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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。 

 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたしま

す。 

 市長から議案の送付がありましたので、お手

元に配付しておきましたから、御了承願います。 

 次に、平成26年度予算に関する説明書に係る

正誤表をお手元に配付しておきましたので、御
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了承願います。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

────────────────── 

   日程第１ 一般質問   

○議長（新田勝見君）  これより本日の議事日

程に入ります。17番安部重幸君。 

   〔17番安部重幸君登壇〕 

○17番（安部重幸君）  きのうの一般質問、６

名、御苦労さまでした。そういった中で、さま

ざまな議員の個々の捉え方もあろうかと思いま

すが、同僚議員の発言の中で、農業政策の中で、

今、遠野市内には営農組合が、21組織がありま

す。そして今、組織の強化を図ろうと、法人に

向けて努力している組織もあります。それに対

して同僚議員の発言の中で、安易に法人化を目

指すべきじゃない、そういう発言されている。

これは、やはりこれからその組織で集落を守ろ

う、遠野の農業を守ろうとしてるときに、議会

としてこういう発言は許されるものかどうか、

議長にお尋ねします。 

○議長（新田勝見君）  ただいま安部重幸君の

ほうから、昨日の一般質問について、そういう

安易に法人化っていうことについての御意見あ

りましたけれども、これは個々にはそういう考

えもあるかもしれませんけれども、これは考え

られることの一つとして、私は議員としての発

言は認めたいというふうに思いますし、また、

市長もそういう発言もしているやに私は聞きま

したけれども、そういったことを乗り越えてや

はりやっていかなきゃならない、そういう課題

だというふうに思いますので、御了承願います。 

 次に進みます。 

 日程第１、一般質問を行います。順次質問を

許します。11番小松大成君。 

   〔11番小松大成君登壇〕 

○11番（小松大成君）  おはようございます。

久しぶりで、２日目とは申しますけれども、１

番目に発言するというのは私が議員になって多

分初めてだと思いますが、少々緊張しておりま

すのでよろしくお願いします。通告に従いまし

て、日本共産党遠野市委員会を代表し、一般質

問を行います。 

 １番目には、市長の政治姿勢、今、国会で大

変問題になっております安倍政権が打ち出して

きた集団的自衛権について、市長の見解をお聞

きします。 

 ２つ目には、乳幼児・学童に対する医療費助

成の拡充について要望するものです。 

 ３番目には、商店街振興対策について、以上、

大項目３点について、市長の見解を伺います。 

 その前に、１週間後、11日は東日本大震災か

ら丸３年を迎えます。私自身、身内にその犠牲

者がいるものですから、あの悲惨な状況という

ものは決して脳裏から離れることはありません。

改めまして、犠牲になられた方に謹んでお悔や

みを申し上げたいと思います。また、いまだ仮

設住宅暮らしを余儀なくされている被災者の皆

様方には、心よりのお見舞いを申し上げます。 

 一昨日、２日日曜日でありますけれども、大

槌町にて東日本大震災津波３年の集いが開催さ

れ、碇川大槌町長の講演をお聞きする機会があ

りました。そのお話の中で、復興予算という財

布は手に持っているが、その財布をあけようと

すると国の顔色をうかがわなければならない。

住民主体のまちづくりを提案すると、もろもろ

の法律の壁や官僚の横やりが入る。アベノミク

スの経済政策による金融緩和、円安誘導は資材、

燃料の高騰を招き、公共事業の入札の３割近く

が不成立、あるいは応札事業者がいない状況で

ある。こんなときにオリンピック関連事業等で、

さらに復興に支障が出るのではないかなどなど、

現場の苦悩する自治体の状況をお聞きする機会

が、聞くことができました。ただ、碇川町長は、

憲法92条の地方自治法の本旨に基づき、住民と

の対話の中でピンチをチャンスを変えることが

できると力強く話されておりました。まちづく

りにおける並々ならぬ決意のほどをお話しして

いたのが印象に残りました。 

 このように、被災自治体は懸命に被災からの

復興を模索しているときに、安倍政権は口先で

は復興第一と言いつつ、参議院選挙期間中は一

切口にしなかった消費税の値上げ、社会保障の
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切り捨て、原発推進、ＴＰＰ参加表明、さらに

は特定秘密保護法強行採決などなど、選挙で圧

勝し、絶対多数を確保した自民党・公明党政権

の暴走がとまらなくなってきています。 

 今国会では、ついに安倍首相の願望と言われ

る憲法改悪、解釈改憲による集団的自衛権行使

にまで踏み込んできました。解釈改憲などは、

国民の将来にかかわる重大事にあるにもかかわ

らず、選挙期間中はだんまりを決め込んで、選

挙で圧勝し、参議院選でも与野党のねじれ現象

が解消した瞬間から、多数与党は国民の声を無

視、何でもできるといった安倍内閣のおごりは

許せるものではありません。 

 安倍首相は、集団的自衛権について、政府が

適切な形で新しい解釈を明らかにすることによ

って可能だ、解釈をどうするかは政府一体とな

って内閣法制局を中心に判断していくと答弁。

解釈改憲で集団的自衛権行使は認められ、解釈

変更にあって国会審議は不要、このような立場

を示しています。 

 このような安倍首相の国会答弁に見られるよ

うに、日本が海外でアメリカと一緒になって戦

争できるようにする集団的自衛権の行使容認に

向け、安倍首相が暴走を強めている。国会答弁

で歴代政権の憲法解釈を真っ向から否定して、

憲法とは権力を縛るものという憲法の原則さえ

否定する解釈改憲の持論を露骨に発言していま

す。 

 さらに安倍首相は、20日の衆議院予算委員会

で、自信が公言した戦後レジュームの脱却につ

いて、捨てたわけではないと発言しました。戦

後レジュームの脱却、つまり、日本が第二次世

界大戦後、ポツダム宣言を受諾、日本国憲法を

制定し、国連復帰という一連のプロセス、暗に

否定したことになります。一市民が個々の意見

を表明することはとやかく言うつもりはありま

せんが、一国の首相が戦後培ってきた憲法をは

じめとする我が国の民主主義のプロセスを否定

するなど許せるものではありません。これは、

戦後民主主義、ひいては国際秩序に挑戦する姿

勢を示すことになり、国内のみならず海外から

も警戒の視線が寄せられました。ちなみにアメ

リカの新聞、ニューヨークタイムズは、解釈改

憲の動きを強める安倍首相について、平和主義

を否定していると報道したのです。 

 また、旧教育基本法によってマインドコント

ロールされているとも述べ、憲法、旧教育基本

法に基づく戦後の教育までも批判いたしました。

ここまで来れば、もはや、安倍さん、あんたこ

そ御先祖様にマインドコントロールされている

んじゃないのと言いたくなります。 

 この一連の首相の発言には、自民党内でさえ、

その時々の政権が解釈を変更できることになる、

拡大解釈を自由にやれるなら、憲法は改正は必

要ないと言われてしまうと批判が続出していま

す。このように、安倍首相の答弁が異常さを示

しています。 

 はじめに申しましたように、近代国家におけ

る憲法は、国民そのもの縛るものではない、首

長をはじめ国家権力を厳格に拘束するものとい

うのが原則となっており、日本国憲法もその原

則が貫かれています。政権がかわるたびに、多

数派が憲法の解釈を自由に変えることができる

なら、憲法が憲法でなくなってしまいます。憲

法99条の条項からして、内閣に憲法の内容を勝

手に変える権限はありません。それを勝手に変

更できるとする安倍首相の発言は、戦後保守政

権が曲がりなりにも掲げてきた諸原則すらこと

ごとく否定するものと言わざるを得ません。 

 自衛隊のイラク派兵を強行した小泉内閣は、

2004年６月18日、政府による憲法の解釈につい

て、憲法解釈を便宜的・意図的に変更するよう

なことをすれば、政府の憲法解釈、ひいては憲

法規範そのものに対する国民の信頼が損なわれ

かねない。憲法をはじめとする法令の解釈につ

いて、法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、

立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を

考慮し、また議論の積み重ねのあるものについ

ては、全体の整合性を保つことも留意し、論理

的に確定されるべきものと指摘、このような考

え方を離れて、政府が自由に憲法の解釈を変更

することはできるという性質のものではないと
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断定しています。また、小泉純一郎元首相自身、

同年２月27日の参議院本会議で、憲法について

見解が、対立問題があれば、便宜的な解釈の変

更によるものではなく、正面から憲法改正の議

論をすることにより解決を図ろうとするのが筋

だと述べています。私としては、明文改憲は絶

対反対の立場です。 

 それにしても、安倍首相の発言は、歴代政権

が「論理的」な追求の結果として示してきた筋

論を真っ向から踏みにじるもので、全く道理が

ありません。 

 自民党内からも、元自民党幹事長の古賀誠氏

は、16日放送のＴＢＳ番組、時事放談に出席し、

集団的自衛権行使可能の憲法解釈変更を求める

安倍晋三首相の発言に対し、立憲国としてはと

ても考えられないと批判しました。衆議院予算

委員会で、憲法解釈の最高の責任者は私だ、集

団的自衛権の政府の答弁に私が責任を持つとい

う首相の答弁に対し、古賀氏は、普通だったら

予算委員会がとまるほどの大騒動の話と驚きを

あらわしました。その上で、古賀氏は、安倍さ

んの総理の時代が永久に続けば別ですけれども、

別の考え方の総理になり、集団的自衛権を認め

ませんところころ変わったら、世界の国々が日

本の安全保障や国際的信頼をどう考えるのか、

もっと誠実に、謙虚に、国家と国民の安全と財

産を守る自覚と責任を持ってもらいたいと苦言

を呈していました。 

 これまで改憲が党是である自民党政権でさえ、

憲法をはじめとする法令の解釈は、当該法令の

規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図

や立案の背景となる社会情勢を考慮し、また、

議論の積み重ねのあるものについては、全体の

整合性を保つことも留意し、論理的に確定され

るべきものであり、政府による憲法の解釈はこ

のような考え方に基づき、それぞれ論理的な追

求の結果として示される。諸情勢の変化とそれ

から生ずる新たな要請を考慮することは当然で

あるとしても、なお前記のような考え方を離れ

て政府が自由に憲法の解釈を変更することがで

きるという性質のものではないと考えている。

仮に政府において、憲法解釈を便宜的・意図的

に変更するようなことになれば、政府の憲法解

釈、ひいては憲法規範そのものに対する国民の

信頼が損なわれかねないと考えられると、この

ように歴代自民党政権は、私でさえも納得でき

る論理的な結論を導き出しています。安倍首相

の発言は、歴代政権がそれなりに論理的な追求

の結果として示してきた憲法解釈、今までの解

釈の積み上げとして全否定し、首相が自由に憲

法の解釈を変更できるものです。 

 選挙で審判を受ければ、憲法解釈の変更が自

由にできるかのように述べています。時の政権

が選挙で多数を獲得すれば憲法解釈の変更を自

由勝手にできるとなったとすれば、憲法が憲法

でなくなります。憲法としての最高規範性がな

くなってしまします。安倍首相の発言は、政府

みずからの閣議決定にも背き、憲法の最高規範

性を否定し、国家権力を縛るという立憲主義を

乱暴に否定するものと言わざるを得ません。 

 戦争遂行に不可欠として戦前に制定された軍

機保護法といううり二つの特定秘密保護法強行

採決を皮切りに、海外で戦闘行為を可能とする

集団的自衛権容認へと、戦争をできる国へと急

旋回する安倍政権に対し、戦前戦中を体験して

きた年配の市民からも、いつか来た道、このよ

うに想定されると、このように不安な声を発し

ています。自衛官が息子である親からは、この

まま安倍政権が続けば、外国の戦場に我が子が

派遣されかねないなどの不安の声も聞かれます。

憲法違反の集団的自衛権への前のめりに進む安

倍政権に対する市長の見解をお伺いいたします。 

 次に、乳幼児・学童に対する医療費助成に対

し、さらなる拡充を求める、このような趣旨で

質問をいたします。 

 本田市政の「子育てするなら遠野市で」のス

ローガンのもと、助産院ネットゆりかご、わら

すっこ条例制定、わらすっこプラン策定など、

さまざまな子育て支援策を講じてきていること

には敬意を申し上げたいと思います。その上で、

さらなる拡充を求めるとは、乳幼児・学童の医

療費の無料化を決断すべきではないかというこ
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とです。 

 このような提案は、一見無謀な提言と見られ

ます。全国的には、数多くの自治体で、15歳年

度末まで無料化が実施されています。子どもの

医療費助成の内容が自治体ごとに大きく異なる

のは、財政事情もさることながら、政策も影響

しています。ＩターンやＵターンに力を入れて

いる地域では、子育てのしやすさをアピールす

るために、子どもの医療費助成を充実させ、若

者たちを定住に呼び込んでいます。 

 ちなみに北海道の南富良野町は、子どもが大

学生、専門学校生など、就学中であれば通院も

入院も、22歳まで医療費が無料、親の所得制限

も窓口での一部負担金もないということです。

これらの自治体では、未来ある子どもたちの命、

健康を守るとのまちづくりのコンセプトのもと、

厳しい財政のもとでも継続してきています。 

 本来、生命にかかわる医療保険制度が自治体

により格差があることは問題と言わなければな

りません。現実問題として、公的保険プラス自

治体独自助成による住民負担軽減策といった手

法がある以上、検討する必要があると思います。

つまり、まちづくりのコンセプトの一つを「子

育てするなら遠野市で」としたなら、少なくと

もお金がなくてもお子さんはお医者さんに行け

ますよといったインパクトのある政策をするこ

とも必要と思いますが、いかがでしょうか。 

 子どもの医療費の問題でさらに指摘しておき

たいのは、岩手県では子どもの医療費が償還払

いとなっています。議会においても、医療費の

現物給付を求める請願が出されていますが、こ

の問題についても触れておきたいと思います。 

 現在、岩手県では、幼児の医療費は外来1,50

0円、入院5,000円以上かかった分が助成されま

す。しかし、岩手県は償還払いのため、医療費

の自己負担分、保険にもよりますが、二、三割

を負担しなければなりません。この助成制度は、

月単位１医療機関当たりの助成ですから、内科、

外科、歯科、眼科などなど、複数の医療機関に

かかっている子どもの保護者にとっては子ども

の医療費が高いといったような声も聞こえます。 

 この問題で、岩手日報論壇、２月 25日付、

「子の医療費現物給付に」として、私の知人で

もあります川久保病院医師、小野寺けい子さん

がとてもわかりやすく投稿しておりましたので、

引用させていただきます。 

 子どもの医療費助成制度が最も進んでいる群

馬県では、2009年から中学卒業まで医療助成を

現物給付、つまり窓口負担なしで行っている。

当初、無料化により安易な受診がふえると懸念

されましたが、ぜんそくやアトピー性皮膚炎な

ど、慢性疾患の受診はふえたものの、時間外受

診は逆に減っているとのことです。全国的に見

ると、助成方法として、窓口負担のない現物給

付は昨年末で38都道府県に及び、岩手県のよう

に償還払いは９県で少数です。東北６県で見て

も、岩手県のみとなっている。現物給付は、患

者はお金の心配がなくて受診でき、早期発見・

早期治療で重症化を防ぐことができます。医療

機関では、助成申請書類作成などの事務作業も

減ります。また、行政にとっても還付に係る作

業や振込手数料が不要になります。現物給付は、

長い目で見れば医療費の減少につながり、メリ

ットも多いのですが、この場合、財政力が豊か

な自治体とみなされ、国からの交付金が減額さ

れるとのことです。子育て世代の経済的困難が

広がる中、お金の心配がなく、安心して受診で

きるよう子どもの医療費の現物給付とさらなる

助成制度を願ってやみませんとこのように結ん

でおりました。まさに私が訴えたいことを簡潔

に、的確に書いてあるなと感心いたしました。 

 私の知っている範囲ですが、子育て世代の家

計状況は決して豊かとは言えません。せめて子

どもが病気になったときには、お金の心配がな

くてお医者さんに診てもらえる、そんな政策を

求めるものであります。市長の見解をお伺いし

ます。 

 次に、市内業者の活性化政策として、商店リ

ニューアル助成事業補助金制度の創設を提案し

たいと思います。 

 全国に広がる住宅リフォーム助成制度です。

遠野市は、快適住マイル応援事業として、個人
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住宅リフォームに対する助成事業を行っており、

