査して近隣の方々の意見を聞きながら、新年度は市民の生活を守るためにぜひお

願いいたします。はい。委員長次の質問に移ってよろしいでしょうか。51ページの６款１項３目、この１番下

のページなんですけれども、地産地消推進事業の中の学校給食米のことについてお伺いいたします。この学校

給食米はよく伊藤清委員が過去に質問なさったというのを承知で質問するんですけれども、宮古市内の学校給

食に宮古市でとれたお米の使用割合というのは、今現在どのぐらいでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 飛澤農林課長。 

○農林課長（飛澤寛一君） 令和２年度は実績出ておりませんので、令和元年度実績ですが97.8％が宮古産とな

っております。 

○委員長（工藤小百合君） 西村委員。 

○委員（西村昭二君） ほぼほぼ100％に近いということで、私はもうちょっと低いのかなと思って、令和２年度

もおおよそ同じぐらいの数字は出てないけど同じぐらいになると考えてよろしいですね。 

○委員長（工藤小百合君） 飛澤農林課長。 

○農林課長（飛澤寛一君） はい。同じぐらいになると思います。生産者さんからも協力していただいて年度初

めの計画では実績ではもう上回れるような計画を出してはいるんですが、実際出荷の段階になると、なかなか

全部集められないのでちょっと100％まで足りないことがあるというような状況です。 

○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。ありがとうございます。あとはもう１つ最後にここ確認ですけど、

品種の指定があるというお話も聞きますけれども、そこもどの品種っていうのは指定しているんですよね。 

○委員長（工藤小百合君） 飛澤農林課長。 

○農林課長（飛澤寛一君） そうですね。学校給食で使うにあたって、特別栽培米を使ってきたということがご

ざいましたので、特別栽培米に準ずる栽培をするという条件があります。その中で、宮古で特別栽培米として
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栽培ができる品種というのが、あきたこまちになっておりますので、あきたこまちの特別栽培米という形にな

っております。 

○委員長（工藤小百合君） 西村委員。 

○委員（西村昭二君） 特別栽培前はあきたこまちだけですよということですか。 

○委員長（工藤小百合君） 飛澤農林課長。 

○農林課長（飛澤寛一君） はい。今の宮古の環境の中で認められるのはそういうことです。 

○委員長（工藤小百合君） はい。西村委員。 

○委員（西村昭二君） 例えばこれが他の品目の例えばひとめぼれであるとか、もうちょっとこう粒が大きい、

収穫量が見込める米の品種も追加ですることには出来ないということでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 飛澤農林課長。 

○農林課長（飛澤寛一君） 特別栽培米としての栽培法が認められているものが、あきたこまちだけですので、

その気候的な問題もありまして。例えばただ今宮古地方で栽培されているのはひとめぼれが主流になってきて

いたりという状況がございます。なので、ただ今の段階で特別栽培米という技術はあるんでしょうが、あるん

ですが、認められていないという状況ですので、これは今後検討していく必要があるのかなとは思っています。 

○委員長（工藤小百合君） 西村委員。 

○委員（西村昭二君） 恐らくその特別栽培米というのは農薬の量であるとか、様々健康面に留意したようなお

米のことだと思うんですけれども、通常ですね、考えていただければ分かると思うんですけど、私たちがスー

パーで買っているお米も、例えばそれが駄目だということになるんであれば、特別栽培米だけは給食に使える

けど、ほかのスーパーで売っている米は子どもには食べさせたら駄目、人が食べたら駄目というような私イメ

ージになってしまうんですが、その特別栽培米にこだわる理由、例えば普通に食用として一定の水準で、私は

作っているお米であればいいのではないかなと。そうすると97％が100％になるのではないかなと思うんですけ

れども、そういう感じの私の考えは間違っていますか。 

○委員長（工藤小百合君） 飛澤農林課長。 

○農林課長（飛澤寛一君） はい。私たちというか、農林課は米を売る側ですので、もちろんそうやって売って

いきたい。私も家でつくった特別栽培米ではない米を作っています、食べていますので、それは進めていきた

いと思います。ただ、教育委員会側としては子どもには安全なものを食べさせたいという気持ちはもちろんあ

るんだと思います。それは私たちも宮古の栽培が決して農薬が多い栽培ではない通常の慣行の栽培でも農薬量

は標準より低いっていうのは確認しております。そういったことも話しながら、教育委員会に相談して給食セ

ンターで使ってもらえるような取組はしていきたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 西村委員。 

○委員（西村昭二君） はい、そうですね。ぜひ農林課のほうからも、伊藤部長、産業振興部のほうからも教育

委員会と協議して、97％は非常に高い率ですけれども、100％そうすることによって100％にできる可能性があ

ると思うので、ちょっとその辺は安全な米をつくっている宮古市としては、何とか100％目指してやっていただ

きたいと思うので、庁内で協議をよろしくお願いいたします。あとは二巡目で。 

○委員長（工藤小百合君） 次は木村委員。その次は白石委員です。どうぞ。 

○委員（木村誠君） はい。私も説明資料の中から質問させていただきます。68ページ、７款商工費、１項商工

費、３目観光費の下から５番目、区界高原観光資源活用事業の下のほうで、雪遊び広場開設委託。予算が125万
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円ついております。何かロマンがある話だなと思ってちょっと具体的に聞きたいなと思って質問させていただ

きます。 

○委員長（工藤小百合君） 田代川井総合事務所長。 

○川井総合事務所長（田代英輝君） はい。お答えいたします。区界の観光資源の活用ということで、こちらの

ほうは川井の公社、それから区界の地域の住民の方々と、今後の地域づくりといった部分でどういった事業で

こちらのほうに足を運んでいただけるようになるんだろうかと考えてきた経緯がございます。それでこちらの

ほうで２つトレッキングイベント、それからご質問の雪遊び広場といった部分でございます。雪遊び広場、こ

れにつきましては基本的には公社への委託事業という形でスキームのほうは考えております。中身のほうは、

区界高原道の駅の背後地、裏の部分になってございます。こちらは多目的広場で夏場は芝生が生えて芝がある

部分でございます。こちらの背後地、それから道路をはさめば昔のスキー場の本当の高原といった部分のエリ

アになってございます。こちらのエリアで冬季間雪が降った部分を有効活用出来ないかという話でございまし

て、区界高原道の駅の裏の部分で例えばかまくらであったり、雪の迷路であったり、ちょっとした子どもたち

の滑り台であるとか、もっと高原側に行けばそりコースであるとか、そういった部分を計画したいという事業

の中身でございます。 

○委員長（工藤小百合君） 木村委員。 

○委員（木村誠君） はい。大変よくわかりました。想像以上のものができるってことで楽しみにしております。

その際今食堂とかおやつショップなんかあるんですけども、これからもそこの施設は継続って形でよろしいん

ですか。 

○委員長（工藤小百合君） 田代川井総合事務所長。 

○川井総合事務所長（田代英輝君） はい。指定管理ということで、１年間の指定管理ということでお認めをい

ただいた部分でございます。現在道の駅区界高原改修工事をやってございます。改修工事の中身がファストフ

ード、それから売店、こちらのほうの行き来をよくするために壁を取り除いて、ファストフードと売店と休憩

スペースを一体的なワンフロアで使えるというような工事を進めておるところでございます。公社の運営もワ

ンフロアで運営する２フロアの現在の運営といった部分もございますので、効率的な運営といった部分では、

ワンフロアという部分を公社のほうでも今、施行したいなといった取組もございます。こういった事業をやる

のとあわせて公社の合理的な取組、経営といった部分とセットで継続してまいりたいと思ってございます。 

○委員長（工藤小百合君） 木村委員。 

○委員（木村誠君） はい、わかりました。いまだにやっぱりスキー場ですとか道路向かいのスケート場、あの

頃はあそこにあんなのがあって面白かったねって話が出てきますので、今の子どもたちもそういったアウトド

アで遊ぶ機会が少なくなってますんで、そういった需要があると思いますんで、ぜひよろしくお願いします。

はい、委員長。 

○委員長（工藤小百合君） 木村委員。 

○委員（木村誠君） はい。じゃ次の質問に移ります。同じページの下から３番目。防災学習ツアー促進事業に

ついてお聞きします。学ぶ防災事業補助金として800万円ついておりますけども、内訳をどういった内容か教え

てください。 

○委員長（工藤小百合君） 前田観光課長。 

○観光課長（前田正浩君） お答えします。800万円の内訳でございますけども、人件費が主なものになってござ
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います。 

