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   午前10時00分 開議   

○議長（新田勝見君）  おはようございます。

これより本日の会議を開きます。 

────────────────── 

   日程第１ 一般質問   

○議長（新田勝見君）  本日の議事日程に入り

ます。 

 日程第１、一般質問を行います。順次質問を

許します。15番佐々木譲君。 

   〔15番佐々木譲君登壇〕 

○15番（佐々木譲君）  社民党遠野支部の佐々

木譲であります。通告に従い、一般質問を行い

ます。 
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 質問の前に、間もなく東日本大震災の発災か

ら３回忌を迎えようとしていますが、あの沿岸

地区住民のとうとい生命・財産を奪い、今なお

厳しい生活を余儀なくされている多くの避難民

の方や、いまだに発見されていない1,200名に

も及ぶ犠牲になられた方々の御冥福を祈るとと

もに、被災された皆様に衷心よりお見舞いを申

し上げます。 

 思い起こせば３年前でした。あの３月議会が

終わって間もなくのときでした。あの日、私は

親戚のおばあちゃんの通夜の準備のために、加

藤仏具の前に行っておりましたが、あのときの

ふれあい、旧農協の解体工事をしていた屋上に

クレーン車が上がっていて、しかも伸ばしてい

たんです。それがぐらぐら揺れて、いつ崩れ落

ちるのかと心配しながら見ておりましたが、本

当にあのときの災害は大変だったと思います。 

 私も気仙沼から久慈まで、沿岸地区を歩きま

したけれども、もう言葉にできない涙、涙の連

続で過ごしてまいりました。 

 質問に入ります。 

 市長は今期就任に当たり、「10（とお）の約

束」をマニフェストに掲げ、公約として発表な

されましたが、その中の７番目のタイトルであ

る「地域と人のきずな再構築」についてお尋ね

します。 

 今、市内各地では、行政区長の改選期で人選

に苦慮している状況です。ほとんどの行政区は、

各自治会と一体的な役員等の構成で進められて

いるのが実態ではないかと思いますが、したが

って区長や民生委員、保健活動専門委員等を含

め、各自治会の役員全てを改選しなければなら

ないのです。 

 私も40年来、自治会の役員を務めております

けれども、本当に行政区と自治会との関係、そ

して自治会の運営の仕方、このことについては

苦慮しているのでございます。 

 そこで、市長は「地域のきずな」、人の「つ

ながり」の再構築に取り組みますとして、人口

減少が進む中、行政区や自治会など現在の地域

コミュニティを時代に対応できる組織となるよ

う再構築します。また、地域リーダーの育成な

どを通じ、未来の遠野をつくるため、市民協同

体制を再構築しますとうたっておりますが、市

内各地の実情をどのように把握なされておられ

るのでしょうか。 

 また、そのために「第二次進化まちづくり検

証委員会」を立ち上げ、90行政区の見直し・再

編などを視野に、外部有識者の意見を取り入れ

ながら検討を進めるとしていますが、その委員

会の現在までの経過と協議内容をお知らせいた

だきたいのです。 

 私が課題の一つとして考えているのは、まず

各行政区と自治会の違いを明確に市民に周知さ

れないまま今日に至っているのではないかとい

うことです。行政区は、行政の施策遂行のため

の援助・補助を行う機関であり、自治会は市民

の居住区内の生活全般にわたり、住民自治を推

進する組織と理解しています。 

 しかし、現在、市内各行政区の戸数には多寡

があります。多かったり少なかったりという意

味です。そのことによる矛盾が顕著と捉えてお

ります。例えば、市内画一の行政区長手当支給

は同じですけれども、600戸を超す行政区を筆

頭に、400戸近い行政区も幾つかありますし、

一つの自治会の中に行政区が二つある地区もあ

ります。 

 したがって、行政区の見直し・再編等も視野

に入れた改選が必要と考えますがいかがでしょ

うか。 

 さらに、自治会にとって考えれば、各地にい

ろいろなアパートができました。私どもの地区

にも、子育て住宅やひとり暮らし老人の市営住

宅が入ってまいりました。 

 これらの住宅に入っている方々は、表札もか

けていないし、どこの誰がいるかというのは、

区長さんに行政から入ってきた名簿でしか知る

ことができないわけです。しかも、それらは個

人の秘密情報ということでなかなか外部に出て

こない。したがって、どこに誰が住んでいるか

ということもわからないまま推移してきている

ので、なかなか大変な部分が出てきております。 
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 これらのことを、検証委員会ではどのような

議論がなされたのでしょうか、それもお知らせ

いただきたいと思います。 

 それで、以前、各地域に地域活動専門員を設

置、配置するという提案があったときに、いろ

いろな意見を私も述べたことがありますけれど

も、これらの自治会づくりあるいは行政のいわ

ゆる伝達、通達の部分などについては、この地

域活動専門員にはどのような役割を果たしてい

るのか。 

 あの議論の際には、地域課題を発見し、それ

をどう解決していくか、地域民と一緒になって

進めていくお手伝いをするのが地域活動専門員

というふうに私は受け賜っておりました。 

 しかし、今現在、出てきているこれらの問題

を、地域活動専門員と一緒になって考えていく

場合に、どのような仕組でどのような手順でな

されていけばいいのかということが、地域住民

との、あるいは区長さんたちでもいいですけれ

ども、それらの会議の中でどのように交わされ

ているのかなという部分もお尋ねしたいところ

であります。 

 次に、「遠野物語研究所」の解散についてお

尋ねします。 

 聞くところによると、この３月をもって「Ｎ

ＰＯ法人遠野物語研究所」は解散されるという

ふうに聞いております。 

 私は以前に、研究所の移転先と人件費補助削

減について質問した経緯がありますが、今回の

理由は、研究所幹部の高齢化や法人としての運

営が困難となり、解散せざるを得ないと聞いて

おります。 

 今まで数多くの実績や全国にまたがる会員な

ど、本市の「佐々木喜善」研究の上でも多くの

役割を果たしてきた実績を思うとき、まことに

残念としか言いようがありません。 

 去る12月の議会で、同僚議員から、この場で、

交流人口拡大も視野に「柳田国男」生誕地との

交流も必要ではないかとの質問も出されており

ますが、研究所としてこれまで果たしてきた功

績は、まことに大なるものがあったと思ってお

ります。 

 聞くところによると、年間3,000円の会費で

募集した研究所の会員は、200名を超えている

というふうに聞いております。これは市内だけ

じゃなく、全国各地にいらっしゃるわけです。 

 したがって、本市の文化施策展開の上からも、

この研究所についての今後のあり方をどのよう

にお考えなのでしょうか。 

 また、本市交流人口の拡大からも残念な結果

と考えております。市民説明が必要と考えてお

りますがいかがでしょうか、お答えください。 

 以上、２点で市長に対する質問は終わります。 

 次に、教育長にお尋ねします。 

 大変、難問かとは思いますけれども、私も頭

を痛めている問題の一つですが、教育委員会制

度の見直しについてであります。 

 安倍総理は、去る１月28日の衆議院本会議で、

「現行の教育委員会制度」を抜本的に改革する

と表明しました。これは政治からの中立性を保

ってきた教委の権限を自治体の首長に移し、政

治主導の教育行政に変えることを狙いとしたも

のであります。 

 これはマスコミの報道によれば、橋下大阪知

事の取り組みがそのまま、知事じゃありません、

市長ですね、市長の取り組みがそのまま網羅さ

れているのではないかという批評もありますけ

れども、現行制度では、首長は予算編成や教育

委員任命などで教育行政にかかわるものの、実

務は教育長が担っております。 

 このことは、教科書採択や教員人事、学校で

の教育内容などは首長の意向に左右されず、政

治的中立性を高めるようにしてきたものと理解

しております。 

 1948年、教育が政治に左右された戦前の反省

から、政治権力が教育に直接関与できないよう

につくられたこの制度を変える意図はどこにあ

るのでしょうか。 

 私はわずかではありましたが、戦前の教育を

経験しております。戦後、これまでの軍国主義

教育の反省の上に立ち、民主教育が推進され、

今日に至っております。 
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 私は教え子を再び戦場に送ることのないよう

にと、教壇生活を定年まで過ごしてまいりまし

たし、縁あって教育委員会の仕事もさせていた

だきました。その経験から、今回の改変の意図

には、戦前教育の大きな、戦前教育の復活とい

う大きな危機感を覚えるものであります。 

 現行制度を変えるメリットはどこにあるとお

考えですか、教育長の御見解をお願いいたしま

す。 

 次の質問は、中学校教育環境の整備について

であります。 

 実は、この原稿は議案説明会の前に筆耕した

ものですので、進めている部分は補正予算等で

出されておりますからお許しいただきたいと思

いますが、先日、中学校から卒業式の案内が届

きました。再編中学校の最初の卒業式でありま

す。 

 再編に当たり、陣頭指揮をとられてきた教育

長をはじめ、保護者、関係者の思いはいかばか

りかと推察いたしますが、施設設備のおくれを

感じます。 

 まず、遠野東中学校の体育用具格納倉庫であ

ります。 

 土淵、上郷、青笹、旧３中学校の体育用品が

集められ、マットであるとか、跳び箱であると

か、平均台であるとか、さまざまなものが持ち

込まれたわけですけれども、旧青笹中学校の体

育用具だけで体育用具室はいっぱいなのであり

ます。 

 しかし、授業を展開する場合に、例えば平均

台であれば、１台よりも２台あったほうが授業

の進め方が効率であります。跳び箱も、補助指

導員さえいれば、２つあれば、なお子どもたち

の経験が多くなってくるわけです。 

 したがって、旧中学校の体育用具を活用する

ことが考えられるわけですが、それをしまって

おく場所がないということが東中学校の大きな

課題なわけです。それで、これがいまだに形が

見えません。 

 それから、西中学校のグラウンド整備も同じ

です。次期国体会場整備は着々と進行しており

ますが、再編計画実行に当たっての環境整備は

急務と考えるのですがいかがでしょうか。 

 今議会の補正予算の中に、西中学校のグラウ

ンド照明あるいは旧給食センター跡を活用した

多目的ホール等々の計画は出されておりますが、

問題なのはあのグラウンドなんです。 

 暗渠排水がないために、何度も旧宮守中学校

の運動会を見に行ったことがありますが、５月

ですから雨のシーズンで、一度雨が降れば泥ん

この中で運動会を、体育祭をしなければならな

い状況、したがって抜本的に暗渠排水をし、さ

らに西側ですから南側の雑木林も平らにすれば、

さらにグラウンドが拡張され、快適なグラウン

ドができ上がればいいなと思うのは私一人では

ないと、そう思います。 

 したがって、あわせてそれらの整備も考えて

いただければと思うのです。 

 最後に、過熱する部活動・スポ少についてで

あります。 

 この件については、今まで何度も質問してま

いりましたが、いまだに解決されておりません。

第２、第４の日曜日はクラブ活動休養日とする

よう市も勧めているようでございますけれども、

まだまだその中身についての議論がなされてお

りません。 

 例えば、第２、第４の日曜日にクラブ活動を

休むわけですが、第１、第３の日曜日はクラブ

活動をするわけです。第１、第３の日曜日のク

ラブ活動をする場合、スクールバスを利用して

午前中子どもたちが来て、クラブ活動を終え、

スクールバスで帰ると、ところが午後の方々が、

午後の子どもたちが学校に来るときには、ス

クールバスを利用できないというような部分も

ありますが、抜本的にこの休日のスポーツ活動、

クラブ活動等についても、御検討して回答をい

ただきたいものだというふうに思います。 

 それから、中学校の場合には高校進学という

部分がありますから、ある程度、保護者も休日

のクラブ活動については理解してくれるわけで

すけれども、小学生のスポ少になりますと、一

輪車あり、サッカーあり、野球あり、さまざま
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な形で子ども、剣道あり、水泳あり、もう何種

類ものスポーツを土日に活動しているわけです。 

 したがって、これらの部分、私は大変いいこ

とだと思います、スポーツの振興の上では。 

 しかし、ある程度、保護者の理解であるとか、

地域の理解であるとか、学校の理解であるとか、

さまざまな部分の検討などもする必要があるの

ではないかと思っておりますが、それらのこと

についても、質問書にはありませんけれどもお

答えいただければありがたいのです、委員会で

も結構ですので。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  佐々木譲議員の一般質

問にお答えいたします。 

 質問の冒頭、この３月11日が来れば、あの東

日本大震災から丸３年という中に、今、復興に

向けて懸命に頑張っているということの中にお

けるお話がありました。 

 ３月11日、忘れられない、忘れさせられない

という部分の中における東日本大震災、被災地

の皆様は懸命にふるさと復興に向けて頑張って

おります。 

 遠野市からも、ＯＢ職員を含めて５名のマン

パワーが、職員が大槌と釜石市のほうに出向い

て、まさに一緒になって復興に向けて取り組ん

でいるところでございますし、また遠野市に被

災をしてきている、約100世帯を超える方々が

避難してきているわけでありますけれども、生

活の確保という部分におきまして、先般アン

ケート調査を行いまして、今、分析中でありま

すけれども、そういった方々をどのようにフォ

ローしていくのかというのも、また後方支援の

一つではないのかなと思っておりますので、そ

のようなきめ細かい遠野の心をもってしてフォ

ローしながら、被災地の皆様と一緒になって、

復興に向けてという部分のスタンスは崩さず、

対応していきたいというように考えておるとこ

ろでございますので、よろしくどうぞお願い申

し上げたいと思っております。 

 さて、私に対しては進化まちづくり検証委員

会、特にも今日的な課題になりつつあります行

政区あるいは自治会を含めての一つのあり方、

さらには地域活動専門員の一つの位置づけ、そ

してまた一方においては、遠野物語研究所の一

つの今後の方向性をどのように対応していくん

だという部分における質問が寄せられたところ

であります。 

 まず、第二次進化まちづくり検証委員会の経

過と協議の内容についてでありますけれども、

ただいま佐々木議員が40年以上も地域の活動に

かかわっているという、その経験の中から今の

地域の実情についてお話がありました。 

 市内の各地域の実情を、そしてこの第二次進

化まちづくり検証委員会の中で、どのようなス

タンスの中でと申しますか、議論をしているの

かということについてのお尋ねであったわけで

あります。 

 これは、今まで遠野市はまさに誇るべき仕組

みとして、地区センターを中心になって地域づ

くりというものを行ってきたという、一つの誇

るべき一つの仕組みがあるわけであります。 

 しかし、一方においては、時代の流れ、そし

てまた社会経済情勢の変化ということに伴いま

して、今、進めている例えば地域活動の一環の

一つでありますけれども、市内一斉河川清掃の

問題であるとか、あるいは町民運動会の位置づ

けであるとか、やはりいろいろ考えなければな

らない課題も出てきております。 

 また一方、質問にございましたとおり、行政

区一つとってみても600を超える行政区もあれ

ば、30近い行政区もあるという中におけるさま

ざまなでこぼこと申しますか、そういったのも

生じてきている。 

 ただ、これは数だけではない、面積だけでは

ない、やはり小さくてもきらっと光る、本当に

いい地域づくりやっている行政区もあるわけで

あります。 

 そこに伴いまして、今、御質問ありましたと

おり、行政区長と自治会といったものをどのよ

うに、今まできちんとした明確な位置づけをし
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ないまま進んできたではないだろうかというよ

うな部分で、いろんな事情もありまして、いろ

いろと形で見直し、再編という一つの場に、今、

来ているのではないのかなというように思って

おります。 

 したがいまして、第一次進化まちづくり検証

委員会におきましては、いわゆる我々、行政の

パートナーとしての第三セクターに大幅にメス

を入れていただきました。一定の一つの成果も

得ることができました。 

 第二次進化まちづくり検証委員会には、やは

りこの地域のあり方、行政区のあり方、自治会

のあり方、地区センターのあり方、そしてまた

地域活動専門員の一つの位置づけといったよう

なものを幅広く、しがらみのないところで議論

していただこうということで、今、議論が始ま

っているところであります。 

 その中にございまして、私は一つの持論であ

りますけれども、当面の問題とすればやっぱり

それぞれみんな課題を抱えている。 

 しかし、志のある地域のリーダーがこうして

頑張っているときにこそ、20年後、30年後を見

据えた地域のあり方といったようなものをやは

り議論していかなきゃならないだろうかと、た

だその議論するにしてもただ困った、このよう

な形で課題が出てきている、なり手がいないと

いうだけで困ったの議論じゃなくして、やはり

どのような形での仕組みをつくるのが一番遠野

にとっては望ましいだろうかと、市民センター

の歴史を見ても40年の歴史があるじゃないかと、

であればそれはきちんと踏まえた上で、否定す

るんじゃなくて、それをきちんと総括した上で

次のステージに行く、そのためにはいうところ

のしがらみのない有識者の方々の意見もいただ

こうじゃないかということで、第二次進化まち

づくり検証委員会をスタートさせたということ

であります。 

 ただ、これはしがらみのない有識者のみの議

論じゃなくして、やはり７人の委員の方々にも

区長さんとか、自治会長さんにも向き合ってい

ただこうと、また現場も見ていただこうと、双

方向の中で一つの望ましい姿というのを見出し

ていこうじゃないかというのが今の現状でござ

いますので、その中からやはりいうところの行

政区長さんのあり方あるいは自治会長、自治会

と行政区のすみ分けの問題、また一方において

は、この人口減少の中にあって避けて通れない

限られたマンパワーをいかに有効というか、ネ

ットワークにしながら生かすかという部分にあ

っては、地区センターのやはり位置づけも、や

はり検討しなければならないんじゃないのかな

というように思っております。 

 今般の予算で、市民センターの大規模改装、

26年度と27年度、２カ年で行うということで、

体育館とプールのほうにつきましては、今３月

定例審議会に提案させていただいております。 

 その中にございまして、先週でありますけれ

ども、国交省の社会資本整備交付金、これは約

４割の交付金が充当されるということで、一応

国のほうにお願いしておったんですけれども、

体育館とプールのほうにつきまして交付金が決

定をいたしました。 

 社会資本整備交付金を、いうなればこの体育

館とそれからプール、そしてその延長線上には、

来年になろうというように思っておりますけれ

ども、市民センターの大ホールから含めての大

規模改装にも、この部分における財源が手当て

されるというように、ある意味においては確信

もしているところでございますので、そういっ

たハードと、そしてもう一方においてはソフト、

今、佐々木議員からありましたソフト、どのよ

うに組み立てるかということが一体となってこ

そ、地域の活力というものをそこに改めて見出

すことができるんじゃないのかなというように

信じているところでございますので、まさにこ

の市民組織の再構築と市民協働の強化といった

ような一つの立場で、よく私も市民の皆さんか

ら言われるんですけれども、市長は見直しをす

る、見直しをするっていう話はするけれども、

結局、地区センターから市役所職員は全部引き

上げるのかとか、あるいは行政区も再編してし

まうのかというような、よく心配された声があ
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ります。 

 私はそうじゃなくして、今のうちにこそ、そ

れらの課題をきちっと把握しながら、どういう

仕組みをつくれば地域が活性化するのか、小さ

いから統合する、大きいから分けるではないと

いうようなことは、市民の皆さんに、私も自分

の一つの信条としてそのようにお話しておりま

すので、その延長線上の中で、ここ１年から来

年度にかけての議論を深めていきたいというよ

うに思っているところであります。 

 特にも、高度成長期からの人口構造、産業動

向、こういったようなものから、今度は少子高

齢化、人口減少といったような新たなまちづく

りの手法を、やはり生み出していかなきゃなら

ないんじゃないだろうかと、このまま県や国と

いったような一つの大きな仕組みの中での、待

つという姿勢になってしまったんでは、まさに

いうところの数の論理なり、あるいは効率性の

論理なりばっかりが出てきてしまうと、小さい

ところは吸収してしまえ、大きいところは分け

てしまえということになりかねないんで、そう

いうことはしなんだというような中における見

直しであり、第二次進化まちづくり検証委員会

の位置づけであるということについて御了承を

いただければと、御理解をいただければという

ように思っております。 

 特にも、当市のように人口が減っている、い

うところの過疎地域にあっては、新たな仕組み

といったようなものはどうしてもつくらざるを

得ないというのが今置かれている状況であり、

それが一つの総合力というものにつながっての

対応になるんじゃないのかなというように思っ

ております。 

 今議会が始まる前に、先週でありましたけれ

ども、90の行政区の区長さん方、約70名、あえ

りあのほうに集まりまして、「市長と語ろう

会」という形で、非常に厳しい意見と、それか

らやはり私は非常にうれしく思いましたけれど

も、地域を思う熱い気持ちの中から、例えば支

所と地区センターは絶対見直すようなことはし

ないで置いてくれというような強い要望もあり

ました。 

 やはりこれは地域、地区を思い、地域を考え

るからこそ、あのような発言になってくるんだ

ろうなという部分の中にございまして、やっぱ

りあのような区長さん方がどんどん発言してく

るという中にあって、これを将来を見据えた中

における新しい仕組みとして議論していきたい

なというように思っておりますので、佐々木議

員からも御協力とまた御理解もいただければと

いうことも、お願いを申し上げておきたいとい

うように思っております。 

 それから、もう一つは、今申し上げました行

政区の見直しと再編等を視野に入れた改善とい

ったものは必要であるけれども、ただ単純な見

直しではないよということを、まず一つ御理解

いただきたいと、それから新興住宅地の問題も

ありました。これはやっぱり大きな問題であり

ます。 

 私はその根幹にあるのは、個人情報保護法と

いうプライバシーを守るという、これは本当に

大事であります。また、それを尊重しなきゃな

りません。 

 しかし、この東日本大震災でもって、やはり

地域がその命を守る、災害弱者の方々をきちん

とフォローするのは、地域の底力だということ

が示されたわけであります。 

 それで、一部、制度が変わりまして、その災

害弱者と言われる方々の情報は行政も持っても

いいし、民生委員あるいは行政区長さん方もち

ゃんと把握していいという形になってきており

ますので、そういった点では、これからはふえ

る一方のこういった交通弱者であり、災害弱者

であり、買い物弱者であり、あるいは病院のほ

うに通院すると、そういった方々がどんどんふ

えてくるということは、これは流れとして間違

いありませんので、その情報といったようなも

のをきちんと行政も、あるいはこういった区長

さん方も、あるいは民生委員さんの方々もちゃ

んと共有するという部分の、やはり何らかの働

きかけと仕組みづくりが、かなりあの東日本大

震災を契機といたしまして、かなり変わりまし
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たけれども、かなり変わってしまった、充実は

しましたけれども、まだまだそういった部分に

おける情報の把握といったものに対するアプ

ローチを、もっともっと強めていかなければな

らないだろうかというように思っております。 

 それに伴いまして、そういった情報があるこ

とに伴いまして、いうところの地域のいろんな

イベント、地域のお祭り、あるいは盆踊りなど

もどんどん盛んになってきておりますから、そ

のようなものにも参加できるような、盆踊りと

かいろんな地域のイベントに参加するというこ

とは、それだけ確実な情報がとれるということ

になるわけでありますから、あそこのおばあち

ゃんは車椅子でなきゃだめだなと、どんどん足

腰が弱って歩けなくなってきてるんだなという

ような情報が、そういったイベントを通じて把

握できるということもあるわけでありますから、

それが双方向で共有されるというような仕組み

も、やっぱり大事じゃないのかなというように

思っております。 

 それから、地域活動専門員の役割と今後の方

向性ということにお尋ねがありました。 

 これは御案内のとおり、地域活動専門員は過

疎債のソフト事業でもって組み立てているもの

であります。それを財源にしているものであり

ます。東北でも、このようなソフト事業として

組み立てて、マンパワーを活用するという中で

積極的に取り組んでいるのは、ちょっと自負す

るわけじゃありませんけれども、遠野市じゃな

いかなと思っております。 

 そういった部分である程度、12名、14名の活

動専門員は確保したという形で、去年は、25年

度はスタートしたわけでありますけれども、私

自身、これは率直に反省もしなきゃならない課

題もあるなと、どの地域で何を、どのような結

果を出してもらうのかということの明確な議論

と位置づけがないまま、活動専門員というもの

を張りつけてしまったのかな、ちょっと私の立

場でこういうことを言うのは、あるいはちょっ

と無責任なそしりを免れませんけれども、私は

ちょっと拙速だったなというように実は反省し

ているんです。 

 やはりもう少しきちんと、そのキャラクター

あるいはノウハウ、経験といったようなものの

中で、じゃあ、あなたには３年間で、あるいは

５年間で、こういう結果を出してもらいますよ

と、この地域をこのようにしてもらいます、あ

なたの土俵はこうですよというところのきちん

としたすり合わせと検討のないまま、活動専門

員があるからという中で配置をしてしまったの

かなという部分があるもんでございますから、

副市長とか総務部長のほうに、もう少しここを

きちんと、もう少し見直しながら、本当に御質

問のあったような形で、マンパワーとして本当

にうまく地域とタッグを組めるんだというよう

な人材を、きちんと張りつけていくという部分

の中における作業を今行っているところでござ

いますので、御理解をいただければというよう

に思っております。 

 それから、最後の質問でありますけれども、

遠野物語研究所の３月に解散するという、これ

につきましては先般も遠野学会がありました。

そして、私も実は最後だというように承知いた

しまして、出席いたしまして、その後の交流会

にも、交流会というよりも懇親会にも参加させ

ていただいたわけでありますけれども、これは

決して言い逃れするわけじゃありませんけれど

も、解散するというような明確なコメントは私

自身はまだいただいておりません。したがいま

して、ただ、ほぼその方向で行くということは

担当部長から報告が来ておりますので、それは

承知しております。 

 したがいまして、そういった状況からすれば、

ただいま御質問ありましたとおり、これまでの

遠野物語研究所の果たした役割、調査研究の活

動の内容、さらにはそれを全国発信したという

功績については、心から敬意を表し、また遠野

市長としてもＮＰＯ遠野物語研究所の活動には、

敬意を表さなければならないかというように思

っております。 

 やはりスタッフが高齢化してきているという

ことも背景にあります。 
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 そしてまた、もう一つは、これはきちんと市