事業利用者からは好評と聞いております。その

快適住マイル応援事業の商店版として、商店リ

ニューアル助成事業補助金制度の創設を提案す

るものです。 

 群馬県高崎市では、昨年からまちなか商店リ

ニューアル助成事業補助金事業として実施して

いると報道されました。この事業は、市内の商

店主のやる気を後押しするということで、商業

を活性化させ、市内全体を元気に盛り上げてい

くことが目的です。市内で商売を営んでいる人、

これから営業を開始しようとしている人を対象

に、工事費なら20万円以上、物品購入なら10万

円以上で、その費用の50％、100万円を上限に

補助し、全ての市内業者に発注されます。対象

業種は、小売り、宿泊、飲食サービス、生活関

連サービス業と幅広く、100平米以下のバー、

キャバレーなども支援しているということです。

市内商店の支援ということから、市外に本店が

あるチェーン店やフランチャイズ店、床面積が

1,000平米を超える店舗は対象外ということで

す。 

 制度を創設するに当たり、富岡高崎市長は、

2012年度に商店振興のために何が必要なのか調

査を行うよう指示し、その際、アンケート用紙

に記入してもらうだけでは正直な声がわからな

い、飛び込みで雑談を交えて要望を聞き取る方

法で、７月から９月にかけて280軒の店舗を訪

問した結果、跡取りがいない、お店が古くなっ

ている、資金がないなどの悩みが出され、改修

の意向は20％だったのが、市がお金を補助する

んだったらどうしますかと聞くと、50％ぐらい

の方がそれならやりたいと答えたそうです。こ

れらの結果を踏まえ、市長の決断で行うことに

なったそうです。 

 ことし５月１日の受け付け初日から108件の

申請があり、当初予算の１億円はわずか３週間

で突破、予算を２回追加補正し、最終的に４億

4,000万円を計画しました。対象店舗の約12％

に当たる738件の申請で、予算額がほぼいっぱ

いになったため、今年度分は13年９月５日に締

め切られました。この事業は、全て市内業者に

発注されますから、まさに地域が潤う事業です。 

 738件の内訳は、改修工事のみは461件、備品

購入のみが81件、備品購入と工事の両方が196

件。業種別にすると、飲食サービス業が３分の

１、次いで小売業、理・美容業、クリーニング

と続いています。工事内容は、電気、ガス、水

道のライフライン、屋根や内装、設備となって

おり、備品購入先も含めて、あらゆる業種が制

度の恩恵を受けています。 

 この事業は、お客さんからも大変喜ばれ、評

判がよいのはトイレの改修で、照明のＬＥＤ化

や机、椅子の交換、壁紙の張りかえなどでお店

が明るい雰囲気になった、空調の交換で快適に

なったなどの声が寄せられ、補助金を活用した

お店からは、高価な商品が売れるようになった、

客層が広がった、人が寄るようになったなど、

地域の新たなコミュニティーの場にもなってい

るといった効果も出ているようであります。 

 富岡市長は、マスコミの取材に答えて、高崎

の町なかをおもしろく、活気あふれるものにし

たい。そのためには、小さな店が元気になるこ

とです。リニューアル事業はそれが目的、市民

からもいい制度だね、助かっていると声をかけ

られる。地元の小さな業者を支援する制度をつ

くることこそ自治体の役割ですと語っています。

高崎市では、アンケート調査のみならず、飛び

込みで生の声を聞いて実態の把握に努めたとの

ことです。率直な声を聞くことは大事な視点だ

と思います。 

 遠野市としても、市中心市街地の活性化とし

て各種事業を展開してきました。それはそれと

して必要なことと思いますが、そのことで個人

経営の商店に活力がみなぎっているのかという

と、いささか疑問に思います。高崎市の商店リ

ニューアル助成事業補助金のような事業を検討

するべきと思いますが、いかがでしょうか。 

 以上、市長の見解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）  小松大成議員の一般質



－ 89 － 

問にお答えいたします。 

 それぞれ集団的自衛権の問題も含めての私の

スタンス、それから医療費の充実についての見

解、さらには商店街振興という形で、大きく分

けて３つであるというふうに承知いたしました。 

 冒頭、この３月11日が参りますと、もう３回

へという中における東日本大震災、遅々として

進まないという中に、財産権をいうんであれば

生存権だってあるんだっていうようなことがあ

るわけであります。財産権、所有というものの

中において、土地の取得もままならぬという状

態の中で、私も碇川町長さんと、３週間ほど前

でありましたけども、１月の末でありましたけ

ども、いろいろ懇談した際にも、夜中にふと目

覚めるとどのようなまちづくりになるのか、本

当に見当もつかなくなるっていうような率直な

心情を漏らしておりました。そういった中にお

きましても、文字どおり懸命になって復興に向

けて頑張っているというのが、今は被災地の状

況じゃないかなというふうに思っておりまして、

３月11日にはそれぞれの被災地で、この犠牲に

なられた方々に対する追悼というような、そし

てまた、復興に向けてさらに頑張ろうというよ

うな中における式典等が開催されているようで

ございますので、遠野市としてもそれぞれの被

災地に出向きながら、遠野の心といったような

もの、そしてまた、記帳台を設けまして、市民

の皆様がそれぞれの立場で哀悼の意と、また復

興に向けて頑張るというような気持ちを形に示

すような場を設けたいというように思っており

ます。 

 それから、３月の16日でありますけども、今

議会で審議をいただきます遠野市防災基本条例、

これの制定をという形になりましたならば、３

月16日には市民の集いといったようなものを行

いながら、そこには碇川町長さんもお招きして

おるとこでございますので、そのような形で、

これからのみずからの命をどのようにして守る

のか、さらには共助という中においてともに助

け合うのか、さらには、公助という部分にかか

わって、行政がどのようにそういった仕組みの

中にどのように対応していくのかっていうこと

が、基本条例の中に盛り込んでいるとこでござ

いますので、それを多くの市民の皆様とも確認

をし、そのことが被災地に向けてのまさに頑張

ってほしいという中における、一つの遠野の気

持ちとしてあらわすことができるんじゃないの

かなというふうに思ってるとこでございますの

で、そのことも一言申し上げておきたいという

ように思っているとこであります。 

 さて、私、今、安倍政権の特定秘密保護法の、

これ、強行採決でありましたね、間違いなく。

そういった中におきまして、政府の憲法解釈と

いったような中で、集団的自衛権の行使を可能

とするような解釈改憲といった言葉もありまし

たけども、そのようなことが公然と国家の場で

も表明されておるということは、私も承知して

おります。 

 これは、捉えようによっては、戦後もう70年

近くなるという中にあって、このようなことも

公然と議論されるというのも、一つの時代の流

れの中にはあるかというようにも捉えることも

できるわけでありますけども、やはり非常に、

正直申しますと、私自身も拙速な議論を行って

いるなというような印象はぬぐい切れません。

やはり憲法と、私も戦後の憲法世代の１人であ

るわけであるわけでありますけども、民主主義、

憲法といった中で、先ほど質問の中で、時事放

談での話が出ました。この中で、古賀さんとい

う前の幹事長をやった古賀誠、古賀さんという

政治家もいらっしゃるわけでありますけども、

非常に疑問を呈しておったということも私も新

聞では承知はしております。時事放談での話も

先ほど質問で出ましたけれども、私もつい先週

でありましたか、たまたまチャンネルを合わせ

ておりましたら、その時事放談で、前の東大の

教授の御厨先生が司会しながら、その中に臨ん

でおったのは、かつての民主党政権時代に財務

大臣等も行った藤井さんが出ておりまして、も

う一人の方は、もう一人のゲストは、滋賀県知

事をやり、その後さきがけという党をつくりな

がら、政治の流れをっていう部分で先頭に立っ
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た武村さんが出て放談、放談っていうか、懇談

しているのをたまたまチャンネルを合わせて見

たわけでありますが、その際もこの問題がいろ

んな角度から議論されておりました。 

 また、かつての自民党政権を支えた野中さん

も大変これに対しては疑問を呈しておるという

ことも報じられているわけであります。 

 質問の中で話のありました歴代自民党政権が、

それこそ政権が、私でさえ納得できる論理的結

論っていう表現がありましたけども、小松議員

も実際納得できるという中で、かつての自民党

政権はそのことをきちんと踏まえながら、やは

り憲法規範といったものを最高規範としながら、

国民的合意をということにこだわりながら進め

てきたという一つの事実は、やはりかなり重い

ものとして捉えるべきじゃないのかなと、私は

そのように理解もいたしているところでありま

す。 

 最高の責任者は私だと、新聞にも大きく報じ

られておりました。憲法というものの解釈論が

私だと、確かに総理大臣は日本の最高責任者で

ありますし、国内外に責任をとらなければなら

ない立場のポストであるということも、そうな

わけでありますけども、憲法といったような問

題も、一内閣と申しますか、一総理大臣の解釈

の中で進められるという部分にあっては、やは

り私はよほど慎重を期しながら国民的な合意っ

ていうところに持っていくっていう一つのプロ

セスを大事にすべきではないかなというふうに

認識もいたしているところであります。 

 さまざまな論評、意見が報じられていること

はそのとおりでありますし、今の政権は自公政

権という中にあって、国会で多数議席を持って

いると。民主主義の根幹からすれば多数決とい

う中で一つのものを決めていくということにも

なるわけでありますから、国会ではそういう場

がちゃんと今あるわけでありますので、その中

で、国会という場の中における合意といったも

のを得ないまま、拙速に物事が進められるよう

なことがあれば、まさに民主主義の原則からし

てもいかがなものかということに、私はなるん

ではないかなというように捉えているところで

あります。 

 過去の悲惨な戦争の教訓からという中におい

て、日本国憲法は、世界人類の平和と共存に合

う戦争放棄、恒久平和といったことをうたって

いるわけでありまして、これは、私は普遍的な

ものとして位置づけれるようなものではないか

なと。ただ、国際情勢と申しますか、国際社会

の中で平和国家としての信頼を得ながら、平和

主義の原則を堅持してきたという一つの日本の

歩みがあるわけでありますので、こういったこ

とをよく踏まえながら、今の国際情勢、国際社

会といったものの中で、日本がどう立ち位置を

得ながらこういった問題に進めていくかという

ことについては、やはり繰り返しになりますけ

ども、国会という場における慎重な議論と国民

的合意といったようなプロセスをきちんと大事

にしてほしいと願うわけであります。 

 時の一つの政府が、次代の流れに翻弄される

ようなことがあってはならない。やはり私ども

遠野という場にあっても、将来を見据えて、30

年、40年先といったものを見据えながらやっぱ

り議論をしていくということも、我々にも今求

められてるわけでありますので、いわんや国と

いう立場になれば、国家百年の計に立ってのそ

れこそ冷静な議論といったようなものが、私は

ますます必要ではないのかなというように思っ

ています。 

 特にもこの集団的自衛権の問題については、

日本の将来を特にも左右する重大な案件である

ということでありますから、なお一層そのよう

な形での対応を期待し、また求めていきたいと

いうように思っております。 

 質問の中に、便宜的と、あるいは数と、それ

から正面からの議論、さらには筋論という言葉

もありました。そしてまた、誠実に謙虚にとい

う言葉も質問の中に言葉としてあったわけであ

りますけども、やはり言葉の、発する言葉の重

さといったようなものが、やはり特にも政治家

という中にあっては大事にすべきではないのか

なというように思いますし、その言葉の重さと
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いったものを十分認識した発言といったものも