○委員長（工藤小百合君） 木村委員。 

○委員（木村誠君） はい、わかりました。ちなみに人件費ってことなんですけども、人数は何人で計算されて

いますか。 

○委員長（工藤小百合君） 前田観光課長。 

○観光課長（前田正浩君） 人件費は３人になってございます。 

○委員長（工藤小百合君） 木村委員。 

○委員（木村誠君） はい、わかりました。この３人というのはツアーガイドみたいな考えてよろしいですか。 

○委員長（工藤小百合君） 前田観光課長。 

○観光課長（前田正浩君） はい、そのとおりです。 

○委員長（工藤小百合君） 木村委員。 

○委員（木村誠君） わかりました。それじゃ前のページ67ページに移ってください。７款商工費の１項商工費、

３目観光費、下から２番目のたろう潮里ステーション管理運営委託、515万5,000円載っていますけど、そちら

の内訳、内容も教えてください。 

○委員長（工藤小百合君） 前田観光課長。 

○観光課長（前田正浩君） はい。たろう潮里ステーションでございますけども、これについても人件費が主な

ものになります。ちなみに２名ということです。 

○委員長（工藤小百合君） 木村委員。 

○委員（木村誠君） はい、わかりました。田老の潮里ステーションと学ぶ防災ってちょっと同じ建物に入って

いるかなと思ったんですけど、これって勘違いですか。 

○委員長（工藤小百合君） 前田観光課長。 

○観光課長（前田正浩君） 学ぶ防災ガイドについては、ここ潮里ステーションを拠点に活動しているとこでご

ざいます。 

○委員長（工藤小百合君） 木村委員。 

○委員（木村誠君） はい、わかりました。そうすると、田老の潮里ステーションの２名っていうのは、何をや

ってる方って言ったらおかしいですけど、案内ですか。 

○委員長（工藤小百合君） 前田観光課長。 

○観光課長（前田正浩君） 施設の管理運営をしてございます。 

○委員長（工藤小百合君） 木村委員。 

○委員（木村誠君） わかりました。はい、わかんないけどあれ、ちなみに学ぶ防災の体験ツアー、これってメ

ニューとしては自分ちょっとネットで調べたんですけども、１団体40人以内で4,000円っていう内容が出てきた

んですけども、そのメニュー１本なんですか。 

○委員長（工藤小百合君） 前田観光課長。 

○観光課長（前田正浩君） メニューについては３パターンございます。１時間コース、２時間コース、そして

30分コースということで今は実施してございます。 

○委員長（工藤小百合君） 木村委員。 

○委員（木村誠君） そうしますと、昨年と一昨年とその使用された人数、団体の数っていうのはどうなってい
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ますか。 

○委員長（工藤小百合君） 前田観光課長。 

○観光課長（前田正浩君） 令和元年度については２万625人。今年度は１月末現在ですけども、7,244人となっ

てございます。 

○委員長（工藤小百合君） 木村委員。 

○委員（木村誠君） はい。想像以上に利用されている人数が多かったもんですから、補助金とかそういったの

がなしでも自力で運営出来んじゃないかなと思うんですけども、そういった部分はどう評価されていますか。 

○委員長（工藤小百合君） 前田観光課長。 

○観光課長（前田正浩君） はい。今年はコロナの関係で、本当に人数が前年比１月末現在で38.34％ということ

でございます。ガイドの出勤に対しては、調整しながら何とかやっているというような状況です、今年度につ

いては。 

○委員長（工藤小百合君） 木村委員。 

○委員（木村誠君） コロナなので、今回その学ぶ防災以外でも、経済的に人の動きが止まってますんで、昨年

度はノーカウントの部分が若干あるのかなと考えておりました。ちなみに体験ツアーの料金、お客さんから徴

収した代金というのは、学ぶ防災の売上げという形で考えてよろしいんですか。 

○委員長（工藤小百合君） 前田観光課長。 

○観光課長（前田正浩君） はい。利用料として運営費に充ててございます。 

○委員長（工藤小百合君） 木村委員。 

○委員（木村誠君） はい、わかりました。はい、了解いたしました。それじゃ次の質問、同じ敷地内にある下

の部分。道の駅たろうの管理等委託、これも同じような金額で515万円載っておりますけど、この内訳というの

はどうなっていますか。 

○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） 道の駅たろう管理等委託515万円の内訳でございますが、まず産直施設につ

いての管理が主なものでございます。あと、その産直施設の南側にあります公衆トイレがありますが、そこの

部分の管理委託もございます。あと大きいものが、道路情報館という施設の国土交通省が整備をした道路情報

館、この部分の清掃業務について委託をしているというものでございます。それぞれの経費について申し上げ

ますので、まず産直施設の自動ドアの保守点検については11万3,000円ほどということでございます。機械警備

の部分は20万2,000円ということでございます。消防設備保守点検ということで４万7,000円ということでござ

います。 

○委員長（工藤小百合君） こまい説明はいいです、申し訳ありません。私が勝手に。 

○田老総合事務所長（齊藤清志君） あと２つです。公衆トイレの自動ドアの保守点検が６万6,000円で、道路情

報センターを含めた清掃等の業務委託が470万円ほどということになっております。 

○委員長（工藤小百合君） 木村委員。 

○委員（木村誠君） はい、わかりました。ご丁寧な説明ありがとうございます。はい。その数字を基に、ペー

ジ変わりまして62ページに戻りまして、６款の農林水産業費、３項の水産業費、下から３番目の重茂水産体験

交流施設管理運営事業のほうに移ります。この施設は水産の体験を通じて、担い手を育てていくという施設に

なっております。重茂漁協が管理しておりまして、半分というか６割ぐらいは事務所ですとか、直売所、レス
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トランスペースで、残り４割、半分近くが体験施設のスペースになっております。そういった中で、これは管

理運営業務委託料の287万7,000円、これちょっと内訳教えていただけますか。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木水産課長。 

○水産課長（佐々木勝利君） はい。今年１月８日にオープンいたしました、重茂水産体験交流館えんやあどっ

との管理運営業務委託料ですけれども、主なものは人件費でございまして、218万4,000円ほどになります。残

りの部分につきましては清掃業務、消防設備保守点検警備業務、浄化槽保守点検等の業務委託料が約70万円と

いうものでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 木村委員。 

○委員（木村誠君） わかりました。先ほど自分が説明させていただいたとおり、残り４割が体験施設、本来の

目的のスペースになっておりまして、トイレも共有、体験した方が使うトイレですとか、買物に来た、食べに

来た、そういった方たちも食べた後にするトイレで共有の部分なんですけども、電気代とか水道代って光熱費

のほうはどうなっていますか。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木水産課長。 

○水産課長（佐々木勝利君） はい光熱費につきましては協定を結んでおりまして、管理協定の中で重茂漁協さ

んのほうの負担ということになります。なのでちょっと詳しいとこはわかりません。 

○委員長（工藤小百合君） 木村委員。 

○委員（木村誠君） はい、わかりました。この人件費はこれ１名分で考えてよろしいですか。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木水産課長。 