民への説明が必要じゃないだろうかというよう

な御指摘がありました。私もそれ必要だと思っ

ております。 

 遠野文化研究センターを平成23年の４月に、

あの震災のときに、なぜあのような状況下の中

で立ち上げたのかという一つに戻りますと、遠

野物語研究所のこれまで行ってきた活動あるい

は調査研究といったものを、遠野文化研究セン

ターという大きなくくりの中でそれを受けとめ

ながら、さらに今までの遠野物語研究所の果た

してきた役割、そしてまた機能、遠野にとって

は調査研究というのは非常に大事なことなわけ

でありますから、そういったようなものを発展

的に遠野文化研究センターに位置づけて、そし

てともどもやっていこうという中で、遠野物語

研究所も遠野文化研究センターのあそこの建物

の一角に入っていただいたということがありま

すから、そういった一つの事実がありますから、

解散をするということが事実だとしても、これ

まで行ってきた調査研究、さまざまないろんな

発信、行事、これについては文化研究センター

がきちんと受けとめて、これまで同様にそれぞ

れの遠野の持つ自然、まさに歴史、文化、風土

といったようなものを全国に発信していくとい

う中で、遠野物語研究所はそれこそ理念として、

そしてまた一方における一つの設立意義として、

活動していくものだというように思っておりま

すので、またそういうことを全面的に行政とし

てもバックアップしていきたいというように考

えているところでございますので、御理解をい

ただければというように思っております。 

○議長（新田勝見君）  藤澤教育長。 

   〔教育長藤澤俊明君登壇〕 

○教育長（藤澤俊明君）  佐々木譲議員の一般

質問にお答えいたします。 

 現在、文部科学省が中央教育再生審議会に諮

問するという形で、教育委員会制度の改革案が

出され、３月に改正法案を国会に提出するとの

予定になっていると伺っております。 

 教育の目標は、申すまでもなく、教育基本法

に定められており、同法第16条では、教育は不

当な支配に服することなく、この法律及び他の

法律の定めるところにより行われるべきである

こと、また教育行政は国と地方公共団体の適切

な役割分担及び相互の協力のもと、公正かつ適

正に行われなければならないこと、地方教育行

政はその地域における教育の振興を図るため、

その実情に応じた教育に関する施策を策定し、

実施しなければならないと定められております。 

 さらに、同法第17条では、政府は教育振興基

本計画を定め、公表すること、地方公共団体は

その計画を参酌し、地域の実情に応じた当該地

方公共団体における教育の振興のための施策に

関する基本的な計画を定めるよう努めなければ

ならないと定められております。 

 本市教育委員会においては、平成21年３月に

「遠野教育振興基本計画」を策定し、「ふるさ

との文化を生かし、夢と誇りを育む学びのまち

づくり」を基本理念とし、４つの基本方針を基

軸として、教育行政の推進に努めているところ

でございます。 

 また、新たな教育委員会制度の内容を見きわ

めながらも、子育てするなら遠野構想に基づき、

市長部局と相互に補完し合う関係を維持しなが

ら、今後も「教育基本法」の理念にのっとり、

確かな学力、豊かな心、健やかな体の調和を重

視する「生きる力」を育む教育を推進し、ふる

さと遠野や日本、世界の発展に貢献できる人材

を育成してまいりたいと考えております。 

 次に、２点目の「市内中学校教育環境整備」

についてお答えをいたします。 

 まずもって、もうすぐ中学校再編成後の最初

の卒業式を迎えます。生徒たちは制服の違いは

あれど、同じ志のもとで勉強・クラブ、そして

地域活動に汗を流し、よき友との出会いを通じ

て、充実した生活を送っていると思っておりま

す。 

 中学校再編にあっては、保護者並びに地域の

皆様、そして関係者各位の御理解と協力があっ

てのことであり、生徒たちが無事卒業できるこ

とに心より感謝申し上げます。 
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 さて、質問の件ですが、遠野東中学校に新築

する倉庫については、倉庫の屋根に太陽光発電

パネルを整備し、災害等による停電時に必要最

小限の電力を確保するため、柱等の部材を見直

した内容で契約しており、平成26年７月、完成

予定となっております。 

 また、遠野西中学校の多目的教室整備、屋外

照明等の設備は、国の第一次補正予算の内示が

あり、本会議に補正予算を計上しており、平成

26年度中に整備をする予定であります。 

 もう一点、校庭についてのお尋ねがありまし

たが、年度計画で整備してまいりたいというふ

うに考えております。（「もう一つ」「スポ

少」と呼ぶ者あり） 

 失礼をいたしました。議員がおっしゃるとお

り、教育委員会では平成18年２月の県教委の教

育長からの通知を受け、生徒のスポーツ活動休

養日を設定することについて、次の３点につい

て通知をしております。 

 １点目は、土曜日や日曜日については、可能

な限り休養日とすることが望ましいこと、２点

目は、土曜日や日曜日に練習試合などを行う場

合は、土曜日や日曜日の両日とも終日活動する

ことがないよう配慮すること、３点目は、大会

への参加、練習試合など、土曜日や日曜日を活

動する場合もあることから、平日に学校全体で

統一したスポーツ活動休養日を設けることであ

ります。 

 また、県の教育長からの通知は、県スポーツ

少年団本部長宛てにも同じ内容で通知をされて

おります。 

 市内３校のクラブ活動の実態でありますが、

平日は体育館やグラウンドを複数のクラブで使

用しております。体育館やグラウンドの全面を

使用するために、第２、第４日曜日にもクラブ

活動の割り当てをしなければならない実態もご

ざいます。 

 議員がおっしゃるとおり、第２、第４日曜日

にクラブ活動を実施する実態はございますが、

各校では活動を実施した場合、必ず休養日を設

けるようにしております。 

 スポーツ科学の見地からも、競技力の向上を

図る上で、適切な休養をとることは効果的であ

るとされておりますので、改めて校長会議等を

通じて周知・指導をしてまいります。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午前10時45分 休憩   

────────────────── 

   午前10時55分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 次に進みます。５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  改めまして、皆様

おはようございます。清風会の佐々木大三郎で

ございます。ただいまから事前通告に従いまし

て、一問一答方式により一般質問をさせていた

だきます。 

 今回の一般質問は、１点目として、「国の農

政改革に伴う当市の農業振興策について」、２

点目として、「本庁舎の整備計画について」、

この２点について質問をさせていただきます。 

 まず、１点目の国の農政改革に伴う当市の農

業振興策については、４項目に分けて質問させ

ていただきます。 

 その１項目めとして、国の農政改革は当市の

農家にどのような影響をもたらすのかについて

伺います。 

 既に御案内のとおり、安倍内閣は農政改革の

グランドデザインである「農林水産業・地域の

活力創造プラン」を公表しておりますが、その

内容は40年以上続いた減反政策を段階的に廃止

するという、農政の大転換とも言える大きな改

革になっております。 

 そして、日本の農業の現状については、農業

を仕事の主として生活する人は65歳以上が60％

を占め、平均年齢も66歳と高齢化が進んでおり

ます。ちなみに、これはサラリーマンであれば

既に会社を定年退職し、年金生活をしている年

代になるわけであります。 

 また、耕作放棄地は20年間で約２倍にふえて、

今や滋賀県とほぼ同じ面積に達しているという
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ことです。その結果、農業生産額は大きく減少

して、農業の構造改革は待ったなしの状況にあ

ります。 

 一方で、日本の農林水産業は成長産業として

大きな可能性を秘めており、大規模化・集約化

すれば生産性を大きく向上させることができる

とされております。 

 さらに、日本の農産物は安全安心でおいしく、

「和食」がユネスコの無形文化遺産に登録され

るなどブランド力もあります。よって、積極的

に海外に打って出れば、需要はまだまだあるは

ずだというような考えから、農林水産業が成長

すれば雇用が生まれて、そして地域も活性化す

るということになります。 

 したがって、今回のプランは農業・農村全体

の所得を今後10年間で倍増させることを目標と

し、全ての農林水産業者を今まで守ってきたも

のを改めて、意欲の高い人を集中的に応援する

というものであります。 

 すなわち、減反政策を段階的に廃止するとと

もに、農地中間管理機構いわゆる農地バンクを

活用して、生産規模の拡大、生産性の向上、新

規参入も含めた多様な農業の担い手の育成を強

力に推し進めるという政策であります。 

 また、このことにあわせて経営所得安定対策

の見直しということで、新たな各種交付金も創

設されております。 

 これらのことを端的に表現しますと、これま

で経営所得安定対策として、小規模農家も含め、

全農家に10アール当たり１万5,000円の交付金

が支払われてきたわけですが、ことしの14年産

からは半額の7,500円の支払いになり、そして1

8年産からは全額廃止となって支払額はゼロ円

になってしまいます。 

 さらに18年産から米の生産調整いわゆる減反

も廃止されるということですので、米の生産量

がふえ、米価の下落も懸念されます。 

 したがいまして、この農政改革によって遠野

の農家経営に甚大な影響を及ぼすものと考えら

れますが、このことについて市長はどのように

御認識なされているのか、この辺について伺い

ます。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  佐々木大三郎議員の一

般質問にお答えいたします。 

 第１問といたしまして、農業政策に伴う市内

の農業振興策という視点からの御質問でありま

した。 

 ただいま質問の中でも、いろいろ国の政策変

更に伴う影響あるいはそういった背景、そうい

った問題点といったものにつきまして、御質問

の中でかなり詳細に語られておりました、述べ

られておりましたので、その認識については私

も同じとするところでありますので、御了承い

ただければと思っております。 

 いずれこの農業政策、農業を足腰の強い産業

にするというためには、この「産業政策」と農

業・農村の有する多面的機能とよく言うわけで

ありますけれども、そのようなものをきちっと

かみ合わせていかなければならない。 

 そういった中において、まさにそれを発揮さ

せるというこの地域政策を一体的に推進すると、

ただいま佐々木議員がおっしゃったことは多分

そのような認識のもとで言っているわけであり

ますけれども、単なる米づくりだけではない、

地域政策で一体なものとして位置づけるんだと

いうのが、今般の見直しの一つの柱になってい

るというように承知しているところでもありま

す。 

 したがいまして、この制度は当市にとっても、

先ほどの佐々木譲議員の中におきましても、地

域のあり方、地域の活性化といったものを今こ

そ見直ししなきゃならないというその一つの背

景の中には、このような農業政策といったよう

なものをきちんとやっぱり踏まえたという部分

においては、一つのタイミングではないだろう

かというように思っておりまして、そういった

点では、この制度を有益な制度として活用して

いかなければならないという部分においては、

私は一つの国の農業政策の転換という中におき

まして、それを受けて立つという部分において
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は、前向きに、積極的に対応していってもいい

んじゃないのかなというような認識は持ってい

るところであります。 

 御質問の中にありましたとおり、ところでこ

の見直しによってどれぐらいの減収というもの

があるかとの質問でありますけれども、質問に

もありました直接的には米の直接支払交付金が

１万5,000円から7,500円になるということにな

るわけであります。 

 その１万5,000円が7,500円になるということ

になれば、これは交付実績で一つ検証、試算い

たしますと１億1,400万円ほどの農家所得の減

少につながるということにはなるわけでありま

す。 

 ただ、この部分においては、米の直接支払交

付金や水田活用の直接支払交付金、いわゆる転

作交付金の農家所得に占める割合が、23年度調

査によると全国ベースで30.5％という数字にな

っておりますので、これが農家収入に大きく貢

献していると、このような数字を見ますと、こ

の見直しに伴う影響は、ただいま申し上げまし

た直接的な減収にとどまらず、稲作を中心とし

た経営体では、農業経営計画の見直しもまさに

必要になってくるんではないだろうかというこ

とも想定されるわけでありますから、新たな制

度の活用促進を図り、農家の皆様の減収になら

ないよう、それぞれの関係機関と一体的な中に

おける取り組みを行ってまいりたいというよう

に考えているところでございます。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  今の市長の御答弁

では、今回の米の直接支払交付金、減額される

ことによって14年産米は１億1,400万円にしか

ならないと、別な言い方をしますと今現在はそ

れの倍、２億8,000万、少なくても13年産まで

は２億8,000万円入っていたものがその半額の

１億4,000万しかならないと、これだけ減収す

るということになっております。これは農家に

とっても、遠野市にとっても大きな打撃になる

わけであります。 

 そこで、２項目めの質問として、今後の農政

改革を遠野の農業にどのように生かそうとして

おられるのかについて伺います。 

 国の農政改革は、農業を足腰の強い産業とし

ていくために、産業政策と農業・農村の有する

多面的機能の維持・発展を図るための地域政策

を車の両輪として推進し、関係者が一体となっ

て課題解決に向けて取り組むこととしておりま

す。 

 具体的には４つの改革がありまして、その１

つ目は、担い手への農地利用の集積・集約化を

図るということであり、その２つ目は、米の直

接支払交付金や米価変動補填交付金を廃止して、

畑作物の直接支払交付金や収入減少影響緩和対

策を見直し、意欲ある農業者が参加しやすい制

度とするということになっております。 

 また、３つ目は、行政による生産数量目標の

配分に頼らず、需要に応じ、みずからの判断で

主食用米の生産が自由に行えるようになるとい

うことです。 

 さらに、４つ目としましては、多面的機能の

支払いを創設して、集落コミュニティの共同管

理等によって農地が農地として維持され、将来

にわたって多面的機能が十分に発揮できて、規

模拡大に取り組む担い手の負担を軽減させると

いうものであります。 

 私は将来の農業を展望するに当たり、今回の

農政改革について否定するものではなくて、む

しろ前向きに捉えて、地域農業の実態と交付金

の活用方法を熟知した上で、これをうまく活用

しながら、農家所得向上とコミュニティの強化

を図る施策が求められているんだなというふう

に考えております。 

 したがいまして、地域農業戦略の強化と再構

築に向けて、迅速な取り組みが必要であると考

えます。 

 そして、この農政改革を農家所得の拡大と地

域コミュニティの強化にむすびつけるためには、

農家に対し、この制度内容を丁寧にそしてきっ

ちりと説明し、理解していただいて、浸透を図

ることが極めて重要であるというふうに考えま
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すが、市長のお考えを伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいまのこの２点目

の質問につきまして、私は本当に極めて大事な

ことであり、これをきちんとフォローすると、

ただいま御質問にありましたとおり４つの改革

の中で位置づけられているわけであります。 

 その４つの改革のそれぞれ１つ目、２つ目、

３つ目、４つ目という話がありました。その中

におきまして、佐々木議員のほうからこれをむ

しろ前向きに捉え、地域農業の実態と交付金の

活用方法を熟知した上で、これをうまく活用し

ながら農家所得の向上と、ここが一つの私はみ

そだと思いますけれども、地域コミュニティの

強化を図る施策が求められているんだという認

識でありました、全く同感であります。 

 それは農業のことだ、こっちは地域活動のこ

とじゃ、地域の農業がきちんと維持、そしてま

た維持が図られることによってコミュニティも

守られるということに、私はなるんじゃないか

なというように信じております。また、確信も

しております。 

 ＴＰＰの問題なども、私は一つの反対だとい

う論の中には、ＴＰＰの中で地域が壊れてしま

ったんではとんでもないことになるというよう

な一つの認識もあって、反対だという一つの根

拠にもしているわけでありますけれども、ただ

いまの佐々木議員のお話は、質問は、そのよう

な認識のもとに、そのような御発言があったん

ではないのかなというように思っておりまして、

これを前向きに捉え、そしてあらゆる手段を使

いながら丁寧にという言葉がありました。 

 したがって、今、既にその丁寧なプログラム

をもう検討を始めているところでございますの

で、これにつきましては担当部長の農林畜産部

長のほうでそのプログラムを組み立てておりま

すので、農林畜産部長のほうから具体的に御答

弁をいたしますので御了承願います。 

○議長（新田勝見君）  大里農林畜産部長。 

   〔農林畜産部長大里政純君登壇〕 

○農林畜産部長（大里政純君）  命によりまし

て答弁させていただきたいと思います。 

 市ではこの農家に対する説明でございますが、

第１段階の制度周知といたしまして、集落座談

会等を行っておりまして、２月の４日から２月

の20日まで、18会場で行っておりますし、また

２月の19、20日、２会場では国のほうからも出

席をいただきまして、農家の制度説明を行って

周知に取り組んでおります。 

 今後も情報収集に努めながら、新たな情報が

入る都度、周知に努めていきたいと思っており

ますし、また制度活用に当たりましては、地域

での話し合いも必要となりますので、市内11地

区で策定をしております「地域農業マスタープ

ラン」の見直しにかかる地区検討会においても、

周知を図っていきたいというふうに思っており

ます。 

 なお、３月中旬には遠野テレビにおきまして、

シリーズで、今回の４つの改革を紹介をする

コーナーを設けて周知を図りたいというふうに

考えております。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  今、部長のほうか

ら具体的に遠野市としての対策プログラム、あ

るいは現場の農家の方にもっと正確な情報を流

すような御説明をいただきましたけれども、実

は先日まで「市長と語ろう会」が開催されまし

た。 

 私も上郷町に参加をさせていただきましたけ

れども、会場では市長もお聞きのとおり、多様

で厳しい意見も出されておりました。 

 その中の一つにＷＣＳという話がありました。

これはホールクロップサイレージの略称で、稲

の茎と葉と実の部分を同時に収穫して、発酵さ

せたものを牛の餌として与えるということなそ

うですが、これのいいところは交付金として10

アール当たり８万円が給付されるということ、

そして何といっても刈り入れ時期が主食用米よ

りも１カ月といいますか、とにかく早まるとい

うことで作業の平準化が図られると、さらには
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専用ディーラーを導入することによって、作業

の効率化あるいは品質も図られるんだよという

ことを話されました。そして、市内には畜産農

家も多いわけですので、地産地消あるいはその

耕畜連携の強化も図れるという御提言であった

と理解いたしました。 

 このことから、私が言いたいのは、農業現場

に携わる方々にはいろんな経験、知識が豊富に

蓄積されていますので、このことを今回の農政

改革にやっぱり有効に生かすべきなんだろうな

というふうに考えます。 

 もちろん、実践に当たりましては、費用対効

果や地域特性を考慮しなければなりませんし、

特に農家所得の向上のために、交付金をうまく

生かしながら地域ごとの適地適作、これを検証

して、関係者の情報共有が可能になるようなシ

ステム構築が必要不可欠なんだろうなというふ

うに考えますが、このことについての市長のお

考えを伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいまの地域に密着

した中における情報を共有しながら適地適作を

進め、そしてまた一方においては費用対効果と、

いうなれば形にあらわれるような中における仕

組みを大事にしたらいいんじゃないかと、「市

長と語ろう会」の話もありました。 

 私もＷＣＳというこの言葉について、十分認

識していないという部分もそのときに、その現

場ではあったわけでありますけれども、このよ

うなものの中から現場の方々のまさに体で感じ

たさまざまな課題なり、あるいはやらなきゃな

らないということをきちんと把握するというこ

とも、これからの仕組みとしては極めて大事だ

というように思っておりますので、先ほど部長

が答弁したとおり、具体的なその周知のプログ

ラムも既に今は作成作業であります。 

 それで、また一方、それは市の行政だけでは

ないと、ＪＡも、あるいは農業委員会も、さら

には共済もといったような関係機関が一体とな

って（ブン）、もちろん県の組織も入ってくる

わけでありますけれども、そういった中にそれ

ぞれその関係者が情報を共有すると、共有した

のをこの農家の現場の方々とさらにまたそれを

共有しながら、何をどのようなタイミングで行

っていったらいいのかということを誤らないよ

うな、そのような対応をきめ細かく展開してま

いりたいというように思っております。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  次に、３項目めの

質問として、農地集積が困難な小規模農家、例

えば市街地の近郊農家や兼業農家、そして中山

間地域の農家、これへの対応について伺います。 

 前段でも申し述べましたが、今回の農政改革

によって直接支払交付金、10アール当たり１万

5,000円の廃止や、米価変動補填交付金の廃止

によって、農家収入は激減してしまいますし、

加えまして燃料や農業資材、肥料、農薬、農業

機械の維持管理費の高騰、そして４月からは消

費税も増税されますので、小規模農家の経営は

ますます困難に陥ってしまうわけであります。 

 いや、これは小規模農家だけではなくて、中

規模農家も同様のことが言えるかと思います。 

 このままでは、容赦なく離農が進むことが懸

念されます、したがいまして、この危機的状態

の現状を直視し、早急に何らかの対策を講ずべ

きと考えますが、対応策などについて市長の御

所見を伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  御質問にありました小

規模、今の御質問にありました農地集積が困難

な小規模農家、こういったことに対する対応が

極めて大事じゃないかと、いうところの市街地

の近郊農家あるいは兼業農家、中山間地域の農

家といったようなものがその対象になろうかと

思っておりますけれども、これに対する一つの

アプローチも極めて私は大事だというように思

っております。 

 当市の農業を語る状況の中に、高齢者あるい

は高齢化、後継者不足といったようなものを、
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そして生産物価格の低迷あるいは資材の高騰と

いったものに伴いまして、この農業所得の減少

と、極めて厳しい状況にあるということになる

わけであります。 

 もう一方において、遠野市の農業の特徴はと

いうことは、議員各位、御案内のとおり、一つ

の水稲を基盤に、和牛繁殖あるいは葉たばこ、

ホップといった工芸作物、さらには野菜の栽培

といったようなものの中で、複合経営が非常に

多いということは言われるまでもなく、小規模

の農家が大半であるということにつながってく

るというように思っているわけであります。 

 このような状況の中にあって、これは一方に

おいて、この現状の中で、中山間地域であって

も、一定の農地集積による効率的な農業の推進

が必要だというようには考えております。これ

も、また一方によっては大事だと。 

 しかしまた一方においては、ただいま御質問

にありましたとおり、この小規模農家による営

農がなくてはならない、一つの農業にとっても、

遠野の農業にとっても大事な一つの分野である

と申しますか、しかしこれも繰り返しになりま

すけれども、これからの高齢化あるいは後継者

不足という中にあって、地域コミュニティをい

かに維持し、その活力をそこの中で深めていく

かという部分にあっては、この農業の取り巻く、

ただいま申し上げた認識として示されたような

ものがきちんと位置づけられていなければ、コ

ミュニティも維持できないということになるわ

けでありますから、そのようなものの中を一つ

絡めてで考えながら、ただいまの問題にも立ち

向かっていかなければならないというように、

私は認識しております。 

 そういった意味におきましては、あぐりス

テーション遠野、あぐりステーション遠野と、

アストと、農家支援室と、これの存在が私は非

常に大きいものがあると、これを進化させ、そ

してまた一方においては充実・強化させること

によって、いうところの「みんながいきいき就

農するまち」というタフ・ビジョンの目指すべ

き姿といったものが、少しは見えてくるんじゃ

ないだろうかと、それからまた一方においては

直売所も多いわけであります。 

 この中には、本当にお母さん方が懸命に頑張

っていると、女性パワーが頑張っているという

姿も、その中で確実な手応えとしてあるわけで

ありますから、アストパワーアップ事業等のき

め細やかな支援策を充実・強化すると、そして

もう既にこのアストパワーアップ事業も、もう

６年、７年と時を経ているわけでありますから、

今回の農地、国の農政の大幅な転換によりまし

て、このアストの占める役割というところの農

家支援室の果たす機能といったようなものを、

まさに財源も伴いながら充実・強化するという

方向にもっていって、ただいまの御質問に対す

る一つの答えをその中から見出していきたいと

いうように思っているところでございますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  今、市長からの御

答弁で、アストの存在価値の重要性あるいはさ

らにバージョンアップ、充実・強化を図ってい

きますというような御答弁をいただきました。

そのとおりだと思います。ぜひお願いしたいと

思います。 

 実は、私も今回の農政改革を受けて思うとこ

ろが６点あります。 

 それは何かといいますと、まず１つ目は、紹

介させていただきますけれども、まず１点目は、

全国一律に同じような政策は疑問であるという

ふうに考えます。これは極端な言い方をします

と、遠野市内の各町でも農業環境は大きく異な

ると思います。 

 そして、２点目は、国の農政政策は変えられ

ませんので、政策をうまく利用して生き延びる

方法を考えるべきと考えます。 

 ３点目は、農政は変えられませんが、行政と

自分たちの農業は変えられるというふうに考え

ます。 

 ４点目は、今回の農政の転換で、やがて農業

者がぐんと減ることが想像できますけれども、
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しかしだからといって、安易に法人化すればい

いとは限らないと考えます。 

 ５点目は、売り上げ増に走るのではなくて、

最終的に少しでも自分の手元にお金が残るよう

な経営を心がけるべきと考えます。 

 最後、６点目としましては、収量増あるいは

収益増よりも、コスト削減のほうに力点を置く

べきだというふうに考えます。 

 以上ですが、この私の考え方に対して、市長

の御感想なり、あるいは御自身のお考え等を伺

います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま６点にわたっ

て、佐々木議員から御指摘というよりも認識が

示されたわけであります。 

 それぞれなるほどなと、特にも今回の農政の

転換でやがて農業者がぐんと減ると、安易に法

人化すればいいというものではないというよう

な認識も示されましたし、またこれはまさに

我々が考えなきゃならない、国の農業政策は変

えられないという認識がありました。 

 したがって、極端な言い方をすれば、政策を

うまく利用して生き延びる方法を考えるべきだ

と、まさにそうだというように思います。 

 これは、何も全て、全て、そのとおり、その

とおりというつもりはありませんけれども、認

識においては、農政は変えられないけれども、

行政と自分たちの農業は変えられる、このよう

な認識もやっぱり、私もまちづくりというか、

市政運営というものに当たって今感想をと、所

見をという話ありましたから申し上げるわけで

ありますけれども、やはり組織の壁があります。

そして、また制度の壁があります。 

 しかし、この組織の壁と制度の壁は、なかな

かこれは簡単には打ち破ることはできないし、

なかなか越えられない。ただいま国の農政は変

えられないけれどもという話ありましたけれど

も、なかなか変えられない。 

 私はその中で大事なのは、意識の壁を打ち破

るということがすごく大事ではないのかなとい

うように思っておりまして、その意識の壁とい

う中から、さまざまな挑戦する一つの課題とい

ったようなものを、その中に見えてくるんでは

ないのかなというように思っているところでご

ざいますので、今後ともただいま指摘されまし

た農業情勢が大きく変化しますよと、そのため

にはあらゆる選択を、これはだめだじゃなくて、

選択を排除するんじゃなくして、どうなんだろ

うという形で一旦受け入れてみると、そしてあ

る意味でいったら失敗も恐れずやってみると、

そしてやっぱりだめだったなというようなとこ

ろの中で、一つひとつ検証しながら前に行くと

いうような、そのような作業も大事じゃないの

かなというように思っておりますし、法人化の

問題につきましては簡単に法人化というわけに

はいかない部分もあるということです。経営体

の強化は法人化という中でやっていくというこ

とは、これ一つの時代の流れにあると思うんで

すけれども、特に私はいうところの農家所得を

ふやしながら、一つの遠野ブランドといったも

のをその中できちっと位置づけながらとなれば、

いうところの六次産業化といったような、これ

はもう昔からもう10年、15年前から六次産業化

ということは言われてきておる。それが農業の、

一つの農業の分野も成長産業と位置づけて、国

も六次産業化ということを言い始めてきている

ということになるわけでありますから、これを

受け入れるというのは、やっぱり当人たちも大

きな課題であったわけであります。 

 したがって、この産業振興という部分で農林

畜産部と産業振興部のそれぞれの組織の持つ、

それこそ特性をうまく生かして、そこを六次産

業という中で総合力を発揮できないかというこ

とで、仮称でありますけれども、六次産業推進

本部といったようなものをこの４月１日に立ち

上げたいというようなものもその中にある。 

 まさに、これはただいま議員が申し上げまし

たとおり、まず受け入れてみようと、その中で

やってみようと、そしてまたそのあたりをいろ

いろ検証していこうという部分の中においての、

一次産業と二次産業と三次産業のいうなれば総
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合力を発揮するというのも、この国の政策とい