また必要ではないのかなというように思ってい

るところであります。情報化社会でありますか

ら、国民の皆さんは、それぞれの発言をまさに

新聞、テレビ、あるいはインターネット等で全

部見ているわけでありますから、そういった点

でも発する言葉の重さといったものについて、

慎重を期していただきたいというようなことを

期待を申し上げたいということで、私の一つの

スタンスとしての答弁にさせていただきます。 

 さて、２番目の乳児・小中学生医療費の事業

の拡充、市長は子育てするならば遠野だという

中で話をしている。そして、小野寺けい子さん

というお医者さんの話が、最後にはわかりやす

くその部分の中でまとめられておったわけであ

ります。 

 これも、子育てするならば遠野っていう中に、

今議会でも、きのうもそれぞれの角度からこの

問題について御質問をいただきました。 

 子育てするなら遠野、少子化、高齢化という

時代の流れの中にあって、これにどのように立

ち向かっていくのかという中で、各議員からも

内容の充実、そしてまた、子育てという前にお

ける出会い、出産というものに対する考え方、

もっと積極的にアプローチしていっていいんじ

ゃないだろうかと、私にとれば遠慮しないでど

んどんやれっていうふうにも受けとめることが

できたわけでありますから、財政の話ばっかり

するわけにはいかないなという部分で、きのう

の答弁も行っているところでありますけども、

ただいまのこの質問も、その延長線上にあるの

かなというように思っております。 

 この助産院ネットゆりかご、わらすっこ条例、

この助産院ネットゆりかごも、先般、それこそ

戦火の渦中にあるあのアフガニスタンであると

か、あるいはブータン、平和国家のブータン、

それからアフガニスタン、それからタイ、イン

ドネシアも含めてイラクの方もおりました。そ

れぞれ政府機関の情報担当の、日本の言葉でい

えば公務員です。その方々が、国の役人の皆様

でありますけども、40代を中心としての13名ほ

ど……14名ですか、の方々が遠野に視察に参り

ました。その部分は、やはりこのネットゆりか

ごを中心としながら、それぞれの国は本当に日

本では考えられないほど大変な状況にある、し

たがって、この情報、医師不足といったような

ものをこの遠野から学べという中で視察に来た

と。そして、また一方においては、被災地もお

見舞いをしていきたいということで見えたわけ

でありますけども、そのときもこのネットゆり

かご、そういったようなものの取り組みが今や

世界各国にもいろいろ発信されているんだなと、

これはやはりきちんとした、しっかりした仕組

みにしなければならないなということを改めて

覚悟をしたわけでありますけども、その一環の

中で、このわらすっこ条例であり、わらすっこ

プランなども打ち立てながら、さまざまな子育

て支援策を講じてきているところであります。 

 けさ、登庁しまして机の上に上がっておった

のは、きのう、わらすっこ支援委員会が開催さ

れたということでの、その議事録が私の机の上

に上がっておりました。その中で、各委員の発

言の中で、やっぱりなと思ったことがあったわ

けであります。わらすっこ条例、そしてわらす

っこプランなどを策定しながら子育てを支援す

るって言ってるけども、これほど多くの事業を

きめ細かく行ってるということについて、きょ

うの資料ではじめて知りましたって委員さんの

発言がありました。やはりまだまだそういった

部分においての、この周知と申しますか、制度

の周知も含め、ともども一緒になってやろうと

いう部分における働きかけ、あるいは説明が不

足してるなと。そういった部分が、説明が不足

してるし、また働きかけがないっていう中で、

やはりどこをどのような形で充実させればいい

のか、どこをどのような形で強化をすればいい

のか、どこを手を、言葉悪いんですけど、手を

抜けばいいかっていう部分におけるまさにその

検証なり、双方向の情報共有つうものがまだま

だ不足してるんだっていうことを、その議事録

の中から私も感じたところであります。 

 その上で、ちょっと前置きが長くなりました
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けども、ただいま御質問あった内容のこの医療

費の問題につきましてお話し申し上げますと、

この医療費の助成事業は、就学前児童を対象と

して、自己負担が１レセプト当たり入院5,000

円、通院が1,500円を超えた額に対し、県と市

で２分の１ずつ助成をしているというのが今の

取り組みであります。 

 ただし、対象者が３歳未満である場合と、看

護者さんが非課税である場合、保護者が非課税

である場合は、全額県と市で負担しており、支

給総額は24年度決算で約1,800万っていう形に

なっております。この事業の拡大っていうこと

に対しまして、県内各市町村それぞれ拡大をし

ております。その中で、遠野市では乳児等医療

費給付事業として１レセプト当たり入院2,500

円、通院が750円をかさ上げしており、その額

は年間160万円という形になっているところで

あります。平成20年10月から小学生まで対象者

を拡大いたし、自己負担額の３分の１を給付し

ていったところでありますが、23年４月からは、

助成割合を２分の１に引き上げ、軽減を図って

いるという対応を行っております。 

 さらにこの子育て支援の一つの一層の充実を

図るということも、これも大きな、市としては

重大なことでございますので、平成24年昨年の

10月から、24年ですから一昨年、10月から県内

都市で初めてとなる中学生医療費給付費事業を

実施し、自己負担額の２分の１を助成している

ということであります。 

 また、身体障害者手帳の３級保持者や寡婦の

方々に対しまして、単独による医療費給付事業

も実施しておると。 

 この部分で、ただいま小松議員が、お話があ

りましたとおり、乳幼児及び小中学生の医療費

給付事業の拡大ということで、受給者負担なし

とした場合に市の負担額を試算したところ、給

付費が1,650万円の増となります。年間所要額

は4,700万円となる見込みとして試算しており

ます。これにつきまして、この額といったもの

についていろいろ御質問もありました。その中

で御指摘もありました。身の丈の中でという部

分の中で、この負担増の1,650万円と年間所要

額で4,700万円というものをどのように判断す

るかということが、私ども、いずれは求められ

てくるんではないのかなというように思ってお

りますので。 

 また一方、質問がありましたとおり、医療費

の経済的負担は切実な問題ではないかというよ

うにも認識もいたしております。遠野わらすっ

こプラン、子育てするならば遠野と、きのうの

質問の中でもお答えしてますとおり、今、子育

てするならば遠野っていう総合プログラムを今

検討中でありまして、ただいまの御提言等も踏

まえながら、どのように盛り込むのか、どのよ

うに財源手当てをするのか。財源手当てをする

となれば、やっぱりスクラップして財源を見出

さなきゃならないという作業もありますので、

その作業の中で、ただいまの御質問の提言とい

ったものも踏まえながら、検討を加えていきた

いというように思っております。 

 それから、医療費の現物給付についてであり

ます。 

 この給付方法を現在の償還払いから現物給付

に変更するためには、私はまずもって県内で統

一をするということが、必要性があると考えて

おりまして、昨年、平成25年６月に県が実施し

たこの意向調査によりますと、単独でも実施し

たい市町村はゼロでありました、県の調査であ

りました。実施したいが困難、実施する考えは

ないとした答えは30の市町村、その他が３市町

村となっていると。その理由となれば、国民健

康保険療養費等の国庫負担金が減額され、市町

村の財政に大きな影響を及ぼすということのほ

か、医療費の増加や新たな事務負担の懸念、市

町村単独事業との調整などが課題として挙げら

れているということでありますので、県のほう

でもその意向調査しておりますし、子育てと少

子化対策、子育てというのですが、この問題も

非常に大事な問題じゃないかというふうに捉え

ておりますので、県内の動向を見ながら検討し

ていきたいと。 

 また、質問の中にございました小野寺医師の



－ 93 － 

一つのわかりやすい解説といったものも、私も

改めてこれを読ませていただきまして、それか

ら群馬県の例など、多分群馬県の例などは県当

局でも承知してるというふうに思っております

ので、そういった部分と整合性を図りながら、

いずれはこの問題にも積極的なアプローチをし

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。 

 では、最後の商店街振興策についてでありま

す。 

 快適住マイル応援事業、22年度から実施して

おりまして、５年以上経過した住宅のリフォー

ム工事費に助成をするということで、住宅リフ

ォーム、住宅水洗化工事、子ども部屋増築工事

の３工事に対し助成をしておりまして、50万円

以上の工事費用が対象で、補助上限額は10万円、

10分の１補助、調整となる工事は、住宅の修繕、

改造、模様がえ等のリフォーム工事である。そ

れから、水洗化については50万円以上の工事費

用が対象で、補助額は、上限額は20万円、10分

の２補助、それから新規の下水道接続工事及び

浄化槽設置工事等の水洗化に伴う宅内の給排水

設備工事等がこの対象になるという形。また一

方、子ども部屋の増築工事につきましても、10

0万円以上の工事費用が対象で、補助上限額が2

0万、10分１補助、子育て世代を対象とした子

ども部屋の増築工事が対象となる。そのような

中で、これをきめ細かく行っているわけであり

まして、これも一定の評価をいただきました。 

 この利用実績をちょっと申し上げますと、22

年度は開始から、ずっとこれを受け付け件数、

補助金額が増加しております。25年度は、２月

末において延べ96件、補助金額1,089万円って

いう形になっておりまして、これが３月までに

なるわけでありますけども、これまで住宅リフ

ォームは56件、474万2,000円です。それから、

住宅水洗化は39件、子ども部屋の増築は１件で

ありまして５万9,000円、住宅水洗化も609万6,

000円が助成されているわけであります。 

 これが、このような形で年々ふえてきており

ますし、わずかな金額であるわけでありますけ

ども、やっぱり住みやすい環境づくりっていう

部分においては、この制度も一つ財源のやりく

りをしながら、継続しながら、必要とあらば内

容も充実してまいりたいというように思ってい

るわけでありますけども。 

 その中で、高崎市の話の中から、富岡市長さ

んがみずから行ったという中において、市長も

それを見られてはどうかといったように、私も

受けとめたわけでありますけども、これは、私

は前にも本会議場で、議場で答弁したことある

んですけども、アストは農家の方々にきめ細か

く手だてをしている。それから、雇用の場の確

保ということで、製造業に対してもそれなりの、

固定資産税の減免から始まっていろんな手当て

を講じて、雇用奨励金のようなものを出してお

るとなれば、商店街振興、あるいは後継者不足、

そういったものの中におけるいわゆる２次産業、

３次産業、特にも商工業ということになれば、

２次から３次ということになると思うんですけ

ども、そのアスト版もあってもいいのかなと思

っていることが、実は私、あるわけであります。 

 言葉は慎重に言わなきゃなりませんけども、

高崎市ですか、高崎市の例などでは、バーやキ

ャバレーなどにもそのような形で応援をしてい

るというような質問の中にもそれが述べられて

おりました。高崎市と遠野市は、同じような土

俵では位置付けられないかと思ってます。考え

を、また、そして直接聞き取った、やっぱり直

接聞き取りながら、ニーズを確実に把握するっ

ていう作業も非常に大事じゃないかなと思って

おります。 

 何かあれば、これは私は自戒を込めて、それ

から私どもの行政の一つのスタンスとして、ア

ンケートという中で意向を把握しようとするわ

けであります。しかし、アンケートといっても、

本当に書きやすいアンケートとなると、結構な

かなか回答しにくいっていうか、というような

部分もないわけではない。しかし、その得たも

のをもってして、これが一つのニーズっていう

中で物を決めようとするっていう部分に、私は

３万人の人口のこの遠野市であれば、それこそ
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フェイストゥフェイス、マンツーマンの中で意

向を把握するっていう努力をやっぱり行うこと

も大事じゃないのかなっていうように思ってお

りますので、この商店街振興策の中で、実は快

適住マイルの中であれしましたけど、ファサー

ド改修事業ということで23年度から実施してお

るわけであります。25年度は補助率を２分の１

から３分の２に変更いたしました。そしてＰＲ

に努めてまいりました。しかし、このファサー

ド事業につきましては、残念ながら全く利用さ

れていないという状況にもあるわけであります。

やはりよかれと思ってやっても、その点利用さ

れていないっていうのは、使い勝手が悪いのか、

ニーズ把握が的確ではないのかっていうことは、

やっぱりみずからも反省しなければならないか

というようにも考えているとこでございますの

で。 

 ただ、そうは言いながらも、中心市街地の空

き店舗を賃貸借して出店する場合っていう中に

おいての家賃の補助事業をやってるわけであり

ますけども、家賃の補助事業に23年度から行っ

てますけども、これまで４つの事業者が制度を

利用し出店をしているという数字も、また確保

しているとこでございますので、いずれ第２次

中心市街地活性化計画を本格的に検討していか

なきゃならない、そのようなタイミングであり

時期でもありますので、こういったあらゆる角

度から商店街振興策にさまざまな角度、あらゆ

る角度から検討を加え、全面的な見直しを図り、

再構築していかなければならないというように

考えておるとこでございますので、その覚悟の

一端を申し上げまして、答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午前10時56分 休憩   

────────────────── 

   午前11時06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。 

 11番小松大成君。 

   〔11番小松大成君登壇〕 

○11番（小松大成君）  市長から丁寧な答弁を

いただきましたし、第１項目に関しては国会で

のきちんとした丁寧な説明、それから国民的議

論ということで、ある意味では私も同感と言い

たいと思います。 

 そこで、今、９条の問題を話してますので、

その辺をもうちょっと話したいと思います。 

 皆さん御存じのとおり、日本憲法９条という

のは戦争の放棄と、それから戦力の放棄と、こ

の２つをうたってるわけです。ですから、我が

国の憲法解釈として、私自身は戦力保持という

ことに関しては多少違憲の状態にあるのかなと

いう感じがいたしますけれども、しかし、みず

からの国をある一定の制度でもって守るという

ことにおいては、これは自衛の範囲であるとい

った見解も一部あります。 

 そこで、我が国においては、戦後、かなりの

時間になるわけですけれども、この自衛隊によ

って交戦を一度もしたことがない、それによっ

て自衛隊が死ぬこともなかった、相手の国の人

を殺すこともなかった。これは、すごくすぐれ

た、ある意味でいえば、日本憲法９条によって

きちんとその制度が守られていたということに

なります。 

 そこで、今、集団的自衛権の問題を最もわか

りやすく説明してるのが、これは共産党、我が

党の機関紙赤旗なんですけれども、ここに元外

務省国際情報局長の孫崎享さんという方がこの

ように述べています。アメリカのベトナム戦争

も含め、集団的自衛権が口実だった。このよう

に、集団的自衛権は自国の防衛と関係なく、外

国に出て行き、人を殺す、恨みを買う、復讐と

テロを呼び込むという大きなコストを払うこと

になる。集団的自衛権の行使は、ソ連崩壊以降、

軍事力で世界を改革するというアメリカの戦略

に巻き込まれ、それに従って戦争に参加するこ

とになる。これだけの問題を国民的議論もなく、

国会審議もやらずに閣議決定一つでやるという

安倍首相の政治姿勢は異常ですと、このように

かつての外務省国際情報局長が我が党の機関紙

にこのように寄せている、非常に危険な立場に

あるといったことを、かつては我が党をかなり
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厳しく批判していた方でさえも、我が党の機関