○水産課長（佐々木勝利君） はい。１名分で見積もっております。すいません、ちょっと補足というかつけ加

えて説明させていただきますけれども、施設そのものの中で大体、今木村委員おっしゃったとおり事務所とか、

食の体験スペースとか、加工品の展示販売スペースとかあるんですけれども、そこを有効活用するために、フ

ラットにできるように、区切りをあまりつけないような形にしていますので、例えば体験を多く受け入れると

きには少し販売コーナーを奥のほうにやって交流体験交流スペースを広げるとか、そういうふうに柔軟に対応

していきたいというふうに考えております。 

○委員長（工藤小百合君） 木村委員。 

○委員（木村誠君） はい、わかりました。昨日のほかの部署の課長さんのほうから指定管理ですとか、管理運

営という考え方が赤字になってはいけない、かといって大きく黒字になってもいけないという言葉もあってそ

のとおりだなと思いました。それでその質問させていただきました。結局体験施設の人数が増えたり、食べに

来たり、買い物に来たり、そういった方たちがこれからどんどん、スタートが冬の閑散期だったもんですから、

今からどんどん増えるのかなと考えておりますんで、そこら辺も自分もアドバイス、知恵をお互いに共有しな

がら、集客に努めていきたいと考えております。あと明日からいよいよ新聞に載りました焼きウニパスタなん

かもその場で食べられるし、買えるっていうことでそこら辺も話題性が大きくあると考えられますんで、そこ

ら辺も一緒になって取り組んでいきたいと考えております。はい以上です。 

○委員長（工藤小百合君） 次は白石委員です。白石委員。 

○委員（白石雅一君） はい、委員長。では私から１ヶ所だけではありますけど、質問させていただきます。私

も説明資料のほうの48ページ５款１項１目の中にあります下のところ、雇用対策事業についてお伺いしたいと

思います。この中で離職者等資格取得訓練・就職支援事業を挙げておりますが、国のほうで厚生労働省が音頭
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をとって、就職氷河期の方々の支援について活動支援プランというのを昨年出しました。その中でこの雇用対

策事業の中で、考え方として就職氷河期の方々に対して支援っていうのができるのかどうか。特に私今挙げま

した離職者等資格取得訓練・就職支援事業については限定されたものではなくて、広く多くの方が参加できる

ものだとは思っておりますが、どのように考えていったらいいのか、そこをお伺いします。 

○委員長（工藤小百合君） 岩間産業支援センター所長。 

○産業支援センター所長（岩間健君） はい、お答えいたします。今の就職氷河期の方を対象にというのは新し

い発想として私初めてお伺いいたしました。この離職者等資格取得訓練・就職支援事業というのは、成り立ち

から申しますと、リーマンショックから有効求人倍率0.2の時代、東日本大震災0.5、平成31年ですね。そのあ

たりからやはり離職者の方々を対象に基本的に考えて資格を取得することによって事業者への再就職ですとか、

スキルアップですとか、やはり事業主にとっても、有効な人材育成の一環として始めたものでございまして、

またそれから10年たってございますので、今のような就職氷河期世代と言われた方々も含めまして、年齢の制

限もございませんし、受皿とすればよろしいのかなと思っています。現状だけ申しますと、まず宮古市で特に

資格を取ってスムーズに就職できる業種とすれば、雇用の枠が非常にあると言われています、介護福祉のほう

の業界ですとか、建設業のほうの部分の資格取得の支援を主にやってございます。ただし現状はですね、ここ

に離職者等と書きましたが、再就職を目指す離職者のみでなくて在職者、事業者に所属している、働いている

方々も訓練を受けに来て、資格を取ることができるということで、一緒に勉強していただいているという仕組

みございます。いずれこれらの制度を使って資格を取ることによって、またトライアル雇用に導いたりですと

か、資格取得をする場合の補助制度も、この予算説明資料の上のほうに離職者資格取得支援補助事業というの

を整備してございますので、こちらは活用していただきたいと思います。今の発想といいますか、対象者とし

ての新たな視点をいただいたと感じております。ありがとうございます。 

○委員長（工藤小百合君） 白石委員。 

○委員（白石雅一君） はい。詳しい制度の説明ありがとうございます。その中で宮古市においても様々なこの

就労に対していろんな事業を行っております。それこそ先ほど質問の中にもありましたけれども、林業の担い

手育成であったり、農林水産のほうでもございます。そういった様々な産業に対して、この離職者資格取得支

援であったり、そういった雇用対策の中で、全庁的にお互いに、それぞれ仕事をしたいという方に対して、庁

内でお互い話をして、それぞれの就職をされたい方々、就業したい方々に対して、適性を見ながら進めていく

みたいなそういう仕組みっていうのは今まで予算等見てもなかなかないような気がしたんですけれども、実際

どうなっているんでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 岩間産業支援センター所長。 

○産業支援センター所長（岩間健君） お答えいたします。事例として今委員がおっしゃられたこの離職者等資

格取得訓練、就職支援事業の中で、実はこの経費の中には、キャリア開発支援アドバイザーという人件費も入

っております。これは訓練を受けて資格を取りました。そのまま就職またはハローワークの窓口に行ってくだ

さいという支援ではなくて、この支援をするキャリア開発支援アドバイザーという方は日頃からこの地域の企

業回りをして、こういう方々が職業訓練を受けている。そちらの事業者さんではいかがですかというような形

で、情報収集を並行して行いながらこの講座を受けている期間中も含めて面談をする場面等を設けております。

ただし、今委員がお話しされたご提案というのは多分この職業訓練センターの中だけの話じゃなくて、今宮古

市として全体的にそのようなご相談を受けるような仕組みがないのかというご質問かと思いました。それにつ
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いてはちょっともう少し広い視野で考えていかなければならないと感じております。ありがとうございます。 