ったのの大転換の中で一つのタイミングではな

いだろうかというように考えているところでご

ざいますので、よろしくお願い申し上げたいと

思っています。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  今、市長の御答弁

にありましたように、ぜひ意識の壁を打ち砕い

ていただいて、破っていただいて、遠野にマッ

チした農業政策を打ち出していただきたいとい

うことをお願いしたいと思います。 

 私が今、一番懸念しているのは、今回の農政

改革によって中小規模農家の経営はこれから立

ち行かなくなってしまうのではないかなという

こと、そしてこのことによって離農者がふえる

んではないかなということを心配しているとこ

ろであります。 

 ちなみに、市内の販売農家数は2,540戸なそ

うですが、このうち大規模と言えるかどうかわ

かりませんが、10ヘクタール以上耕作している

農家はわずかに40戸で、逆に１ヘクタール以下

の小規模農家、これは1,440戸というふうに伺

っております。 

 さらに、就農者数は約4,200ということです

が、年齢構成を見ますと働き盛りの50代以下は

わずかに960人で、60歳以上は逆に3,240人、こ

の比率は全体の77％を占めるということになり

ます。 

 このことから言えることは、小規模農家が余

りにも多く、かつ高齢化も進んでいる現状を正

確に認識して、その対応策をしっかりと講じな

ければならないということになろうかと思いま

す。 

 この対策につきましては、先ほどから部長、

それから市長にもいろいろと御答弁いただきま

したのでお話しませんが、いずれ農地の集積・

集約によって大規模化を図って──失礼しまし

た。この件につきましては、先ほど御答弁いた

だきましたので省略させてください。 

 ただ、中山間地の多い当市では、全ての農地

を集約し、大規模化することは困難ですので、

若い方は農業に見切りをつけて、職を求めて市

外に出てしまいますので、ますます人口減少に

陥ることが懸念されるわけであります。 

 それだけではなくて、先ほども市長もおっし

ゃってましたけれども、地域の方々が協力して

水路の底上げ、あるいは景観の草刈り、これを

行っておりますけれども、これも難しくなって、

遠野の豊かな農村景観あるいは水源の確保は失

われ、地域のコミュニティも薄れてくることが

懸念されるわけですが、このことに対する市長

のお考えを伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま具体的な数字

の中で小規模農家、大規模農家、それに就労し

ている年齢構成等についてもそれぞれ具体的な

数字を上げて、遠野市の現状についてお話があ

りました。現状は全くそのとおりだというよう

に思っております。 

 したがって、先ほどの質問の中でもありまし

たとおり、国が転換するからと云々じゃない、

やっぱり遠野の一つの特性といったものを見据

えながら、見据えながらというよりもそれをき

ちんと受けとめながら、であればどうすればい

いかというような部分の中におけるきめ細やか

な対応というのは、数的にも、あるいは面積的

には825平方キロという一つの市内の面積を考

えれば大きいわけでありますけれども、対象と

なる農家といったものは、ただいま申し上げま

したような数字の中に位置づけられるわけであ

りますから、これをきめ細かく行いながら、私

も何度もいろんな中で申し上げているわけであ

りますけれども、この遠野の持つ自然、そして

歴史、そしてまた文化、風土といったようなも

のは、これは守っていかなきゃならない。 

 また、後世の世代にそれをきちんとつないで

いかなきゃならない、その自然、歴史、文化、

風土という言葉でも言っているわけですけれど

も、良好な農村環境といったようなものも、こ

れも物すごい価値があるというか、大事な大事
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な一つの遠野の財産になるわけであります。 

 であれば、この遠野の良好な日本の文化とし

て、農村文化としての良好な農村景観といった

ものは、誰によってこれ維持されているのかと

なれば、やはりただいま申し上げましたような

小規模農家の方々の手によっても守られている

ということもそのとおりなわけでありますから、

こういった部分に対する一つのコストといった

ものを考え、そこでとれる収量、その中で得れ

る収入ばっかりじゃなくして、そのような景観

といったようなものも一つのコストと考えなが

ら、やはりこの農村景観を守る、そして維持・

保全していくというような取り組みも、また一

方、そのとおり大事になってくる。 

 したがって、その中の行き着くところは、た

だ集積だけじゃない、集団化じゃない、法人化

だけじゃないという部分のそのすき間の部分を

一つひとつ埋めていくっていう、言いかえれば

兼業農家ということにも、一つ言うことができ

るかと思っておりますけれども、そのような部

分もやっぱり大切にしていかなければならない

というのが、遠野の今置かれている状況ではな

いのかなというように認識しておりますので、

その認識を示しまして答えとさせていただきま

す。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  これも市長の答弁

のとおりかと思いますけれども、それと私、こ

れすばらしいな、そのとおりだなと思ったこと

があります。 

 それは何かといいますと、先日の市長の施政

方針演述にあったわけなんですが、農業振興部

と農林畜産部の連携のもとで六次産業を推進す

る本部を設立して、地域資源と遠野ブランドを

生かした商品開発、それから販路拡大に取り組

むと、このことこそが、これからの遠野の農業

振興に大きな効果と成果が期待されるような施

策であるというふうに、私は評価しているとこ

ろであります。 

 また、私自身も農家の、小規模ですけれども、

一人としてさらに頑張っていかなくちゃいけな

いというふうに覚悟しているところですが、さ

らにつけ加えさせていただきますと、地域に

中・小規模の農家の就農者を定着させるには、

兼業農家の育成と雇用の場づくり及び企業を退

職した方の就農、この環境づくりにもっと注力

すべきと考えますがいかがでしょうか。 

 特に兼業農家は家族農業になりますので、収

入源が複数になりますので経済や金融危機にも

柔軟に対応できますし、何といっても集落の活

性化や地域コミュニティが維持され、多面的機

能を維持、発揮しながら農業振興の継続が可能

になると思います。 

 反対に兼業農家がなくなってしまいますと、

雇用や生活が不安定な季節労働者がふえて、人

口流出が加速し、農村の生活基盤が崩壊してし

まうということが懸念されます。このことにつ

いて市長の御所見を伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  先ほども兼業農家の果

たす役割の中で、ある程度、遠野市の特性の中

からバランスをとったこの農業政策といったも

のを進めていかなきゃならないというお話を、

ちょっと認識を示したわけでありますけれども、

ただいまの御質問も、まさにそのことに対する

一つの提案も含めての質問であったんではない

かなと思っています。 

 やはり典型的な中山間地域であります。例え

ば、ＪＡ花巻の一つのくくりの中にあっては、

西和賀町という豪雪地帯もあれば、北上市、花

巻市のように米単作の、一つの肥沃な土地の中

で企業集積もあり、大規模な水田経営といった

ものもできる地域もある。 

 そして、もう一方においては、釜石市とか大

槌のように漁業を主体とするような、そこがＪ

Ａ花巻という一つのくくりの中にあると、だか

ら私よく県の関係者とかＪＡ花巻の幹部の方々

に言うんですけれども、やはり特にこの遠野と

いったような中山間地域の農業にあっては、特

にもう耕畜連携あるいは兼業農家、そのような
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部分のその漏れたところのきめ細かさをどのよ

うにフォローしていくかという部分が、やっぱ

り国の政策の中で大規模にという部分であれば、

国の制度があり、さまざまな支援策もあると、

しかし一方、それだけでは一つの進み入れない

という部分の中で、必ずそこにうまくはまらな

い部分が出てくるところを、市のほうとして関

係機関や団体とどのような連携をとりながら、

それをフォローしていくかという部分の中の一

つに、いうところのただいま御質問のあった兼

業農家という方々の位置づけもその中に見出す

ことができるんじゃないのかなと、そうすると

収量ではない農村景観、農村文化、遠野の誇る

べき自然、歴史、文化、風土といったものをそ

の中で呼び出すことができる、それに伴って交

流人口も来るということになれば、波及効果も、

あるいはいうところの経済効果もその中で見出

すことができる。 

 だから、そこに六次産業という付加価値をつ

ければ、それが特産品になったり、お土産にも

なったりするということになるわけであります

から、今度の農林畜産部と産業振興部をきちん

と有機的に連携させながら、そういった本部を

立ち上げて強力に推進するというのはこれまで

の経過を踏まえて、ただいま佐々木議員から御

質問あったようなこともきちんと形にしたいと

いうような思いの中から、そのような推進組織

を立ち上げたいということになったということ

でございますので、これまた御理解いただきた

いなと思います。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  次に、４項目めの

質問として、「営農計画と財務指標作成の支援

体制」について伺います。 

 今後、農地の集積と集約化によって、大規模

農家の増加が見込まれますが、この大規模農家

や集落営農事業が継続・発展し、失敗しないた

めには、営農計画を作成し、その活動結果を分

析・評価することで、初めて環境変化に即した

改善策を講じた営農計画の作成につなげること

ができると思います。すなわち、ＰＤＣＡサイ

クルによる経営管理が必要になるわけでありま

す。 

 また、この営農活動を分析・評価するために

は、財務諸表を用いた財務分析に基づくわけで

すが、農業経営では利潤の獲得を目指した経営

活動を行いますので、総資本経営利益率や売上

高、経常利益率などの収益の視点から分析する

ことが求められてくると思います。 

 しかし、今の農家の現状は、この営農計画や

財務諸表の作成について、経験や知識がほとん

どなく、御苦労されると思います。 

 よって、行政やＪＡサイドからの支援・指導

体制の構築とバックアップが必要であると考え

ますがいかがでしょうか。市長の御所見を伺い

ます。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいまの御質問の中

で、農家の方々の現状は、この経験や知識が、

営農計画や財務諸表の作成について経験がなく

てとまどっているんじゃないだろうかと、した

がって行政サイドやＪＡサイドから支援・指導

体制の構築とバックアップが必要ではないかと、

全くそのとおりだというように思っておるとこ

ろでございますので、これにつきましても先ほ

ども示したとおり農家支援室というか、アスト

の機能を充実・強化するという答弁申し上げた

のでありますけれども、担当部のほうでは、こ

れにつきましても具体的にいろいろ協議してお

りますから、その状況につきまして、担当部長

のほうから答弁いたしますのでよろしくお願い

いたします。 

○議長（新田勝見君）  大里農林畜産部長。 

   〔農林畜産部長大里政純君登壇〕 

○農林畜産部長（大里政純君）  命によりまし

て答弁させていただきます。 

 今、市長答弁にありましたアストの充実とい

うことのほかに、昨年12月の26日に東北銀行と

の業務推進協定を結んでおりますので、こうい

ったところのノウハウをおかりいたしまして、
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十分、農家指導なども行っていけるよう取り組

んでまいりたいというふうに思っております。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  承知しました。ぜ

ひやっていただきたいと思います。 

 次に、２点目の質問として「本庁舎の整備計

画について」伺います。 

 この件につきましては、市民の皆さんも高い

関心をお持ちのようで、いろんな方々から、い

つごろ、どこにつくるのかといったような質問

をよく受けております。 

 そこで、まだ決定していない部分もあるかも

しれませんが、市長のお考えを含めてお答えい

ただきたいと思います。 

 先般、岩手日報紙に「新たな本庁舎がとぴあ

庁舎周辺に整備」というような見出しで報道が

なされております。 

 また、この結果を受けて、当局から議員全員

協議会に御説明をいただきましたので、その内

容について、２項目に分けて質問させていただ

きます。 

 私はこれまでこの本庁舎問題について、何度

かにわたって一般質問をさせていただいており

ますが、その内容は、現在14拠点に分散されて

いる分庁舎では、仕事上の機能や効率が悪くな

ることや１カ所で要件を済ませることができな

い行政サービスの不便さ、コスト面で無駄が発

生すること、そして職員のモチベーションが低

下することなどの理由から、可能な限り１カ所

の本庁舎に集約すべきであるということを提案

させていただいておりました。 

 今回このことに関連して、進化まちづくり検

証委員会から示された提案内容は、私の提案と

ほぼ同様に、「本庁舎に機能集約すべき」とい

うことになっておりますので、大変満足し、ま

た歓迎しているところでもあります。 

 この御提言を受けて改めて感じるのは、新本

庁舎建設に当たっては、市民の利便性の向上と

安全確保、柔軟で質の高い行政運営、市民との

一体感の醸成、さらに新庁舎の規模については

できる限り財政面の負担を軽減できるよう、効

率的でコンパクトな庁舎とすることが重要であ

ると考えます。 

 ただし、災害発生時に復旧・復興拠点として

の役割も果たせるような規模と機能の確保も考

慮しなければならないと考えます。 

 以上のような観点から質問させていただきま

すが、まず１項目めの質問として、本庁舎の設

置場所について伺います。 

 今回の検証委員会の検証結果では、とぴあ周

辺に設置するのが望ましいということになって

おりますが、私の少ない情報範囲からの判断で

は、旧本庁舎周辺に設置するほうが望ましいと

思われますので、以下の内容に沿っていろいろ

と質問をさせていただきます。 

 まず、１点目の質問としましては、経済比較

について伺います。 

 本庁舎をとぴあ周辺に設置する場合と旧本庁

舎周辺に設置する場合について、民有地の買収

や立ち退きにかかわる費用と、庁舎建設にかか

わる費用の創設費、イニシャルコストと、それ

から維持費、ランニングコスト、建設後のラン

ニングコスト、これについて比較検討はなされ

ているでしょうか。 

 また、比較されていると、比較検討されてい

るとしたら、それぞれどれぐらいの費用を計算

されているかについて伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいまは本庁舎新築

と申しますか、再建に向けての佐々木議員の認

識も含めての御質問があったわけであります。 

 先般、全員協議会の場でも、これまで検討し

てきた経過あるいはこの検討委員会と申します

か、市民懇話会の議論の経過、中心市街地を中

心として周辺のほうにという中におけるその経

過も、そしてまた２月６日に行われました第二

次進化まちづくり検証委員会、７人の方々、こ

れ、あえて申し上げますけれども、しがらみの

ない、遠野を客観的に、そしてまた私は非常に

大事な視点だというように思っておりますけれ
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ども、20年、30年を見据えた中における遠野の

まちづくりという一つの視点の中から、この庁

舎問題も考えなきゃならないかというように考

えておったところでございましたので、第二次

進化まちづくり検証委員会の委員の方々にも、

この問題について丁寧に御説明をしながら意見

をいただいたわけであります。 

 私といたしますと、この２月６日の進化まち

づくり検証委員会のこの庁舎問題に対する議論

は、大変有意義なものでありました。そして、

ちょっと言い方あれでございますけれども、満

足度の高い議論をしていただいたなというよう

に捉えたところであります。 

 と申しますのは、その中にはいろいろ、今、

佐々木議員からありましたとおり、もとの庁舎

跡でもいいんじゃないかというような意見も委

員の方から出ましたし、非常に多岐にわたるい

ろんな角度から議論が深められ、その上で山田

委員長のほうで最後に取りまとめをいたしまし

て、とぴあ周辺がベターではないだろうかとい

うような一つの方向性として、まとめていただ

いたというような経過があるわけであります。 

 これは、この第二次進化まちづくり検証委員

会は決定機関ではありません。意見をいただく

場としてのそのような位置づけでありますから、

私はその場で、この提言というか方向性は、尊

重させていただきますというようなコメントを

申し上げているところであります。 

 したがいまして、この経営財政から含めて経

済比較、さらにはさまざまな環境、周辺の整備

といったようないろいろな課題もあるわけであ

りますから、これをいろいろ御説明をしながら、

あるいはあらゆる角度から検証しながら、一番

の大事なのはとぴあ周辺といっても用地をどの

ように、地権者の皆様の御理解をいただけるの

かというような部分も、一つの大きなハードル

としてあるわけでありますから、そのようなこ

との手順を誤らないような丁寧な説明の中から、

最終的に建設場所の絞り込みという作業にもっ

ていきたいというように思っておりますので、

佐々木議員から一つの意見として、方向性とし

て、またこの場でこの問題についてはさまざま

議論をやりとりをしたという経緯も、私もきち

んと認識しておりますので、そのようなことも

踏まえながら、このプロジェクトには対応して

まいりたいと。 

 特に、市議会機能をもう本庁舎のほうにとい

うことが、もうこれ提言としていただいている

わけでありますし、またそれはごく当然なこと

だというふうに思っておりますので、市議会の

ほうからもこの用地の絞り込み、機能の集積と

いったものについての意見をいただくような、

そのような場も設定しながらということも考え

ているとこでございますので、よろしくお願い

いたします。 

 なお、この住民の皆様、関係者の皆様にやは

り丁寧な説明、説明ということは極めて大事だ

というように思っておりますので、この３月８

日、９日、土曜、日曜でありますけども、土曜

の午後と夜、日曜の午後と夜、周辺の中心市街

地の関係者の皆様、それから市民の皆様に全員

協議会で説明した内容、あるいは進化まちづく

り検証委員会で委員の皆様に説明した内容を、

丁寧に市民の皆様にも説明するというような形

でのスケジュールを組んでいるところでござい

ますので、そのような手順を大事にして、そし

て最終的にはどこかに絞り込まなきゃならない

わけでありますから、その作業を慎重に進めて

まいりたいというように思っているところであ

ります。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  まだ決定していな

い中で、非常にお答えしにくいかもしれません

が、市長の思い、心の中も含めて支障のない範

囲以内でお答えいただきたいと思いますけども、

この設置場所の検討にあたりまして、進化まち

づくり検証委員会では土地の買収、あるいは立

ち退きにかかわる、要する費用については考慮

されての上のとぴあ周辺がいいと思いますとい

う御提言だったのでしょうか。それとも、本庁

舎建設にかかわる費用のみをお考えでの御提言
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でしょうか、その辺を伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  地権者の方々へのどの

ようなアプローチをと、それからまたその費用

も考えてのことなのかという部分あるわけであ

りますけども、これは今後まさに具体的にあら

ゆる角度から検討していかなきゃならない課題

だというように思っているところでございます

ので、先ほど申し上げたような一つのスタンス

の中で丁寧にという。 

 ただ、１つは財政といったようなものを、財

源といったようなものが極めて大事なわけであ

りまして、私の聞いた情報によりますと、この

特別交付税の措置は、よくても28年度くらいま

では制度として生かせるけども、多分財務省は

いつまでも引きずるようなことはしないだろう

と、必ずもう元栓を締めてくるだろうとなれば、

10億とも12億とも言われる財源を活用できなく

なるというような一つの、背に腹を変えられな

い一つの現状もありますから、やはりかなり厳

しい日程ではありますけども、何とか関係者の

皆様の協力をいただきながら、絞り込みといっ

た作業を行ってまいりたいというように思って

いるところでございます。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  コスト比較までは

まだ行われていないという御答弁であったと理

解しますが、実はとぴあを建設して既に20数年

が経過しているわけであります。当然、耐用年

数という面から老朽化もそれなりに進んでいる

はずであります。さらに、隣地に新設する庁舎

館に渡り廊下をつくる必要もあろうかと思いま

す。これらのことを、長期的な視点に立って検

討した場合、やはりむしろ旧本庁舎に建設した

ほうが経済的になるんではないかなと、私は考

えます。ぜひ将来形態まで含めて、総合的な経

済比較をやっていただいてということをやって

いただきたい、こういうことを申し上げまして、

次の２点目の質問に入らせていただきます。 

 ２点目は、庁舎に求められる機能として、誰

にでも使いやすい庁舎であるべきと考えますが、

現とぴあ庁舎は御存じのように２階フロアに設

置しておりますので、高齢者や身障者には不便

さがあると思います。また、とぴあ庁舎は交通

量も多くて、付近の渋滞を引き起こすことも懸

念されます。この対策として、周辺道路の整備

を検討されているかどうかについて伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  これは、20年どころか

30年、40年の遠野の中心市街地というか、コア

となる部分のまちづくりといったものにつなが

るプロジェクトであるわけでありますから、か

つてそこに本庁舎があったからそこに建てれば

という部分の考えじゃなくてして、遠野の一つ

の遠野郷というこの825平方キロ、そこにいう

ところの鱒沢、宮守、達曽部もいると、11とい

うような一つの集落、というよりも旧村単位で

それぞれ地域コミュニティがきちんと維持され

ているという部分の中にあって、そのコアとし

ての遠野の中心市街地のまちづくりだというこ

となわけでありますから、ただいま申し上げた

ようなことをあらゆる角度から検討しながら、

その周辺環境の整備といったらもう機能だけじ

ゃなくて周辺環境をどうするのかと。 

 したがいまして、これも一つのあれなんです

けども、駅から大手先までの、博物館までの駅

前通り、あの通り商店街としての体裁はもうか

なり失われてきているという部分の中にあって、

ふるさと創生事業の民話通りもどうも機能して

いないというような状況にもあるわけで、そこ

を横文字でありますけども、ブラッシュアップ

をしながら魅力あるまちづくりという部分の中

にあっては、庁舎問題もその一環として考えて

いかなければならない。 

 建物を建てて、そこに機能を集約するんじゃ

ない、高齢者社会だと。そしてまた、車社会だ

といったようなことをとらえながら、二次交通

とどのように連携を図ったらいいのかというよ

うなことも検討しながらというプロジェクトに
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なろうかという、既に本庁舎再建じゃなくして

まちづくりであるというような中で捉えていき

たいというように思っております。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  ３点目の質問をさ

せていただきます。 

 「事業は人なり」とは松下電器、現パナソニ

ックの創始者、松下幸之助さんの言葉なわけで

すが、職員の皆さんには資質向上を図っていた

だき、市民から頼られ満足していただけるよう

な行政サービスの提供を付託されております。

また、このことに応えるために、快適な職場環

境の確保が求められます。そして、この職場環

境には職員間の内部環境と建物構造の外部環境

の二面性があると思います。私が問題視するの

は、外部環境の建物構造についてであります。 

 実は、とぴあ庁舎は商業ビルですので、今の

事務室内にはほとんど窓ガラスはありません。

したがいまして、外からの自然採光はほとんど

取れない状況にあります。これでは、内部で仕

事をする職員にとって強いストレスを感じ、満

足な仕事ができない環境下に置かれていると思

います。 

 このように自然環境を取れない事務室は、短

期間の応急措置的なものであればやむを得ない

かもしれませんが、長期にわたって放置状態に

されますと精神障害等の病人発生等が危惧され

ます。 

 よって、今回の本庁舎の設置場所の検討にあ

たっては、この自然採光対策についても検討す

べき重要な課題であると考えますがいかがでし

ょうか、市長の御所見を伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  御指摘のとおり、今の

とぴあ庁舎は仮庁舎であります。したがいまし

て、採光といったような採光窓といったものに

ついては求められていないと。 

 したがって、先ほど来何度も申し上げますと

おり、仮庁舎じゃなくて本庁舎として、今のと

ぴあ庁舎を機能させるということになれば、当

然のことながらこの用途変更の確認申請といっ

たものの中で、基準に沿って採光窓の設置など

の改修も行わなければならないということにな

ってくるわけであります。 

 一般職員の皆さんといろいろ懇談したときも、

やはりパソコンを見ているわけですよね。ぱっ

と顔を上げたときに外を見れないというような

部分での、職員からもそのような課題がありま

すよということは指摘されておりますので、た

だいまの御意見をきちっと踏まえながら、これ

からのあらゆる角度というのは今のお話したよ

うなものも検討課題に入ってくるということに

なるかと思います。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  ただいまの御答弁

では、窓ガラスの設置、これを検討されている

というふうに私理解しましたけども、これは先

ほども話しましたけども職員のメンタルヘルス、

この面からもぜひ速やかに対応していただきた

いというふうに思います。 

 ただ、ちょっと一般論としてお話をさせてい

ただきますと、とぴあは、とぴあの建物は鉄筋

コンクリートづくりだと思います。もしそうだ

とすれば、外側の壁は耐震壁になっている可能

性があります。耐震壁であれば、当然壁に穴は

あけられません。そのような工法基準になって

いるかと思います。耐震壁でなければ、もちろ

ん穴はあけられるわけですけども、穴をあけて

窓枠をつけるとなると、今度はその建物の構造

が強い弱いの面からいいまして、大分軟弱化す

るはずなんですよ。そうすると、それにかかわ

る耐震対策といいますか、補強工事もしなくち

ゃいけない。そうすると、それにも薄財とはい

いませんが、かなりたくさんの費用がかさんで

くると思いますが、その辺の構造計算をされた

上での窓ガラス設置についての御検討というこ

とでしょうか、その辺伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 
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○市長（本田敏秋君）  ちょっと論点が、私は

まだとぴあの場所も機能もこれからあらゆる角

度から検討しなきゃならない、そのために丁寧

な説明もしていかなきゃならない。また、いろ

んな関係者の理解もいただかなければならない。

その場合に、いろいろ検討した結果、進化まち

づくり検証委員会の提言はあくまでも尊重する

という立場なんです。それを受けて決定したと

いうことではないわけであります。 

 今、お話ありましたとおり、さまざま耐用年

数の問題もある。採光の問題もある。あるいは

いろんな建築基準法の問題もあると。いろんな

ものの中から絞り込みながら、どれが一番ベ

ターなのか、安心安全なのか、もちろん最大限

は市民の皆さんにとって一番利便性があるのか、

もう一方においては職員にとっても、まさに市

民の皆さんの行政サービスに従事するような形

での、一つの環境が保持できるのかといったこ

とをよく考えた上で決めていくわけであります

から、ただいまもうあたかもあそこの場所に決

まったとばっかりいわんような議論は、ちょっ

とまだ早いんじゃないかなと、これからその議

論はいろいろしていかなきゃならないかという

ように思っておりますので、よろしくお願いい

たします。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  失礼しました。今

の件は市長のおっしゃるとおりだと思います。 

 次に、４点目の質問に入らせていただきます。 

 本庁舎の設置場所をとぴあ周辺が望ましいと

した理由について、将来の人口推計や縮小の時

代に向けた準備として、コンパクトシティーと

いう概念を掲げておられますが、私はむしろコ

ンパクトシティーを標榜されるのであれば、次

のような理由から本庁舎周辺に設置するのが望

ましいというふうに考えます。 

 その理由は、何点かありますけども、一気に

その辺の内容を述べさせていただきます。 

 まずその1つ目としましては、駅前に一極集

中を図るよりも、ある一定のエリア内にコンパ

クト化を図るような配置、例えば駅前の 500

メートル圏内とか、このことによって将来の都

市計画にも柔軟な対応が可能になるというふう

に考えます。 

 それと、２つ目としましては中心市街地の活

性化を図るためには、城下町としての町屋の風

情を生かした商業施設エリアとしてのにぎわい

を追求すべきと考えます。 

 ３つ目としましては、とぴあ庁舎退去後のテ

ナント誘致が課題とされておりますが、テナン

トには商店や開業医、理髪店、美容院等を積極

的に誘致していただいて、空きスペースには市

民の交流の場として、イベント広場や憩いの場

を設けるべきと考えます。 

 そして、４つ目としましては中心市街地を活

性化させるには、まちおこしセンターと文化研

究センターの撤去跡に、ＩＴ企業やコールセン

ターを誘致することによって、中心市街地には

若者が往来して活性化が期待できると思います。 

 そして、最後の５目としましては、旧本庁舎

周辺には警察署や遠野小学校、そして稲荷下地

区の住宅団地が隣接しておりますので、清閑な

地区であります。また、道路の交通事情もよく

て、地震や火災、ゲリラ豪雨、豪雪など、緊急

災害発生時には迅速な対応が可能であります。

一方、とぴあ周辺の道路状況は、狭隘なことか

ら緊急災害発生時の避難通路等の確保は困難で

すし、冬場の雪の排雪にも難儀するかと思いま

す。 

 以上の理由から、私は旧本庁舎周辺に設置す

るのが望ましいと考えますが、いかがでしょう

か、市長の御所見を伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま、この３つの

視点と５つの切り口から、このプロジェクトに

進めるにあたっての一つの視点が示されたわけ

であります。 

 先ほど御質問お答えしましたとおり、これは

遠野市としての将来の展望を見出すまちづくり

として本庁舎を位置づけているということなわ
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けであります。人口のシミュレーション、ある