紙に出てこう言わざるを得ない状況が今あると

いうことを指摘しておきたいと思います。 

 市長におかれましても、自衛隊入隊者に対す

る激励をしております。これは、そのとおりい

いことだなと思っております。しかし、この集

団的自衛権をもとに海外に自衛隊が行って、も

し戦死者が出るといったようなことになったら、

どうやってその人たちを激励することができる

んでしょうか。私は、すごくつらい立場に置か

れると思うんです。ですから、そういう意味に

おいても、私は危機感を持ってこの事態を見守

っていかなければだめだと。ある意味でいえば、

反対の声も上げるべきだと私自身はそう思って

おります。 

 ２つ目の子育てに関しては、全く私の主張を

むげにするということではなくて、将来にわた

って検討する課題だということですから、私自

身も、今、あしたあさってにやれということで

はなくて、将来に向かってそういう施策も検討

するということを話されましたので、それはそ

れで受けとめますし、きちんとした検討をして

いただきたいと思います。 

 それから、商店街の振興、これは担当課にも

お伺いいたしました。いろんな支援策があると

いうことです。それはそれでいいと思います。

しかし、現実に、ある商店の方々、お伺いする

と、使い勝手が悪いといったような声をお聞き

します。やはりただ単なるアンケートをすると

いうことではなくて、高崎市長が言ったように

商店に飛び込んでいくと、どういう希望がある

のか、どういう理想を掲げているのか、それと

も理想を捨ててやめようとしているのかといっ

たような事細かな情報収集が、私はアンケート

ということではなくて、そういう要望を聞き取

る行動をやるべきだと思っております。この３

点について、また市長からお聞きします。 

○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）  小松大成議員の再質問

にお答えいたします。 

 第１問目としての自衛隊、第９条の問題もあ

ります。それから、国際協調としての人道支援

の中における海外派遣というのもあるわけであ

ります。私が自衛隊の皆様にさまざまな形で、

市長の立場で激励をしているというのは、ただ

いまの御質問にありましたとおり、戦場に出向

く方を激励しているわけではないわけではない

わけであります。東日本大震災の際に、あの大

変な惨状の中で、黙々と作業をし、命をつない

でくれ、そしてまた命を守ってくれたという大

きな存在は自衛隊員の方々であって、これはも

う必然的に頭が下がると、被災地の皆様から何

度も聞きました。あの寒さの中、そして泥だら

け、大変な悲惨な状況の中で犠牲になった方々

を黙々と捜索するというあの姿には、本当に拝

んだっていう話まで言われたことがあります。 

 そのような形で、それこそ今度の豪雪、日本

列島を襲った豪雪でも出動している。いうとこ

ろの、ふえる一方の災害弱者、あるいは高齢者、

そのような方々も含めての、大災害時には直ち

に駆けつけて行動してくれているというその姿

に、私はそれこそ感謝をし、激励を申し上げて

るということでございまして、ただいまありま

した集団的自衛権の行使の問題から、さまざま

御質問の中にありましたとおり、外国とのコス

トの問題、あるいは自衛隊の対応の問題という、

先ほどの質問にお答えしましたとおり、この問

題は本当に重要な問題ではないかなと思ってお

りますし、やはり国会といった中において冷静

な議論、それも議員だけの数じゃなくして、や

っぱりさまざま、戦前戦中といった、あるいは

戦後のすさまじい状況の中で、まさにしたたか

に頑張ってきた方々のやはり意見といったよう

なものも、きちんと踏まえるということも、ま

た私は大事じゃ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、それとこれとは

別だというわけじゃありませんけども、そこの

ところはきちんと使い分けした対応を私自身も

慎重に行ってまいりたいというように思ってい

るとこでございますので、よろしくお願いいた

します。 
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 それから、子育て支援についてはそのとおり

であります。子育てするなら遠野構想の総合プ

ログラムを策定しておりますので、できれば今

年度から来年度にかけてさまざまな角度から検

証し、それを総合プログラムと位置づけ、財源

の手当て等のシミュレーションをしながら、次

期総合計画の中に、28年度を初年度とする総合

計画の中に明確に、財源手当ても含めてきめ細

かい事業として位置づけたい一つの課題である

というように承知しておりますので、よろしく

お願いいたします。 

 それから商店街振興、実はちょっと、今回、

市長と語ろう会も11地区でそれぞれ回りました。

かなりのエネルギーを費やした中における語ろ

う会を行っておりまして、副市長、それから市

の幹部もそれに出向いておるっていう中で、把

握してるとなりますけども、ちょっとこの語ろ

う会も私なりに捉えてみた場合に、ちょっとマ

ンネリ化になってるのかなということの印象も

受けないわけではありません。したがって、農

業振興、あるいは農林畜産を含めてそういった

産業の現場、あるいは福祉の現場といったよう

なものにもそれぞれ意見は聞いておりますけど

も、よくよく考えてみたらば、商店街の方々と

のいうところの意見交換と申しますか、ニーズ

把握と申しますか、語ろう会といったようなも

のが、余り十分な形ではやられていないなって

いう部分はありますので、直接出向くことがい

いのか、集まってもらうことがいいのか。やっ

ぱり商店街っていう、あるいは観光産業も含め

ての、そのような方々との意見交換も、ぜひ余

り遅くない時期に、計画を組み立てて対応して

まいりたいと思っておりますし、やっぱり使い

勝手がいいという中における制度として持って

いか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ので、貴重な提言として

受けとめて対応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）  11番小松大成君。 

   〔11番小松大成君登壇〕 

○11番（小松大成君）  前向きな意見と受けと

めました。本当にありがとうございました。こ

れで質問を終わります。 

○議長（新田勝見君）  次に進みます。14番菊

池民彌君。 

   〔14番菊池民彌君登壇〕 

○14番（菊池民彌君）  新興会所属の菊池民彌

であります。前置きは省略いたしまして、直ち

に通告に従いまして、市長に対し、大項目３点

について質問いたします。 

 第１点目、民生員の活動について質問いたし

ます。 

 民生委員は、社会奉仕の精神をもって常に住

民の立場に立って相談に応じ、及び必要な援助

を行い、もって社会福祉の増進に努めるものと

すると民生委員法第１条にその任務の定めがさ

れております。こうした委員にありましては、

今年度が３年に１度の改選期に当たり、去る12

月には本市においても新たな立場で厚生労働大

臣及び岩手県知事から委嘱状が、そして遠野市

長からは民生相談員という立場での委嘱状が交

付されたところと伺っております。 

 民生委員にあっては、それぞれの地域におい

て、委員のなり手が足りず、大変支障を来して

いるとも伺っているものでありますが、しかし、

本市の場合、去る１月に発行されました広報と

おのを拝見する限りにおいては、幸いにも宮守

町の１地区を除き全ての地域において充足され

ていて、国、県及び市から委嘱されていること

に安堵した次第であります。残された宮守町の

１地区においても、近いうちに委員が委嘱され

るものと期待しているものであります。 

 近年は、民生員の果たす役割は非常に大きく、

援護の必要な高齢者等への友愛訪問や安否確認

などの活動や相談、支援活動の展開が重要な役

割を増しておるものと推測しております。 

 このことは、さきに開催いたしました市民と

議会との秋の懇談会の席上でも、出席された民

生委員の方からも実状の訴えがあり、立場上大

変苦労されておられるものと受け取った次第で

あります。特にも弱者と呼ばれる老人のひとり

暮らしや２人暮らしの世帯等が多くなり、民生
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委員としての任務の重要性が増大されているよ

うであります。こうしたことを踏まえて、民生

委員の方からの訴えの中には、１人での任務は

厳しいので、協力員の配置を希望するとのこと

でありました。 

 最近は、市内においても、老人等の孤独死が

増加傾向にあり、このような事故がありますと、

民生委員が１人での訪問行為について不安もあ

り、理解できないわけでもありません。 

 ついては、他の自治体においても、協力員制

度を設け、協力員の配置をし、民生委員活動が

やりやすい取り組みを実施しているところが増

加しているとのことでありますので、本市にお

いても民生委員の活動がやりやすい体制の確立

を図るため、ぜひとも協力員なるものの配置に

ついて御検討していただき、実現されるよう提

案するものでありますが、市長の御所見を伺う

ものであります。 

 次に、民生委員には、民生委員法第10条の定

めにより、給与をしないものとすると規定され

ており、無報酬でのボランティアとしての活動

をするものとされてるところであり、国、県か

らは活動費が支給されてると伺っておりますが、

この費用は各地区民生委員協議会の活動費等に

使用されてるとのことであります。 

 このようなことから、本市としては、国、県

から委嘱された方々を民生相談員という職に充

て、年間報酬として４万8,000円が支給されて

いると聞いておりますが、月額にして4,000円

はガソリン代にもならない支給額と言わざるを

得ません。ついては、市の単独で支給している

報酬に対しまして、民生相談員としての民生委

員の果たす役割が重要であり、その活動内容も

広範にわたっていることを考慮して、増額すべ

きと考えるものでありますが、市長の御見解を

お伺いいたします。 

 第２点目、ＳＬ銀河の定期運行についてお伺

いいたします。 

 ＪＲ東日本は、平成24年10月12日に、盛岡市

の県営運動公園内の交通公園に展示保存してい

たＣ58─239の修繕を図り、復活させ、ＳＬ銀

河として約40年ぶりに東北ではじめて釜石線、

花巻釜石間90.2キロメートルの間で定期運行す

る運びとなりました。土日、祝日を中心にして、

年間80本程度が運行される予定であり、１日片

道の運行で途中停車駅としては、宮守駅、遠野

駅など６駅とのことであります。 

 本市にありましては、ＳＬ復活に合わせ、昨

年１月にＳＬ停車場プロジェクト推進室を設置

し、市として運行開始に合わせた対応策を講じ

てまいったものと察します。当初の運行計画で

は、昨年12月と見込まれていたようであります

が、古いＳＬの修繕等もあっておくれたものと

思います。いよいよ来る４月12日から、待ちに

待った運行開始がなされるということが正式に

発表されました。 

 市といたしましては、このＳＬ停車場プロジ

ェクトを基軸にいろいろの産業振興、地域活性

化策を練って取り組もうとしているように思え

てなりません。そこで質問いたします。 

 １点目、本市としてＳＬ運行に当たり、これ

を機会にどんな事業等を展開し、地域の活性化

を図ってまいろうとしているのかについて、具

体的にお伺いいたします。 

 ２点目、このＳＬ運行を契機に本市経済に与

える効果を大いに期待しているものと思われま

すが、年間にしてどのくらいの経済効果を見込

んでおられるのかについてお伺いいたします。 

 第３点目、遠野農業の振興策についてお伺い

したいと思います。 

 昨日の同僚議員の質問内容と重複する点もあ

ろうかと思いますが、よろしくお願いいたしま

す。 

 農業を取り巻く環境は依然として厳しく、そ

の状況はめまぐるしく変化し、昔から言われて

いる猫の目農政の状況を超え、最近に至っては

まばたき農政と言われるほどに変化の激しい状

況を呈しているように思われてなりません。 

 昨年末には、昨日の同僚議員の質問もありま

したが、政府におきましては、新たな農業・農

村政策を打ちだし、４つの大きな改革を示して

取り組んでいるところであります。その１つは、
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農地中間管理機構の創設、２つ目は経営所得安

定対策の見直し、３つ目は水田フル活用と米政

策の見直し、４つ目は日本型直接支払制度の創

設ということであります。このことは、ＴＰＰ

交渉をにらみ、減反廃止などによって農業競争

力を強める意図が含まれているのでは思慮され

るところでもあります。 

 さて、こうした農業政策の改革の中にあって、

本市の農業の政策は、平成22年３月策定いたし

ました遠野市農林水産振興ビジョン、いわゆる

タフ・ビジョンに基づき、農業振興は計画に沿

って順調に進んでいるものだろうかと気にかか

るところであります。 

 まず、統計数字を見るとき、古い統計で大変

恐縮ではございますが、販売農家を比較して見

るに、平成17年に2,917戸に対し、平成22年は2,

548戸で369戸の減少。販売農家世帯数について

は、平成17年、１万2,812人に対し、平成22年

は１万365人と2,445人の減少。また、年齢別世

帯員数では、60歳以上が平成17年5,165人で、

全体の40.3％、平成22年度では4,538人で全体

の43.8％となり、若い方々の増も見られず、稼

働者数の減少と高齢化が年々進んでいる様子が

わかります。 

 耕作面積については、平成17年、4,660ヘク

タールに対し、平成22年は4,484ヘクタールと

なり、182ヘクタールの減少を見ている状況と

なっているところであります。 

 こうして比較して見ると、多くのものが減少

傾向にあり、農業生産100億円達成アクション

プランにも当然影響があるものと想定せざるを

得ません。生産、出荷額の実績も年々減少し、

プランに逆行の一途をたどっていると言わざる

を得ません。平成18年の実績は、73億8,000万

円に対し、平成23年は60億1,000万という状況

で、81.4％に下落している状況となっておりま

す。 

 現在も本市の状況を見るとき、この統計数値

を見てもわかるように、農業離れをし、まさに

高齢化や後継者不足から農業力が確実に衰えて

いると言わざるを得ません。 

 そうした中で、市長はこのたびの市長選挙の

公約に、市政課題は待ったなしとして、「10・

とおの約束」として市民に訴えた中で、産業の

活性化、農畜産の再生をさらに進めますとし、

タフ・ビジョンの確実な進展と６次産業化の推

進を図るとしております。 

 そこで市長に質問です。基幹産業としての本

市の農畜産業、特にも耕種部門をどのような形

で再生を図ろうとする考えであるのかについて、

その手段、方法について具体的策をお示し願い

ます。農業の再生が、いわゆるもうかる農業に

変わるときが来れば、減少する人口にも歯どめ

がかかり、まちづくりにも活気が生まれてくる

ような気がするのであります。 

 次に、タフ・ビジョンにも掲げられておりま

すが、産地評価を高め、ブランド化を図るまち

づくりを進めてまいらなければならないと思う

のでありますが、この取り組みについては、計

画では本市の地域特性を生かし、各品目ごとに

支援策を講じ、生産振興に努めるとともに、主

産地化の推進については重点品目を定め、その

生産拡大に取り組むこととしております。 

 一方、販路拡大については、マンパワーを確

保して取り組むこととし、またブランド化の推

進については、品質の高い物を大量生産する必

要があることから、遠野というネームバリュー

を生かしつつ、特定品目の生産拡大を推進する

とした政策が出されておりますが、これらのこ

とはどのような状況となって成果があらわれて

いるものかについてお伺いいたします。 

 実際に立派な計画でありますが、現実と遊離

しているのではないかとも思われてなりません。

例えば、大量生産を掲げておりましても、レタ

スやホウレンソウ等にありましては、かつては

期待の品目であったものが、今では年々減少傾

向にあり、ブランド化に到底及ばない品目であ

るように思われ、残念なことであります。販路

拡大についても、アドバイザー１人によって進

められているように思われますが、民間企業に

ありましては、製品を販売するに当たっては、

営業マンの活躍なくして企業が成り立たないと
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言われます。農業も同様で、もうかる農業を進