○委員長（工藤小百合君） 白石委員。 

○委員（白石雅一君） はい。ちょっとすみません。広い話になってしまって申し訳ないんですけれども、厚生

労働省が進めているこの就職氷河期世代活躍支援プランという中には、ハローワーク、あと地域若者サポート

ステーション、ひきこもり地域支援センター、自立相談支援機構と産業だけではなくて、福祉分野であったり、

そのほか本当に全庁的に見ていかなきゃいけないというふうになっています。今お話聞いた中で、意図を酌み

取って、宮古市全体でどういうふうにやっていくべきかっていう考え方を聞かせていただきましたけれども、

今後検討・研究していかなきゃいけない部分だというふうにお話をいただきましたので、どのような形になる

かはちょっと私もなかなかまだ勉強不足で見えてない部分もありますけれども、宮古において就職したい方々、

また今回就職氷河期世代ということに絡めてちょっとここ質問させていただきましたけれども、ぜひ宮古に定

着して、自分のやりたい仕事ができる方々が増えていけるように、産業支援センターとしてもサポートをして

いっていただければなと思います。またキャリア開発支援アドバイザーの方が企業のほうを回っているという

お話もいただきますので、ぜひそちらのほうの取組も引き続きお願いいたします。質問はこの１点です。以上

です。 

○委員長（工藤小百合君） 一巡目の質問が終わりました。二巡目に質問のある方は挙手をお願いいたします。 

○議会事務局次長（松橋かおる君） 確認します。西村委員、竹花委員、落合委員、松本委員、加藤委員、藤原

委員、田中委員ですね。 

○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いたします。質疑をする

方はあと７人です。それぞれの質疑の時間を考慮し、本日は田中委員、藤原委員、加藤委員までとし、残りの

委員の方々は、３月12日の午前10時から次の８款から14款までの審査は午前11時20分から行いたいと思います

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） それでは田中委員、どうぞ。田中委員。 

○委員（田中尚君） はい、委員長。 

○委員長（工藤小百合君） 田中委員。 

○委員（田中尚君） それでは予算に関する説明資料の中の58ページ、６款農林水産業費２項林業費の１番最後

の部分ですが、林業成長産業化総合対策事業について伺いたいと思います。この質問に入る前にそもそも林業

ということのとらえ方なんですが、産業振興として考えた場合に、林業の担い手ということで考えますと、に

わか勉強ですが、林家と、林家経営体と、民間事業体ということが林業関係者というふうな形で定義づけられ

ているようであります。そこで宮古市の場合には、ここにまず産業の担い手、言葉をかえますと、林業の担い

手はどういうふうな数字として把握されているのか、まず最初に伺います。 

○委員長（工藤小百合君） 飛澤農林課長。 

○農林課長（飛澤寛一君） はい。大きく林業事業体として登録されているのは12事業体というふうに認識して

おります。森林組合も含まれております。 

○委員長（工藤小百合君） 田中委員。 

○委員（田中尚君） そうしますと林家っていうことについてはないですか。つまり個人で山を持っているとい

う部分でありますけれども、つまりセンサスがやられているはずなんですけれども、農林業センサスですよね。
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それで国のほうの林野庁のほうではかなり詳細な報告出しておりまして、収入としてどうなのかということま

で出しているはずなんですよね。それによりますと、ちょっと古いですけどもね、ざっくり言いますけども、

やっぱり産業が産業として機能するには、そこから得る収入がどれぐらいあるかで決まっちゃうわけですよね。

簡単に言いますと林業は、あらあらな収入これ平均ですよ。2013年度時点の248万円の収入に対して経費が237

万円。11万円しか残らない。これではね産業と言えない。パートで働いてもね、これ以上働けるということを

考えますとね、ひと月の収入にもならないようなそういう実態が報告されておりますので、そういう中で林野

庁は先ほど課長さんから資料をいただきましたが、成長産業化という方向を打ち出しておりまして、様々なメ

ニューがあるようであります。それはいただいた資料によりますと、2019年度に宮古市もそれに伴う補助金の

交付要綱を実施しております。そこで伺いますが、元年度のこれに基づきました事業で既に調査が終了してお

ります。宮古市内でいきますと、当時の元年度の事業は川内地区でありましたが、ここは経営計画を策定済み

となっておりますが、計画をつくってその後どうなったのかということについて伺いたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 飛澤農林課長。 

○農林課長（飛澤寛一君） 経営計画作成後は国の補助事業であったり、事業を有利に導入できるということに

なっております。ただ、まだ事業は実施しておりません。 

○委員長（工藤小百合君） 田中委員。 

○委員（田中尚君） つまりこれからいろんな意味で、経営として成り立つのかということで、この事業に限ら

ず様々な委託費が計上されております。やっぱり肝心なことは採算がとれるかどうかということで、もう既に

川内地区は調査が終わっている、なおかつ林家としての経営計画が策定されていると。それでなおかつ次の事

業が出てこないっていうのはね、これは何なのかなという思いがするわけであります。したがって、冒頭に林

野庁が発表した資料を紹介させていただいたわけでありますけれども、粗収入から経費を引いちゃうと11万円

しか手元に残らない、これが日本の林家の実態だということなんです。ここから成長化のために様々なメニュ

ーが出ております。私がその中で注目しているのは、宮古の場合にはやっぱり木質バイオマスってことで一般

質問でも取上げてまいりましたが、山なんですよ。山の資源をどう活用するのかという点では、非常に林野庁

のほうは、例えば都市を木造化しようとかね、威勢のいいことを言っているんですけども、なかなかこれは既

存のこともあるんですが、ただ国土交通省のほうもかなりそういった意味では建築基準法でシフトしています

ので、国は私は本気だなと思っております。したがってそういう中でそれに沿うようなやっぱり林業政策が求

められているなと思うんですが、その１つの指針が、林業成長産業化総合対策実施要綱ということの中に私は

出ているなと思うんです。大きく紹介しますと、林業木材産業成長産業化促進対策、２つ目には林業イノベー

ション推進総合対策、３つ目には川上川下連携の成長産業化支援対策等々、木質バイオマスの活用も含めて、

全て国が補助金を出しますよって仕組みがこの中に詳しく述べられているわけです。問題はこれを県と一緒に

なって、どれだけやっぱり事業に組み立てるかということが問われていると思うんです。そのために私はあえ

て元年度に経営計画が示されている川内地区はその後どうなるんですかという意味で聞いたんですが、事業化

されてない。現時点で事業化されてないけども、これから事業化が期待できる、そういうことでいいんでしょ

うか。お答えいただきます。 

○委員長（工藤小百合君） 飛澤農林課長。 

○農林課長（飛澤寛一君） もちろん事業化していくと考えております。 

○委員長（工藤小百合君） 田中委員。 
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○委員（田中尚君） そこで今年度の事業でありますけれども、今年はこの事業の分野にかかわりますと、交付

対象面積ということで、200ヘクタールという数字が提案されております。これは具体的にはどこの地域、どこ

の山林ですか。 

○委員長（工藤小百合君） 飛澤農林課長。 

○農林課長（飛澤寛一君） 川井、袰岩、向田、あとは宮古に入ってきまして、中里、田代でございます。 

○委員長（工藤小百合君） 田中委員。 

○委員（田中尚君） 課長からいただきました資料の中に、この事業の中には、境界の明確化っていうのも事業

の中に入っています。私の理解では国土調査というのもやられまして、この間宮古市の場合には、山林地域の

山間地域については、境界を確定するための国調も行われてきているというふうに理解をしてるんですね。そ

うするとこの成長化産業の中の言わばその山の境界の明確化、これとの関連はどう考えたらよろしいのか、つ

まり国土調査がまだ入ってない地域がいっぱいだ、したがってこの事業でお互いの境界も明確化していくとい

うこと、そういう事業が期待できるように私は理解するんです。言葉をかえますと、国土調査事業を導入しな

くても、このことによって境界が明確化するというのもあるのでね、そこはどう考えたらいいのか課長さんに

聞くのもちょっと酷かもしれませんが、そこについての考え方をお願いしたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 飛澤農林課長。 

○農林課長（飛澤寛一君） はい。境界の明確化はそのとおり国土調査の入っていない場所の境界を明確化する

ということです。ただそれが国土調査にそのまま変わるものではないと思っておりますが、その住民の理解と

かもありますので。ただちょっと話が逸れますけども、航空レーザー計測を今環境譲与税の関係で実施してお

ります。このデータは非常に正確で、業者とも話し合った中ではもう国土調査に使用できるレベルだと聞いて

おります。ただまだ国ではこのデータを国土調査に使っていいというふうにはなってなくて、令和４年度以降

に使用できるだろうと言われていますので、そういう方面では今後使っていきたいと思っております。 

○委員長（工藤小百合君） 田中委員。 

○委員（田中尚君） 最後の農林課長の答弁ですね、非常に私は納得いたします。国のほうは非常に遅れていま

して、どう判断したらいいかわからないと。そういう状態にはなっておりますので、そういった意味では、や

っぱり大事なのは地方のほうからしっかりとした、住民福祉の向上につなげるような施策を講じることが、よ

り非常に求められているというのは私の理解であります。そこで、成長産業化の部分に関しての質問に関連し

てまいりますけども、ページでいきますと56ページ。ここの中の８番目、木質バイオマス利用可能性調査研究

委託というのが出ております。500万円ってことになっておりまして、これは先ほどの課長の答弁ですと、専門

研究機関に委託をする意向だと伺っておりますが、これは何なのかなあということで説明を見ますと、バイオ

マスエネルギーとしての利用可能性について調査研究を行う。これはね、私に言わせますともう調査研究の段

階じゃないだろうと。あちこちでいろんな木質バイオマスを使っての様々な実績が生まれているわけでありま

すから、問題はやっぱり事業の構築だと私は思っているんですが、残念ながらここにも、調査研究を行う、こ

の調査研究調査研究っていう印象が非常に強いわけであります。そこで伺いますが、ここの可能性の範囲、つ

まり利用可能性調査と言っておりますけれども、木質バイオマスの利用についての可能性を調査するというふ

うな文言なんですが、私の理解は１つはやっぱり採算性、それから木質バイオマスに伴う様々な活用ですよね。

私が言ってきました、熱としての利用だとか、それが１番ベースだろうと思うんですが、あるいは発電にもあ

ります。ここで想定しております利用可能調査については、どういう問題意識をお持ちなのか、あるいはそれ
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も含めて専門研究機関の報告書待ちっていうふうになるのか、私はそうではないと思って聞いておりますので、