いは年齢構成、産業構造、そして何にも増して

のこの道路インフラ、さらには情報通信のネッ

トワーク、遠野インフラのネットワーク、情報

通信のネットワーク、これが加速度的に整備が

進められてくるわけでありますから、そういっ

た点をよくを捉えた中におきまして、一つのま

ちづくりという視点の中からの捉え方というこ

とで、用地の絞り込みということになるんでは

ないかなというように思っておりますから、た

だいま示されたものにつきましては、一つの提

言として、また意見として受けとめておきたい

というように思っております。 

○議長（新田勝見君）  まだまだあります。午

後１時まで休憩いたします。 

   午後０時04分 休憩   

────────────────── 

   午後１時00分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  午前に引き続きま

して、本庁舎の設置場所に関して５点目の質問

に移らせていただきます。 

 ５点目の質問は、エコと環境に配慮した庁舎

について伺います。 

 太陽光や太陽熱等の新エネルギーを活用した

省エネルギー機能をつけ加えることで、ランニ

ングコストの抑制とエコ庁舎というイメージづ

くりができるかと思います。また、周辺環境や

景観に配慮、調和したデザインということも望

まれますが、これらへの対応はやはり旧本庁舎

周辺への建設であれば容易に、比較的容易に可

能であるというふうに思いますので、この辺に

ついて市長のお考えを伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この庁舎問題と再可能

エネルギー、いうところのエコエネルギーとい

ったようなエコに配慮したという部分について

は、時代の要請というものがございまして、ご

く当然の形で検討し、議論していかなきゃなら

ない課題だというように思っております。 

 昨年来、この再可能エネルギーの問題、エネ

ルギービジョン等を策定すべきではないかとい

うような形での御質問をいただき、そういった

ことを踏まえながら、12月１日付で庁内の若手

職員４人をプロジェクトチームの一員として辞

令を出しまして、さまざま先進地事例あるいは

いろんな成功事例、失敗事例につきまして検証

を加えていただいて、ビジョンとしての取りま

とめ作業をいただいておりますので、それらを

十分踏まえて、この本庁舎再建問題にもそのビ

ジョンとその方向性を生かしてまいりたいとい

うように考えているところでございますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  ぜひ今のような御

答弁の方向で進めていただきたいと思います。 

 この件に加えまして、最近言われていますけ

どもスマートコミュニティということも考慮す

る必要があろうかと思います。このことは、行

政が率先して再可能エネルギーとＩＴを活用し

て電力の地産地消、あるいは発電設備の廃熱利

用、さらには自動的にエネルギーの需給を制御

して、省エネ効果を高めることができるように

なりますので、ぜひこのことも考慮していただ

きたいということを申し上げて、次の質問に入

らせていただきます。 

 次に、２項目めの質問としまして、本庁舎新

築に向けた今後の予定について伺います。 

 前回の議員全員協議会でいただいた資料には、

今月３月の内部検討会議で本庁舎の整備方針を

決定し、平成27年度には建設工事に着手すると

いう慌ただしい作業スケジュールになっており

ます。 

 しかし、この本庁舎は単に行政事務を行うだ

けの施設ではなくて、市民が集い、行政と市民

が連携して市政を進めていくという観点から、

行政側だけでは見えこない市民目線から庁舎の
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役割と機能、あるいは庁舎の設置場所などにつ

いて、市民とよく議論を尽くしていただいた上

で決定することが肝要であると考えますが、こ

のことに対する市長のお考えを伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま慌ただしいと

いう日程だというような話がありました。確か

に、日程的に見るとかなりきつい日程の中でこ

のプロジェクトを進めていかなければなりませ

ん。 

 特に、この東日本大震災の罹災した公共施設

を建てかえる場合、原型復旧に相当する分が震

災復興特別交付税、遠野市のこの庁舎問題でこ

れを当てはめますと、約11億4,000万ほど国か

ら財源手当をされるということになるわけであ

りますから、これはきちんと踏まえた、これを

利用しない手はないということになるわけであ

りますので、そういった意味においてはかなり

慌ただしくなる。 

 ただ、ここで佐々木議員にも御理解いただき

たいんですけども、行政としてという中で市民

と向きあうということでありましたけども、今

度の本庁舎には議会機能も入っているわけであ

ります。したがいまして、議会機能が今度は市

民をどう向き合うかということも一つの大きな

検討課題になるわけでありますから、ともども

検討してまいりましょうという中における、ま

さに課題を共有しながらどうすれば本当に市民

の皆様にとって必要な庁舎として、機能として、

それは行政機能もさることながら、議会機能も

その中に入っているんだということも一つ認識

いただければということを申し上げまして、答

えとさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  もちろんこの市庁

舎建設にあたりましては、議会としても今、議

会改革ということで鋭意市民のほうを見ながら、

市民の意向をできるだけ吸収し、それを行政に

反映するように今取り組んでいるところですの

で、今後もぜひそういったことでいろんなこと

も市民を代表してお話をさせていただいたり、

質問したりするようにしますので、その際には

よろしくお願いいたします。 

 今回質問させていただいたこの農業振興策、

それと本庁舎の整備計画、これにつきましては

先ほど来、話しているんですけれども、市民の

関心度、大変高いですし、また遠野のこれから

の経済あるいは人口にも大きな影響を及ぼすこ

とになろうかと思いますので、ぜひ市長も大変

前向きな御答弁いただきましたけども、市民に

御満足いただけるような方向に導いていただき

たいということを申し上げて、私の一般質問を

終わります。 

○議長（新田勝見君）  次に進みます。 

 １番萩野幸弘君。 

   〔１番萩野幸弘君登壇〕 

○１番（萩野幸弘君）  緑風会所属の萩野幸弘

でございます。 

 まず、質問に先立ちまして、私からも午前の

同僚議員の質問の中にもございましたが、東日

本大震災津波の被災者の方々へのお見舞いにつ

きましては、私も全く同感でございます。また、

先月、関東甲信地方を襲いました記録的な大雪

で被害を受けられました皆様にも、同様にお見

舞いを申し上げる次第でございます。 

 そしてまた、先月はソチオリンピックという

ことで、東北ゆかりでは宮城県の羽生結弦選手

が金メダルと獲得という明るい話題もございま

した。引き続き、パラリンピックにおいても選

手の皆さんの頑張りと勇気をもらえることを期

待しておりますし、私も一国民として応援して

まいりたいなと思っております。 

 それでは、早速、通告に従いまして、一般質

問をさせていただきたいと存じます。今回は、

大項目２点についてそれぞれ一問一答形式で行

います。 

 まず、大項目１点目、若者の出会い創出につ

いてと題して質問をいたします。 

 去る２月18日に開催されました議員全員協議

会で配付された資料によりますと、26年度予算
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に関して当局が直ちに取り組む２つの緊急優先

課題として掲げたテーマの１つに「子育てする

なら遠野」子育て支援と教育環境の整備という

項目がございます。 

 私は以前から、現代の少子高齢化社会にあっ

て、少子化については克服できるという持論を

展開してまいりましたが、今回、このような直

ちに取り組むという文言をつけていただいたと

いうことは、非常に意味深いものと私は捉えて

おりまして、市長はじめ当局各位の御英断に深

く敬意を表する次第でございます。 

 しかしながら、一つ気になる部分も実はござ

いまして、具体的な政策に目を向けていきます

と、子育て以降の政策ばかりが目立ちまして、

それ以前のいわゆる男女の出会いから結婚に至

る部分の具体的な対策が見えてこないというの

が、私個人としての率直な感想でございます。 

 物事には順序とか順番がございますけれども、

子育て対策をするためにはまず子どもがいるこ

とが当然大前提となります。それ以前の条件と

して、子どもが生まれる環境が必要、子どもが

生まれるためには男女が結ばれることが必要で

すし、そのためにはその男女の出会いがなけれ

ばなりません。 

 しかしながら、現代は晩婚化や未婚化、仮に

若いうちに結婚しても子どもをつくらないとか、

あるいはできないなど、子育て以前の環境に深

刻な問題を抱えている、現代はそんな状況下に

あるのではないかなと私は感じております。 

 先日、いわゆる若い子と申しますか、20歳前

後の若い子に異性との出会いの機会についてど

うなんだろうかということで、ざっくばらんに

尋ねたことがございます。そうしましたらば、

その若い子たちは遠野では出会いがないとか、

いい人がいないという感想を伺いました。実際

にいないのか、恥ずかしがって言わなかったの

かは定かではありませんが、また一方では若い

子たちの出会いの範囲が市内だけでなくて、市

外にまでも広がっているようでして、たまたま

私が聞いた子が全部そうだったのか、偶然かは

わかりませんが、私が聞いた子はおつき合いし

ているお相手は、複数にわたって市外にいる方

ということでした。 

 じゃあ、きっかけは何なのだと聞きましたら

ば、ＳＮＳだと。いわゆるソーシャルネット

ワークサービスの略ですかね。いわゆるイン

ターネットでの交流サイトだそうです。それで

も、最終的にそのお相手が市外から、外から市

内に遠野のほうにその子を追いかけてきてくれ

れば非常にありがたいんですが、実際はその逆

ということで、相手を追っかけて出ていくとい

うケースが、たまたま私の周りでは多く、とて

も残念な思いをしております。 

 そういった背景を踏まえた上で、せっかく優

先課題として子育て対策を上げておられるので

あれば、そのルーツともいうべき男女の出会い

対策こそ喫緊の課題として取り組んでいただき

たいと私は思うわけでございまして、その点を

本市ではどのように捉えていらっしゃるのか、

ぜひ何点かにわたって御確認をさせていただき

たいと思う次第であります。 

 それで、まず現状確認の意味で最初の質問で

ございますが、日本の結婚適齢期人口の算出に

おきましては、男女とも20歳から34歳を用いる

とされているようなんですが、その年代の本市

における人口は、どれだけいらっしゃるのかに

ついてまずお尋ねをいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  萩野幸弘議員の一般質

問にお答えいたします。 

 冒頭、東日本大震災、また先般は関東甲信越

地方を襲った豪雪といった中に、備えあれば憂

いなしという言葉がいかに大切な言葉であるか

といったことを物語った災害ではなかったのか

なというように思っておりまして、復興に向け

て懸命に頑張っている被災地の皆様、あとは思

いがけない孤立というような状態の中で、雪の

恐ろしさといったものを感じた関東甲信越地方

の皆様にも、遠野市が友好関係を結んでおる山

梨県の南部町と身延町でも、孤立集落がかなり

出たという形での報告もあったところでござい
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ますから、ますますそのような連携も深めてい

かなきゃならないというように思っているとこ

ろでございますので、災害といったものに対す

る対応といったようなものを、改めていい意味

での緊張感を持ちたいものだというように思っ

ているところであります。 

 さて、このいうところの少子高齢化という中

に人口減少と、さまざま対策施策は見えるけど

も、その前提となる結婚あるいは出会い、結婚

といったようなあるいはそういったものに対す

るものがどうもよく見えないんではないかなと

いうことの御質問はあったわけであります。 

 ちなみに、ただいま萩野幸弘議員は20歳から

34歳という形で適齢期といったところの数字が

示されたわけでありますけども、私は一方にい

ったら39歳まではまだいいのかなというふうに

思ったりいたしまして、20歳から39歳までとい

う中で、遠野のこの人口をちょっと把握してみ

たところであります。 

 ２万9,367人、これが総人口、これに対して

いわゆる適齢期と言われる20歳から39歳までの

人口、男性が2,701人、9.2％、女性が2,419名、

8.24％、合わせて5,120人、17.44％がこのよう

な適齢期という年齢層に当てはまる人口として、

遠野が持っている数字であります。 

 したがって、この数字の年齢層にどうアプ

ローチしていくかということが極めて大事なこ

とであり、御指摘のあったような中で「子育て

するならば遠野だ」というんであれば、その前

提としての出会い、結婚といったようなものも

もっと力強く後押しすべきではないかなという

ことは当然だというふうに思っておりますので、

子育てするなら遠野構想推進本部といったよう

なものを４月に立ち上げてというようことにな

っているわけでありますけども、その弱みの部

分、あるいはもっともっと手厚くアプローチし

なきゃならない部分を、今子育て総合プログラ

ムの中でいろいろ検討しておりますけども、私

なりの見方からするとまだやるべきことは、と

りあえずやらなきゃならないことはやっている

んだけど、総合プログラムとするにはまだまだ

議論し検討しなきゃならないことがあると。 

 したがって、今のプログラムは大体答案用紙

にすれば70点くらいかなということであれば、

あとの30点はただいま、今御指摘のあったよう

なところに遠野として何ができるかというよう

なところを、もっともっときちんとした検証を

加え、またその検証を加えるだけじゃなくして、

政策としてきちんと位置づけ、そこには必要と

あらば財源手当もするという中における取り組

みをより強化してまいりたいと。「子育てする

ならば遠野」という総合プログラムを、一日も

早く皆様のほうにきちんと、市民の皆様にきち

んとお示しできるような作業を加速させたいと

いうふうに考えておりますので、よろしくお願

いいたします。 

○議長（新田勝見君）  １番萩野幸弘君。 

   〔１番萩野幸弘君登壇〕 

○１番（萩野幸弘君）  わかりました。39歳ま

でと、今はどんどん高齢化社会ですが、みんな

元気で頑張っているということからすれば十分

範疇だと思いますので、この17.44％のその年

代の方々、多いか少ないかという議論はここで

はしませんが、私は前向きに捉えればまだまだ

捨てたものじゃないと、これからだと。そんな

にいるんだなということで勇気をもらったとこ

ろであります。 

 それでは、次の現状把握なんですが、昨年１

年間の婚姻件数、しからば今度は婚姻件数、こ

ちらは何件でしょうか。そして、今後どのよう

に推移すると見通しといいますか、分析をお聞

かせいただきたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  さて、この婚姻件数が

どのような推移を取っているかということであ

りました。この数字も実数としてきちんと把握

することも大事なことだというふうに思ってお

りますので、申し上げますと23年１月から12月

までは94件、それから24年１月から12月まで11

4件、そして25年１月から12月までが95件とい

う推移になっております。 
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 この24年1月から12月まで114件となっており

ますけども、これが震災という一つの災害の中

から、人と人とのつながりであり、家族といっ

たものがいかに大切なものであるかということ

が、今の若い方々にもさまざま問題提起したん

じゃないかというような、そのような論評も言

われているというのが、この114件という数字

になってあらわれたのかななんて思いながら、

この数字を見ているわけでありますけども、い

ずれ今後もこの100件前後は婚姻という中にお

ける件数は、100件前後は遠野市の場合続いて

いくんじゃないのかなという見通しに立ってお

ります。 

○議長（新田勝見君）  １番萩野幸弘君。 

   〔１番萩野幸弘君登壇〕 

○１番（萩野幸弘君）  わかりました。私も独

自で婚姻件数を調べましたが、今は最近の部分

でお示しをいただきました。1980年代以降のは

インターネットを調べるとすぐ出てくるようで

すので、それを見ますと1980年から89年までは

全部で10年間ですけどもね、1413件ということ

ですから、年平均141件ほどということですか

ら、年によってふえたり減ったりしているよう

です。 

 ですから、今市長のほうからもお示しありま

したとおり、減ったと思えばふえる、またとい

うそういう状況ですので、100件前後という見

通しもそうなのかなと思いつつも、ただふえて

いく要素というのはまだ今のところ非常に少な

いということですので、先ほどの話に戻る形に

なりますが、何かやっぱり具体的な状況をきち

っと分析をして、しかるべき対策をとっていっ

たほうがいいのかなと思います。私的には思っ

ております。 

 それでは、次の質問になりますけれども、そ

の婚姻件数、大体見通しは示されたわけですが、

過去にこの婚姻件数を今のような形できちっと

市として捉えて、それを伸ばそうということで

取り組んだ経緯というのはあるのかないのかに

ついてお伺いします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この取り組みについて

の、これまでの経過ということについては、議

員各位も御案内のとおり今議場でもこの問題に

ついてはいろいろ議論が交わされたという経緯

があります。 

 そういった中にございまして、これはなかな

かいうところの決め手がないという部分になれ

ば、最初から言い訳しているようなものでござ

いますけども、なかなか決め手が見出せないと

いう中で、いろいろ試行錯誤を繰り返してきた

という一つの背景にもあるんじゃないかなと思

っていますけども、これまで19年度からイベン

トの開催を継続しておりますけども、32回の若

者出会いの創出イベントを開催しまして、約、

人数にいたしますと650名ほどこれに参加して

おります。 

 これを回数で割り返せば１回平均約20人の方

に参加いただいて、その中から数組のカップル

も出たということにもなり、かすかであります

けども手応えを感じていると。お隣の花巻市な

どでは「モテモテ塾」といったような開設をす

ると。それからいろんなあれを見ますと、もう

大胆な発想というか、思いがけない発想の中か

らこういった出会いといったようなものを、こ

こにチャレンジするケースも結構ありますので、

やっぱり発想を変えるといった中で、こういっ

た機会を創出することが大事じゃないかなとい

うように思っておりますし、あとこのコミュニ

ケーションという部分に携帯電話、あるいはパ

ソコンといったようなインターネットという一

つの時代背景があるかどうか、会話力、コミュ

ニケーション力といったものがなかなか欠落し

ているんではないかなというようなこともあっ

たりして、そういったものをいかに回復させて

男女の出会いといったようものを、より有効な

ものに持っていくかという部分における専門講

師による男女別のセミナー開催、いうところの

婚活、意識改革といったようなものも、なんか

今の時代の要請とすれば必要なのかなというこ

とも、私もちょっと感じているところでござい
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ますので、こういったようなものにつきまして

も、それこそ通り一遍の答弁になりますけども、

いろんな角度から出会い創出といったものにつ

いての取り組みを試行錯誤してまいりたいとい

うように思っているところであります。 

○議長（新田勝見君）  １番萩野幸弘君。 

   〔１番萩野幸弘君登壇〕 

○１番（萩野幸弘君）  通告していますので、

この後質問しようかなといった部分もの若干触

れていただいたようですが、何とかその辺を酌

みながらまとめていきたいと思いますが、いず

れ決定打といいますか、確かにこれどうやった

らいいのかと。本人たちの気持ちもあるもので

すから、なかなか決め手がないというのもその

とおりだと思います。 

 男女の出会うようなイベントを取り組んでき

たと。その中からカップルとして20名、１回あ

たり20名、カップルもできているよというお話

でしたが、例えばですけれども、まずイベント

をしかけるのもそうですが、届け出があるわけ

ですから、婚姻届というのがあるわけですから、

例えばそのときにカップルに対してアンケート

をお願いすると。 

 根掘り葉掘り聞くようでいやかもしれません

けれども、おめでとうございますと、どういっ

たきっかけで知り合ったのかなとか、どのよう

なことがあればもっと婚姻数がふえると思いま

すかとか、率直な感想とか、そういったものを

届けの都度に差し支えない程度に、無理強いし

ない程度に、例えば届け出窓口でアンケートを

もらってそれをデータベースに積み重ねて時代

背景というものを捉えていくとか、そういうこ

とも簡単にできるのではないかなという思いも

しております。 

 この出会いというのは再三者が口を挟むべき

ものではないとか、ましてや行政が関与するの

はいかがなものかと、そういう御意見も一部に

はあろうかと思います。私もそのお考えはごも

っともという部分もあるんですけれども、ただ

本市が置かれている、先ほどから申し上げてい

るような実態を目の当たりにしますと、もはや

個人の意思に期待しているだけでは、この問題

は根本的に解決しないかもしれないというよう

な危機感を持っているのも事実であります。 

 では、誰がそれを解決するかといえば、現実

問題としては民間だけでなくて、行政も率先し

て動かなければ本市に限らずですが、この少子

化は加速度的に進行していくのではないかと心

配をしております。 

 そこで、じゃあ遠野市、過去の経緯、先ほど

からも出ておりますが、また同じ質問になるか

もしれませんが、どうもこのくらい出会いがあ

ったと聞いておりますとか、何となくこの出会

いの創出に関しての取り組みというのは、プラ

イバシーを侵害するのではないかというような

綱渡り的といいますか、慎重であり過ぎたんじ

ゃないかなと、行政としてですね。そういう印

象を持たざるを得ないと。この状況にもっと行

政として、市として危機感を抱いて、しかるべ

き対策を講じてほしいという思いがあるんです

けれども、その点についての御見解をお示しい

ただきたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま示された一つ

の認識といったものは、まさにそのとおりだと

いうように思っております。行政という公がど

こまで、プライベートな部分の中に入っていく

のかという部分における一つの。 

 それから、やはり正直なところ価値観も、若

い方々の価値観も生き方、人生に対する一つの

向き合い方といったようなものもいろいろある

という部分の中で、その辺をどのようにしてそ

れを隙間を埋めながら、やはり結婚し家族を持

つのかといったことが一つの人生にとって、い

うところの幸せというものになるのかといった

ようなところの環境というか、物の考え方とい

ったようなものもきちんと一つの教育の問題と

して、あるいは地域の問題として、あるいは行

政としても一つの課題として捉えながら、それ

ぞれ場、それぞれの立場でどのようなことがそ

こにアプローチできるのかということを、みん
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なで考えるというような中における取り組みが

また必要になってくるんじゃないのかなという

ふうに思っておりまして、私はそういった部分

においては地域が果たす役割、あるいはもう一

つは教育が果たす役割といったようなものも、

そういったものの中にやっぱり何らかの形で位

置づけるということも考えなければならないん

じゃないのかなと。 

 若い適齢期の方がいる。それを、ちょっとあ

れになりますけども、祝い金出すから、結婚し

たらばお祝い金を出すからというような、それ

も頭から否定するわけじゃないんですけども、

やっぱりまだもっともっと総合的に考えなきゃ

ならないという一つの課題の、今その中にある

んではないのかなというように思っております

ので、さまざまな意見をいただきながら、この

「子育てするならば遠野」というその前提の中

に出会いと結婚というものがあって、子育てと

いうもののプログラムにつながっていくんだと

いうことでありますから、これにもっともっと、

いうなれば進化させた議論を深めてまいりたい

というように思っております。 

○議長（新田勝見君）  １番萩野幸弘君。 

   〔１番萩野幸弘君登壇〕 

○１番（萩野幸弘君）  わかりました。きしく

もといいますか、実は今回通告していなかった

のでこの中には載せておりませんでしたが、や

はり教育が果たす役割というのも私も大きいな

と、そういうふうに思っております。 

 今回、この場では申し上げませんが、やはり

今、行政としてはもちろんだけども、地域課題

としても取り組んでいきたいという力強いお言

葉をいただきましたので、ぜひその思いを共有

しながら私もできる限り頑張ってまいりたいと、

この問題を解決するべき頑張ってまいりたいと

思います。 

 昨年の流行語大賞の一つに「今でしょう」と

いうフレーズがございましたけれども、繰り返

し申し上げるならば、男女の出会い創出と婚姻

件数を伸ばす取り組み、これを行政として取り

組むのは未来ではなく、今こそやらなければな

らない課題だと私は思っております。 

 しかも、具体的には可能な限り自然に堅苦し

くなく演出できれば理想ではないのかなと、そ

ういう思いをしております。今回は、あくまで

も「子育てするなら遠野」という方針で、行政

として市として方針を打ち出していることへの

質問ですから、そこに特化をして質問している

わけでございますが、じゃあ行政が今まで何も

しなかったかというと、私はそうではないと思

っております。 

 過去には、男女の出会いを自然に演出してい

る実績がおありだと、私自身は思っております。

といいますのも、午前中の質問の中でも地区セ

ンターのあり方ということが出ておりましたが、

各地域、以前は青年会活動や季節の、例えばク

リスマスパーティーとかそういった季節行事、

あるいは各種団体の特にも若い人たち青年部の

活動、そういった出会いのきっかけは多数あっ

たわけですけれども、その活動拠点といえば市

民センターや各地区センターがその一翼を担っ

ていたのではないかなと私は思っております。 

 各地区センターの職員の方々、前は所長さん

と、主事と当時でいう保健婦さんと３名体制で

やっておりましたが、各地区センターがある意

味いい意味で競い合うように、地元の若い人た

ちをはじめとする多くの住民の皆様を巻き込ん

で、その地区センターでさまざまな行事等を企

画して、それこそ官民一体となって地域を活性

化させていたのではないでしょうか。各セン

ターには毎日のように人が集まり、にぎわいは

夜遅くまで延々と続いたものであります。 

 また、あるときは三陸沿岸の海でキャンプと

いうことで青年会、私が記憶しているのは青年

会のキャンプでしたが、ある砂浜のほとんどを

遠野の青年会が占拠、占拠といいますか、した

と。各地区センターの主事がそれぞれの町の中

に入りながら一緒に楽しみながら、町内の交流

あるいは町ごとの、町と町の交流を浜辺で展開

したという、すごいなこれ全部遠野だよという

時期もありました。それくらい、男女の交わり

といいますか、出会いの場、同性同士ももちろ
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んですけれども、そういうことのきっかけとい

うのが各地区センターから生まれていたんだな

と、ちょっとこじつけがましく聞こえるかもし

れませんが、私はそう思っております。 

 このほかにもいろんな事例がありますが、要

は男女のお見合いといったようなかしこまった

イベントを企画したのではなくて、地域活動を

盛り上げるんだと、そういうことで結果的に多

くの出会いを生んで、それが結果的に結婚につ

ながっていったと。無意識だったと思います。

もちろん結婚させようとしてやったのではない

んだけれども、結果的にそんな粋なコーディ

ネートを市職員の皆さんが担っていたんだと、

私はそう思っております。 

 今は、残念ながらそのたぐいの、いわゆる青

年会といった団体がどんどん縮小傾向ですし、

加えて地区センターの運営形態というのも今見

直しの時期に入っているわけですけれども、も

ちろんそれだけではなくて、例えば今言う男女

ともに草食系と言われる先ほどの教育の部分に

も触れるかもしれませんが、考え方が変わって

きている部分も原因の一つであろうかと思いま

すが、いずれ当事者たる若者の能動的な、自発

的なアクションがほとんど期待できないという

か、なかなか期待しづらいとするならば、第三

者が仕掛けなれば自体は変わらないと、そうい

う思いをしております。 

 そこで、具体的な御提案を交えて次の質問で

すが、先ほどの地区センターの事例も踏まえて、

行政として市内の婚姻数もふえて、そして市職

員としての資質向上にもつながるといった一石

二鳥を狙った取り組みとして、例えば若手市職

員の皆様が結集してプロジェクトをつくって、

若者の交流イベントを企画実践するという考え

方はどうなんでしょうか。 

 若手というのは、いわゆる結婚適齢期世代に

オーバーラップしている市職員であれば、もち

ろん気持ちとかそういった部分に携わりやすい

でしょうし、また市職員としてのデスクワーク

技術だけではなくて、いわゆるＯＪＴといいま

すか、生身の対人といいますか、人間を相手に

したキャリアを積むと、そういう部分でも寄与

すると私は思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいまのこの認識と、

それからかつては遠野の若い方々で砂浜も埋ま

ったというような時代もあったと。それは、若

い方が多いときはそのような時代もあったし、

日本全国至るところでそのような光景が見られ

たと。それが一つの大きな活力にもなっておっ

たと。 

 したがって、この奇跡とも言われる敗戦から

立ち上がって高度成長といったようなものに持

ち込み、日本が大きく世界に一つの存在感を示

すことができたというのも、そのようなただい

ま申し上げたような若い方々のパワーであった

んではないのかなというふうに思っているわけ

であります。 

 したがって、それをまた戻すといってもなか

なかこれは時代、あるいは価値観、あるいは一

つの社会背景とか、いろんな状況やら考えると

なかなか難しい。しかし、いうところの理念と

して若い方々のエネルギーを、そしてまた活力

をどう引き出すかという部分にあって、遠野市

職員の若手をもっともっと取り込んだらいいじ

ゃないかというような提案は、今質問にもあり

ましたとおり職員の資質向上にもなるし、また

そういった活力の一つの推進母体になるし、ま

た職員のそのような一つのノウハウが市民と一

体となり、地域と一体となりという部分であっ

て、市民というか官民一体の取り組みにもなる

と、若手職員はという部分については非常にこ

れは検討に値することではないかと思っており

ます。 

 ここ二、三年、特に震災後という中において

若い職員の方々を部局横断的にさまざまなプロ

ジェクトに参加させるというようなことをあえ

て今やっております。形式的な研修はやめよう

じゃないかと。現場に出向こうと。そしてまた

いろんな民間の方々との接点を設けようと。そ

こに市職員が、若手職員がどうかかわるのかと
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いうことを意識的にやろうということで、研修