めるには、農家が産出した品を消化するために

は、販売に取り組む営業マンがいなくてはなり

ません。職員が不足とするならば、これをカ

バーするためにふるさと公社職員の活用も考え

るべきと思います。 

 次に、６次産業化に積極的に取り組むまちづ

くりが必要であります。タフ・ビジョンでは、

農産物加工施設の整備と集落営農や農産物直売

組織、各種グループによる農産加工開発の取り

組みと販売促進に対する支援の強化を図るとし

ておりますが、どのような取り組みがなされ、

その成果がどのような状況となっているものか

についてお伺いいたします。 

 このことについては、市内に集落営農組織が

21組織あると認識しておりますが、これらの法

人化はもちろんのこと、６次産業化の促進化を

図る上で、これらの組織に加工施設の援助を行

い、６次産業化に積極的な取り組みを推進する

ことで、もうかる農業の手がかりとなるものと

思いますが、どうでしょうか。 

 いずれタフ・ビジョンの究極の狙いとすると

ころは、農業所得の向上、いわゆるもうかる農

業推進を図ることにあると思うのであります。

他産業並みに所得の増加があってこそ後継者問

題の解決が図られ、人口減少にも歯どめがかか

ることが一番ではないかと思います。市長の言

う「本気・やる気・根気」で取り組んでも、タ

フ・ビジョンの成果があらわれないとするなら

ば、大変口の悪い表現かと思われるかもしれま

せんが、市長の単なる言葉遊びとしか評価のし

ようがないと受けとめられます。ぜひこの市長

の任期中に、もうかる農業、いわゆる農業所得

の向上が目に見えてくるように一層の取り組み

をされますことを願ってやみません。 

 次に、生産物向上を図るためには、何といっ

ても土づくりが大切と思います。農協とタイア

ップし、農家圃場の土壌分析を実施し、土づく

りへのこだわりを持つ、市にも堆肥センターも

ありますので、堆肥を活用した有機農業の推進

を図って、健康な野菜づくりに努めることが大

事と思います。これが、積極的に取り組むこと

によって、安全・安心な農産物の生産、出荷に

つながり、ひいてはブランド化にもつながるこ

とと思われてなりません。市長の御所見をお伺

いします。 

 次に、農業振興を図る上で、農家の意欲を喚

起するために、農協との連携を密にし、営農指

導員体制の充実・強化を図る必要があると思い

ます。最近の様子を見ていると、集合指導はな

されていても、農家の圃場での指導体制が薄れ

ているのではと思われてなりません。 

 先日、会派研修の一環といたしまして、青森

県東北町の有機の里づくりについて研修する機

会がありました。ここの農業の推進は、３町１

村の合併農協が町と一体となって取り組んでい

るようでありましたが、組合員100人に対し１

人の営農指導員を張りつけて、農家と密接な連

携及び指導体制を図って、耕種部門の向上に取

り組んでいるとのことでありました。ちなみに

東北町では、ナガイモとニンニクが日本一の生

産を誇ってるということでありました。ブラン

ド化、生産高を得るには、こうした取り組みが

必要であると感じてまいったところであります。 

 本市においても、安心・安全な生産物の向上

を図る上で、営農指導体制の強化に尽力する必

要があると思いますが、市長の御所見をお伺い

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）  菊池民彌議員の一般質

問にお答えいたします。 

 民生委員・児童委員の活動について、そして

また、この遠野農業のあり方等について、さら

には、ちょっと前後しますけど、ＳＬ運転に伴

うプロジェクトの具体的な取り組みということ

でありました。それぞれ申し上げますけども、

ＳＬ運転に伴うプロジェクトのこれについては、

具体的な取り組みということでありましたので、

ＳＬ停車場プロジェクト推進室を立ち上げてお

りますので、その推進室の担当部長のほうから

この事項についてはお答え申し上げ、私のほう
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からはこの波及効果について若干試算しており

ますので、その分については私のほうからお答

えを申し上げますので、よろしくお願いを申し

上げたいと思っております。 

 まず、民生委員・児童委員の活動、質問の中

にも民生委員の方々がいかに市民の皆様との接

点の中で苦労されてるかということについての

お話がありました。宮守町で１人ですけど、こ

れも間もなく埋まるということで、おかげさま

でそれぞれ厚生労働大臣から、あるいは岩手県

知事からという中における委嘱状も先般交付す

ることもできましたし、また、今期をもって退

任される民生委員・児童委員の皆様にも、私の

ほうから社会福祉協議会とも連携とりながら、

感謝状も差し上げているところでございまして、

本当に懸命に活動していただいているという中

において、改めてこの議場を通じまして、民生

委員・児童委員の皆様の活動にも心から敬意を

表し、また、平成28年11月の30日までの３年間

の任期でありますので、ひとつよろしくお願い

したいということをまた申し上げておきたいと

いうように思っているところであります。 

 各地区からの推せんによりまして、まさに地

域の相談役として、そしてまた、行政等のつな

ぎ役として、何にもかえがたい安心・安全とい

った中における活動をいただいているわけであ

ります。３月から114人と定員を満たしており

まして、地域の相談業務の地域見守り活動、あ

るいは子育て支援活動の地域福祉の活動に従事

していただいておるということであります。民

生児童委員96人、それから新児童委員18人、計

114名の方々にそのような職務をお願いしてい

るわけであります。 

 ただ、この部分につきましては、社会の多様

化、あるいは高齢化、そしてまた信じられない

ような虐待といったようなもの、あるいはＤＶ、

そしてまた、この今の時代にという部分あるわ

けでありますけども、貧困といったような問題

も新たに出てきておるとこでありまして、その

ような形で多様化してきているということであ

ります。 

 民生委員の皆様の一つの活動の中において、

例えばでありますけども、ひとり暮らし高齢者

の地域の中で見守り体制の強化をしなければな

らない、生活に関係する悩みの相談等も非常に

複雑多岐にわたってきているということであり

ます。そしてまた、地域の一員であるというこ

ともありますから、身近な、本当に最も身近な

なかにおける相談相手であるということを考え

れば、その役割は一層というよりも、ますます

高まってきているというのが、今、民生児童委

員の皆様の役割ではないのかなというように思

っているところであります。 

 そういった中で、災害時の要援護者の支援体

制の整備といったものについても、一応90の行

政区の中で整備を図りまして、見守り体制、あ

るいは災害時１人も見逃さない運動といったも

のも努めておりますし、「近助」と、もうこれ

は共助じゃなくて「近助」でありますけども、

「近助」の助け合いの力になるというこの「近

助」という言葉、これも民生委員の皆さんが果

たす役割っていうのは非常に多いんじゃないか

と。 

 それから、情報を共有すると、これは東日本

大震災の教訓の中から、それぞれの弱者と言わ

れる方々の情報把握も可能になったということ

でありますので、そのようなこともちゃんと情

報を共有しながら、個々のケースに応じて適切

な専門機関へのつなぎ役、あるいは幅広い知識

と力量も必要になってきますので、私は研修会

や専門部会等で、知識の習得やら他の委員との

交流を学びながら生かしていくということも大

事じゃないかなというように思っております。 

 先般、遠野テレビでありましたけれども、遠

野テレビで、私もニュースで知ったんですけど

も、宮守町でひまわり法律基金の弁護士さんお

２人をお招きいたしまして、さまざまな法的な

形での研修もやったということも聞いているわ

けでありますから、このような積み重ねが民生

児童委員の皆様にも大変求められてきてるし、

また、それが、行政だけじゃなくて社会福祉協

議会といったようなところと密接な連携のもと
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に、そのような取り組みも計画していくという

ことも、すごく大事じゃないのかなというよう

に思っているところであります。 

 この協力隊、協力員ですか、協力隊じゃなく

て協力員ですね。この問題につきましても、や

はりさまざま、検討課題の一つなのかなという

ように思っておりますけども、まず、協力員と

しての組織を充実させる前に、ただいま申し上

げましたような形で社会福祉協議会と一体とな

りまして、私は、やっぱりこの部分にも、行政

の組織とすれば地区センターも何らかの形で、

やっぱりはまっていくっていうか、かかわって

いくような仕組みづくりも大事じゃないかなと

いうように思ってるんです。これは、言葉を選

んで申し上げなきゃなりませんし、それこそ拙

速な論に走ってしまったんでは誤解を招きます

けども、イベントという中における活性化だけ

は地区センターの役目じゃなくして、やっぱり

きめ細かい、そういった弱者という方々に対す

る一つの役割とすれば、地区センターもその中

に何らかの形でかかわりながら、健康福祉の里、

社会福祉協議会、そしてそのネットワークとし

ての地区センターも、そのような情報をきちん

と共有しながらっていう仕組みもつくっていか

なければならないんじゃないのかなと。 

 先般、行政区長様方との意見交換をやったと

きも、区長さん方の発言の中に、その必要性が、

かなりこのニーズとして高まってきてるんだな

ということを感じたところでありますので、そ

の辺のところも考えていかなければならない一

つの課題にあるんじゃないのかなと。その上で、

協力員というような位置づけの中における取り

組みといったようなものをきちんと仕組んでい

くということになるんではないのかなというよ

うに思っておりますので、ひとつ御理解をいた

だければならない。まさに民生児童委員、担当

なんだからあなたの責任ですよっていう、その

ような時代ではもうなくなってきてるわけであ

ります。もうニーズそのもの、相談の内容その

ものがいろんな各分野にかかわるような形で、

複雑多様化してきているということを踏まえれ

ば、やっぱりそのような仕組みこそが大事じゃ

ないのかなというように思っておりますし、民

生児童委員同士の連携、それを地域住民の皆様

が支え合う一つのきずなとしてのネットワーク

を大事にしていくということが、今、求められ

ているのかなということを、御質問をお聞きし

ながら考えたとこでございますので、よろしく

お願いをいたします。 

 さて、民生相談員のところについて、御質問

の中にもありました活動費の問題もありました、

これはただいま申し上げたとおり、時代ととも

に大きく変化してきておると。需要に応じた、

ニーズに応じた、即応した、直ちに対応しなけ

ればならない活動が求められてきているという

ことになってきて、まさに広く重いものとして、

その役目がなってきてるということになります

ので。そして、その場合もさまざまな経験を積

むことができると。そして、やりがいのある役

目であるということも皆様には御理解してもら

わなきゃならないわけでありますので、この相

談員報酬の問題についても遠野市独自としてと

いうよりも、さまざま情報を共有しながら、他

市の例なり、他の自治体の例なども一つ参考に

しながら、決して横並びというわけじゃありま

せん。 

 そしてまた、この部分も行政区長さん方の役

目もその守備範囲の中からいろいろさまざまな

地域差が出てきておりますので、この相談員報

酬等についても、そういうようなことを総合的

に勘案しながら、何らかの形で見直し、改善と

いったものに取り組んでいくというような形で

の一つの課題として位置付けたいというように

思っているところでございますので、よろしく

お願いを申し上げたいと思っております。 

 さて、このＳＬ停車場プロジェクト、４月12

日から本格運行で、今、試運転が始まっており

ます。ＪＲ東日本では、関連事業費まで入れる

と約40億円の巨費を投じての一大プロジェクト

でありまして、これを釜石線が定期運行すると。

年間80日ほど運行するということでありますか

ら、この部分で具体的に取り組んでいる内容は、



－ 102 － 

この後担当部長のほうから答弁いたしますけど

も、このＳＬ銀河の客席数は、私のほうから経

済効果をちょっと試算したものについて答弁い

たしますけども、176席で年間約80回運行され

ると。そして、これを、この平成24年６月に、

議員各位にも御案内のとおり、岩手デスティ

ネーションキャンペーンが行われまして、この

釜石線をＳＬが走りました。遠野駅には、約8

0％以上の方が下車を、いわゆるおりたという

実績があります。 

 そういったことを前提に、一つ試算をいたし

ました。乗降客の約80％とすれば、客席が176

席でありますから、140人が遠野市に下車をす

ると。ちょっとこれ甘いかなというように、実

は思ってるわけでわけでありますけども、その

デスティネーションキャンペーンではそのよう

な数字を持ったということで、そのうち、その

140人が下車をしたならば、宿泊が40人、日帰

り客が100人という数字で試算いたしますと、

宿泊代、飲食代、施設入館料、お土産代、２次

交通のタクシーとかバスの利用等の経済効果と

いう中で、これを産業連関のほうで試算いたし

ますと約３億円という数字が出てまいりました。 

 そのほかに、マスコミ等によるこのコマーシ

ャル効果といったようなものを勘案すると、そ

の数倍の経済効果は、このＳＬ停車場プロジェ

クトの中から一つ得ることができるんじゃない

のかなと。この80％の下車っていうのについて

は、どの程度かっていうようになれば、私は、

この遠野が持っているさまざまな地域支援とい

ったものをうまく利活用すれば、この数字も決

して不可能な数字ではないというように捉えて

おりますので、何とかそのような経済効果とい

ったものをこのＳＬ停車場プロジェクトの中か

ら見出し、地域の活性化といったものにつなげ

ていきたいというように思っているところであ

ります。 

 さて、遠野農業のこの振興策についてであり

ます。 

 これにつきましては、きのうもこの分につい

ていろいろ議論いたしました。その中で、この

遠野農業の再生手段と方法、あるいはブランド

化、あるいは六次産業化、さらには土壌分析、

そしてまた営農指導体制への強化ということで、

各ビジョンの中で、私も謙虚に受けとめなきゃ

ならないかというように思っておりますけども、

市長の言葉遊びにならないようにっていう大変

厳しい御指摘も受けたわけであります。私自身

もそのようなことになったんでは、それこそ責

任問題になるわけでありますから、文字どおり

誠心誠意一生懸命、そして全力投球の中で。 

 ただ、この農業という問題は、きょう取り組

んであす、言葉にあらわしたから、それがあす

達成するという問題じゃありません。天候にも

左右されますし、もう今や遠野の農業も世界経

済にまで振り回されるというような状況にあり

ますし、いつどんな、それこそ災害が来るかも

わからないというような中でこの問題は取り組

んでいるわけでありますので、愚直に、ぶれず

にという部分の中における取り組みが大事じゃ

ないかなと思ってます。 

 質問の中に、「猫の目農政」から「まばたき

農政」ではないかというような、しかし、いい

表現をするようなもんだなと、実は思うわけで

ありますけども、まばたきするうちに状況が変

わったってしまうようなくらい本当に農政の転

換、見直しというものは行われ、その都度振り

回されると。 

 ただ、この今回示されたものにつきましては、

きのうもいろいろ議論を交わしたとおり、私は

前向きに捉え、受け入れながら、遠野の農業と

して、それをどのようにという部分の中におけ

るそのようなスタンスは、やっぱり大事にしな

ければならないんじゃないだろうかなというよ

うにも思っておりまして、その中で、この特に

もこの耕種部門についてのお話がありました。 

 耕種部門につきまして、ちょっと数字を捉え

てみますけども、米は横ばい、野菜が実は大き

く減少しているんです。そして、この野菜が大

きく減少したっていうのは、きのう質問の中で

も一つお答えしておりますけども、そういった

中で野菜が落ち込んでいる。工芸作物のうち葉
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たばこは廃作が進み減少し、ホップは現状維持