その点について考え方を示していただきたいと思います。 

○委員長（工藤小百合君） 飛澤農林課長。 

○農林課長（飛澤寛一君） はい。ちょっと記載がうまくないのかもしれません。考えていることは田中委員が

おっしゃるものと同じでございます。まず、森林が90％を超えるぐらいあるけども、その中で実際にエネルギ

ーとして使い続けられるもの。例えば道、作業道、林道等なくて、山奥で持ち出せないところもあります。そ

れは最終的には長い期間の中では作業道、林道、路網を整備していけば利用できると思うんですが、そういう

利用可能な場所がどのぐらいあるか、これは再生も考えるとやっぱり最低でも50年スパンで回していけるよう

な場所、量が必要だと思っています。まずそういうものの調査、それから市内には木質バイオマスエネルギー、

田中委員以前からおっしゃっているとおり、発電だけではどうにもならない。熱をいかに利用するかというの

が重要だと思って、これはヨーロッパでもそのとおりのようでございます。なので、市内でその熱利用を必要

としている施設がどこにあるのか。そういうことも調査していきたい。その中で発電所をどこにどのぐらいの

規模のものをどこに設置していったらいいのかというような形の調査、より具体的に実施していくための調査

に入ると考えております。 

○委員長（工藤小百合君） 田中委員。 

○委員（田中尚君） そういった意味からいきますと、この成長化総合対策実施要綱の中のメニューの中に路網

の整備ももちろん補助の対象事業としてメニューとして掲示されているということなんですが、今年度予算を

見た限りでは間伐材の集め方も含めて、つまり山林の荒廃を阻止するための事業がないなという思いを私はし

ているんですよ。そこは私のその理解に関しては課長さんはどのようにお答えになりますか。調査が済んでか

らになりますと、エリアを設定して、それからだっていうことであればそれも一つの答弁だと思うんですが、

その点についてお答えいただきます。 

○委員長（工藤小百合君） 飛澤農林課長。 

○農林課長（飛澤寛一君） 路網整備については譲与税を活用した事業は多少設けております。あとですね、大

きい道路、林道について午前中も松本委員からもご指摘がありましたが、２路線。県代行事業で行っていただ

きたいということで協議進めております。確かに１路線はもう10年以上前から進んでいなかった路線でござい

ますが、これについては、今年度現地もう一度見直して、ちょっと地主の関係もありますので、交渉もしなが

ら路線も見直しました。近いうち来年、再来年度にはもう着手できるような形で進んでおります。 

○委員長（工藤小百合君） 田中委員。 

○委員（田中尚君） 事業化に向けて歩みが始まっているというふうに理解をしたいと思いますが、そこで次の

隣のページ、57ページをご覧いただきたいと思うんですが、ここにはその１つの事業の具体化として、木質バ

イオマスストーブ購入補助金という事業が提案されております。伊藤部長も私の一般質問の中で、いやそうい

う発想はなかったということで、私が提案いたしました木質ボイラーの活用について、そういう認識がなかっ

たと。認識がない以上は政策として出てこないのは当たり前なんですけども、私はやっぱり熱源利用を考えた

ときに１つには、農業サイドでいきますとビニールハウスでの熱の確保ですよね。今石油なんですよ。それか

ら漁業で見ますと昆布の乾燥も木質ボイラーで可能になると。そうしますと、この山の元気につながる燃料を、

石油ではなくて、私の場合ですとやっぱりペレットではなくて、川井のウッティさんがやっているような木材

のチップにしたやつが、ある意味非常に簡易的でコスト的に安いのかなと思っているんですが、そういった意
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味からすると、遅々として進まない家庭の木質バイオマスストーブ購入では、なかなか工場を立ち上げてチッ

プを生産するってならないと思うんですよね。産業として大量に使う、なおかつそのことを通じて農業の生産

も上がる、漁業のやっぱり生産活動もしっかり支える、そういうことを通じて石油から再生可能エネルギーに

置き換えることによって地域が元気になるというのは、やっぱり市長が目指している方向ではないのかなと思

いますので、そういった意味で、ここで抜け落ちてるのは、ボイラーの利用が抜けていますよということを指

摘したいと思うんですが、部長は、これはちょっとその発想が抜けていましたということだったんですが、抜

けている段階でその後どうしますかということをあえて伺いたいと思います。 

○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） 「発想が抜けていた」って私いつ答弁したかほうでがなくなって聞いていまし

た。やはりこのそれぞれの補助メニュー、それぞれの目的でこの手法でいいのかっていうやはり検証が必要だ

というふうに考えます。ですからペレットストーブの補助のやり方が、木質バイオマスの目的に合っているの

かと。これ実数が少なければ合ってないんだろうと。そっちはボイラーのほうなんでしょうだとかっていう、

やはりそういう転換は必要にはなろうかなというふうには思います。 

○委員長（工藤小百合君） 田中委員。 

○委員（田中尚君） 今部長がお答えになった部分に関してはですね、宮古市は事務事業評価ということをずっ

と震災の段階で途絶えた時期ありますけれどもやっております。なおかつこれは、例えば外部に任せたほうが

いいんじゃないかという提案もありました。つまり事業の評価については、公平、公正、客観性が求められる。

なおかつその目的はやっぱり市民の住民サービスの向上につなげなきゃない。言葉をかえますと、市民所得の

向上にやっぱりつながると、ここで評価がやっぱりしっかりとしたものが出てくるというふうに私も思います

し、部長もそういう問題意識で私にお答えしているのかなと思って聞いておりますので、もちろんやった以上

は評価が大事であります。そういった意味からしますと、ぜひ今度の可能性調査の中で、当然私は石油から置

き換えるとなった場合には、そういう例も生まれていますよということもありますので、ぜひ事業化に向けて

さらにご努力をお願いしたいということを申し上げて終わります。 

○委員長（工藤小百合君） 次は藤原委員です。その次は加藤委員です。 

○委員（藤原光昭君） はい。それでは今、二巡目にそれぞれの多くの皆さんからも出たようです。特に田中さ

んから２点にわたって、前段に今質疑はございましたので、そこの部分は省きたいと思います。それで私も本

当に絞って若干なんですが、それは先ほど田中さんも言いました。やっぱり誰が今後の担い手を育て、どう林

業でしていくのか、そして循環型で担い手育成をした中で、誰が林業をこれからの成長産業として担っていく

のかという部分で、今のやりとりで理解したわけですが、私はそこで今田中さんの言うまでもなくて、今ここ

に宮古市で置かれている林業、これは私有林が多い。その中で私有林から木材産業で生計を維持していくとい

うことは以前から言われていますが、これは困難だということであります。そこで、これからどう発展にする

かということでありますが、宮古市が進めているようにやはりここの地域の森林管理主体は、やはり森林組合

だろう思うんです。ここで、そうしたら森林組合に全て丸投げかという思いもあるわけですが、そうしたとき

に森林組合入れば、これからの経営というものを考えたときに、きちっと植林から伐採から、特に森林組合で

は植林、下刈り、間伐、これが主体であろうと思いますね。そのときに管理をしてやるということですが、実

際に森林組合でそれらこれら全てを経営としてやれる体制が整えなきゃならないとこのように思うわけですが、

当然それはしているだろうとは思うんですが、森林組合の役割は大変重要になってくるだろう。そうすれば今
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の森林組合が本当の組合員で実際にそれを消化できる職員の体制が本当にあるのか。今私が思うには恐らく下