体制も見直ししながらやろうとしておりますし、

今度４月の８日に立ち上がります未来づくりカ

レッジ、富士ゼロックスが核となってのあの部

分も、特に市職員の若手もそこに入るというよ

うな一つのストーリーというか、プログラムを

持っておりますので、そういったところがまた

大きく出会いの場になり、そしてまた地域の活

性化の一つの場にもなる。 

 そこに地区センターがどのように絡んでいく

のかということもきちんと検討しながら、それ

を進化町検証委員会の中において客観的に検証

しながら、まさに昔のインターネットの世界で

あり、携帯電話の世界であり、スマホの世界で

あることは、そのとおりであることはわかって

いるわけでありますけども、アナログといった

ような一つの仕組みも大事にしていく必要もあ

るんじゃないかなというように思っております

ので、そのような点でただいまの御提言をきち

んと受けとめながら、また繰り返しになります

けども、子育てするなら遠野プログラムに今の

ような市職員の若手の位置づけといったような

もの、何らかの形で明確に示したいというよう

に思っているところであります。 

○議長（新田勝見君）  １番萩野幸弘君。 

   〔１番萩野幸弘君登壇〕 

○１番（萩野幸弘君）  ありがとうございます。

非常に力強い勇気をいただくお言葉、答弁をい

ただいたと思っております。 

 「人の集まらないところに繁栄はない」そう

いうことで本市の人口、年々減少の一途をたど

っているのは紛れもない事実ですが、これから

やはりそこに歯どめをかけ、あるいは活性化さ

せていくためにも、もし内側だけでふやすこと

に障害があるということであれば、次の質問に

移るわけですが、今度外からふやすということ

も一つの考え方であろうかなと思います。 

 つまりは、交流人口の拡大による出会いの創

出であります。その観点での質問としては、民

間を巻き込んだ出会いの創出事業ということで、

先日ちょっと議会の視察で宮城県の角田市を御

訪問させていただきました。角田市では御存じ

の方もいらっしゃるかと思いますが、民間のテ

レビの婚活番組の誘致を行いまして、その結果

多くの全国から若い女性が訪れて、大きな成果

を挙げた上に、さらには市としてのＰＲにも成

功して、想像以上の反響があったというふうに

市職員の方も胸を張って教えていただきました。 

 前回、本市でも昨年の委員会でしたでしょう

か、答弁で個人名ながら同様のような民法の番

組の誘致に手を挙げたという御答弁もあったか

に記憶しておりますが、その後の状況がどうな

っているのかはわかりませんが、もしそれが個

人名でだめだとすれば、例えば行政で正式に手

を挙げてみるとか、例えばそのほかにも観光イ

ベントして今度ＳＬ銀河もあるわけですけれど

も、ＪＲさんとコラボした例えばＳＬ婚活列車

とか、そういうものを企画するなど、いずれに

してもその民間活力も生かしながら、外から取

り込むというようなこともよいのではないかと

思います。 

 そうすることで、全国各地から若い人たちが

集まってもらえば出会い創出だけではなくて、

経済的にも町の活性化にも寄与すると期待して

おるものですが、その辺についての御見解をお

示しください。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま視察をされた

角田市の例なども挙げながら、やり方によって

はまだまだやれる部分あるよという中で、その

一つとしてもう３月12日から本格運行いたしま

すＳＬ銀河、きのうも試運転があり、マスコミ、

報道機関にも公開されたということで、大変な

にぎわいを示したということでありまして、か

なり全国的にも注目度を集めているとなれば、

この出会いとまさに一つのコミュニケーション

と申しますか、そういった場としてはこのＳＬ

運行をいうところの、利用するという一つのし

たたかな戦略もまた持たなければならないかと

思っております。 

 懐かしいといってそれを懐かしむだけじゃな
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い、そしてまた一方においては子どもが夢を持

って目を輝かせるだけではない、やはりこの人

生をともにする一つのカップルが、そのような

このＳＬとも通じながら、出会うというような

中における仕掛けも大事だというように思って

おります。 

 めがね橋のあそこのｍｍ１の前の広場を、恋

人の聖地にするという中で、一つのプログラム

を決めました。岩手県では、岩手町の石神の丘

公園に次いで２番目というのが、ｍｍ１のあそ

このめがね橋のところの広場が、認証としては

２カ所目でありました。 

 そのときには、ＳＬのプロジェクトは全くな

かったわけでありますけども、今思えばあそこ

に恋人の聖地というものを認証させ、そのよう

な環境づくりを少しずつでもやって行ってきた

というのは、やっぱり何かのお知らせではなか

ったのかなと。 

 であれば、あそこのめがね橋をまさに蒸気機

関車ＳＬが通るという中にあって、まさに全国

のそのような若い方々に呼びかけてその中で一

つの出会いと、そしてまたいろんな結婚にまで

至るような一つのそのような場なんだよという

ようなところも、もっともっと積極的にアプ

ローチするというのもの、もうやらなければな

らない大きなこの問題に対する課題ではないか

なというように思っておりますから、ＳＬ停車

場プロジェクトの中でもいろいろ検討しており

ますので、それを一つ一つ形にしながら、いう

ところ出会い、結婚といったようなものに結び

つくようなプロジェクトに持っていきたいとい

うように思っております。 

○議長（新田勝見君）  １番萩野幸弘君。 

   〔１番萩野幸弘君登壇〕 

○１番（萩野幸弘君）  こちらのほうも非常に

積極的な御答弁だと理解をしております。ある

ＪＲの関係者の方とこの婚活列車はどうだろう

と言ったら、そういうのは前にもやっているよ

ということで、当然そういうのはどんどん仕掛

けていってもらえれば、実績もあるしいいと思

いますというようなお返事も私個人的にいただ

いておりますので、ぜひ期待をしております。 

 種まかずして小判も逸歩も生える例なしと、

井原西鶴の言葉にあるとおり、やはり何もせず

に富や躍進は得られないのと同様に、やっぱり

やらないでどうのこうの唱えるのではなく、や

はりまずはやってみると。仮に失敗したらじゃ

あ次の手はどうだということで、やっぱり積極

的な行動というのが私は大事ではないかなと思

っておりますし、市長のこれまでのやっぱり行

動といいますか、そういうのを見てもやはりそ

ういうことには非常に期待ができるなと思って

おります。 

 次の質問は、ちょっと今回の質問の趣旨から

は外れるかもしれませんが、あえて確認をさせ

ていただきたいと思うわけですが、そうやって

まず子どもが仮にできましたと、すくすく育ち

ましたと。そういう過程の上での質問なんです

が、高校を卒業とともに、今どんどん市外に流

出するというような状況も見えております。学

校の先生に伺いましたら、やはり進学率が普通

校も実業校のほうでも、やはり上級学校にいく

という生徒が、年によっても違うと思いますが

ふえているというようなお話でした。 

 そうなりますとやっぱり、そしてまた戻って

きてくれればいいんですけれども、やっぱり戻

ってこないっていう例が多々あるということを

考えますと、やはり残念だなと言わざるを得ま

せん。したがいまして、例えば以前からもちょ

くちょく出ていますが、大学やあるいは専門学

校、その学校自体というよりも遠野教室でもい

いですけども、そういったもので経済的負担も

軽く、遠野でも学べますよと。 

 例えば、そういう誘致とか、あるいはもちろ

ん働く場の確保、特に女性の方々が結婚や出産

によって退職せざるをないと、そういうような

状況とならないよう、市内の保育施設の充実、

あるいは企業のほうにも例えば託児施設があっ

て、子どもを連れて出勤できるよというような

体制づくり、そういったものもやっぱり官民一

体となって考えていくということが私は必要で

はないかなと思っております。 
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 また、以前もこれもまた若者向けの市営住宅

あるいは民間の住宅への補助とかそういったも

のも前向きな答弁をいただいたままにはなって

おりますが、その点の状況も含めて、その今お

話した私の思いに対する御感想もお聞かせいた

だければと思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいまお話がありま

したとおり、この若者定着、あるいは人口定着、

定住ですね、そしてさらには人口減少に歯どめ

をとなれば、決め手がないという中で、ありと

あらゆる角度からさまざまなことにやっぱりチ

ャレンジしていかなければならないというよう

に思っております。 

 本議会の冒頭、私も申し上げたところであり

ますけども、この社会インフラとしての道路ネ

ットワークが加速度的につながって、ネット

ワークが構築されると。そうなればメリットも

あればデメリットもあると。入ってくるんであ

れば出ていくという一つの現象もその中に生ま

れてくると。 

 したがって、迎え撃つあるいは、いうところ

の出ていくと申しますか、打って出るというよ

うなスタンスがすごく大事じゃないかなという

ように思ったわけでありますけども、この迎え

撃つという部分の中にあっては、ただいま御提

案があったとおり企業誘致も大事だ、地場企業

のさらなる充実強化も後押ししなきゃならない、

そしてまた一方においてはお話がありましたと

おり人口定住ということになると、特に若い人

となれば専門学校とか、大学の誘致等もあって

いいんじゃないかと。 

 大学誘致などは、もうここ20年から30年前は

ほぼ地域の活性化は大学誘致だという中で、全

国が競って大学誘致に取り組んだという時代も

あったわけでありますけども、少子化の中で、

この大学も生き残りという中で見直しをしなき

ゃならないことが、ここ20年の間に一つの現象

として起きているということもあるわけであり

ますけども、遠野の身の丈で、このような専門

学校はあってもいいんじゃないかと。 

 前は、今まだ私諦めておりませんけども、林

業大学校、これは木工団地をうまく利活用して

の林業大学校、全国から集めてもいいんじゃな

いかというような構想も、まだ捨てておりませ

んので、今の御質問の中にありましたようなも

のは、林業大学校なども遠野として非常に、何

と申しますか受け皿としてはあるんじゃないだ

ろうかなというふうに思ったりもしているとこ

ろでございますので、その点に道路、情報とい

ったようなインフラがネットワークとして整備

されるということを踏まえながら、そのような

遠野の活性化につながるような、誘致活動にあ

らゆる可能性を求めながら取り組んでまいりた

いというふうに思っておりますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  １番萩野幸弘君。 

   〔１番萩野幸弘君登壇〕 

○１番（萩野幸弘君）  ペースを上げていきた

いなと思います。市長が、先ほどから御答弁さ

れております積極的に取り組んでいきたいとい

うことが、実は全てじゃないなかなと思います。

ただ、もう２つほど可能性について通告してお

りますので、あえて質問をさせていただきたい

と思います。 

 この出会いの創出の可能性して先ほどまず市

職員、若手市職員のいわゆる行政のとしてのア

クション、あるいは交流人口を取り込む可能性

についてということで２つ、大きく２つ可能性

についてお聞きしたわけですけれども、あと残

り２つほどありますので、それを簡潔に述べた

いと思います。 

 あるときテレビを見ていましたら、30歳の成

人式という取り組みを放送しておりました。そ

の地域の出身者、住民たちが30歳をきっかけに

再びホーム、いわゆる地元に集まって地域を活

性化しようというプロジェクトだそうです。 

 ネットで調べました私も、ちょっと興味があ

ったものですから、そしたらばこれ、いろんな

各地で行われているんですね、30歳で成人式と。

30歳はある程度人生経験踏んできた大人であっ
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て、20歳のときとはまた違った考え方ができる

年代であろうと創造できますし、結婚適齢期と

しても十分可能性のある年代です。結婚年齢が

年々上がっている現代において、この30歳の成

人式、同級生同士の新たな出会い、中には結婚、

Ｕターン、そういった実績にも多々あるようで

すが、当市としては率直どうでしょうか。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この30歳の成人式とい

う切り口における仕掛け、これは非常に有意義

なと申しますか、ある意味においては20歳の成

人式よりも、この婚活といったような、あるい

は出会いといったものの中からすれば、非常に

意味のある一つの仕掛けなのかなというように

思っておりまして、当市としてもそのような形

での検討を加えると。 

 20歳の集い、非常に盛り上がります。でも、

高校卒業してから２年ですよね。20歳の集いっ

て、18歳で卒業して２年ですから、まだ高校の

延長線上であると。だから社会経験も、それか

らたま学生の方もかなりいる。専門学校のほう

に行った。大学に行った。あるいは短大に行っ

たといってもまだそういった学生気分の中にい

るということになれば、30歳ということになれ

ばもうそれぞれ卒業もし、就職もし、いろんな

自分の人生というものを真剣に考えるという一

つの年齢にもう達しているということになれば、

非常に意味のある仕掛けじゃないかなと思って

いますので、これも子育て総合プログラムの、

この出会いから生まれ、そして育てていく、幼

稚園、保育園、小学校、中学校、高校と、そし

て大学、専門学校、就職と、そしてという一つ

の中に、30歳というような成人式といったよう

なものの意義を、その中に位置づけてみるとい

うのも十分検討に値するのではないかなという

ように受けとめたところでございますので、検

討させていただきたいと思っております。 

○議長（新田勝見君）  １番萩野幸弘君。 

   〔１番萩野幸弘君登壇〕 

○１番（萩野幸弘君）  わかりました。私、先

ほどあと２つと言いましたけれども、ちょっと

慌てておりまして、これで可能性としては質問

は終わりたいと思います。２つと言ったのを勘

違いしまして、冒頭で市長が花巻市で今度開催

する「モテモテ塾」、これ新聞にも大きく載っ

ておりました。やはり遠野市に限らず、やっぱ

りどこの地域でもやはり同じような課題を抱え

ているんだなという意味では、私としてはちょ

っと先んじられてしまったなということで、ち

ょっぴり悔しい思いもしておりますけれども、

いずれ今まで市長から前向きな御答弁をいただ

いておりますので、この質問についてはやはり

この辺で閉めたいなと思っております。 

 続きまして、大項目の２点目、産業別後継者

育成の現状と今後対策についてと題し、お尋ね

をいたします。 

 後継者の育成は、午前中の同僚議員の質問に

もございましたが、農業のみならず家庭等あら

ゆる面で必要不可欠なテーマであります。 

 １点目の質問にも重複しますが、今がよくて

も将来につながらないのでは本市の未来展望は

開けません。まずは、単刀直入に伺ってまいり

たいと思いますが、産業別後継者、１次産業、

２次産業、３次産業、大きく６次産業もあるわ

けですが、まず大きくこの３つについて後継者

の育成についての現状はどのように把握されて

おりますのでしょうか。できましたら１次、２

次、３次別にお答えをいただきたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この人口減少と後継者

の育成と申しますか、問題はそれぞれ１次産業

も２次産業も３次産業もという中における大き

な課題、ただ当市だけじゃなくして全国的な課

題にもなっているということが御案内のとおり

であります。 

 ちなみに、ただいま質問の中にございました

のをちょっと数字で申し上げますと、この商業

者を含む２次産業と３次産業の従事者について

これは平成７年、遠野市の場合、１万3,097人

という数字であったわけでありますけども、22
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年には、これが1万1,411になっておると。 

 この15年間で1,956人、約2,000名近くが減少

していると、率にすれば15％であるという数字

になっているわけでありますから、かなり大き

な数字として出ているということになろうかと

思っております。 

 それから、農林業センサス、年齢別農業就業

人口といったものを見てみますと、自営農業に

主として従事したもの、これは佐々木大三郎議

員とも午前中いろいろ交わした中のと共通する

わけでありますけども、この自営農業に主とし

て従事したものの数という中で、合計4,221人

という数字になっておりまして、10代から30代

が228人、それから40代から50代が731人、60代

が1,083人、そして何と70代以上という数字で、

ただ私はこれは余り大げさに捉える必要はない

と。 

 農業という現場は、何歳になっても現役で生

産に従事するという生産現場が農業なんだとい

うことを捉えれば、この2,179人という70代以

上の方が占める割合というのも、考えようによ

っては農業を維持する一つの大きな、いうとこ

ろのマンパワーとしてこの方々が頑張っている

んだということを前向きに捉えていいんじゃな

いのかというように思ったりするわけでありま

すけども、産業別のこういった形で就業人口な

りそれの推移を見ますと、ただいま言ったよう

な数字になるということであります。 

○議長（新田勝見君）  １番萩野幸弘君。 

   〔１番萩野幸弘君登壇〕 

○１番（萩野幸弘君）  １回目の質問と同様、

やはり現状把握の意味で伺いましたので、いず

れ遠野市は今、そういう状況にあるというわけ

ですけれども、しからばこれまでＰＲも含めて、

どのような対策を講じておられたか、そして３

つ目に質問しようかなと持っていましたが、今

後の対策まで含めてお考え、要するに後継者育

成という部分に、焦点を絞った部分でお考えを

お聞かせいただきたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この就業者の人口の割

合、状況を見ながらどのような対策をこれまで

講じてきたのかと。それから、もう一つは今後

どのように対応する考えなのかということを示

していただきたいということでありました。ど

のような対策をという中で申し上げますと、こ

れもさまざま講じてはきているわけであります。 

 抜本的な、この決め手になるような後継者支

援対策というものは農業にしろ、商業にしろ、

あるいはそういった商工業の中にも具体的な目

的はなかなか示してこなかったと。ただ、農業

という部分の中にはあっては、新規就農者確保

育成といったものに取り組んでおりまして、青

年就農給付金、これ９経営体の方の方々に応援

しておりまして、非常に夫婦であるいは個人で、

先端的にと申しますか、大変意欲的に取り組ん

でいる方々が、９経営体も出てきているという

数字になっておりますから、これは遠野にとっ

ては大変重い数字ではないかなというふうに捉

えておりますので、こういった方々をこれから

も全面的にバックアップをしていきたい。 

 それから、この商業といったような部分にあ

っては、中心市街地活性化事業費補助金といっ

たようなものを活用しながら、町衆育成事業と

いったようなものを商工会、あるいは商工会青

年部等も中心なりながら、研修活動やイベント

開催に対する助成も行っていると。そしてまた、

一方においてはこの中心市街地活性化基本計画

に基づきまして、ビジネス支援システム事業と

いうものを持ちまして、個人や事業者への起業、

業を起こすですね、業を起こす企業に伴う費用

助成も行っておりまして、農業分野も含めて７

事業者がこの制度を活用しているということに

もなっております。 

 さらに、今後の対策・方針ということになる

わけでありますから、やはりこういった部分の

中において、利用しやすい、使い勝手がいいと

いうような制度に、やっぱり制度そのものを見

直す必要もあるんじゃないのかなというように

思っておりますし、あるいはこのあぐりスクー

ル遠野と、あぐりスクール遠野って、あぐりス
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クールですね、この講座、この中に、これは議

員各位からもありまして、国内外への検証を実

施するということで、海外のほうにもという形

で先般イタリアのほうに行ってまいったばかり

──方が戻ってまいりましたけども、大変やっ

ぱり勉強になったと。本当に短かったけども勉

強になったという形で、私のところにも挨拶に

見えられました。 

 これは、議会のほうからこれをもっと充実し

ろということで出たんで、あなたも貴重な経験

の中から、短い時間だったけども行ってよその、

まさに外国のこれからの農業なり、地域活性化

を考える場合についてはどのような視点でとい

うことを見たり聞いたりしてきたんだから、ど

んどんいろんなところに出て、その経験したこ

とを話しながら仲間をつくってくださいという

話を申し上げたんですけども、その彼も非常に

積極的に動いておりますので、そのような方々

がどんどん見えるようになったということと、

それからもう一つは遠野緑峰高校を中心として、

やはりこれもまた水平連携になると思いますけ

ども、特に農業大学校なり、あるいは県立農業

大学校なり、そのようなものとの連携を深める

ような仕掛けもやっぱりやっていかなきゃなら

ないかなというようなことも思っているところ

でございますので、そのような視点の中での取

り組みを強めていきたいというように思ってお

ります。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩とします。 

   午後２時04分 休憩   

────────────────── 

   午後２時14分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き、会

議を再開いたします。 

 １番萩野幸弘君。 

   〔１番萩野幸弘君登壇〕 

○１番（萩野幸弘君）  先ほどは、これまでそ

ういった後継者育成、どのような策を講じてこ

られましたかという質問をさせていただきまし

た。それに対して、市長のほうから決定打とい

うか、決め手としてはなかなかないが、青年就

農給付金等それぞれアクションは起こしている

というような御答弁をいただきました。やはり、

こういったやはり何か策を講じていくというの

はやっぱりこれからも１回、２回やって効果が

出ないからもう諦めたじゃなくて、地道に行っ

ていくことが大事だと思いますし、何よりもそ

ういうついた人たちがすぐやめないで、生きが

いを持って取り組めるような状況をつくってい

くと。そして、地道に一つ一つ、一件一件ふや

していくという取り組みが必要ではないかなと

思います。 

 次はそういった観点から、趣旨から、後継者

育成という趣旨からはまたちょっと外れてしま

って申しわけないんですが、そういった観点か

らちょっと質問をさせていただきます。 

 いろんな産業の後継者問題いろいろあるわけ

ですが、特に本市はやはり民話のふるさとある

いは古きよき原風景を今に伝える日本のふるさ

とというイメージがございますので、特に農畜

林業をはじめとする第一次産業の充実、これが

やはり不可欠であろうと私は思っております。 

 それを一つ例に挙げての質問ですが、例えば

旧遠野市における市の花でもあったリンドウの

ように、その当時はこれをやりますよというこ

とで、大体的に取り上げたものの、なかなかそ

れが普及せずといいますか、広がりを見せずに

なんか中途半端に終わってしまうといいますか、

一大産地になりきれずに終わってしまうような

ものが多いような気がしております。 

 もちろん、これが普及に携わる、生産に携わ

っている方々は一生懸命努力されているものと

思いますが、市の政策としていつまでに、どこ

で、どのように生産をして、どこにどれだけ売

るということで特産物に育てるんだと、そうい

ったビジョンといいますか、綿密な計画や目標

がこれまでちょっとなかなか見えてこなかった

なというのが正直な感想でございます。 

 私としては、餅は餅屋であり、生産、技術指

導、販売、それぞれに携わる人たちのプロとし

ての責務を明確にして、その道を極める努力、

そういったものに集中させることでそれが重要
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ではないかなと思うわけですが、市場ニーズに

対応するとそういう難しさもあるかもしれませ

んけれども、例えば遠野市といえば農産物でも

なんでもいいですが、遠野市といえばこれだよ

ねといったような特産物をある程度絞り込みを

いたしまして、それを腰を据えた育成、そうい

ったものを図る必要があるのではないのかなと

思いますが、その辺についての御見解をお示し

いただきたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいまの質問はこれ

からの遠野の産業を活性化するためには非常に

大事な切り口の一つではないかなというように

受けとめたところであります。 

 ちなみに、遠野市の農産物品目ごとの販売推

移と。これはＪＡの出荷額を中心に比較したも

のでありますけども、これを主な品目のごとに

ちょっと数字を調べてみた、もとが手元に資料

としてあります。これを今般もいろいろ６款の

予算については活発な議論が交わせるものだと

いうように思っているわけでありますけども、

一つ、レタス、ホウレンソウ、ピーマン、高原

大根、トマト、長芋、花卉、肉用牛、淡水魚、

ホップ、たばこ、根ワサビと12品目を並べただ

けでも、この平成元年から24年くらい見ると、

文字どおり浮き沈みが非常にあるというのが数

字的にもはっきりいたしております。 

 これを私どもは、きちんとこれを正面からこ

の数字を見なければならないんじゃないのかな

と、私は思っております。さまざまな品目に取

り組んではきたけども、浮き沈みが多いと。比

較的安定した中で生産をきちんと維持している

というのは、この12の品目の中に和牛とホップ

とワサビといったものが位置づけられて、あと

はほとんど浮いたり沈んだりのような状況にな

って、主産地化というか、特産品としての位置

づけの地位は確保できていないというのが、こ

れを裏返せば何でもできるのは遠野でというこ

との一つの言葉にもなるんではないのかなと、

西根の雨よけホウレンソウ、非常に一定の存在

感を示しました。県北の久慈地方では寒締めホ

ウレンソウといったようなものが一定のあれを

いたしました。 

 そのような中で主産地化と、岩手町の先般、

民部田町長さんに会ったときも、いわゆる南部

甘藍としてのキャベツがまた見事によみがえっ

てきている。奥中山のレタス、これも非常にき

ちんとした中で、高品質の中で一定量を生産し

ているという、主産地化という中で成功してい

る事例もあるわけでありますね。 

 したがいまして、そういった部分をこれら経

緯の中から、どう見極めながら生産現場の方々

とどうタックを組むかという中における取り組

みは、やはりこの産業振興にとっては極めて大

事ではないかな。 

 それから特産品ということになったとき、い

うところの６次産業化ということが極めて大事

な仕組みとして大きく浮上してきているわけで

ありますから、この４月１日には部横断的な一

つの推進本部を立ち上げて、ただいまの御質問

に沿ったそのような対応をできるような形での、

まずもって行政がその辺を一つ総合力が示せる

ような、うまくコーディネートしながら１次、

２次、３次産業が、さまざま絡み合うような中

で特産品化と、あるいは主産地化といったもの

を図るような、そのようなものに挑戦していき

たいというように思っているところでございま

すので、これまたよろしくどうぞお願い申し上

げたいと思っております。 

○議長（新田勝見君）  １番萩野幸弘君。 

   〔１番萩野幸弘君登壇〕 

○１番（萩野幸弘君）  わかりました。12品目

もあるということで、逆にプラス思考で考えれ

ばそのくらいできるんだよという強みにして、

何も大量に売ればいいというものでもない、付

加価値をつけて少量で価値をつけて、しかしそ

れをしっかり買っていただく買い手を切り開い

ていくと。安定して売り先ですね、そういった

バイヤーとしての役割を私は行政のほうで、特

に担っていただいて、つくり手がこだわりを持

って安心して、ともかくいいものをつくれば売



－ 58 － 

れるんだという安心感を持つことで自然とその

結果論として後継者もふえていくんじゃないの

かなと、そういう思いも持つものでございます。 

 それでは、次に質問の趣旨から外れてしまっ

たということを言いましたが、外れついでにも

う1点だけ質問したいと思うんですが、今言っ

たやりがいのあるものをつくればという意味に

おいて、今、例えば遠野というのは非常に知名

度があるわけです。全国ほとんどどこでも遠野

といえばある程度はしっていただけると。その

遠野というブランドを自分たちでもっと活用し

ていく必要があるんではないかなという趣旨の

質問をいたします。 

 一部、お土産品等々のものによっては、遠野

以外の方が遠野というブランドを活用してどん

どん商品化をして売っていると。そういうよう

な例は多々見受けられます。私的には、それは

もちろんいいんですけれども、悪いことではな

いと思うんですが、地元の方へのエールってい

う気持ちを込めて申し上げれば、やはりもっと

地元の人たちが活用して、遠野というブランド

を活用して自分たちの商売につなげてほしい。 

 交流人口で遠野に来た人だけではなくて、例

えば海外の富裕層を狙った遠野ブランドのもの

はいいよ、南部鉄器なんかはそういう意味では

どんどん海外に出しているわけですが、日本の

中でも遠野は安心安全な、例えば農産物でいえ

ばもう幾ら出してもほしいというような、例え

ばそういうものあるいは６次産業化と、先ほど

言っていますけれども、そういうものでもやは

りもっと遠野を地元の人が活用してほしいと私

はそう思っているところなんですが、今の現状

あるいはそういうことに対する市長の思いをお

聞かせいただきたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  よく入り口から出口と

いうものを組み立てる場合に、そのような話が

あるわけであります。出口の部分で、遠野の知

名度が全国的であると、これも私も実際肌で感

じております。時には恐ろしくなるときもあり

ます。こんなに遠野が評価されているのかと。

遠野がこんなに知名度が高いのかと。本当に自

分でも恐ろしくなるくらいそのような反応は私

も感じております。 

 したがいまして、いうところの入り口という

部分の中にあって、身の丈の中でそういった期

待にあるいはそういったニーズにきちんと応え

るだけの仕組みと基盤がというか、そういう環

境ができているのかというところがまた、もう

一方においては極めて大事だというように思っ

ております。 

 こういった部分においては、若い方々がいろ

んな部分に挑戦していくという部分で、これは

後継者育成というのもなってくると思っている

んですけれども、企業も自治体もあるいは地域

も、やはり活性化という部分にあっては、ある

いは振興という中にあってはやはり人が一番大

事ではないのかなというように思っておりまし

て、そういった思いを持っている方々の一つの

思いをどのように行政であればバックアップし

ていくのか、地域であればどのような形で見守

るのかといったような仕組みこそが大事じゃな

いかなと思っておりますので、特にこの人材養

成、人のといったやる気のある方々をどのよう

に育成をしながら、本気になって地に足着いた

活動をしてもらえるのかとなれば、その先には

いうところの主産地化もあるいはお土産品の開

発も、さらにはいろんな部分における発信力も

その中に出てくるんじゃないかなと思っており

ますので、それを大事にしていきたいものだな

というように思っておりまして、繰り返しの答

弁になりますけども、この６次産業推進といっ

たようなものをきちんと腰を据えて、ただいま

のような課題に調整していく一つの母体として、

行政としても真正面から取り組んでいきたいと

いうように思っております。 

 最後になりますけども、先ほど萩野幸弘議員

の質問の中で３月12日、ＳＬが本格運行だと話

しましたけども、ちょっと早目にスピードを上

げてしまったようでございまして、４月の12日

でございましたので、おわびして訂正させてい
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ただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  １番萩野幸弘君。 