という中に位置づけられております。 

 そういった中にございまして、この重点品目

作物として、高齢者にも取り組みやすい、これ

はＪＡと連携しながらやってるわけであります

けども、アスパラガスやニラといった軽量野菜

を推進していくっていうことも大事じゃないの

かなと思ってますし、加えて企業と連携をした

ミニトマトの栽培などにもこれを取り組んでま

いりたいというように思っておりまして、この

企業と連携したミニトマトの栽培プロジェクト

につきましては、間もなく公表できるんじゃな

いかなというように思っておりますけども、い

うところの六次産業化っていう中で今、プロジ

ェクトを詰めの作業を行っているところであり

まして、先般社長さんとも面談をしながら、こ

の部分においてうまくプロジェクトが形になれ

ば、このミニトマトの主産地化っていったよう

なのが、一つの六次産業化っていう切り口の中

から形になって見えてくるんじゃないのかなと

いうようにも思っているところでございますの

で、そのような事業を、この具体的な支援策の

中でとなれば、アストパワーアップ事業の充

実・強化の中であぐりスクールなどの就農者等

の育成指導を行いながら、よりきめ細かい一つ

の手だてを講じてまいりながら、この部分にお

ける支援策を強化してまいりたいと思っており

ます。 

 ブランド化っていうようについては、この一

つのタフ・ビジョンの中にも「産地評価が高く

ブランド化が進む町」という一つのスローガン

も掲げております。売れるもの、売り先が確保

されるもの、これから伸びることが期待される

ものを主体的に生産を振興しながら、品質、総

生産量を高め、そして、このブランド化に高め

た取り組みっていうことになろうかというよう

に思っております。 

 米で言えば、水稲になければ「いわてっこ」、

それから、もうホップ、ワサビは、何と申しま

すか、不動の地位を得てると言えばちょっと言

い過ぎかもしれませんけども、こういったよう

なホップ、ワサビのようなものは３者連携にお

ける、ワサビのようなものは主産地化、これは

全国有数。 

 それから、３者連携っていう分における、こ

の遠野市と、それからエスフーズと、それから

イトーヨーカドーという一つの企業体とにおけ

る３者連携による遠野牛の取り組みなどもブラ

ンド化といったものについては進めることがで

きるんじゃないのかなというように思っており

ますので、それぞれの立場、あるいは、それぞ

れの方々の全面的な協力をいただきながら、こ

のようないわてっこ、あるいはホップ、さらに

はワサビ、そして遠野牛といったものの中で、

ちょうどめり張りをつけた取り組みといったも

のを、さらに推し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。 

 それから、特に販路開拓について、ふるさと

公社の活用といったようなもの、まさにこれは

古くて新しい課題でありますので、これも放っ

ておくわけにはいかないと、一つの仕組みとし

て持っていかなきゃならないかというように思

っております。 

 それから、六次産業化の取り組みにつきまし

ても、施政方針の中でも明らかにいたしました。

そしてまた、これも農林畜産部と産業振興部が

きちんと連携をとれば、まだまだやらなきゃな

らない一つのプロジェクトがあるということも

含め、企画調整機能も持たせ、そして明確に関

係者の皆様にメッセージとして、取り組み姿勢

として明確に示すという意味合いも含めまして、

この４月１日には六次産業を推進する副市長を

本部長とする一つの体制を構築し、その中でふ

るさと公社といった関連、もちろんＪＡも入っ

てくるわけでありますけども、総合力を発揮で

きながら、ただいまの課題に対する一つの取り

組みを強化をしてまいりたいと。その中にアス

ト事業の見直しも当然入ってくるということに

なるわけであります。 

 それから土壌分析、これも議員から御指摘が

ありましたとおり、非常に大事な一つの事業だ

というように思っておりますので、土壌分析に
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ついてもＪＡと県で実施しておりますので、こ

れでは、それぞれ希望者に対しても行って有料

ということになっておりますけども、遠野普及

サブセンター経由で県農業試験場でも行なって

おりますので、これは分析する物件が多くなけ

れば無料になる可能性もあるというようにも聞

いておりますので、このような機能をうまく利

用した中において、土づくりといったものにも

きちんとした体制を整えてまいりたいと思って

おりますし、営農指導員体制の強化につきまし

ても、答えは繰り返しになりますけども、推進

本部の中で、そのような限られたマンパワーを

っていう中で、そこに東北銀行と遠野市が包括

協定を結んでおりますので、このあぐりビジネ

スといったものの中における取り組みとして、

そういった金融ファンドあるいはマンパワーと

いったようなものも、その本部の中に組み入れ

るという中で、そして、まさにこの営農指導っ

ていうのは、非常に専門的な知識も必要としま

すので、ＪＡと遠野普及サブセンターとの連携

の中から、そして、そのような指導員体制の強

化といったようなものにも取り組んでいきたい

と。 

 アドバイザー制度も、ある意味においては、

きちっと見直ししながらという部分の中におけ

る取り組みになろうかというように思っており

ますけども、そういったようなさまざま、これ

まで取り組んできたことをちゃんと総括しなが

ら、そしてまた一方においてはぶれずに、そし

て、ただ組織を見直しすればいい、人を張りつ

ければいいんじゃなくして、そこをきちっと検

証した中にあって、どこをどのような形で強化

したらいいのか、抽出したらいいのかっていう

中で、この指導員体制の問題についても取り組

んでまいりたいというように思っておりますの

で、よろしくお願いをいたします。 

○議長（新田勝見君）  ＳＬ停車場プロジェク

ト推進室長。 

   〔産業振興部長兼ＳＬ停車場プロジェク 

    ト推進室長鈴木惣喜君登壇〕 

○産業振興部長兼ＳＬ停車場プロジェクト推進

室長（鈴木惣喜君）  命によりまして、ＳＬ運

転に伴うプロジェクトの具体的な取り組みにつ

いて答弁いたします。 

 ２月22日の岩手日報に「ＳＬ銀河」釜石線運

転開始の詳細が掲載されております。いよいよ

待望のＳＬ銀河が４月12日から運転を開始。土

曜日と日曜日を中心に年間約80日運行される予

定であります。当市では、遠野駅と宮守駅に停

車、遠野駅では給水等のため、お昼ごろ約１時

間停車いたします。昨年１月に、ＳＬ停車場プ

ロジェクト推進本部を立ち上げ、商品開発部会、

イベント受入態勢部会及び旅行企画部会の３つ

の部会で事業内容を検討してまいりました。 

 これまで、友好都市でのイベントや大宮鉄道

ふれあいフェアなど県内外でＳＬ釜石線復活を

ＰＲしてきたところであります。そして、ＳＬ

銀河を迎え入れるために、達曽部側橋梁の河川

敷やめがね橋周辺の環境整備にも積極的に取り

組んでおり、特にめがね橋周辺においては、地

域の皆様から多大なる御協力をいただいており

ます。 

 商品開発では、既に遠野ふるさと公社でＳＬ

ラベルの「そば焼酎」を、めがね橋直売所では、

めがね橋をＳＬが走っているイラスト入りの

「遠野みやもり手ぬぐい」をそれぞれ販売し、

好評を得ております。 

 現在も、水木しげる先生のイラスト入りクリ

アファイルなど新商品の開発を進めているとこ

ろであります。今後も、さらにふるさと公社、

観光協会等と連携しながら商品開発を進めてま

いります。 

 新たな２次交通システムとなる、乗降客が市

内観光施設を自由に回遊できるジャンボタク

シーを活用した乗り降り自由の巡回ワゴン車を

宮守・綾織線と土淵、松崎の光興寺線の２コー

スで試験的に運行いたします。 

 遠野駅を中心に、乗降客や観光客へのおもて

なしとして、「郷土芸能」、「昔ばなし」や

「おもてなし隊」によるお出迎えのほか、駅前

広場などを活用した屋外での物産や弁当の販売

を行います。 
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 宮守駅周辺では、ＳＬ運転の一番のビュース

ポットとなるめがね橋に隣接する「ふれあい情

報プラザ・ｍｍ１」を当市の観光玄関口施設と

して改修を進め、観光客誘致を促進していきま

す 

 主なイベントとしては、ＳＬ写真コンテスト、

スタンプラリー、市内菓子めぐりで、ＪＲの協

力を得ながら、婚活列車なども実施していきた

いと考えております。 

 そのほか、多くのＳＬファンのため、通過時

刻をお知らせするＳＬ運転情報看板を道の駅み

やもり、遠野風の丘などに設置することとして

おります。また、１時間の滞在時間でめぐられ

るモデルコースやお食事処などを網羅した観光

マップを作成し、積極的に情報提供を行います 

 ２月22日から24日までの３日間、あえりあ遠

野で開催した「ＳＬ銀河釜石線運転記念企画

展」には、市内外からＳＬファンや親子連れな

ど2,000人を超える来場者があり、ＳＬへの関

心の高さが伺えました。 

 「ＳＬ銀河」釜石線運転により、多くの観光

客が当市を訪れ、また来たいと思われるように、

釜石線沿線自治体との結束も強化しながら、こ

れからも官民一体となって取り組みを進めてま

いります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  午後１時まで休憩いた

します。 

   午後０時04分 休憩   

────────────────── 

   午後１時00分 開議   

○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。 

 14番菊池民彌君。 

   〔14番菊池民彌君登壇〕 

○14番（菊池民彌君）  再質問をさせていただ

きたいと思います。 

 民生委員の報酬にかかわりましては、他市の

状況等もというふうな形を踏まえ、あるいは区

長等の問題もというふうなことも申し述べられ

ながら答弁とされたようでございますけれども、

そうなりますと何となく気持ちとしては進化ま

ちづくり検証委員会に、この案件もかかるのか

なというふうな思いもするんですが、いかがな

ものかなと、まず一つ質問をしたいと思います。 

 なお、協力員につきましては、非常に民生委

員につきましては、なり手がないというふうな

形で、各地域で非常に苦慮している部分がある

わけでございますが、少しでも過重の負担を軽

減し、行動しやすいような方法をとるというふ

うな意味合いから、このことを再考していただ

けないものかなというふうに思うところでござ

います。 

 それから、２つ目のＳＬにつきましては、大

変当局ではいろいろな幅広く行動をとられて、

この事業に真剣に取り組むという気持ちが伺わ

れたところでございますが、３億円という経済

効果があるというふうな市長の答弁にございま

したけれども、これを仮に宮守行きと遠野行き

というふうに分けたときに、例えば宮守はｍｍ

１云々ということで考えているようでございま

すんで、それらの効果はどのような形であらわ

れてくるのかなというふうなことを宮守の方々

もかなり期待しているんではないかなと思いま

すので、その辺試算をお示し願いたいと、この

ように思います。 

 それから、遠野農業の再生の部分につきまし

ては、何となく私も聞き下手なものでございま

すから、この再生という部分で、手段方法とい

う部分につきましては、何となくタフ・ビジョ

ンの項目の中から拾い上げて答弁されたのかな

というふうな思いがしてならないわけでござい

ますが、非常に農業は厳しい情勢であることは

全く私も承知をしているところでございます。 

 誰がやっても大変なんだというふうなことは、

よく言われる言葉ではございますが、だからこ

そ本田市長に、これをきちっとやってほしいな

という思いから質問しているところでございま

すので、御理解をいただき、この市長が本当に

今までの農業をさらに色濃く出してるんだとい

う、その決意の部分で再生を訴えていただけれ

ばなと、こういう思いでございますので、よろ
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しくお願い申し上げます。 

 それから、細かいことで大変恐縮でございま

すが、ホップの関係を申し述べられております

けれども、ホップもかなり面積的には減ってる

んではないかなというふうな思いをしておりま

して、ホップを奨励するというふうな言葉もあ

りましたが、今後どのような方法で、これが取

り組まれるのかなというふうな思いがしており

ますので、その考えを一つお願いを申し上げた

いと思います。 

 それから、六次産業のかかわりでは、市長の

施政方針演述の中でも産業振興部、農林畜産部

の連携のもとに六次産業を推進するんだと。し

かも、副市長を本部長と据えて取り組むんだと

いう心強いお話を承りましたので、これも進ん

でいくんではないかなと思いますが、今までも

タフ・ビジョンに掲げている部分、これらをき

ちんとチェックをしていただいて、計画を立て

ながら、それではいいんだではなくして、やは

り一度は振り返ってみることも必要ではないの

かなと。誰がそれを振り返ってみるのかという

ことになりますと、やはりトップリーダーであ

ります市長ではないかなと、このように思いま

すので、ぜひ言葉にしたならば、それを振り返

ってみて進捗状況をチェックしながら取り組め

ば、何となく一歩でも二歩でも前進するんでは

ないかなというふうな思いがするものでござい

ますから、ぜひ、この際に推進本部を立ち上げ

るとすれば、今までの部分もチェックをしなが

ら取り組んでほしいと、このように思います。 

 それから、土壌分析あるいは営農指導員体制

の強化、これらにつきましては、私はＪＡがか

かわってくる部分でございますので、市長はＪ

Ａの方々との話がどのように取り組まれている

ものか、遠野の農業がこうでありたいと、ある

いは農協もこうしてほしいというふうな話が常

にテーブルにあって、それこそ議論を交わして

取り組まれているのかどうか、その辺をお示し

をしていただければなと、このように思います。 

 以上、２回目質問、このような観点で質問さ

せていただきます。よろしくお願いします。 

○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）  菊池民彌議員の再質問

にお答えいたします。 

 民生委員のさまざまな活動のこの充実という

部分につきましては、前の答弁で申し上げてま

すとおり、この民生委員に対する期待といった

ものが非常に複雑多様化してきているという状

況にありますので、民生委員の皆様にも情報共

有、さらには研修等を深めながらさまざまな制

度あるいは行政の仕組み、国や県、市町村の役

割、それに伴ういろんな社会福祉協議会のかか

わりといったようなこともきちんと、やはり情

報として持っていただかなければならないとい

うように思っておりますので、よりきめ細かい

研修といったようなものを、特にもうこの部分

におけるパートナーとしての社会福祉協議会の

果たす役割というのは非常に大きいものがある

わけでありますので、行政と社会福祉協議会の

さらなる連携の強化というところをきちんと組

み立てて、その部分で民生委員の皆様と向き合

いながら、この複雑多様化してきているさまざ

まなニーズに、とりあえず現場としてどのよう

な対応できるかということにおける、いうとこ

ろの資質の向上といったものをきちんと図って

いくということも大事じゃないかなというよう

に思っておりまして、それに伴って、先ほど質

問の中にありましたとおり、ところでこの民生

委員の報酬の問題も含めて、あるいは協力員の

位置づけの問題も含めて、進化まちづくり検証

委員会のほうに、その検証を委ねるのかってい

うようなお尋ねもあったわけでありますけども、

行政区と自治会のすみ分け、それにおける地区

センターの役割、そしてまた一方においては、

行政区長と自治会長のすみ分けの問題、地区セ

ンターの位置づけということで検証をいただく

ことにしておりますので、これは非常に大きな

問題でありますから、10月ごろには中間報告と

いうような部分の中での行程表とし、位置づけ

ているわけでありますけども、やはりじっくり

と検証してもらわなきゃならないという部分あ
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りますし、当然、地区センターから地域の役割、