請、どういう形の事業体に出しているかわかりませんが、そういう部分がきちっと明確化をしていかなきゃな

らないわけですし、森林組合以外のきちっとしたそういう体制、厳格化、ちゃんとこっちから言った仕事内容

がきちっとどういうふうにしているかという部分も当然これからはきちっとしていかなきゃなりませんが、そ

ういう意味で何を言うか。今までのこれからは別にして、今までの森林組合でそれぞれ受託して仕事をしてい

ると思うんですが、受託の実際に植林主伐と間伐して植林している部分の受託面積、どっちを多くしているの

かね。やっぱりトップの部分、森林組合になるのは主伐主体で投げるわけにいきませんから、今までの主体が

どういう形になっているか。ここからまず聞きたいと思う。わかんないかな。 

○委員長（工藤小百合君） 飛澤農林課長。 

○農林課長（飛澤寛一君） 答弁してよろしいですか。 

○委員長（工藤小百合君） すいません、先に藤原委員。今説明したとこは何ページでしょうか。 

○委員（藤原光昭君） 56ページの６です。森林経営管理事業業務委託の部分で聞いています。これに関連して

聞いています。要するに林業経営の部分です。ここの部分でもこれ森林組合に事業をということでさっき話さ

れましたので、それならば森林組合の実態として今伺ってます。 

○農林課長（飛澤寛一君） 委員長。 

○委員長（工藤小百合君） 飛澤農林課長。 

○農林課長（飛澤寛一君） はい。ちょっと面積は持ってきておりませんが、森林組合は基本的に植栽、間伐等

の手入れを中心に作業していただいておりますので、面積は圧倒的にこっちのほうが多いです。それ以外の事

業体が伐採しかやらない事業体が非常に多いです。なので、そこの伐採しかやらない事業体の穴埋めをすると

いうか、そういう形で森林組合が大分植林等を行っていただいております。私たちも危険なとこはお願いして

やっていただいております。 

○委員長（工藤小百合君） 藤原委員。 

○委員（藤原光昭君） はい。今のでちょっと理解をいたしました。民間事業体はほとんど主伐です。植林のと

こまでは行き届いておりません。森林組合は間伐、そして刈り払いですよね。植樹、こういう部分を担うわけ

ですから、これから成長産業としてこれは当然伐採だけしていけば必ずこれ森林は針葉樹が主体ですからね、

主に。必ずなくなるから、だから先ほど来田中さんも言っておりました、どう生かすのか、私一般質問でも言

いました。どう育て、どう活用していくのがこの資源を導いていくのかという部分はそこなんですが、活用す

るほうだけするわけにはいきませんよね。だから私はあえて育てるほう、植林のほうそれはやはり個人ではや

ろうとする人間は多分なんぼもいないと思います。伐採をお願いすることはあっても、植林という部分には及

ばないのがほとんどだと言っても過言ではないと思います。そして森林組合が受託した場合に、いずれ経費が

かからない、やりやすいとこからというのがどこの事業体でもそうだと思うんですが、そうしたときに本当に

今の機械化ですから、もう伐採するのは早いですよ。だからこれに植林が伴わないと駄目なわけです。そうい

う意味で、植林の部分は恐らく個人では無理ですから、森林組合にお願いせざるを得ない。森林組合として、

そういう伐採も刈り払いも、植林も、そういう実際に活動する体制、そういうものは森林組合の中だけでは多

分いないだろうなと。それはやっぱり協力し合える他の事業体も含めて、きちっとそこらが伴わないといかな

いのではないかと。そういう意味で、先ほど来今までの森林組合の受託している状況はどうだったんですかと

いうのを聞いたのはそういう意味だったんです。だからそれで先ほど来課長が答弁で言いました。やはり民間
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事業体というものもこれからは大事にしなきゃない。というのはほとんど今の宮古の林業伐採、広葉樹、針葉

樹も含めて植林はしていません。それは聞いてみるに、やはり植林をやるのか促しても、もう私で終わりだか

ら要らない。やってももう50年先でないといけないというのが多い実態の中で、そういう実態の中で、やはり

そこらもどうなのかというのもきちっと考えていかなきゃなりませんし、民間事業体もその広葉樹以下、そう

いうのを伐採していますから、これは雇用も含めてそういう意味で民間事業体の森林組合の連携といいますか、

そういうものをきちっとこれからやっていく必要があるなとこのように思って、民間の育成ですよね。それで、

今度はいいですか一つ。長くしゃべって申し訳ない。育成ですよ育成。うん。本当に質問に入ります。育成こ

れは森林組合で育成するんですよね。育成の仕方もいろいろあって、午前中に言ったのはまた別ですよ。だか

ら担い手として育成する部分は本来森林組合に携わる人方の育成にならざるを得ないのではないか、こういう

ふうに思うので、今聞いたんですが。 

○委員長（工藤小百合君） 飛澤農林課長。 

○農林課長（飛澤寛一君） 森林組合に限らず民間の事業所、林業事業体で働く方も最近は増えています、若い

方も。そういう方はもちろん含めて支援していくということです。 

○委員長（工藤小百合君） 藤原委員。 

○委員（藤原光昭君） はい、わかりました。宮古市が主体になって研修なり、そういうものをやると。教育も

するという部分もありますし、また森林組合でもそういうのもやっていますから、現にね。それらの連携もそ

うだと思うんですが、いずれにしても、民間にかわる事業体として育てなきゃならない。そうした場合に研修

を受けた人が個人の事業体、大小ありますよね。そういうところに行って仕事をやっていると。こういうこと

でいいですよね。ちょっとわかんないかな。こっちのね、譲与税でないときでも、各家庭に林家として受入れ

て、そして担い手を育成をする期間がある。そこでもいろいろ補助なしでやってますよね。そこで６か月なり、

何か月指導を受けた、勉強したそういう人が実際にどこに就農をしているのかと。こういうことになれば今課

長が言ったように、事業体のほうに行って働いていると。こういうふうに理解すればいいんですか。 

○委員長（工藤小百合君） 飛澤農林課長。 

○農林課長（飛澤寛一君） もちろん森林組合にも就農してますし、民間事業体にも就農をしてます。 

○委員長（工藤小百合君） 藤原委員。 

○委員（藤原光昭君） そうすれば、今課長が言ったこと、わかりました。そうすれば、いろいろこれから事業

をしてお願いをしてやってもらうわけですが、森林組合自らが重機なり、いろんな部分を持ってやってるとい

うのは恐らくないんじゃないかなと実態として。そうすればどういうとこの事業体方におそらくしてると思う

んですが、誰でもじゃないと思うんですが、そういうふうにきちっと協定を結ぶとか、そういう形で体制も出

来ているんでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 飛澤農林課長。 

○農林課長（飛澤寛一君） 森林組合も、大規模な機械等持っております。森林組合が多分大きな機械を持って

いると思います民間事業体よりは。 

○委員長（工藤小百合君） 藤原委員。 

○委員（藤原光昭君） 別の角度で、路網の整備、今度同様での中で出てきますが、今までの中小の事業体にい

ろいろ木を伐採するときに、作業道をつくっていますよね。そういうところにも今度はもう補助対象になると。

今まではそういうのは対象補助ないですよね。今度はそういう分野まで大丈夫、対象にできるというふうにと
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らえていいんですか。 