   〔１番萩野幸弘君登壇〕 

○１番（萩野幸弘君）  わかりました。今回、

私が質問させていただいた若者の出会い、ある

いは後継者問題、もちろんですけれども共通す

るもの、全く別の問題ではないと思っておりま

す。 

 それぞれきょう、これは一般質問であります

から、細かいところの重箱の隅をつつくような

お話は避けますが、いずれ市長からは前向きな

答弁をいただいたことは本当に力強く思います。 

 いずれ、これまでの遠野の財産を守るにして

も新しいものを生み育てるにしても時間やコス

トがかかります。また、国のＴＰＰ交渉の行く

末、これによっても農業だけでなくていろんな

産業が影響を受けるわけですから、そこら辺が

どうなるのかという問題もございます。 

 しかしながら、技術力あるいは開発力、柔軟

な発想、これは日本人の一番得意とするところ

でありますので、そういったものをいかんなく

発揮すればこれらの障害もきっと克服できると

思いますし、我々、私たち遠野市民も同じ日本

人としてやればできるという思いを強く持って

取り組んでいきたいものだなと思っております。 

 いずれ、世の中一寸先は闇でありますが、消

極的になっていたのでは何も始まりません。常

に危機感を持ちつつも、プラス思考を忘れずに

市況の動向を見極めながら、本市の産業育成に

努めていただきたい。行政としてもしっかりと

取り組んでいただきたいと思うわけです。そう

いった意味からも今言った後継者の問題、それ

はどこから何がスタートかはわかりませんけれ

ども、最後にそれら今後の展望、これは市長の

方針演述の中でも述べられているとは思います

が、改めてその辺の市長の思いというものをお

聞かせいただいて、私の質問に、結びの質問に

したいと思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  今、思いというお話が

ありました。やはり全てのことを私持論であり

ますけども、いろんな課題を持ってして、県や

国のせいというわけにはいかない。我々が身の

丈で何ができるかということを常に考えていか

なきゃならない。その我々が身の丈で何ができ

るかというようになれば、やはりそこにはハー

ドだけじゃなくして、ソフトというものをどの

ように組み立てていくのかということも極めて

今大事になってきているわけであります。 

 ソフトは、じゃあ誰が組み立てるようになれ

ば、パソコンが、コンピューターが組み立てる

わけじゃないわけであります。人がそれを組み

立てるわけでありますから、人と人とのつなが

りといったものを大事にしながら、持っている

ノウハウ、それをさらに生かす、さらにはいろ

んな経験を踏みながら、それを積み重ねていく

という中で、果敢に挑戦するという若い世代を

どんどん引き上げながら、その方々を押し上げ

ていくという中から、産業振興といったものに

結びついていくような、一つのきちんとしたプ

ログラムを組みたいと改めて思っているところ

でございますので、ぜひ御理解と、また御支援

をいただければということを申し上げて答弁と

いたします。 

   〔１番萩野幸弘君登壇〕 

○１番（萩野幸弘君）  以上で終わります。 

○議長（新田勝見君）  次に進みます。４番菊

池由紀夫君。 

   〔４番菊池由紀夫君登壇〕 

○４番（菊池由紀夫君）  本日、一般質問を予

定されているのは６名でございますけれども、

その４番目の議席番号が４番でございます。新

興会の菊池由紀夫でございます。 

 通告に従いまして一般質問をさせていただき

ます。 

 早速でございますけれども、今、再び規制緩

和の大きな流れが農業、労働、医療の分野へと

大きく動き始め、農業の分野においては新基本

計画が示され、新たな農業・農村政策が展開さ

れようとしています。 

 また、国の成長戦略進化のためにと規制改革
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会議に続き、首相を議長とする産業競争力会議

では農協、農業委員会、農業生産法人のあり方

を検討することを明記し、今後の検討次第では

今までにない改革が強力に図られることに強い

危機感を抱きながら本市の農業にかかわる対策

について市長の将来展望を含め、昨年12月に示

されました新たな農業・農村政策に基づき、こ

の対策への対応、施策の展開について伺います。 

 農業の構造改革をさらに加速化するために４

項目の改革が示されました。 

 その１番目は農地の有効利用、経営の効率化

を進めるための担い手への集積と集約化を図る

農地中間管理機構を各県単位に設置することで

す。内容の詳細については、現在各地区での説

明会が開催されておることから割愛をしますが、

いわば私は所有権の移転がない平成の農地改革

といえると思っております。 

 岩手県においてはこうした制度化に伴い７億

円が計上されました。具体的な事業の内容が示

されることになります。 

 今後の農業のあり方、進む方向が明確に示さ

れることから、この農地集積バンクが果たす役

割は極めて重要となると思われますが、現在進

行している人・農地プランの作成主体である市

町村に最も困難な現場の調整が業務委託される

ものと認識しております。その業務を農政サイ

ド・農業委員会が担うこととなりますが、そう

した行政負担が今後急速に増加すると思慮され

ますが、今後どのように対応していくかについ

て伺います。 

 ２番目に、従来の経営所得安定対策、戸別所

得補償は、構造改革にそぐわないとして廃止さ

れます。収入が減少した場合、その影響を緩和

するならし対策については、引き続き農業者の

拠出を求め、一定規模以上の者に交付され、27

年からは認定農業者、集落営農、認定就農者を

対象に規模要件を問わず実施することとしてい

ます。 

 米の直接支払交付金は、外国との生産条件の

較差から生ずる利益はないとして、10アール当

たり１万5,000円交付されていたものが、26年

産からは半額の7,500円と大幅に削減されます。

そしてさらに５年後の30年産からは廃止されま

す。 

 この交付金は、作付面積に関係なく自家消費

米相当分として一律10アールを控除して交付さ

れており、本来国民一人当たりの米の消費量と

それぞれ異なる家族構成員を算入して算定する

ものであったと私は思います。 

 ３番目に、水田フル活用と米政策の見直しで

は、水田での主食用以外の作物、麦、大豆、飼

料作物、米粉用米など、いわゆる戦略的作物に

対する助成はそれぞれの農業者に直接交付され、

水田のフル活用を推し進め、自給率と自給力の

向上を図るとしています。 

 耕畜連携助成、産地交付金交付に向け、遠野

市でも生産数量目標面積の1,903ヘクタールを

配分し、加工用米については前年度25年、100

ヘクタールを本年度最大147ヘクタールに拡大

してゆくこととしています。５年後を目途に米

政策の見直しによって生産者や集荷業者、団体

が需要に応じて生産販売することを自ら決めら

れるようにすることで経営の自由度の拡大を図

るとしていますが、今までにないアメとムチの

政策で地域格差が生じ、市内でも集落ごとの格

差が生じる恐れがあります。安心、安全な農畜

産物を安定的に供給できる農業政策の基本を根

底から崩すことにならないのか、皆無な米の消

費拡大対策、今までにない卸の在庫量の増加が

今後の米価に反映されることは回避できません。

また、食糧や商品の流通、加工、販売過程での

理想がまかり通っている命にかかわる食をめぐ

る現状をまず国として解決すべきと私は思いま

す。 

 本市の農畜産物は需要の多い米の「いわてっ

こ」の栽培面積の拡大対策が図られ、畜産にお

いても一貫した生産体系が確立されつつありま

す。 

 こうした中、さきごろ開催された食の彩典20

14は関係者が一堂に介しとても意義あるもので

継続して開催されることが望まれます。 

 またこの改革により、ますます産地としての



－ 61 － 

位置づけが重要となってきますが、野菜花卉市

場、あるいは米卸業などをはじめ遠野の産物を

取り扱っている業者への表敬訪問を兼ねたトッ

プセールスもこれから重要なことと考えられま

すが、今後の取り組みについて市長の見解を伺

います。 

 ４つの改革の最後ですが、日本型直接支払制

度は27年から実施され、現在実施されている農

地・水保全管理は要件を緩和し、取り組みやす

い制度となり中山間地域等直接支払いと環境保

全型農業直接支払いは現行制度を維持するとし

ています。 

 この直接支払制度は、今後の地域コミュニテ

ィーを維持する上でも極めて重要なことであり、

地域間で取り組みの格差を生じさせないで全て

の地域で実施されることが遠野市全体の向上に

つながることと思われます。 

 遠野市全体の各地域ごとの活動計画を策定し

取り組むことを目途とし、今後その実現に向け

た対策についてを伺います。 

 以上、新たな農業・農村政策の４つの政策に

基づき述べてまいりましたが、地方の農村が果

たして国や経済界が求める競争原理に基づきさ

らに進展するのか、予算をはるかに超え、経済

界を伴って新興国を訪問している国のトップマ

ネジメントあるいは産業競争力会議の目指す先

に何があるのか、少し誰かがブレーキをかけ、

示してほしい改革が今否応なしに進もうとして

います。 

 新たな農業・農村政策について集中し必要な

ことを集約し、９分ほどで質問を行いました。 

 以上でございます。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  菊池由紀夫議員の一般

質問にお答えいたします。 

 新たな農業・農村政策の展開ということ１点

に絞っての質問でありまして、その中で項目的

には３項目ほどがその質問の中で示されたとい

うように受けとめたところであります。 

 午前中の佐々木大三郎議員の質問の中にも、

この新たな農業・農村政策についてのさまざま

な課題、あるいはそれに対して、どのように遠

野市としては考えてるのかっていうことで議論

が交わされたわけでありますけども、菊池由紀

夫議員からもそういった点ではまさに同じよう

なっていうか、また視点は違うわけであります

けども、特にこの部分で、国の政策と整合性を

図りながらという部分の中にありながらも、一

方においては遠野の地域といったようなものを

どのように見ながら、この新たな農業の農業・

農村政策っていうものを受けとめて取り組んで

いくのかという部分の中における位置づけであ

ったのではないかというように承知したところ

であります。 

 この問題につきましても、やっぱり丁寧に農

家の皆様にも関係者の皆様にも説明をしなきゃ

ならないっていうことで、その部分における行

程表は今作成中でありますし、また一方におい

ては今月の16ですか、17日でありますけども、

東北農政局長が市町村長と懇談したいっていう

ような形の申し入れがありまして、奥州市のほ

うに出かけてって東北農政局長と直に懇談をす

るっていうような場も用意されておるわけであ

りますけども、必ずしもこの４つの柱を中心と

した政策が、丁寧にわかりやすく、我々行政に

あるいは何よりも農家の皆様に説明されている

かとなると、まだまだではないかなというよう

に思っておりますので、まずこの政策の持つ意

味、あるいは何がどのように変わるのか、現場

の方々にとっては一番感心のある収入の面で果

たしてどうなるだろうかっていうようなところ

をきちんと説明する機会を丁寧に設けたいとい

うように思っております。 

 その中で一つは農地の有効利用と経営の効率

化を進めるための農地中間管理機構を各県に設

置するということになったと、所有権の移転が

ない平成の農地改革だといったような認識の中

で御質問はありました。これを伴う場合は最も

困難な現場の調整が市町村に業務委託されるん

ではないかなということであったわけでありま

す。私もこれは大変心配をしております。 
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 したがいましてこの部分につきましても、制

度としてあったとしてもじゃあそれに伴うきち

んとした財源手当も用意されるのかってことも

大きな関心事なわけでありますから、この農業

農村の有する多面的機能を維持し、発揮を図る

ため地域政策を一体的に推進するっていったよ

うな中での位置づけとして管理機構の業務委託

っていう一つの説明がされているわけでありま

す。 

 この機構により農地集積の加速度的取り組み

の推進は、高齢化が進む、先ほども出ました70

歳以上はこれぐらいでありますよとあれします

けど、加速度的に進むこの遠野市にとっても担

い手育成の有効な施策として、有益的な活用を

し、課題解決を図っていかなければならないと

いう部分においては、これは受け入れるという

ことは、そういう方向でいかなければならない

だろうという。県という現場を知らないところ

がやったってただ混乱するわけでありますから、

多分、県はって言えば、これは本会議場であり

ますから言葉は慎まなきゃなりませんけども、

市町村にこの機構のほうについては多分丸投げ

してくるんじゃないのかなということを想定し

ているわけであります。しかしそれを拒否して

も何ともならない。であれば受けてじゃあどう

するかっていうことを考えていかなきゃならな

いということに当然なってくるわけであります

けども、このメリットと費用対効果を考えてみ

た場合に、農地の出し手、出し手は公的機関と

して安心して農地を貸せるっていう一つのメリ

ットはそん中で見出せるんじゃないだろうかと。 

 それから農地の受け手、受け手は必要に応じ

て大区画等の整備をされた農地を一定のまとま

った面積で借りられるっていうようなメリット

もその中で出てくるんではないだろうかという

ように思っておりますので、このようなことを

踏まえれば、機構をきちんとまさに業務委託と

いう中から、出し手の掘り起こし、それから借

り受け予定農地のちゃんとした位置、権利関係

の確認、出し手との交渉、そして借り受け希望

者との交渉などをきちんと行うっていう一つの

仕組みには持っていくんじゃないのかなという

ようには思っているところでもあります。 

 ただ、まだこの業務委託の詳細についてまだ

示されておりません。具体的な対応はこれから

となります。したがって機構の事業運営は国県

の負担となるということはこれ当たり前であり

ます。当然そうなるわけでありますから、この

業務の遂行に当たっては地域の農業を熟知して

いる農業委員会と市内農業関係機関、団体と、

これも当たり前の言葉でありますけども、連携

を図りながら地域農業マスタープランを基本と

しながら、農業者と地域との十分な話し合いを

持って、行政、農業団体、そしてまたそこには

今度は地域が一体となった取り組みといったも

のを進めていかなきゃならないかというように

思っております。 

 きのうの日経新聞っていうように承知してお

りますけども、１面トップに「農業委員会の全

面的な見直しに政府は着手する」ってことが一

面の大きな見出して出ておりました。農業委員

会の公選制も廃止するという中において、まあ

国もそのような委員会制度にもメスを入れ始め

てきたなっていうことが、あのような動きの中

で出てきておりますから、我々がその後始末に

終わることのないような中におけるやっぱり遠

野スタイルによるその仕組みづくりもまたその

中で見出していかなきゃならないかなというよ

うにも思っております。 

 それからこの制度見直し、今回制度見直し、

そしてまたこの中で地域との中において丁寧に

掘り起こしをしながらっていう部分がありまし

たので、それは菊池由紀夫議員と私の、全く認

識は同じでありますので、そういったことを

ベースにしながらこのアメとムチ、そして地域

格差、集落営農との差がないような、できるだ

けこう、それぞれの特性を生かしたような中に

おける生産現場の再構築といったようなものも

図っていかなければならないかというように思

っておりますし、その中でトップセールスの話

が出ました。このトップセールスは私自身にも

課せられた一つの役目として有効な手段として
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取り組んでまいりたいというように思っており

まして、果たしてこれが、果たして菊池由紀夫

議員のいうトップセールスになるのかっていう

部分においては、私も少々疑問を感じながらお

話するわけでありますけども、例えば毎年正月

に行われます牛の競りには、毎回欠席せずに出

ておりまして生産現場を代表して挨拶をすると。

１万でも２万円でもいいから購買者の皆さんと、

買ってくださいと、こうして子牛生産農家の

方々がそれを本当に期待しておりますというこ

とを毎年呼びかけておりますけども、これもま

た一つの私なりの役目かなと思っておりますし、

またそれぞれの場面における私なりの、また役

目も、葉たばこの収納にも毎年出かけておりま

す。ホップは御案内のとおり議会を欠席いたし

まして仕込みにも毎年出かけさせていただいて

おりますので、これもまたトップセールスかな

というように思っているところでございますの

で、そのようなものをこれからも、継続は力と

いうことを信念としながら取り組んでまいりた

いというように思っております。 

 それから、改革の中にある日本型直接支払制

度についてでありますけども、これにつきまし

ては、いうところの農業の多面的機能の維持発

揮のため、で、地域活動と営農活動、それを支

援するんだというものは創設されたということ

なわけであります。 

 この地域農業を守るためには担い手の農地管

理の負担軽減を図る必要がある。そして地域ぐ

るみでの取り組みを促進する制度がある。この

制度はそういった意味においてはやはり我々も

これを受けとめながらやっぱり対応していかな

きゃならないかっていうように思っております

ので、それぞれ市内で取り組まれている組織が

活動計画をそれぞれ持っておりますので、今後

もそういったものをきちんとバックアップしフ

ォローしていきたいというように思っておりま

すので、早目に多くの地域でこの取り組みが開

始できるよう、26年度は農地維持支払いの取り

組み地区拡大を重点的に行いながら資源向上支

払いへの活動の拡充を誘導する手法で進めると

いう形での取り組みと、それからもう一つは従

来制度の課題であった地区の事務負担の軽減を

図るため、土地改良区、農協等農業関連団体と

連携したサポート体制の構築に努めると。これ

が６次産業の推進本部でありアグリビジネスを

全面的にサポートしたいという東北銀行との包

括協定の中にもそういったマンパワーを金融機

関としてもきちんとお手伝いをしますよってい

う協定を結んでおるわけでありますから、その

ような中で、ただいま御質問のあったようなも

のをより確実な仕組みとして国の政策をきちん

と受けとめながら、遠野にとってはという部分

と、やはりこれはやっぱり国や県にも考えても

らわなきゃならないっていう部分をきちんと整

理するというような中における使い分けをした

対応を、遠野として取り進めてまいりたいとい

うように思っておりますのでよろしく御指導を

いただきますようにお願いいたしまして答弁と

させていただきます。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後２時50分 休憩   

────────────────── 

   午後３時00分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 次に進みます。13番菊池邦夫君。 

   〔13番菊池邦夫君登壇〕 

○13番（菊池邦夫君）  新興会の菊池邦夫です。 

 市内約60カ所において展示されておりました

２月22日からきょうまで約３万人の来場でにぎ

わいのあった遠野の町家ひなまつりも盛大に終

えることができ、大変喜ばしいことであります。

かかわりを持った多くの皆さんに御苦労さんで

したと感謝申し上げます。 

 それでは通告に従いまして順次、一問一答方

式で質問をいたします。 

 まず、廃屋、空き家対策等の取り組みについ

て質問いたします。 

 老朽化した放置空き家が全国的に大きな社会

問題となっております。適切な管理が行われて

いない空き家等が防災、衛生、景観等の地域住
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民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、政

府与党による空き家対策の推進に関する特別措

置法案が策定されています。 

 市の空き家対策については、一昨年24年の12

月定例議会において、同僚議員の瀧本議員から

一般質問がなされておりまして、市内における

空き家や廃屋の実態と対策についての条例制定

などの必要性について触れられておりました。

そのときの市長の答弁は、実情をまずきちんと

捉えるため調査を急ぎたい旨の答弁でした。私

も大事なことであると常々受けとめていまして

質問をさせていただきます。 

 治安や防災上の問題が指摘されている空き家

を減らすために国が対応する必要があると判断

し、議員立法で提出し成立を目指しているよう

であります。 

 空き家となる理由として、建物を除くと固定

資産税負担がふえることが指摘されていること

から、法案では国や自治体に対し必要な税制上

の措置等を講ずることや、市町村は倒壊の危険

性が高いごみ屋敷のような衛生上有害となる、

そして景観を損なうといった条件のいずれかに

該当する空き家を特定空き家として指定し、所

有者に解体や修繕、立木の伐採などを命令でき

るし、従わない場合は過料を徴するとし、行政

代執行の手続も規定されている内容であります。 

 そこで、余り遅くない時期にきちんと取り組

みたい旨の答弁であったが、その後の情勢分析

あるいは現状分析はどうなっているかお尋ねい

たします。 

 昨年10月時点で全国約270自治体の、いわゆ

る対策条例を制定しているようであります。ま

た、遠野市防災基本条例が制定されます。これ

は防災に特化した条例を定めるものですが、倒

壊等の危険という観点からのかかわりはどのよ

うなことになるのかで、防災対策を総合的に推

進し、減災の理念に基づいた防災対策を講ずる

ことが必要不可欠と思うが、倒壊上の危険とい

うことからぜひ防災の観点を強めたく、取り組

みについて市長の考えをお尋ねいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  菊池邦夫議員の一般質

問にお答えいたします。 

 このふえ続ける廃屋、空き家等の対策につい

ての、一昨年でありますけれども私も記憶して

いるわけでありますけども、平成24年の12月議

会におきまして瀧本議員からのこの問題につい

ての御質問を受けたところでありまして、ただ

いま菊池邦夫議員が言ったとおり市長はスピー

ド感を持って適時適切に対応するというような

答弁をしたんだけどもその後の状況はどうなっ

てるんだろうというようなお話がありました。 

 それからまた一方においては防災基本条例を

今議会に提案してるんだけども、この防災とい

う減災という中から廃屋、それからこういった

危険建物といったものにどのようにアプローチ

していくのかということについての市長の見解

をということでありました。何でもそうであり

ますけどもまず現状をきちんと把握しなければ

なりません。その中で数字を申し上げますと、

この一つの基準として空き家と、廃屋と、そし

てさらに危険家屋というような形で対立した場

合におきまして、この６月に、市内の全区長さ

ん方にまさにお願いをいたしまして現状の把握

を行いました。あわせて市民協働課と連携交流

課が持っていたデータとの整合性も図って、よ

り確実性をその中で図ったということでありま

す。その結果、市内の空き家は382件、そして

その内訳は、利用可能な空き家が317件、廃屋、

もうどうしようもないという廃屋が40件、危険

家屋が25件という数字となったところでありま

す。でこの中に今317件と申し上げました、住

宅としてまだ利用可能な家屋と空き家といい続

けた場合においては全調査対象の83％がこの数

字になってあらわれたということでありまして、

廃屋、危険家屋は65件、率にいたしますと17％

という数字になっております。 

 これは当市にとって多いのか少ないのかとい

った部分においては、まだまだきちんと調べな

ければなりませんし、私はこの中で軽々しくは

言えないんですけども、本当にこの住宅として
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まだ利用可能な空き家っていうのは83％の数字

になってんのかと、こうして見るとかなり傷ん

でいる家もあるけどもなという話をしてるんで

すけども、まあ先ほど申し上げましたとおり、

区長さん方にも聞き、で、市民協働課とそれか

ら連携交流課も入っての中における精査をした

ということでありますから、より現実をあらわ

した数字ではないかなというようにおるわけで

あります。 

 そしてこの条例の中でより強い、まあ我々自

治体にとっては条例化っていうのが一番最高規

範なわけでありますありますから、その中から

まあいうところの代執行も含め、行政代執行も

含め、それこそ単なる勧告とか指導じゃないと、

もうその中にもう公権力が入っているんだとい

うものまでにやっていこうじゃないかっていう

ことで大分調査もいたしましたし議論もいたし

ました。 

 その中で、この部分で昨年の10月現在の数字

でありますけども、さらに272の自治体が空き

家条例を既に持っていたと、持っているという

ことも確認したわけであります。ただ、この空

き家問題は地域によって非常に異なります。勧

告、指導で終わっているところ、それから行政

代執行まで入って公権力が関与するというとこ

ろまでいっているって、あるいはまだ指導、勧

告の段階でとどまっている自治体がまだ多いと

いうことであったわけでありますけども、まあ

この中に、私は公権力までも執行できるような

行政代執行も含めた中における条例としたいと

いうことで、まあ担当のほうには指示をしなが

らいろいろ検討をしていただいておったわけで

ありまして、かなりの部分が条例案として一つ

の形になってまいりました。 

 遠野市空き家等の適正管理及び有効活用に関

する条例という形で本議会に３月定例審議会に

提案しようというような準備にまで入りまして、

まあかなりの部分はできたわけでありますけど

も、この段階で昨年の11月でありますけども、

議員立法による空き家等対策の推進に関する特

別措置法が国会に提案されるという、上程され

るというような情報が入ってまいりました。そ

こで各こういったものに関心を持っている盛岡

市とか花巻市とも連携を図った結果といたしま

して、遠野市もということでありますけども、

この、国がより強い法律という中できちんと言

い続けるんであれば、我々市町村提起する自治

体の中にあっては、まあ条例化の中にまで取り

組むじゃなくして、この法律の骨格なり内容が

明らかになった時点で、それときちんと整合性

を図った中における遠野市の規則なり、あるい

は条例まで行かなくても規則なり、何らかの要

綱なりでもってこの問題にも対応できるんじゃ

ないだろうかというような一つの認識もありま

して、盛岡市も花巻市も法案決定するまで条例

の制定を見送るという判断に立ったわけであり

ますから、私どもも今その判断に立っていると

いうのが今の状況であるということを答弁とさ

せていただきます。 

○議長（新田勝見君）  13番菊池邦夫君。 

   〔13番菊池邦夫君登壇〕 

○13番（菊池邦夫君）  現状って言いましょう

か、取り組みの流れは理解しました。 

 まさに条例化を目指して取り組んでいる状況

が国のほうの動きなどの参酌をしながら、今方

針を打ち出しかねているという理解で、時期が

来るとおのずと遠野も条例化になるのかなとい

う思いがあります。 

 次に、空き家等の有効活用についてでござい

ますけども、今、市長の答弁の中にも総体で38

2のうち利用可能なのが317件という83％ほどと

いうふうに理解したわけですけども、いわゆる

空き家等が放置されて管理不全な状態になる前

に、これをいわゆる有効にということで活用し

ていくために、観光や交流、定住の促進等など

を図っている、いくところはいわゆる橋渡しの

窓口でしょうか──である「で・くらす遠野」

が主体でしょうけども、今、市長がおっしゃっ

た317件、利用可能と言いましょうか、空き家

があるんなら、実際「で・くらす遠野」ではど

のような推進状況化になるかお尋ねします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 
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   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  先ほどの１問目の質問