コミュニティーということになってきますと、

その部分におけるマンパワーと市の民生児童委

員の役割というのをそこに入ってこざるを得な

いというように思っておりますので、検証の中

においては、その部分も一応議論をし、検証も

していただくというような方向にも持っていか

ざるを得ないのかなと。山田委員長ともその辺

のところはよくすり合わせしなきゃなりません

けども、私としては、今のところ、その部分も

限られたマンパワーということになれば、民生

児童委員の役割といったようなものもコミュニ

ティーの中でどう位置づけるかということも、

やっぱり遠野としての検証の対象になるんじゃ

ないのかなというように、現時点ではそのよう

に考えているところでございますので、よろし

くお願いいたしたいと思っています。 

 協力員も再考願いたいというお話でありまし

たので、これも今のこの進化まちづくり検証委

員会と、それからさまざまな、繰り返しますけ

ども、社会福祉協議会等とのすり合わせの中か

ら、その辺の一つの課題とし、位置づけながら、

あるべき望ましい姿というのをその中で見出し

ていければな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。 

 それから、ＳＬにつきましては、先ほど答弁

したとおりでありまして、一定の評価をいただ

いたということであります。その中に、この宮

守と遠野、先ほど答弁の中で申し上げましたと

おり、産業連関表を使って百七十数名の方の８

割が遠野に下車したという中で一応数字を検証

したわけでありますから、宮守にもとまると、

遠野にもとまるということになっているわけで

ありますから、宮守にどれぐらいの方が下車す

るのかというようなこともよく見極めながらと

ともに、下車だけで今、降りる方だけでもって

数字を検証してるわけでありますけども、この

試運転の中においても、全国のＳＬファンがか

なりの数が見えてるわけです。 

 したがって、これは本格運行になって、土日

祝日となれば、この数がＪＲ東日本のこの宣伝

力っていいますか、発信力によって、かなりの

部分の方々が遠野を訪れる。そうすると、圧倒

的な存在感のある達曽部橋とめがめ橋の周辺の

中におけるロケーション、そしてまた一方にお

いては柏木平の猿ケ石川の大蛇行の中をＳＬが

走るわけであります。これも物すごい、今、そ

れこそ存在感の中で発信力のあるロケーション

ということになりますから、そこに、それを見

て写真だ、絵だ、あるいはいろんな形での趣味

活動をしている方々、全国のＳＬファンという

のは何百万人っているわけでありますから、そ

の方々の波及効果っていったようなものもかな

りの部分としてあるんじゃないかなというよう

に思っておりますので、先ほどの３億円という

のは乗降客の中における一定の数字でもって割

り出したものでありますから、そういったもう

一方の土俵の中における波及効果といったもの

につきましても、できるだけ数字をきちっと把

握しながら、きちんとした宮守地域における波

及効果、遠野駅周辺における波及効果といった

ものをきちんとフォローしていきたいというよ

うに考えているところであります。 

 それから、この農業の再生についてタフ・ビ

ジョンと、厳しい情勢だと、全くそのとおりだ

と承知しております。だからこそという部分で、

今、御質問ありました。だからこそ、それこそ、

これは振り返ってみることもすごく大事だと。

遠野農業のアクションプランということで、10

0億円達成アクションプランという、100億円を

目指せと。かつて平成のはじめ、昭和の末期に

遠野は100億円、ただ、そのころの米価は２万

円という中にあっての100億円であったわけで

ありますけども、ホップにしろ、たばこにしろ、

たばこなども物すごい工芸作物品としては一定

の生産量を誇っておったわけであります。だか

ら、ホップもそれなりの生産を誇っておったと。 

 そういう中にありまして、かつて100億円を

達成したという一つの遠野の実績があるんだと。

じゃ、それに少しは近づこうというのがアクシ

ョンプランであり、100億円達成アクションプ

ランとして位置づけたという中で大きな取り組
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みであったわけであります。これについても、

さまざま厳しい意見はいただいております。市

はかけ声だけではなかったのかというようなこ

ともいただいております。しかし、この猫の目

農政どころか、まばたき農政だって、まだ今、

先ほど質問があったわけであります。 

 そのような振り回される現場の中にあっては、

これは強気の発言になろうかと思ってますし、

どこかで強気の部分を持たなければ、やっぱり

どうしてもこの部分においては、はっきり言え

ばもうめいってしまうという部分はあるわけで

ありますから、この部分における農業活性化本

部、通称アスト、あぐりステーション遠野アス

ト、目指せ100億円という中で取り組んできた

という一つの積み重ねの中で、これ厳しい状況

下の中にあっても一定の部分で持ちこたえてき

たという部分は評価されてもいいんではないの

かなと思うときもあるわけであります。 

 確かに、数字的には厳しい状況である。しか

し、その中にあって、耕畜連携という一つの仕

組みの中で、これは遠野型として非常に、やれ

土づくりから始まっての非常に有意義な取り組

みっていう部分で、畜産振興と耕種の中におい

て、そして、その畜産振興の中もキャトルセン

ターというところにたどり着き、そして、今や、

かつては難しいだろうと言われておった繁殖だ

けじゃないと、肥育だって十分できるんだとい

う一つの追い風も吹いてきた。そこには、全国

を、それこそマーケットとするイトーヨーカ

ドーさんが出口の部分では受けるぞと。 

 そして、関西では、それこそ大規模に展開し

ている食肉加工業者のエスフーズさんが、そこ

に「まず、うまくタッグを組むぞ」という中で

畜産振興といったようなものも新たな土俵に出

てきているという部分はあるわけであります。 

 ホップにしろ、キリンビールさんが、実はこ

の質問等も項目としてあったわけでありますけ

ど、キリンビールさんは大変この遠野のホップ

に対して良質で高品質のホップを一定量出して

くれると。だから、例の取りたてホップ一番搾

り、一番搾りとれたてホップでした、それが一

つの商品として非常に価値があるんだという取

り組みをされているわけです。 

 したがって、この間もキリンビールのホップ

の協同組合の総会があったときに、キリンビー

ルからは、原料部の担当者が来てるんですね。

その原料部っていうのは、まさに１円、２円の

中における価格競争というか、買取価格の中で

厳しい矢面に立つ担当者なんですけども、その

原料部の方がはっきり言っておりました。「非

常にいい品質のホップ、一定量出してもらう」

と。 

 これが、もしも生産基盤が弱体してしまった

のでは、我々の商品も続けられなくなってしま

うという部分におけるかなりの期間を持ってお

りましたし、このキリンビールの遠野ホップを

使った商品をずっと手がけてきました仙台工場

の横田さんが、今度は本社の生産本部長のほう

に異動になるっていうことも内定しておるとこ

でありますので、このキリンビールという大き

なメーカーと向かい合うという部分にあっては、

我々もホップ農家だけの問題じゃないと。ホッ

プ協同組合だけの問題ではないという認識の中

で、行政も、それからＪＡも、それから共済も、

そしてさまざま県の方々にも配っていただいた

総合力の中でホップの生産基盤といったものは

きちんと確立するというような取り組みも、実

はこれ急がれるプロジェクトでありますので、

これもきちんとした形での組み立てを行ってい

きたいというように考えているところでありま

す。まさに、だからこそという部分にあっては、

このことが大事じゃないかなと思っております。 

 六次産業の本部を立ち上げてっていう部分に

あっては、行政的に見ると、それは農林畜産部

だの、それは産業振興部だの、まさにつくるほ

うと、それを付加価値つけて販売するほうとい

う部分が、どうもうまくかみ合っていないなと

いうことはずっと感じてきておりましたし、六

次産業っていう言葉でも、今、盛んに言われて

おりますけども、昔から言われている言葉であ

るということでありますから、一度原点に返っ

てってことは御質問にありましたとおり、これ
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までの取り組みを振り返ってという部分を大事

にしたいというように思っております。 

 その中で、何かヒントがあるし、あるいは充

実させなきゃならないのがあるし、すき間を埋

めなきゃならないっていうような施策もその中

に出てくるのではないのかなというように思っ

ておりまして、ホップ協同組合あるいはたばこ

生産の方々の総会にもことしも出させていただ

きましたけども、確かに規模は小さくなってお

ります。 

 たばこ農家の方々もやはり一定の危機感を持

っておりました。後継者の問題、そのようなこ

とも、やはり六次産業化っていう一つの取り組

みの中から、きちんと言い続けた中であれば、

行政は何をすべきなのか。ＪＡはどのような役

割を果たすべきなのかっていったところをその

中で見出していくということも、この推進本部

の一つの役割になるのかなというように考えて

いるところであります。 

 そして、このチェックをし、検証するという

のも市長の役割なんだと、全くそのとおりだと

思います。これは、本部を立ち上げるから本部

長の責任ということじゃなくして、やっぱり最

終的には市長の責任と。 

 ただ、やっぱり、そのポジションによってぐ

いぐいと引っ張っていくという部分のマンパ

ワーも必要じゃないだろうかと。そのような中

で、推進本部という中から、そのようなものを

推進組織を立ち上げるという中で進めていきた

いというように思っております。 

 それから土壌の問題、それから、この営農指

導員体制の問題、これもＪＡ花巻のほうともよ

く検討しなきゃと、連携をとらなきゃならない

一つの課題であるかと思っております。 

 ＪＡ花巻のほうとは、私自身も花巻のほうに

出向いたときは、ＪＡ花巻の本店のほうに立ち

寄ることを心がけております。定期的に幹部と

の懇談会も設けておりまして、その辺の意思疎

通は私自身が言うのも何でございますけども、

比較的スムーズにいってるのかなと思っており

ますし、議員各位の中にもＪＡ花巻の幹部との

さまざまな人脈を持っている議員さん方もかな

りの数がいらっしゃるわけでありますから、そ

の皆さんの人脈と、そしてネットワークを、そ

してまた、そこは私なりの一つのトップセール

スの中からＪＡ花巻の幹部の方、どうしても埋

没せざるを得ないような環境にあるわけであり

ますから、そうならないように、きちんとした

トップ同士で意思疎通をよく図りながら、ＪＡ

花巻との連携もさらに、さらに努めていくよう

な、そのような形での行動をこれからもとって

まいりたいというように考えているところでご

ざいますので、以上でもって、ただいまの再質

問の答弁にさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  14番菊池民彌君。 

   〔14番菊池民彌君登壇〕 

○14番（菊池民彌君）  ３回目でございますの

で、これで終わりになりますが、市長がるる説

明をいただきましたけれども、どうしてもかみ

合わない部分があったんではないかなと、この

ように思います。 

 先ほども申し上げましたが、再生という言葉

が気になってしょうがないところでございます。

これが、なかなか明快な言葉としては出てこな

かったんではないかなというふうに思いますの

で、私なりにそしゃくをして理解をしたいと、

このように思います。 

 六次産業のかかわりにつきましては、先般、

夢産直かみごうの総会がございまして、20億円

を達成したという報告を受けました。その中で

加工部門が2,000万から3,000万ほどの売り上げ

だったと思うんですが、やはりこれはすばらし

いことだなと、このような受けとめをしたとこ

ろでございますんで、ぜひ、この六次産業化に

取り組むに当たりましては、先ほど以来申し上

げておりますが、営農集落、私勝手にしゃべっ

て、関係者には御迷惑をかける部分もあるのか

なとは思うんですけれども、やっぱり集落営農

を進める中にあって、耕種部門等にばかり取り

組むんじゃなく、加工部門にも積極的に取り組

んで、所得の向上を図って、ゆくゆくは後継者

も生まれるような農業の推進を図っていただけ
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ればなと、このような思いがするもんですから、

大変、私は農業者ではないんですけれども、そ

ういう部分で推進していってほしいし、また直

売所の方々にも何とか加工部門の施設整備等を

あわせてつくっていただいて、少しでも遠野の

産物を売り出すという方法を講じていただきた

いものと思います。 

 それから、希望でございますけれども、過般、

新聞等を見てますと、遠野もイトーヨーカドー

とのかかわりがあるわけでございますが、北上

などでは、レタスをセブンイレブンと組んでや

っているというふうな記事も去年の新聞でした

けれども出てます。そういう委託契約をしてこ

そ、これまた「儲かる農業」につながるんだと、

このようなことを強調している方がおります。 

 これは、嶋崎秀樹さんという方が書いた本な

んですけれども、「もうかると、農業は決して

マイナスではないと。もうかるんだと。」それ

は何だかといいますと、契約栽培をして大変苦

労はするが、決められた数量をきちんきちんと

整備することによって、お互い価格の問題も話

し合いながらやることで非常に売り上げが上昇

すると。そういう部分で、やはり「儲かる農

業」を推奨しているのは嶋崎秀樹さんという方

でございます。これは、長野県に本部を置いて、

トップリバーという会社を経営しているんです

が、もともとは、この人も農業をやったことの

ない人、それが、今、農業に取り組んで大変農

業を推進をしたいと。「儲かる農業」を私は全

国にＰＲしていきたいというような形で研修生

も受けておったりして、いろいろ意欲的に取り

組んでいる方でございます。 

 こういうところにも、やはり、例えば遠野の

住民を派遣して、少しでも農業のよさ、苦労も

するようですが、また、よさも感じる場所では

ないかなというふうに私は読みましたんで、そ

ういう部分で契約栽培を、これからきちんと進

めるような形で、遠野の農業も取り組んでみた

らいかがなのかなと。 

 先ほど市長が言いましたミニトマトの関係、

多分それが、いわゆる契約栽培につながってい

るものかなというふうに理解しましたけれども、

ぜひ、そういう契約栽培をし、手入れをきちん

きちんと約束を果たしていったことによって、

農家が潤ってくるんだということが言われてい

ましたんで、私が受け売りで申しわけないんで

すけれども、不勉強で申しわけないんですが、

そういうこともあるよということを申し添えた

いと思います。 

 最後にでございますが、本市の26年度の農林

水産業の比が、全体の予算の中で7.7％の13億8,

000万円、昨年に比較いたしますと１億2,000万

円ほど減となっているということでございます。 

 本市の基幹産業の農業が幾らタフ・ビジョン

を掲げていても、何となく停滞をしているんで

はないかなと、こんな思いでなりません。そう

いう意味で、私は提案するんですが、市長は、

進化まちづくり検証委員会、検討委員会を設置

して、いろいろ検討をしている部分があります。

農業にもそういう立場のものを設けて、遠野の

農業がどうあればいいか、今、申し上げたよう

に、「儲かる農業」をどうすればいいのかとい

うふうなことを、やっぱり市職員あるいは農協

ばかりじゃなく、こういう有識者の声も聞いて

取り組むことも必要ではないのかなと。そうい

うことによって、農業所得の向上につながって

いくんではないかなというふうな夢も抱いてい

るところでございますので、そういう方向性を

ぜひ検討していただきまして取り組んでほしい

なと。 

 先ほども申し上げましたが、青森県の、この

間研修に行ったところの農協では、農協も農業

コンサルを頼んでやってるんだという一言を聞

きました。専門職がコンサルを頼んでいるとい

うことは何だろうかなというふうに思ってきま

したけれども、ちょっと時間的に質問もできな

かったんで、大変反省はしておりますが、農業

が農業のコンサルを、専門職が頼んでるという

のは、まださらにその上には上があるというこ

とだろうと思いますので、ぜひ、そういう部分

を考慮して遠野農業の再生に本気になってやっ

てほしいというふうに思います。市長の御所見
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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）  再々質問にお答えいた