○委員長（工藤小百合君） 飛澤農林課長。 

○農林課長（飛澤寛一君） はい。今年度から実施しておりますが、以前は植林をする場合とかにしか、作業道

をつくるのは認められなかったんです。台風とかで流されてしまうと、修理が出来なかった。だから山の管理

が出来なかったという状態が続いておりました。なので、この森林環境譲与税を使って、壊れた作業道を直す

のも補助対象としましたので、当然どんどんどんどん直っていくと思っております。ただ、今までどおりのつ

くり方では私たちはいけないと思っておりますので、90％を超える補助率出していますので、当然厳しく環境

に配慮した道路をつくっていくのが条件です。 

○委員長（工藤小百合君） 藤原委員。 

○委員（藤原光昭君） ちょっと私理解し切れなかった。林家から木を買った、今答弁の中で作業道をつくって

いきますよね。それには対象にならないということですか。伐採するために。 

○委員長（工藤小百合君） 飛澤農林課長。 

○農林課長（飛澤寛一君） そういうもののための作業道の開設は、従来から補助事業のメニューの中にありま

す。もともと可能です。 

○委員（藤原光昭君） そうですか。そうすれば、あとは１番問題なのが今たまたま路網の部分なんですが、共

有山というのがあって、そういう部分が共有山というから勝手に新里村もそうなんですが、路網整備、林工整

備、これがかなりもういかれてるという・・・。 

○委員長（工藤小百合君） 予算書のどこですか。藤原委員、今の質問は、どこの質問なのか。 

○委員（藤原光昭君） ほんでは雪崩になったからやめた。はい、わかった。終わります。 

○委員長（工藤小百合君） 終わりですか。次は加藤委員。 

○委員（加藤俊郎君） 委員長。 

○委員長（工藤小百合君） 加藤委員。 

○委員（加藤俊郎君） お疲れのところもうちょっとお付き合いをお願いしたいと思います。５時半ごろまでが

限度ですから、よろしくお願いしたいと思います。最初、私から見れば簡単なことなんだろうなと思うんです

が説明資料の49ページの、あらっと思って途中で気がついたんですが、５款労働費の１項労働諸費のこの移住

支援事業のところの中で、上から２行目の東京からのＵＩＪターン者にて東京っていうふうに限定してるって

いうことは、これはどういうことかなと思って先ほど疑問に思ったんですが、どういうことでしょうか。 

決まっているそうです。すいません、わかりました。はい。すいません。次に46ページの４目の公害対策費

のところですが、先日教育民生常任委員会に悪臭の件についての詳しい説明をいただきました。そのときに、

私はあらっと思ったんですが、悪臭のほうではなくて、汚水というのかな、汚れた排水があったのではないか。

それでそれは、保健所のほうの管轄なんだろうなと思っての質問したんですが、この公害対策事業のところを

見ると、県移譲事務により事業所立入り及び公害関連法に基づく各種届出受理業務を行うという表現ございま

すが、ということは排水についての立ち入り等々については宮古市の事務というふうに理解してよろしいんで

すか。 

○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。排水につきましては、事業所さんの排水につきましては、事業所さんを

つくるときに市と話合いをしている部分がございますので、その中で協定を結んだりという部分もございます。
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そういうところにつきましては、市と協力して、公害が出ないようにというところはしてございます。お話の

ありました、加工団地の部分につきましては、水質の報告をたしか受けていたと思います。はい。 

○委員長（工藤小百合君） 加藤委員。 

○委員（加藤俊郎君） 公害関連法に基づく各種届出受理業務ってこの公害関連法に基づいての、県から移譲さ

れた県移譲事務によるっていうこの事務移譲はどういうところで、それともう１つ、一緒に聞きますけども、

移譲されたことによっての財源の裏づけについても移譲あったんですかこれは。 

○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） 財源の裏づけというのは移譲事務を県からの負担があるとかないとかという部

分ですか。そちらにつきまして県から事務費のほうは来ております。はい。あと公害に関する移譲事務でござ

いますが、大気とか水質・悪臭・騒音・土壌汚染とかいろいろ項目ございますけれども、今のお話でありまし

た水質汚濁防止法の部分でいきますと、特定施設の届出受理業務とあと特定事業所の立入り検査業務というの

を県に移譲を受けてございます。 

○委員長（工藤小百合君） 加藤委員。 

○委員（加藤俊郎君） 具体的に話をすると、こういう公共水域や、あそこでいうと具体的に言うと田代川にあ

そこに流れ込んだというのではなくて、加工団地の中にある側溝に流れた汚水があったとすればそれはどこの

あれですか。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木水産課長。 

○水産課長（佐々木勝利君） はい。宮古水産加工団地のことですので、私から答弁させていただきます。あそ

この宮古水産加工団地では、まず水は自家給水ということで井戸で給水した水を使っておりまして、加工団地

内で加工処理した水は、下流にある公害防止施設というところで水質を基準以下にして、公害の基準以下にし

て田代川に放流しているというものでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 加藤委員。 

○委員（加藤俊郎君） ちょっと違う、ここに時間とられたくないためにやるわけですけど、側溝に流れたのを

どこに権限があるのかを。 

○委員長（工藤小百合君） 佐々木水産課長。 

○水産課長（佐々木勝利君） すいません。加工団地内の側溝に流れたのも全部、公害防止施設で処理して、基

準以下にして川に流れております。 

○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） 今田代川のお話出ましたが、田代川につきましては、市のほうで水質分析のほ

う行ってございます。田代川につきましては基準範囲内ということで結果が出ているものでございます。 

○委員長（工藤小百合君） 加藤委員。 

○委員（加藤俊郎君） 何かちぐはぐな議論になってきたので、ちょっとこれは後で聞きます。進みます。次の

47ページの７目エネルギー推進費の中の、まず最初に住宅用太陽光発電システム導入促進事業のことなんです

が、隣の松本委員も午前中にこのことを質疑しておりまして、ある程度理解はしました。それで私が聞きたい

ことと、お願いはするなっていう話ですので、こうすべきだっていう観点からお話をしたいと思うんですが。

省エネハウスではなくて、創エネハウス、エネルギーをつくって、自分のところは自分のところで使うってい

うことが、ずっと15年以上前からあるハウスメーカーとエネルギーメーカーと共同で横浜のほうにつくってあ
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ったんですが、かなりの建設費がかかるっていうことから、一般の家庭ではちょっと無理だろうなって思いま