の中で今議会に提案をしております防災基本条

例のかかわりの中における質問あったわけであ

りますけども、それはちょっと飛ばしてしまい

ましたのでお許しをいただいて答弁をさせてい

ただきますけども、防災基本条例、これはいう

ところの暴風雨、豪雨、それから豪雪、洪水、

地震といったようなそういったような自然災害

を、ひとつ市民の皆様方それを守るという部分

の中における自助、共助、公助というしくみを

きちんと条例化しようということでの提案であ

るわけでありますけども、この、特にも廃屋、

さらには危険家屋といったようなものについて

は放置できないわけであります。それこそ隣近

所なり、廃屋があるいは危険家屋が非常に強い

風の中で飛んでって、それこそ人にぶつかった

りしてしまったんでは、命まで奪いかねないと

いうことになるわけでありますから、大変一定

の期間を持たなきゃならないとなれば、この廃

屋なり危険家屋については私は公助という一つ

の仕組みを形にしながら、こういった危険予防、

危険物の除去というか、あらかじめ災害を起こ

さないよう、起こす要因を取り除くという意味

においては廃屋なり危険家屋については防災基

本条例の公助という位置づけを生かすという中

で対策を講じるという中における取り組みとし

たいというように考えておるところでございま

すので、これはよろしくお願いを申し上げたい

と思っております。 

 それからこの空き家の有効活用につきまして

は、「で・くらす遠野」に寄せられた空き家情

報を整理しながらということで、今担当のほう

ではいろいろ検討しております。で、「で・く

らす遠野」も会員がもう既に1,700人超えてい

るという中において一定の形となってあらわれ

てきておりまして、これを、会員をふやすとい

うよりも今度は次の第２ステージに組み込みな

がら交流人口の拡大、あるいは定住に結びつけ

るというような一つの仕組みに持っていくこと

になれば、この317件という一つの数字を把握

して、317件ですが、把握しているわけであり

ますからまあ担当のほうの今の検討の中では、

遠野市空き家バンクといったような形のもので

情報を一元化してそれぞれの情報をインターネ

ットでつなぐ、あるいはさまざまな発信をする

というこの仕組みをつくりながら、空き家をさ

らに有効活用。ただ、有効活用するわけにいか

ないわけでありますけども、その、居住可能な

空き家を、まさに住みよい環境につくりかえる

っていうことも大事なわけでありますから、リ

フォーム助成金といったような制度もあるわけ

でありますから、これを活用しながらそのニー

ズに対応するという中における仕組みを、より

充実させるということに持っていくのがこれか

らの一つの課題ではないかなというように思っ

ているところでございますので、ご了承してい

ただければというように思っております。 

○議長（新田勝見君）  13番菊池邦夫君。 

   〔13番菊池邦夫君登壇〕 

○13番（菊池邦夫君）  総合的に空き家の対策

の充実をも図っていくんだということですが、

特に市街地における防災減災まちづくりにおい

てですね、防災機能を担うポケットパークって

いう、いわゆる公園や広場等の整備に向けた空

き地の利用計画を考えられるのが、そのような

ことはどうなんでしょう。午前中の同僚議員の

中にも新庁舎の位置のあり方なども、多分そう

いう空間スペースなども加味しながらという部

分が思いの中にはあったのかなという気がする

んですけども、そういう広場等を活用したにぎ

わいもできることでしょうし実現を望むのだが、

市長の心意気などをお尋ねいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  いわゆるポケットパー

クというような位置づけの中における取り組み

は、まさに防災、減災を考えてみた場合に極め

て大事な事業ではないかなというように思って

おります。 

 間もなく完成いたしますけども、菊池邦夫議

員の地元であります旧消防庁舎の跡地利活用、
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これも非常に地域の方々と大変なエネルギーを

費やしましての議論を行いました。その中で、

ある民間事業者の工場跡地も市が取得すると、

これはまさに危険家屋であったわけであります

から、市が取得するという中で、あの辺人口も

ふえてきておりますし、子どもたちもふえてき

てるという中にございまして防災広場、あるい

は「子育てするならば遠野だ」という中におけ

る一つの公園的な機能を持たせようという中で、

今、整備を進めているわけでありますけども、

この中心市街地においてもそのようなポケット

パーク的な構想を持ってして、この想定されな

いっていうか、想定外の災害にも対応しなきゃ

ならないっていうのが今の遠野の置かれている

状況でもありますので、このポケットパークと

いったようなものを防災、減災っていう切り口、

あるいは「子育てするならば遠野だ」っていう

一つの切り口といったような中から、そのよう

な空間を、適時適切に有効にというよりも、空

き地利用の中における有効活用として位置づけ

て計画的に整備を進めてまいりたいというよう

に考えております。 

○議長（新田勝見君）  13番菊池邦夫君。 

   〔13番菊池邦夫君登壇〕 

○13番（菊池邦夫君）  次に、子育て支援の対

応についてお伺いいたします。 

 子育て世代の方たちが子育てを通じて地域と

のつながりを育み、支えられる側から支える側

になるという地域の場も大切であります。子育

て支援は地域のつながりを再生させ、次代を担

う子どもたちを育む、まさに未来への投資であ

ります。子育てしやすいまち、働きがいのある

まちこそが若い世代に選ばれ、地域を支える人

材にあふれた活気あるまちへと成長していくと

思うのであります。 

 遠野市はその思いを担って平成20年４月から

子育て総合支援センターを組織化され、子ども

の育ちと子育てしやすい環境づくりを目指して

取り組まれてきました。 

 先日、社会福祉法人遠野保育協会が主催する

第41回保育のつどいにお招きをいただき、市民

センター大ホールに行ってきました。各保育園

年長児総勢136名の子どもたちの伸びやかな成

長と躍動感あふれる姿を見させていただき、子

どもたちは大きく成長し、一つのことをやり遂

げた満足感と自信に満ち、すごく感動した集い

でありました。 

 そこで質問ですが、平成24年８月子ども・子

育て関連３法が可決成立され、これら子ども・

子育て関連３法にかかわる新たな制度を、子ど

も・子育て支援新制度と呼んでいるようです。

この新制度の趣旨は幼児期の学校教育、保育、

地域と子ども、子育て支援を総合的に推進する

ことになっているようです。平成27年４月から

スタートしますが、これまで幼稚園は学校教育

とし文部科学省が所管し、保育所は厚生労働省

というような二重行政を指摘されてきましたが、

制度、財源を一元化し、一体的に推進してくこ

とや地域の子ども・子育て支援を総合的に切れ

目なく地域の実情にあわせた支援を計画的に推

進することが期待されます。 

 この制度の推進役は基礎自治体である市町村

となっているのですが、子ども・子育て支援新

制度への対応で、市内公立保育所、幼稚園の運

営のあり方はどのような動きにあるのかまずお

伺いします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  「子育てするならば遠

野」ということを大きく一つのスローガンと掲

げ、それも緊急優先課題だと位置づけながら、

この４月には教育委員会、そして健康福祉部、

それから総合子ども支援センターですね、それ

から保育協会、まさに官民一体となった一つの

推進組織を立ち上げようということで、まあ表

明しているわけでありますけども、ただいまい

ろいろ御質問ありました子ども・子育て支援新

制度、これにつきまして遠野が今置かれている

状況、ただいまの御質問の中に、この問題は未

来への投資だという話がありました。全くその

とおりだと思っております。今、育っている今

生まれた遠野の子どもたち、それから今、保育
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園とか幼稚園で、懸命に、それこそ将来の遠野

を担うという夢を持って保護者の皆さんのその

温かい、それこそあれを受けながら、子どもた

ちは懸命に育っているわけでありますから、そ

れ、まさに今でしょうっていう中における応援

をしなければならないというのが基本的な私の

今の立場であります。まさに未来への投資なわ

けであります。 

 そういった中にありまして、この新制度がで

きたという中で27年度から本格施行されると。

これは御案内のとおりであります。そしてこの

ポイントは、質問にもありましたとおり認定こ

ども園、幼稚園、保育所、それぞれ別々であっ

たわけでありますけども、この別々であった財

政措置が施設型給付費に一本化されるという中

で、幼保連携型認定こども園制度の改善なども

その中に位置づけられているわけであります。

この新制度では、市が実施主体となり、27年度

から５年間の計画期間とする計画を策定しなが

ら幼児期の学校教育、保育、地域の子育て支援

を行うこととなるというような、そのような仕

組みになっているわけであります。 

 で、27年度に施行される改正認定こども園法

では、幼保連携型認定こども園制度が改善され、

これまで幼稚園部分は学校教育法、そして保育

所部分は児童福祉法という別々の制度により定

められていた認可基準や財政措置が一本化され

るということになるわけであります。これは現

場にとっては非常にありがたいことなわけであ

ります。 

 したがってこういったことも踏まえれば公立

あるいは私立によって違いは出てくるものの、

制度やサービスが大きく変わるということにな

るわけでありますから、まあ遠野市にあっては

この認定こども園制度を活用しながら社会福祉

法人遠野保育協会に運営をお願いしたいと考え

て協議を重ねているところでありますけども、

これは他団体のことだということになって行政

がどこまでそこに入るかっていうことになるわ

けでありますけども、私はやはり他団体のこと

ではないと。まさに関係機関団体が一つになっ

て子どもたちの教育環境、特に幼児教育の環境

整備に当たっていかなきゃならないというよう

に考えておりますので、今、精力的な話し合い

を進めておりますけども、保育協会のほうから

さまざまな課題が提示されてきております。 

 なぜ今ごろこのような課題が提起されるんだ

ろうというような部分は、正直私にはあるわけ

でありますけども、しかしそれを無視するわけ

にいかない。やはりこれにも真摯に、そして真

正面から突きつけられた課題といったものに対

しても、行政として答えを出していかなきゃな

らないというように思っておりますので、それ

にきちんと答えを出し、そして４月から立ち上

げます子育てするならば遠野推進本部、そこに

きちんと同じテーブルについてどう向き合うの

か、法改正にどう向き合うのか。そしてまた遠

野としてこの課題に、旧宮守村、旧遠野という

もう時代ではない、もう既に８年、もう９年目

に入っていると、というようなことをきちんと

お互い、まさに意識の壁を乗り越えた形での環

境づくりっていったものにそれこそ全力を挙げ

て取り組んでいきたいというように思っている

ところでございますので、また、これからもさ

まざまな課題をどう乗り越えるかという中にお

ける取り組みについて、さらなる御指導と、ま

た御教示もいただければということをこの場で

お願いいたしまして答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  13番菊池邦夫君。 

   〔13番菊池邦夫君登壇〕 

○13番（菊池邦夫君）  他団体ということより

も基礎自治体である市町村が率先して取り組ま

なくちゃならないという思いを市長からも直に

聞きましたんでほっとしてます。あとは時間の

問題かなという思いがしております。 

 さて、遠野わらすっこプランの推進で、ス

ローガン「子育てするなら遠野」とありますが、

まあ何遍も耳にしておりますがどのような動き

にあるかであります。 

 遠野わらすっこ条例に基づき、地域全体で子

育てを支援する環境整備は、特筆されることは

どんなことが挙げられるのかをお尋ねするので
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す。 

 例を挙げて言えば、遠野市立学校の学力向上

対策の推進などに係る取り組みなどもすばらし

いことであります。また、３日ほど前の新聞で

報道されておりましたが、平泉町はこの４月か

ら小学校６年生まで行っているいわゆる医療費

無料化を、中学校３年生までと妊産婦に拡大す

ると。少子化対策と子育て世帯の支援が目的で

子育てしやすい環境づくりに努めるようです。

遠野市における新年度に向けての具体的な取り

組みをお伺いいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）   「子育てするなら遠

野」という中における新年度の遠野市における

取り組みの状況にということでありました。こ

れは、一つは不妊治療の、これはきょうの、先

ほどの前の質問の萩野幸弘議員の中にあっても、

まさに子育てっていっても、まさに出会いして

生まれなければという話がありましたね。まあ

そのようなことで不妊で非常に悩んでいる方も

かなりの数がいるっていうことも承知しており

ますので、この不妊治療の支援事業を拡充する

ということと、ただいま御質問のありました学

力向上対策事業、この学力向上っていう部分も、

私は一つの持論でありますけども、単なる偏差

値としての学力ではない、やはり知育、徳育、

体育といった総合的なバランスのとれた遠野人

といったものをどのように教育していくかとい

うこともすごく大事ではないだろうかというこ

とで、これについては12月補正予算でも予算化

させて既にいただいておりますし、それからこ

の部分で、12月補正で、この学力向上について

も早速教育委員会のほうでは、各小中学校が一

丸となった取り組みで、この12月補正で措置し

た予算の中から先進地をということで授業力向

上のためということで横浜国立大学付属小学校

及び中学校で、地元教師がそちらの研修に行っ

て非常にいい手応えを感じてきたというような

情報もいただいておりますので、そのような形

でも動き始めているということであります。 

 それからちょっと前後いたしますけども、こ

の不妊治療の問題については、20万円を上限に

全額市が負担するという中における拡充策を取

らせていただきました。26年度から県内では初

めて、不妊検査や人工授精など一般不妊治療費

の助成を行うこととするということとしており

ますので、これなども一つのきめ細かい子育て

っていう部分を広く捉えた場合においては、一

つの特筆すべき事業ではないかなというふうに

思っておりますので、この２つを紹介させて答

弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  13番菊池邦夫君。 

   〔13番菊池邦夫君登壇〕 

○13番（菊池邦夫君）  まさに保健、医療、福

祉はゴールが遠いのでありますけども、なお一

層の努力を願いながら次に進みます。 

 市内の保育所の運営については、遠野市保育

協会が設置経営に当たっていただいるわけで、

多様な福祉サービスを提供するに当たり、利用

する子どもたちが心身共に健やかに育成される

よう支援に頑張っていただいております。 

 そこで保育協会の平成24年度の事業概要によ

ると、法人運営の状況は保育園10カ所の経営、

６児童館の指定管理、５児童クラブの受託運営、

地域子育て支援センターの運営、病児等保育施

設わらっぺホームの受託運営であります。 

 そこで職員の管理のあり方でありますが、職

員数が総体で261名で、そのうち正職員が78名

で29.9％と約３分の１であり、臨時職員97名、

パート職員が80名で、嘱託職員６名も含まれて

いますが、一般的に保育所運営職員体制はこれ

で良好といえるのでしょうか。 

 市長は施政方針演説でも触れておりますが、

直ちに取り組む緊急的優先課題である地域経済

の振興と雇用の確保、そして子育てするなら遠

野、少子化対策と教育環境が大事であり、可能

なものから活気あふれる環境づくりに取り組む

旨を申しております。 

 若者、女性が安心して働ける環境、そして有

資格者はもちろんでありますが元気な明るいゆ

とりのある職場環境を望むのだが市長はどのよ
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うに感じておられるのかお聞かせいただきます。 

 明るいあすを信じて子どもたちの元気な声が

響き渡る楽しい園生活が送られるよう支援し、

今すぐとは申しませんが複数年後もやむを得な

いと思いますけども、少なくとも臨時職員対応

の枠数の職員は正規職員化を目指すべきと思う

がいかがでしょうか。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この子育てするならば

遠野という中で、まあ幼稚園、保育園の一つの

環境整備の問題がこのような形で議論されてる

わけでありますけども、子どもたちのとってよ

りよい環境をということはこれは当然でありま

す。しかしそこに従事している保育士さん方を

まさに中心とする働く場所としての環境整備も、

またすごく大事ではないかと思っております。

やはりそういった保育といったものに、子育て

といったものに直接対応してない私がさも物を

わかったような言い方するのはちょっとおこが

ましいかもしれませんけども、やはり言葉を発

するなり十分な意思を伝えるなり、そのような

子どもさんたちと向き合うときには、やっぱり

向き合う保育士さんたちにも余裕がなければだ

めだというように私は思うわけであります。そ

れは余裕というのは単なる預かる子どもさんの

数ではない。精神的にもやっぱり余裕、子ども

さんたちが昼寝したときには例えば保育士さん

たちも一緒に昼寝をするっていうような場所も

やっぱりあってこそ、はじめて子どもさんたち

と向き合った、それこそ本当の教育というもの

の環境がそこに出てくるんではないのかなとい

うように思っているわけであります。したがっ

てそのような認識の中でただいまのこの御指摘

のありました今の臨時職員か正規職員かといっ

たものでありました。で、それぞれ児童館、児

童クラブあるいは支援センター、さらにはわら

っぺホームといった、そこにまた保育協会とい

う中でそこはやっているわけでありますけども、

ただいま数字申し上げましたけども、私のほう

に手元にある資料ですと、この２月１日現在、

保育協会が運営する10の保育園のうち園児数が

761人で、年長児で限ってみると約７割の子ど

もたちが保育協会運営の保育園に入園している

という状況であります。 

 そうしてもう一方においては、児童館及び児

童クラブ、これは非常にいい仕組みとして、遠

野の誇るべき仕組みなわけでありますけども、

意外とこれが周知されていないというか、ＰＲ

されてないっていうことになるかと思っており

ますけども、利用登録児童は平成25年でありま

す、昨年の５月１日時点で1,169人、で24年度

の年間利用延べ人数を見ますと13万5,796人と

いう数字になっておりますから非常に大きい一

つの受け皿として整備されている。 

 それから地域子育て支援センターまなざしは

これも397人、病児等保育施設のわらっぺホー

ムの利用者は559人、まあそれぞれがそれぞれ

の役割を果たしているというようになっており

まして、健全に経営されているという部分は、

私も保育協会のほうには市長の立場としても感

謝もしなければならないと。 

 ただ御質問にありましたとおり、この中で臨

時職員の比率が非常に高いというのもこれも正

直事実であります。これをどのような形でいわ

ゆる雇用関係を改善していくかっていうのも、

やっぱり見直さなければならない課題の一つな

のかなと。 

 ただこれは保育協会として理事長がおり、理

事会があり、その中で経営をしているわけであ

りますから、その市長といえども、その中にど

うのこうのという中でするわけにいかない。し

たがってそういった課題を課題として正面から

受けとめながら子育てするならば遠野推進本部

という中でそういった課題をきちんと、言うな

れば浮き彫りにさせて、そしてどうすれば解決

ができるのか。そこにはやっぱり行政の応援が

なければならないのかといったような一つの議

論を真剣に行っていただきたいなということを

まあ期待しているわけであります。 

 保育園事業では、園児のその数によって配置

が義務づけられている基準職員数というものが
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あります。その基準職員数で見ますと25年で10

園、10の施設があるわけでありますけども全体

では127人、そのうち69人が正職員で54.3％と

いう数字になってるわけであります。この基準

職員数に対する臨時職員数は57人でありますし、

そしてこのほかにも保育の補助等で54人のパー

トが日々雇用として訪問いただいているという

ような、そのような雇用実態になっているとこ

ろでありますから、これをきちんと受けとめな

がら、いうところの正職員の割合を高めていく

のか。全国的に少子化が進んでいる保育協会と

しても将来の経営上の、一つの経営戦略と展望

を持たなきゃならないといったようなその相矛

盾するものをどのように刷り寄せながら、結果

的には子どもたちにも、そこで働く保育士さん

の方々にも、望ましい、より好ましい環境に近

づくのかっていう中におけるやっぱり知恵をそ

して工夫を、そしてまたそこでは総合力という

視点をやっぱり言い続けるっていうことが私は

大事じゃないだろうかと。それは他団体のこと

だと。赤字を出さずに経営してればそれでいい

んだと、だから行政はそれにははまらないんだ

というには、やっぱり私どもは、私はもう限界

があると。だからそれぞれの立場と主体性を尊

重し合いながら、そこで知恵と一つの工夫をし

ながら新たな仕組みをつくっていくという中に、

やはりこれも公助という言葉もまたそこに出て

くるのかなあなんていうこともちょっと考えた

りしてるとこでございますので、そのような形

での答弁として御了承いただければと思います。 

○議長（新田勝見君）  13番菊池邦夫君。 

   〔13番菊池邦夫君登壇〕 

○13番（菊池邦夫君）  大方の市長の答弁は理

解しました。 

 で、先ほども申し上げたように、やっぱり保

育園、保育所の運営経営は市の施設なども中に

はあったりして、総合的に、基本的にはなんか

委託をしてるような思いで、ある意味では他団

体と言いながらも運営の面で支援をしてるとい

うような実態もあるわけですから、そういう含

みの中でですね、いわゆる子育てするなら遠野

という総合的な響きの中でですね、お手当をし

てもらいたいというのが本音でございます。 

 たくさんお尋ねしたいことがあるんだけども、

予算等審査委員会のほうで伺うことにして、こ

れにて一般質問を終わります。ありがとうござ

いました。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいまの菊池邦夫議

員の答弁の中で、ちょっと数字を読み間違えた

っていうか言い間違えたようでございますので、

この場で訂正をしおわびを申し上げたいと思っ

ております。 

 地域子育て支援センターまなざしの利用者、

なんか「397人」と答弁したっていう、今ちょ

っと指摘を受けましたので、これが正式には

「3,917人」が正しい数字でありますのでここ

でおわびして訂正させていただきます。 

○議長（新田勝見君）  本日の会議時間は、議

事の都合によりあらかじめこれを延長します。 

 次に進みます。18番石橋達八君。 

   〔18番石橋達八君登壇〕 

○18番（石橋達八君）  通告に従いまして一般

質問を行います。 

 平成26年度３月定例会に当たり、市長から施

政方針が示されその中で新年度の緊急的優先課

題として地域経済の振興と雇用の確保、交流人

口の拡大と、それから「子育てするなら遠野」

と、何度もきょうも出ておりましたが、少子化

対策と教育環境の整備の重要性が述べられまし

た。 

 遠野市における高齢者の単独世帯、夫婦２人

だけの世帯増加の原因に就労のミスマッチ、そ

のほかに地元に就職したくとも、それを許す環

境にないことも一つであります。加えて市内企

業の中に、雇用は保証されたものの、統合のた

め他市に移転するという残念な事態も出ており

ます。目標は目標として、どうか経過、成果が

実現されるようお願いをしたいと思います。 

 また「子育てするなら遠野」の実現は、子ど

ものみならず大人にとっても「住み続けるなら
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遠野」に通ずると確信をしておりますので、一

層の取り組みを期待いたします。 

 最初の質問は、地域防災力の充実強化につい

て伺います。 

 その中で消防団の処遇改善についてでありま

す。審議はこれからでありますが、いち早く今

定例会に遠野市防災基本条例が提案されており

ますがいつもながらスピード感があるなと評価

をいたしております。 

 ３年目を迎える東日本大震災で遠野市の消防

団は後方支援の活動、被災地の消防団員は自ら

被災しながらも水門の閉鎖や被災者の誘導に当

たり住民の命を守る活動を展開いたしました。 

 しかしながら254名の消防団員が犠牲になっ

ております。消防団員は非常勤務特別職の地方

公務員であると同時に、本業の傍ら自発的に参

加するボランティアの性格も併せ持っています。

近年、山火事や局地的な豪雨、台風など頻繁す

る傾向が見られます。郷土愛と使命感にあふれ

る地域防災のリーダーとして消防団員が活躍し、

どんな事態でも犠牲者を出さない体制の構築を

していかなければなりません。 

 昨年の臨時国会で成立した消防団を中核とし

た地域防災力の充実強化に関する法律を受けて、

消防団の処遇改善と装備の充実が図られること

になりました。消防団員の退職報償金の引き上

げもその一つであります。 

 そこで消防団員の年額報酬や出勤手当等の額

の改善について取り組むべきときと捉えますが、

消防団支援法は消防団を将来にわたる地域防災

力の中核として欠くことのできない代替制のな

い存在として地方自治体に報酬など処遇改善や

訓練支援などに責務を課しております。今後、

消防団員の報酬、処遇改善にどう対応するか。

方針をお聞かせ願います。 

 またつけ加えますが少子高齢化の進展、核家

族、勤務体制の多様化など生活様式の変化によ

り消防団員を中心とした地域における消防活動

の担い手を確保することがますます困難になる

ことが予想されます。そのためにも消防団の加

入促進と消防団の活動に参加いただいている市

民の皆様の処遇改善を求めるものであります。 

 次に、ヘルプカードの普及推進についてお尋

ねいたします。 

 岩手県社会福祉協議会では３.11の大震災の

経験から、災害対応の手引きやお願いカードの

配布、または病院や医院が主体的に発行、全国

組織の障がい者組織では災害手帳などいわゆる

災害の際の情報を提示できるカードを発行し送

付しております。これらは一般的に障害や難病

を抱えている人が必要な支援をあらかじめ書い

ておき、緊急時や災害時など困ったときに提示

して周りの人たちに配慮や手助けをしやすくす

るカードでありますが、災害時とともにいつで

もこのような準備は必要で、本人、家族、支援

者にとっても安心であります 

 本来ヘルプカードは障害を持たれる方が対象

でありますが、これは必ずしも障害を持たれる

人に限らず、障害がなくても支援を受けたいと

要望する方や子どもたち全市民にとって万が一

の場合、必要であります。市民安心カードのよ

うないつどんなとこでも携帯できるような対応

を求めたいと思いますがいかがでしょうか。 

 次に、情報化時代の遠野市の新たな取り組み

について伺います。 

 一つはオープンデータ推進の取り組みについ

てであります。 

 オープンデータは公的機関が保有する情報の

うち、誰もが利活用できるデータを公開するこ

とをいうようであります。このことにより、１

つとして行政の透明性、信頼性の向上、２つと

して市民参加、市民協働の推進、３つとして経

済の活性化、行政効率化に役立つことが期待さ

れます。 

 行政機関が持つ公共データを市や利用しやす

い形で公開するのが一般的でありますがデータ

を二次利用できるようなファイルシステムによ

り地域課題や問題意識が共有され、新しいガバ

ナンスの可能性が広がると期待されます。 

 先進地である鯖江市や流山市のオープンデー

タを見ましたが取り組むべきと感じました。 

 ＩＣＴ社会の時代、遠野市はオープンデータ
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についてどのように認識されているのか所見を

伺います。 

 次に自治体が主体のクラウドファンディング

についてであります。横文字が続きまして申し

訳ございません。時代の流れでございます。 

 クラウドというのは大衆、ファンディングと

いうのは財政的支援という意味で、その組み合

わせによる造語のようでありますが、クラウド

ファンディングは賛同するアイデアやプロジェ

クトに対して、誰でも簡単に寄附金やお金を支

払うことができるインターネット上の仕組みで

あり、民間でも、諸団体でも活動を支えており

ます。今、自治体でもこの手法を使って資金を

調達する試しみが注目されておりますが、今後

遠野市の事業の予算確保のために新たな手法に

なる可能性が期待されますが、こうした仕組み

の導入への所見もお知らせください。 

 ３点目は高齢化社会の課題の一つについて、

代読代筆支援体制の必要についてお聞きします。 

 高齢化の進展に伴い視覚障がい者のみならず

視力が低下した高齢者など、読み書きに支障の

必要性が求められております。昨年は耳マーク

の掲示も求めたところであります。提案であり

ますが目が不自由になってきた方を対象とした

代読代筆など読み書き支援は必要ではないのか。

他自治体で行われている取り組みを参考に支援

の仕組みづくりは必要ないのかをお伺いいたし

ます。 

 ４つ目であります。 

 次に、教育行政について教育長に伺います。 

 学校教育も含めジュニアスポーツの振興につ

いてであります。 

 定例会初日の本会議で教育委員長から、遠野

市教育行政推進の基本方針が示されました。そ

の中で「子育てするなら遠野構想」の一翼を担

う点からも時代の変遷にも的確に対応すること

が示されました。学校教育ではどうか子どもた

ちの知・徳・体のバランスある人間力向上の醸

成をお願いするものであります。中でも重点項

目の一番目に挙げられた学力向上の推進は、

「子育てするなら遠野」という視点からも重要

であります。 

 昔から文武両道という伝統的な考え方がござ

いますが、学習とスポーツは一体なのではない

かと感じます。 

 教育行政推進の基本方針の第４番目にはス

ポーツ振興について延べられました。今回のソ

チで開催されました冬季オリンピック、７日か

らはパラリンピックも開催されますが障がい者

スポーツの振興にも取り組みをお願いしたいも

のだなとこのようにも思います。 

 教育長もこの報道をごらんになられたと思い

ますが、私自身これまでにないオリンピック選

手のすばらしさ、スポーツのすばらしさ、逆境

や挫折を乗り越え限界に挑む輝き、才能、セン

ス、家族のきずなや地域のサポート、指導者の

重要性、メダルは取れずとも人間勝利者の輝き、

自らの成長を他人のせいにしない主体性。感動

感激したところであります。まさに生きた教材

でありました。 

 これらにスポーツ振興の極意があるようにも

感じたものであります。市民の皆さんも同じよ

うな感想を持たれたものと推察をいたしますが、

教育長はどのような感想を持たれたのかよろし

かったらお聞かせを願いたいと思います。 

 学校教育、社会教育を含め、（発言する者あ

り）スポーツ振興の基本的理念をお聞きしたい

と思います。 

 以前、サッカーの町のステータスとしてＪ

リーグや世界を舞台、ワールドリーグ等でも活

躍できる選手の育成を述べたこともありますが

サッカーとは限らず、就学前からの英才教育、

小中学校の時代が最重要に感じられると。行政

方針では教育環境の充実が述べられております

が、スポーツ少年団の活動、指導体制の強化、

トップアスリートとの招聘、ジュニアスポーツ

の競技力向上については具体的にどのような計

画があるのかをお知らせ願いたいと思います。 

 近年遠野市の小中学校が輝かしい成績をおさ

める人材がふえていることはすばらしいことで

ありますが、夢や目標は一層大きく全国や世界

の舞台を目指すスポーツ振興の施策をお聞きし
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たいと思います。 