した。そのときにソーラー発電、ソーラーパネルがついてソーラー発電していたんですが、何が１番金がかか

るかっていうと、蓄電池、バッテリーだったんです。バッテリーがかなり高額なのでこれはいいんだけども、

一般家庭ではちょっと無理だよねって見学してそういうお話をしてきました。それで最近の自治体では、バッ

テリーについての補助制度もあるっていう自治体があるって聞いたんですが、今、このタイミングでどうかっ

ていうこともあるんですが、バッテリーについての補助制度をやるべきではないですか。 

○委員長（工藤小百合君） 三上エネルギー推進課長。 

○エネルギー推進課長（三上巧君） 来年度推進計画を策定する予定としております。具体的な取組をまとめた

計画にするところです。さらに今年度つくりましたビジョンの中でも、各家庭等への支援制度を構築していく

というふうにうたっています。まだ正式には決まっておりませんが、様々な制度を考えております。その中の

１つに、やはり今ご指摘のありました蓄電池の助成等も考えていきたいというふうに思っています。 

○委員長（工藤小百合君） 加藤委員。 

○委員（加藤俊郎君） 技術の進歩でね、この蓄電池バッテリーも少しは安価になったと聞いていますので、し

かも売電単価も下がっていますよね。そのことを考え合わせればやっぱり蓄電池のほうを希望されているこの

ソーラーパネルに設置しているユーザーさん、そういう希望もあるようですので、ありがとうございます。そ

のことをしっかり進めていただきたいなということをお願いだと駄目だそうなので、すべきだっていうことを

言って次に移ります。ちょっと苦しいですね。次にやはりこの今の話の上のほうのエネルギー推進費の中の再

生可能エネルギープロジェクト推進事業なんですが、やっぱりこれも松本委員がちょっとお話ししてましたが、

令和３年度重点事業この再生可能エネルギーによる地域内循環経済、これについて推進事業として２億212万

4,000円盛ってあるということなんです。それで、いただいた資料３によりますと、４款１項７目にエネルギー

推進費の新設っていうことを新たな科目として記載してございます。それでこの再生可能エネルギーのこの事

業は、地域内経済循環っていうことと同時に地球環境の保全、カーボンゼロを目指すっていう大きな目標があ

ると思っているんですが、それでここの４款に持ってきたっていうことは経済的な観点からこの事業を進める

っていう仕様にそれを主にそれを持っているんではなくて、カーボンゼロのほうを主にっていう意図っていう

のかな、意識的にそういうお考えがあってのこういうような予算の計上の仕方をしたんでしょうか。 

○委員長（工藤小百合君） 三上エネルギー推進課長。 

○エネルギー推進課長（三上巧君） はい。今年度までのこちらの経費につきましては、２款の復興費のほうに

計上されていました。今後宮古市は再生可能エネルギー等について重点施策として推進していこうとしたとき

に、新たな項目を１つ、予算もつくったほうがいいということで、いろいろ議論をしました。目的としまして

は、再生可能エネルギーを使った地域内経済循環とあわせて、地球温暖化対策、両方あると思っています。ど

の項目にするかいろいろ検討をしました。他市等の状況も見た感じ再生可能エネルギー事業につきましては、

４款衛生費に載せているところが多かったので、今回４款のほうに計上させていただきました。目的としまし

ては、先ほど申したとおり、地域内経済循環と地球温暖化対策、両方の目的を持ってやっていきたいと思って

います。 

○委員長（工藤小百合君） 加藤委員。 

○委員（加藤俊郎君） 確かにカーボンゼロを目指す、それから地球環境を汚染から守っていくのだっていうの

はすごい大きくて格好はいいんだけども、市民にとって何が大事かっていうとやっぱり地域内経済循環のほう
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だったのではないのかなあと私は考えてまして、どうなんだろうなという疑問を持ちながら聞いた次第であり

ます。それで先ほど松本さんもやっぱり聞いたんですが、委託先はプロポーザルでこれから選定していくのだ、

それから宮古新電力さんですか、そこに出資するのは１億2,900万円で、15年間で２億3,000万円ほどのリター

ンを見込んでいますということでした。それでこれぐらいリターンっていうのは、すばらしいなと思って聞い

たんですが、また一方では本当かなというような気持ちもしながら、お聞きしたんですが利息と利益収益率の

差、利息は今、率がね安いから、収益率が高ければそっちのほうに投資のお金を流れていくっていうのは多分

経済の鉄則だと思います。それで、ただしこれから15年先、20年先がどうなるかっていう見通しについては、

まだ誰もわからないっていうことの中で、ただこういうふうにね、見通しとすれば、15年で２億3,000万円ほど

の儲け、リターンがあるよっていう話です。これはリターンがあるのは宮古市にリターンがあるっていう意味

で、市民に対してのリターンっていうことではないんですよね。そこで、地域内経済循環っていうのは、どの

ように図っていこうとしているんですか。 

○委員長（工藤小百合君） 三上エネルギー推進課長。 

○エネルギー推進課長（三上巧君） はい。まず少し説明させていただきますけれども、２つの会社に出資を行

います。１つが宮古新電力株式会社、こちらは電力の交流をやっている会社です。もう１つがみやこ発電合同

会社になります。今配当金を期待しているのが宮古発電合同会社のほうになります。こちらは田老発電所と津

軽石発電所は太陽光の発電所があります。こちらの２つのほうが配当金を期待しております。当然投資であり

ますから、預金ではありませんのでリスクもあります。ただ、こちら過去５年間経営をしております。これま

での実績と、今後15年間の計画をこれ秘密保持契約を結びまして出してもらっております。それらを分析し、

さらに中小企業診断士の方にも見ていただいております。それらを踏まえて、先ほどの１億2,900万円の投資に

対しまして、全体で２億3,000万円ほどの配当が見込めると、さらに出資額を引いた収益としては１億が見込め

るというのは確認はしておりますが、あくまでも投資ですので、15年後どうなるかというのは、確実に100％で

とは言えないというのはそのとおりであります。ご質問の地域内経済循環、先ほどの配当というのは宮古市に

ついては配当になるものです。宮古市の再生可能エネルギー事業を推進しながら、地域内経済循環をしていき

ましょうというのを目標にしています。再生可能エネルギー事業で様々な収益を得て、それを市のまた別な事

業に投資、再生可能エネルギー事業であったり、別な事業に投資していきたいというふうに考えてます。その

収益を得る１つがこの配当金でもあると考えています。また、直接な収入ではないですが、現在宮古市内で使

われているエネルギーの経費というのは、大部分が域外に出ていると言われています。それを地域内の資源を

使ってエネルギーを生み出すことによって、外に出ていた経費が幾らかでも地域内に回るということに、そう

いうふうに考えられていますので、そういうこともあっての地域内経済循環というふうに考えています。 

○委員長（工藤小百合君） 加藤委員。 

○委員（加藤俊郎君） 今課長は出資という言葉と、投資っていう言葉と２つ、同一のように使っていたんです

が、出資は返ってきません。出資は返ってこない。投資、株式投資は返還できるときがある。ところが出資は

経営不安になるともう返ってこないっていうどっちがリスクが多いかっていうと、出資のほうがリスクが多分

多いと思います。それで多分以前は、地方財政法においては、地方自治体は株式投資っていうのはなるべくや

るべきではないっていうようなことが示されております。それで最近はそれが変わったのかどうかわかりませ

ん。それで、宮古市でも何社かの岩手銀行さん初めとした株を持っているんですが、あれはね最初の岩手銀行

の最初の設立のときに押しつけられてっていうのかな、そういう形で岩手銀行の株を持った。それで増資増資
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で来て結構な株を多分岩手銀行の株を初め持っていて、今配当金としてちゃんと予算計上されているんですが、

株投資のリスク、15年にこれくらいのリターンがありますよっていう計算。それで、やっぱりこういったこと

を進める上では、リスクについては想定しておくべきだと思います。リスクによってこの出資したものが・・・。 

○委員長（工藤小百合君） 加藤委員、時間です。 

○委員（加藤俊郎君） はい、終わり。 

○委員長（工藤小百合君） 加藤委員まで質疑が終了しました。先ほど確認したとおり、あと４人の方の質疑に

ついては、明後日３月12日に繰越します。 

閉会 

○委員長（工藤小百合君） 本日はこれをもって散会します。ご苦労さまでした。 

 

午後５時３２分 閉会 

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

                          宮古市議会予算特別委員会委員長  工 藤 小百合 