 最後に、読書通帳について伺います。 

 市民の図書館利用の推進と子どもたちの読書

活動の利活用でありますが基本方針では読書活

動の推進について地域教育協議会の実践活動を

支援することが示されました。各地域教育協議

会の活動、アイデアを期待したいと思います。 

 先月、東京都武蔵野市をはじめ、３市６区の

公立図書館、現在もっとふえているようであり

ますが、アンネの日記や関連書籍が何者かによ

って破損されるという事件が発生しております

が嘆かわしい限りであります。 

 本、書籍、図書館は人類の英知の宝庫であり

ます。そこででありますが。近年いろいろメデ

ィアの普及で活字離れが指摘されている中、市

民や子どもたちに読書に親しんでもらう取り組

みとして読書通帳を提案したいと思います。こ

の取り組みは借りた本の履歴を目に見える形で

残すことによって、読書への意欲を高める効果

が期待されます。いかがでしょうか。 

 また、教育長としての具体的図書館利用の推

進、読書活動の活性化への方策をお示しいただ

ければと思います。 

 以上でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後３時59分 休憩   

────────────────── 

   午後４時09分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  石橋達八議員の一般質

問にお答えいたします。 

 私に対しましては、地域防災力の自立強化、

消防団員の処遇改善、ヘルプカードの普及促進、

それからまた、今日的な課題であります情報化

時代の新たな取り組みについてと、さらには高

齢化社会の課題について代読なりあるいは代筆

の支援体制といったようなものも構築しなけれ

ばならないのではないだろうかという形での御

質問を承ったものであります。 

 順次お答え申し上げますけども、このヘルプ

カードのこの普及あるいは促進については、既

に事業化もされている制度でございますので、

これにつきましてはより具体的な形での答弁の

ほうがよろしいかというふうに思いますので、

担当の健康福祉部長のほうから答弁を申し上げ

ますのでよろしくお願いをいたします。 

 まず、１点目のこの消防地域防災力の充実強

化についてであります。 

 これにつきましては、質問の冒頭にありまし

たとおり、先般の東日本大震災でも殉職する消

防団員の方がかなり出たという部分の中で、ま

さに地域住民の命を守るという中で、自らのと

うとい命を失ったというようなそのような事例

もありました。 

 さかのぼれば平成７年の1995年の阪神・淡路

大震災のその際も、消防団の方の活躍が大変、

そしてまた中越地震、山古志村が孤立したとい

う中にあっても、あの状況の中で消防団員の皆

様が懸命に活動したと。 

 そして先般の、つい新しい中における、日本

列島を襲った豪雪という部分においても消防団

員の皆様が活動したと、災害、そしてまた何に

もかえがたい命を守る、あるいはつなぐってい

う部分におきまして、消防団員の皆様の果たす

役割といったようなものがますますこのように

大事になってきているわけであります。 

 特に災害弱者といわれる高齢者の方々、ある

いは障害のある方々といった方々に、まさに身

近な中で支援をするという消防団員の皆様の姿

といったものは、本当に力強く、また頼りにな

る一つの組織ではないだろうかと。世界で最大

のボランティアといったボランティアは日本の

消防団だっていう話を私、ある本で読んだこと

があります。今、東南アジアをはじめ開発途上

国というよりもさまざまな国の仕組みがどんど

んできて、まさに生活も向上し、そして国の一

つの発展途上にある国が、やっぱり日本の消防

団っていう組織に非常に注目しておるという話

もちょっと読んだことありますけども、そうい
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った点ではこの消防団の果たす役割といったも

のの中で、ただいま御質問ありましたとおり、

どのように処遇を改善していくのかっていうの

も一つの大きな課題ではないかなと思ってます。 

 そういった中にございまして、昨年でありま

すけども、平成25年12月13日に公布されている

わけでありますけども、衆議院の総務委員長提

出という中におきまして、消防団を中核とした

地域防災力の充実強化に関する法律、平成25年

法律第110号が制定され、既に公布されている

わけであります。 

 この中には、消防団を中核とした地域防災力

の充実強化に関する法律の目的、基本理念とい

たしまして、この地域防災力の充実強化を図る

国及び地方公共団体の責務、それから住民に対

する防災活動への参加に係る努力義務、そして

また地域防災力の充実強化に関する関係者相互

の連絡及び協力義務。もう一つは地域防災力の

充実強化に関する計画、具体的な事業計画の策

定義務といったような内容でこの法律が組み立

てられているわけであります。 

 そして、このそれぞれ、国も制度としてこの

ように法律で定めたっていう部分におきまして、

さまざまなこの手当を講じると、あるいは予算

化するということになってきておりますので、

我々、この地方自治体にあっても、特に基礎自

治体という一つの組織にありましては、まずこ

の自治体消防というよりも、自治消防としての

消防団の皆様の装備の改善、あるいは総合への

充実、さらには教育訓練の改善といったような

ものにこの国の法律とあるいは財源の後押しを

受けながら取り組んでいかなければならない大

きな課題であるというように承知いたしており

ます。 

 今月、ことしの12月１日現在、遠野市の消防

団員は929人、その中で66人が機能別団員であ

りまして、また市役所の機能別分団の市役所班

も24人も入って活動しておるということであり

まして、ただ８割がサラリーマン団員になって

いるということも一つの現状であります。 

 しかし私は、遠野市の消防団の心意気といっ

たものはかなり高いレベルにあるんじゃないの

かなというように思っておりまして、ことしの

消防団出初め式のときに、ある方からこう言わ

れました──10万都市でも400人ぐらいしか参

加していないときに、600名以上が、700名近く

消防団参加しているわけでありますが驚きだと

いう評価をいただきました。10万人超えても40

0人しか参加していないところにあって遠野は7

00人以上の消防団員が参加していると、これは

すごいことだという中で、次に出てきたのが、

やっぱり地域がしっかりしているのかなあとい

う話まで、まあ感想を漏らして帰っていった来

賓の方がおりましたけども、私はこれは素直に

受けとめていいんじゃないのかなというように

も思っておりますし、議員各位にも消防団活動

されている方がかなりいらっしゃるわけであり

ますから、そういった部分の中におけるまさに

消防団の充実強化といったようなものを、その

中で図っていかなければならないかと思ってお

ります。 

 具体的な例で言いますと、消防団協力事業所

表示制度、平成19年７月に開始いたしまして、

これに伴いまして事業所の協力をいただいてお

りまして、現在、協力事業所は24事業所となっ

ております。 

 それからそのうち10事業所が総務省消防庁認

定となっておりまして、この数は県内では第４

位ということになっております。また本業の傍

ら、まさにリーダーとしてさまざまな形での対

応をいただいておりますけども、費用弁償ある

いは出動手当、費用弁償としての出動手当も支

給しているわけでありますけども、この部分に

おきましては、なかなか各市町村とも地域事情

がありまして同一ではないと。それから消防団

のこの報酬ですね、階級によって異なるという

ことでありますけども、遠野市は14市の中で６

番目ということになってますけども、階級が上

がるにつれ、部長、副分団長と階級が上がるに

つれ一番低い額になっているというのも遠野市

の状況である。 

 それだけちょっとあれでございますけども、
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志というか、使命感の中で、崇高な使命感の中

で御協力をいただいているということになるん

じゃないかなというように思っております。 

 この火災や風水害、警戒及びこの訓練等で出

動手当も支給しているわけでありますけども、

この単価1,600円、ただこれは14市の中で、こ

れも本当に感謝しなきゃならないわけでありま

すけども、14市の中では12番目の水準となって

いるということでありますから、まあ大変御協

力をいただいているんじゃないのかなというよ

うにも思うわけであります。 

 今、実はそのようなこともありまして、進化

まちづくり検証委員会の委員の先生、まあ具体

的に言えば県立大学の先生でありますけども、

消防団をもっともっと大切にしろと。で、この

充実強化を図れと。それによって地域コミュニ

ティーといったものの維持、そういったものが

可能になってくるんだから消防団というこの組

織に、一つターゲットを絞った何か支援策、あ

るいはコミュニティーを維持するんであれば集

落維持するんであれば、消防団というものを一

つ大きなよりどころとしてやっぱり考えるべき

じゃないかっていうような提案もいただいてお

りますので、まあそのような中から、ただいま

申し上げましたようなさまざまな処遇改善とい

ったものについて、それこそ前向きに高齢社会

であります弱者がどんどんふえてくるわけであ

りますから、まあそれとともにもう一つは婦人

消防協力隊を女性消防団として、例えば改めて

位置づけられないのかってことも、これも真剣

に考える、もう時期なりタイミングに来てるん

じゃないのかなっていうふうにも思っておりま

すし、常備消防にも女子消防職員が配置になっ

てもいいんじゃないのかなというように考えて

おりまして、昨年２人募集をかけたわけであり

ますけども、残念ながらその募集に応じてくる

方がいらっしゃらなかったと。まあこれはちょ

っとＰＲ不足だったかなというように思ってお

りますけども、そのような女性としての視点の

中で、この消防団活動の中における予防、それ

からいうところの査察といったようなそのよう

な業務も行うようなものとして位置づけなけれ

ばならないのかなと思っております。 

 それから独自の取り組みといたしまして、災

害警戒活動やら捜索活動等にあれするため、こ

れは来賓の皆様からの要望が多かった雨がっぱ、

これ３年計画で全ての団員に貸与するという予

定で、今年度、25年度は団員300人に既に配布

済みであります。そのようなこと。さらには団

員の活動の、団員の皆様の安全といったものを

確保しなきゃあなりません。24年度は救命胴衣、

トランシーバー、救命ロープ、投光器、あるい

は発電機等の安全装備品を全分団に配備しなが

ら装備の充実にも努めているところであります

し、この国の法制度を受けまして、さらにその

ような充実強化も図っていきたいと思っており

ます。 

 最後になりますけども、この当市の消防団の

防災という認識は非常に高いと申し上げました。

人口割合で比較しますと入団加入率は県内14市

中、遠野市は２番目という一つの数字も得てい

るとこでございます。 

 そういった中で非常に高いというような意識

もありますので、こういった中に、ただいま申

し上げましたとおり女性ならではの活躍の分野

も広げながら市民の皆様の安心安全と、そして

防災力の強化と、そしてさらには災害に強いま

ちづくりといったものをその中から見出してま

いりたいというように思っております。 

 それからヘルプカードのほうにつきましては、

担当部長のほうから答弁申し上げます。 

 で、オープンデータの推進の取り組みは必要

ないだろうかという情報化時代の新たな取り組

みとしてと。これはオープンデータは新たなＩ

ＣＴ政策として行政機関が保有する──これは

質問にもありましたけども、行政機関が保有す

る公共データを利用者が加工できる形で公開す

るというそのような制度でありまして、まあ具

体的には、もう自治体の中であっては鎌倉市で

あるとか、あるいは、もう既にそのようなこと

の実施に踏み込んでいる──ああ、オープン

データではないです、これはクラウドのほうで
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す、失礼いたしました。そのような形で、これ

からは横浜市とか福井県の鯖江市などが、この

ような形でもう既に取り組んでいる。人口減少

や少子高齢化が進み、市民協働によるまちづく

りを進めなきゃならない。これはある意味で必

然な流れなわけであります。 

 そういった中で、市が持っている情報を従来

と違った視点で活用するということが、時代の

流れじゃないかということ。どんどん情報の共

有、透明性っていうか、図られてるわけであり

ますけども、ただ今申しました鯖江市とか横浜

市では都市部の自治体で取り組んでいる。ただ

これは非常にまだ課題がある。 

 データ公開に係る事務量も結構出てくるんじ

ゃないだろうかということが課題としてある。

それから、プライバシーや個人情報といったよ

うなものをどのようにして保護をするのかとい

う制度面の整理も行っていかなければならない。

ただまた、データ整理に要するコスト、あるい

はそれを求める市民あるいは事業所のニーズが

どの程度あるだろうかということが、やっぱり

冷静に見極めなければならないていうように承

知しておりますので、他市の先進事例などを参

考にしながら、検討課題としていきたいと。 

 ただ基本的には持っている情報を公開しなが

ら、そこを利用者が、あるいは事業者が利用し

やすいような形で商品化する、あるいは事業化

するっていうことは、これは私あってもいいと

いうふうに捉えておりますので、その辺が遠野

市として、その辺の整合性が取れるかっていう

ことを慎重に検討し、見極めたいというように

思っているところであります。 

 行政データそのものについては、ホームペー

ジあるいはいろんな各種計画、統計情報なども

公開はしてるわけでありますから、これをもっ

とさらに進んだっていう部分における、オープ

ンデータという位置づけということになろうか

というふうに思っております。そのような形で

取り組みたいと思っています。 

 それから、クラウドファンディングの導入。

これも情報化時代における新たな役割というこ

とで、インターネット上の一つの仕組みであり

ます。不特定多数の方から簡単な仕組みとして、

事業予算確保のために寄附を受けれる制度だと。

インターネット上で小規模な資金を募るクラウ

ドファンディング、これまでも民間団体や個人

起業家によって資金確保の手段として用いられ

てきた。ここ１年自治体によって活用例が登場

してきておると。手軽に行える社会貢献の一つ

として、公共事業やプロジェクトに対する新た

な資金調達手段となるものだというような位置

づけとして言われております。 

 団体や個人の事業内容をホームページで紹介

しながら、不特定多数の賛同者から資金提供を

仲介する仕組みだということになるわけであり

ますから、この情報化社会の中、あるいはイン

ターネットの社会の中にあって、仕組みとして

は検討に値するのかなと思うわけでありますけ

ども。資金を拠出させる方法も、対価を得ない

寄附型、出資金を元に製作された商品を提供す

る購入型、あるいは出資比率に応じて配当があ

る投資型といったようなことも仕組みの中には

あるようでありまして、この辺もよほど冷静に

対応しなきゃならないし、果たして自治体レベ

ルにおいてこういうものはいかがなものだろう

かということもやっぱり考えなきゃならない。 

 ただ、この導入している都府県が、13府県が

既に導入しているということであります。これ

は自治体としてあります。それから北海道の夕

張市で基礎自治体としてはこの手法を、市民団

体の活動資金を確保するためにっていうことで

導入してる。それから神奈川県の鎌倉市が、観

光施設の整備ということを目的としながら案内

板の設置とかという中で、民間事業者のホーム

ページを介した形で募金活動を開始していると

いう事例も出てきてるようでございますから、

遠野市としてその辺はどう捉えたらいいだろう

かということになろうかというように思ってお

ります。 

 この遠野市において、さまざまな現金、口座

振替、証券による方法取り扱いながら、このク

ラウドファンディングのようなインターネット
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を活用した公金の収納方法は行っていないとい

うことでありますけども、ただこの部分で私も

時代の流れは感じるわけでありますけども、ほ

とんど今現金で、例えばときどき上京しますけ

ども、切符売り場に行ってコインでもって切符

を求める人は本当に少なくなっている。みんな

何だか知らないけど、ぱっとしてぱっと行って

しまうというような時代なってきてますから、

そのような時代を考えれば、市の職員の中でも

若い世代を中心にそのようなものにほとんど抵

抗のない世代も出てきてるわけでありますから、

やっぱり検討課題にはなるんじゃないかなとい

うふうにも思っているところであります。 

 それから、私に対する最後の質問の中で、高

齢化社会、代読・代筆支援体制、読み書きに困

らない支援体制という中における対応は、非常

に大事じゃないかなということであります。こ

れは本当に大事な状況になってきてるんじゃな

いのかなというように思っておりまして、視

覚・聴覚そういった中でどうサポートするのか。

特に、ひとり暮らし高齢者。実は市長と語ろう

会のときも、やっぱり書類を書くにしても大変

だというな声もありました。 

 だから、その辺をいかに簡略化するか、ある

いはもっともっと例えば同じ申請書を書きやす

いように持っていくのかっていうことも踏まえ

ながら、こういった高齢者という方々に対する

優しい、書類の記入が困難だったり、あるいは

内容が十分把握できないまま放置してる。我々

とすれば配ったじゃないかと、配布したじゃな

いかと。渡ってるはずだというんだけども、受

け取ったほうがそれをきちんと判読し、判断と

いうことであればいいんですけども、そうでな

い世帯もふえてきてるということもあるわけで

ありますから。 

 このような中で区長さん、あるいは自治会長

さん、民生児童委員さん、そして地域の皆さん

の協力をしなければ、この仕組みもまたなかな

かきっちりしたものつくれないんじゃないのか

なと思っておりますので。地域関係者の皆様に

はある意味においては負担かけることになろう

かと思っておりますけども、地区センターを中

心として、ふれあいホーム、さまざま自治会長

さん、行政区長さん等を通じながら情報を把握

し、そのような方がどの世帯にいるのかってい

う情報を共有しながら、そこに地域住民の皆様

がともに支え合うと。読み書きに困らない支援

体制を、それこそ地域協働の中からつくり上げ

ていくということも、仕組みとしては大事じゃ

ないかなと思っておりますので、以上として答

弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  荻野健康福祉部長。 

   〔健康福祉部長兼健康福祉の里所長兼地 

    域包括支援センター所長荻野優君登壇〕 

○健康福祉部長兼健康福祉の里所長兼地域包括

支援センター所長（荻野優君）  命に従いまし

て、ヘルプカードの普及促進について答弁をい

たします。議員の質問にもあるとおり、岩手県

と岩手県社会福祉協議会は、東日本大震災での

教訓を踏まえ、日頃の備えや避難所での生活、

障害に応じた対応などを記載した災害対応の手

引きとあわせ、必要な支援や自分の障害などを

伝えるおねがいカード、いわゆるヘルプカード

を身体障害者手帳や療育手帳などの障害者手帳

所持者に配布しております。市内では2,071名

の方がことしの２月４日現在で配付されている

状況であります。おねがいカードは３つ折りの

名刺サイズで、必要な支援や障害のほか、緊急

の連絡先やかかりつけ医、必要な薬などを書き

込み使用するものであります。 

 今回の配付は、東日本大震災における避難所

生活において、食事やトイレ、服用している薬

など、対応の仕方が不十分であった障がい者を

対象として配付されたものであり、みずからが

備える自助と、公的支援による公助の周知とあ

わせ、周囲が協力して支える共助についても、

このおねがいカードで広げるため行ったもので

あります。おねがいカードの使用は災害時に限

ったものではなく、普段の生活の中でも起こり

得る、急な病気や発作、外出先で手助けが欲し

い時などに使用することができるものです。 

 また市では、手助け、支援を必要とする方へ
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の対応として、耳が聞こえにくいという方が不

便なく窓口や公共施設を利用できるよう、昨年

８月に耳マークを市などの窓口に表示板12セッ

ト、カード120枚を配布、設置してるところで

あります。 

 おねがいカードのほかに市内では、遠野市社

会福祉協議会が緊急連絡カードを配付してると

こであります。これは、平成20年度から市と遠

野市社会福祉協議会が連携し、民生児童委員等

の協力をいただきながら作成している福祉票、

及び災害時等要援護者名簿をもとに、ひとり暮

らしの高齢者や高齢者世帯などにおいて緊急の

入院など、万が一の時に備え、最小限の日用必

需品を入れておく緊急安心箱と一緒に配付して

るとこであります。24年度末の状態では1,323

個配付してるとこであります。 

 緊急連絡カードはＡ４版の大きさで、身体の

状況や地域の支援者、緊急時の連絡先、かかり

つけ医などを記載し使用しているものでありま

す。体調を崩された方に民生児童委員が駆けつ

けた際に、親族等の連絡先が記載されていた緊

急連絡カードがあり、とても役に立ったとの意

見もいただいているとこであります。 

 障がい者や高齢者に限らず、支援が必要と思

われる方の意向を確認しながら福祉票への登録

勧奨を行い、遠野市社会福祉協議会や民生児童

委員等と連携し、緊急連絡カードのさらなる普

及に今後努めていきたいと考えております。ま

た、おねがいカードについても、災害時や日常

生活の中で困ったときに適切な対応につなげら

れるよう、障害者団体や家族会を通じ、周知・

普及に努めてまいります。 

 以上です。 

○議長（新田勝見君）  藤澤教育長。 

   〔教育長藤澤俊明君登壇〕 

○教育長（藤澤俊明君）  石橋達八議員の一般

質問にお答えをいたします。 

 まず、ソチオリンピックの感想ということで

あります。さまざまありますけども、10代の選

手の活躍、これが印象に残りました。３人もの

10代の選手がメダルを取り、メダリストになり

ました。メダルを勝ち取るためには個人の才能

や本人の努力で得た実力だけじゃなく、家族を

含め指導者や練習施設のさまざまなサポートを

いただき、そしてこの４年に１偏の大会にあわ

せたコンディション調整も重要な要素であった

と思います。メダルはもとより、あのような重

圧の中で果敢に挑んだ選手の姿に感動を覚えた

ところでございます。 

 また、本市に目を向けますと、第69回国民体

育大会冬季大会スケート競技会で女子 2,000

メートルリレーで３位に入賞した岩手県チーム

に当市の出身者がおります。また、昨年８月に

は第44回全国中学校サッカー選手権大会におい

て、遠野中学校のサッカー部の生徒がベスト８

に結果を残したことは、記憶に新しいことであ

ります。さらに、希望郷いわて国体の強化選手

として本市の５人の中学生が強化選手の指定を

受けているところでございます。 

 次に、２点目のスポーツ少年団の活動の促進、

指導体制の強化、トップアスリートの招聘、ジ

ュニアスポーツの競技力向上について具体的に

どのような計画なのかということですが、文部

科学省の全国体力・運動能力、運動習慣等の調

査、及び全国学力・学習状況調査の結果により

ますと、体力は生活習慣と相関関係にあり、ま

た、その生活習慣は学力と相関関係があると示

されております。このことからも、スポーツに

より個々の体力や集中力の向上が図られ、持続

性を養いながら少年団活動を通じて協調性を学

ぶことは、学力向上にもつながると考えており

ます。 

 市では、スポーツすること、運動することの

楽しさ、大切さを子どもたちに知ってもらうた

め、幼稚園保育所等へ定期的に講師を派遣し、

リズム体操や、体力・筋力を必要としない体幹

を鍛えるコーディネーショントレーニングなど

を実施しております。 

 市内のスポーツ少年団は、平成25年度におい

て12種目32団体が登録しており、各少年団とも

活発に活動し、東北大会、全国大会に出場する

機会がふえてきております。また、競技力のみ
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ばかりでなくマナーも向上してきており、団員

の確かな成長が見てとることができます。これ

は、ひとえに指導者の指導によるものであり、

敬意と感謝を申し上げます。また、父母会など

の協力があって、少年団が支えられております

ことに、感謝を申し上げております。スポーツ

少年団の指導者については、指導力の向上のた

めの研修会の開催や、資格取得のため、講習受

講の助成などを行い、有資格指導者の拡大及び

指導力の向上に努めております。 

 トップアスリートの招聘については、各種事

業を積極的に活用しております。５年前から、

ＪＦＡこころのプロジェクト遠野わらすっこ夢

の教室に取り組んでいるほか、昨年７月には、

キリンスマイルフィールドの講師として、サッ

カー日本代表の現役選手が来遠し、子どもたち

と一緒にボールを追いかけ、努力すること、夢

をあきらめないことなどの大切さについて、指

導をいただいているところでございます。 

 今後も、本市の子どもたちの中から、2018年

に開催する希望郷いわて国体や、2020年に開催

される東京オリンピックへ出場できる、スポー

ツ少年団やスポーツクラブの育成を図りながら、

スポーツの振興を推進してまいりたいと考えて

おります。 

 次に、読書通帳についてお答えをいたします。

読書通帳を導入することにより、市民の読書へ

の意欲を高める効果が期待できるということに

ついてですが、議員がおっしゃるように、借り

た本の記録が預金通帳のように記録をされる読

書通帳は、市民の読書意欲を促進する一つの手

法と考えられます。その一方で、機器の導入に

は多額の費用もかかると聞いております。公共

図書館への導入事例が全国でまだ数例である状

態にあります。現状におきましては、本市の現

状を踏まえ、導入自治体の事業の成果状況を注

視してまいりたいと考えております。 

 なお、市立図書館では、第２次遠野市子ども

の読書活動推進計画に基づき、読書普及を図っ

ております。その中の取り組みのひとつとして、

多読者表彰を実施しております。これは、図書

館を利用した小学生を対象として、30冊以上本

を読んだ児童に対して年２回表彰しており、今

年度は、385人の子どもたちを表彰しておりま

す。それに加えて、市内小中学校、児童館、児

童クラブに図書の貸し出しを実施しております。

また、一般の貸し出し者数も増加傾向にあり、

移動図書館車の利用も同様の傾向にあります。

市立図書館としましては、今後もこのような活

動を一層進めていくとともに、読書環境の整備

を図りながら市民の読書の意欲を高め、読書活

動の推進に努めてまいります。 

 次に、学校図書館利用推進の取り組み及び読

書活動の活性化の方策についてであります。学

校図書館の蔵書数は、児童生徒１人当たり、実

質的には、学校図書館図書標準の約２倍の充足

率にあります。また、学校図書館司書教諭の資

格を持っている教員は、小学校で14名、中学校

で２名おります。このような環境のもと、各学

校は、司書教諭や図書館担当教諭の指導のもと、

読書ノートや読書カード等を活用し、借りた本

の名前を記入したカードを木の葉っぱに見立て

て読書の木として掲示するなど、工夫を凝らし

ております。 

 この取り組みに加えて、学校図書整理のため、

平成25年度には市内中学校に、平成26年度には

市内の全ての小学校に図書管理ソフトを導入し、

図書の蔵書データ作成、個人ごとの貸し出し状

況の管理等を行える環境を整備いたしますし、

地域や保護者の皆様のボランティアで行われて

いる、本の読み聞かせ、図書の整理、修繕など

の支援事業と連携を深めるなど、図書館利用の

推進及び読書活動の活性化を図っているところ

でございます。 

 議員がおっしゃる読書通帳を活用して読んだ

本の記録を行うことについては、読書活動を推

進する上で、有効な取り組みであると考えます

が、現段階においては、各学校の創意工夫を生

かして取り組んでいるこの活動の充実を図って

まいりたいと考えております。 

────────────────── 

   散  会   
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○議長（新田勝見君）  お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、散会いたし

たいと思います。これに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新田勝見君）  御異議なしと認めます。

よって、本日はこれにて散会いたします。御苦

労さまでした。 

   午後４時45分 散会   
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