します。 

 この農業を取り巻く厳しい状況の中に、いろ

んなアイデアも提案も含めての御質問であった

わけでありますけども、再生という中の言葉と

して、ということのお話もありましたけども、

特にもこの質問の中で、六次産業といったもの

の中で夢産直が１億円を達成し、そのうち加工

部門が2,000万から3,000万円ほどにいっておる

という話です。 

 私は、いつもこの産直の話が出まして、いつ

も思い出すわけでありますけども、市長にちょ

うど就任した直後に小友産直のプロジェクトが

ありました。そこで、パンを、一つのパン販売

に、製造販売に取り組みたいっていう小友産直

の皆さんの声があったときに、「いやあ、今ど

きパンか」と、「パンではないんだ」という中

で反対した一人であったわけであります。 

 しかし、スタッフは文字どおり研修を重ね、

みずから努力をし、今では小友産直の加工部門

のパン、「ともちゃんのパン」っていったら、

もう盛岡にも、あるいは沿岸部にもファンがで

きているというほど、一つの商品として定着し

たと。その中には、行政の後押しじゃないんで

す。まさに彼女たちが懸命に、みずから研修し、

学習し、取り組んだという一つの汗の固まりが、

あのような形の評価につながったということで

ありますし、見事な結果として出した。 

 だから、今でも思い出すんですけども、私が、

実は「参りました」と頭を下げたときは、「こ

のプロジェクトは成功ですね」っていう話を彼

女らと取り交わしたことを思い出すわけであり

ますけども、そのような中で結果を出してくれ

たって一つのいい例があるわけです。それは、

夢産直、かみごう夢産直も夢産直かみごうも、

まさに女性パワーの方々が非常にこだわりを持

ちながら、ああして取り組んでいるということ

でありますから、計画を大幅に前倒ししながら

一つの販売なくて数字を、１億円っていう数字

を見出してきたと。やっぱり、これも本当に参

りましたということになるんじゃないかなと。 

 だから、そのような部分の中で、この六次産

業といったものの中における商品化なり、それ

に伴う販売っていったものがうまくかみ合えば、

まだまだ遠野としての食材、食材というよりも

農産物が付加価値がついたものとしてという部

分の中で生きてくるんじゃないのかなというよ

うに思っておりますから、この部分において推

進本部の役割も、このような一つの成功事例を

さらにバージョンを上げてって申しますか、進

化させるっていうような一つの役割もあるんじ

ゃないのかなというようにも思っているところ

でございますので、自分自身も先頭に立ちなが

ら、集落営農っていったものをそこにかみ合わ

せながら。 

 そうすると、お話がありましたとおり、後継

者問題もその中に何らかの解決策がそこで見え

てくるという一つの方程式がそこに出てくるん

じゃないのかなというように思っておりますか

ら、この農林畜産部と産業振興部の一つの連携

と、部の組織を横断的に連携するという推進本

部の役割をその中に見出して、繰り返しになり

ますけど、本部長に任せるっていうことじゃな

くして、私自身もその中にきちっと。 

 ただ、繰り返しになりますけど、それを強力

に推進するんだという、やっぱりメッセージと

して、市民の皆さん、あるいは関係者の皆さん

に行政としてもきちっと出したいという中にお

ける推進本部でございますので、そのようなこ

とも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、契約栽培のお話が、確かにホップ

も含めて契約栽培、たばこはＪＴさんのほうで

買い取りということになっているわけでありま

すけども、この契約栽培、セブンイレブンとの

話も出ましたけども、この中で、私も自分自身

も農業をやってないという立場の中でするんで

すけども、確かに出口の部分では今のような話

し合い、非常に魅力がありますし、またそれも
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一つの結果を出すという部分にある。 

 しかし、ああいう量販店っていうか、大量に

商品を取り扱うところは、一定の品質でもって

一定量というのが原則なわけであります。それ

が、とてつもないネットワークの中でやってる

わけでありますから、その部分で特産品として

の遠野っていうものの中に特産品出したときに、

一定の品質を一定量きちんと継続して続けれる

かという生産基盤の問題もそこにあるわけであ

ります。 

 その生産基盤の問題をさて置いて、さあセブ

ンイレブンだ、イオンだ、イトーヨーカドーだ

と、例えばそういったところと連携を図ったと

しても、今度は続けれなくなってしまうという

部分もある意味において冷静に判断しなきゃな

らないし、冷静に分析しなきゃならない。 

 したがって、一定量、もう既に売り切れまし

たという形で付加価値をつけるという商売があ

るということは聞いております。もう、なかな

か手に入らないよと。したがって、遠野牛の場

合なんかもなかなか手に入らないすごいものだ

よというものの中で、きちんとそういった形に

もすると、協定を結ぶというか、契約っていっ

たような中に置けるというのも大事なことだと

思いますけど、その辺が、ちょっとちぐはぐに

なってしまうとさっぱり続けられないんじゃな

いかと。それから、品質もばらつきがあると、

ひどいものが入ってきたということになると、

もうそれでは完全に終わってしまうわけであり

ますから、やっぱりみずからの基礎体力といっ

たようなものをきちんと踏まえた上での連携と

いったような、そして、爪立ちはしないと、背

伸びはしないと、その中で着実に生産基盤を確

立していくっていうような愚直な取り組みも私

はすごく大事じゃないのかなというように思っ

たりもしているところでございますので、その

辺を有識者の声を入れながら検証していっても

いいんじゃないかなというようには、そのよう

な御提案もありましたけども、この分について

は、もう少し慎重に考えなければならないのか

なというように思っております。 

 というのは、コンサルあるいは有識者という

部分を、中でさまざまな意見を聞く、提言を聞

くと。それは、非常に一つの流れとしてありま

すけども、よほど見抜かなければ、本当に遠野

の農業っていったものの経緯、背景あるいは、

これまでの歩みっていうのをちゃんと理解する

人でなければ、具体的な提言っていうのは入れ

られないんじゃないのかなと。山田先生に、こ

の進化まちづくり推進委員会の委員長をお願い

していますのは、山田先生は県立大学が立ち上

がったときから岩手県に入りまして、いろんな

ところの地域にみずから足を運びながら、コミ

ュニティーの大切さ、遠野の部分っていったも

のについても、まちづくりそのものをよく理解

している方でありますから、ある意味でお願い

しているわけでありますから、その辺を見極め

ながら一つの提案の御支持に沿った検討ってい

ったようなものもＪＡなり関係機関といろいろ

検討してまいって、あるべき姿っていうのを、

それから見出していきたいと思っております。 

 それから、ことし26年度予算を見ると、7.

7％、占める割合が、13億8,500万ほどの予算で

減額になっているっていうことでありました。 

 これは、確かに数字的には減額になったかも

しれません。しかし、例えばその中でアストの

農家支援数のアストの予算をもう一回見直しを

しろと。本当に使い勝手がいいものに持ってい

けと。とりあえず、前年度並みの予算としては

計上するけども、どんどんニーズがふえ、そし

てまた利用者が、利用する方がふえたらば、い

つでも補正は組むぞという中で対応した部分も

結構ありますから、それは、先ほど言いました

とおり振り返ろと、検証しろということを怠っ

て、ただ、予算だけをふやしたとしても、それ

は実効性のある予算にはならない。より実効性

のある予算にするためには、やはりは、まずや

ってみようと、とりあえずはこれだけはつけて

おくから、あとはやりようによってはやっぱり

必要だなといったときには、もうまさにスピー

ドとタイミングを逸しないような形で予算化を

図るからというような前提での予算編成として
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おりますので、そういうニーズな、あるいはそ

ういう要望が、あるいはそういうリクエストが

どんどん生産現場から出てくるといったことを

強く期待もしておると、ことでもって答弁とさ

せていただきます。 

   〔14番菊池民彌君登壇〕 

○14番（菊池民彌君）  終わります。ありがと

うございます。 

○議長（新田勝見君）  次に進みます。２番瀧

本孝一君。 

   〔２番瀧本孝一君登壇〕 

○２番（瀧本孝一君）  新興会所属の瀧本孝一

です。ただいままでの充実した質疑の後で、ち

ょっと睡魔が襲うかもしれませんが、お許しを

お願いします。 

 桃の節句も終わり、町家のおひな様たちもそ

の役目を終えれば寒さの行きつ戻りつがあるも

のの、着実に春の足音が近づいている昨今です

が、あれから３年目の３.11は１週間後に迫り

ました。改めて亡くなられた方々の御冥福をお

祈りいたしますとともに、今なお大変な生活を

余儀なくされ、懸命に復興に取り組まれている

被災者の皆様にお見舞いを申し上げます。 

 それでは、被災地の着実な再建が進むことを

強く願いながら、通告に従い、今回は３つの

テーマで、最初は「市税等のコンビニ収納サー

ビスの早期導入について」、次に「中部広域地

域のさらなる連携強化推進について」、最後に

「財産管理が難しい高齢者等の支援保護対策に

ついて」を一括方式で、順次市長に対して質問

を進めてまいります。 

 質問に入るに先立ち、去る２月４日から26日

まで開催された「市長と語ろう会」に際しまし

ては、日常業務終了後、寒さの厳しい中を幹部

職員の皆様とともに各町の会場をめぐって市民

と語り合っていただいたことにねぎらいと感謝

の言葉を申し上げたいと思います。 

 語ろう会で市長は、市内各町の懇談の場で多

くの市民から貴重な提言や要望などを頂戴した

ことと拝察されますが、それらをもとに、前回

定例会での新しい任期にかける所信表明や選挙

公約である10（遠野）の約束、及び来年度に向

けての今定例会の所信表明演述の中身に反映し

ていただき、新年度へ向けて役所一丸となり、

課題の解決に取り組んでほしいと願うところで

あります。 

 さらには、各町１カ所会場での開催のところ、

宮守町は地区センターが１カ所にもかかわらず、

達曽部、鱒沢地区を含め３カ所で開催していた

だいたことに敬意を表したいと思います。しか

し、それもこれもやはり宮守町は３つの地区か

ら成り立っているとの当局の認識や姿勢のあら

われであると、私はありがたくも勝手に推量を

させていただいたわけでありますが、ぜひとも、

その宮守は３つの地区という現実に配慮を願い、

認識をさらに高めていただきながら、地区セン

ター構想をはじめとする地域づくりや人員配置、

そして各種施策や活性化に結びつけていただく

よう、改めて強くお願いをするものであります。 

 質問の前にお願いとなってしまいましたが、

本来の質問に移ります。最初の質問は、「市税

等のコンビニ収納サービスの早期導入につい

て」と題し、見解を伺います。 

 まず、この質問項目を所管する税務課は、現

在、所得税、市民税、県民税等の申告受付の真

っただ中の大変な時期であり、迷惑な質問だっ

たかもしれませんが、貴重な自主財源確保のた

めに御尽力されていることに感謝と御礼を申し

上げます。私もわずかな金額ではありますが、

準備を整え、受付最終日までに納税者としての

申告義務を果たさなければと思っているところ

です。 

 さて、職業柄多忙を極める市長は、運転手つ

きの公用車で所用の場所から場所へと移動する

ことがほとんどと思われ、コンビニなどを利用

する暇もない、利用する人でもないというイ

メージですが、失礼ながらコンビニを利用され

たことがおありでしょうか。利用されたことが

ある場合、その印象は、果たしていかがなもの

だったでしょうか。 

 市内にコンビニエンスストアという形態の店

舗があらわれてから16年目に入ると本市で一番
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早くコンビニを立ち上げた方に伺いましたが、

「24時間いつでも便利に」が売り物のコンビニ

は、今、全国に約５万店舗、近年は過当競争で

淘汰される店がある中でも店舗数がふえ続け、

市内にもここ一、二年でフランチャイズ大手が

出そろい、現在15件程度のコンビニがあるので

はないかと解釈をしています。 

 私もしょっちゅうコンビニを利用する一人で

すが、レジで買い物の精算はもちろんのこと、

通信販売の代金とか、電気料金や電話代などと

思われるさまざまな納付書を持って買い物はし

ないで、そのお金の支払いだけに来ているお客

さんをどこのコンビニでも目にする機会が多く

あります。 

 そのような中で、私の知り合いに隣の花巻市

のコンビニで働いている人がいますが、当人い

わく「遠野市の税金等の納付はコンビニででき

ないので不便で困っている。バーコードを納付

書に印刷するだけでどこでも納付でき、ほかの

市から比べて遅れている。平日もなかなか休み

がとれず、市の指定窓口に時間内に行くことが

難しい。何とかできないものか」と最近相談を

受けました。 

 普段、とぴあ庁舎や支所の窓口あるいは市内

の金融機関で納付することの多い私を含めた市

民の方は、余り不便を感じていなかった問題で

あるかもしれませんが、源泉徴収をされていな

い市内外の通勤者をはじめ、若い人や忙しい方

など納付のために窓口になかなか来られない市

民にとっては大きな問題であり、ほかの市でや

っているサービスが、なぜ遠野ではできないか

という疑問も当然のことであります。 

 ましてや、電話料金、水道料金、電気料金、

ガス代などの公共料金をはじめ、県税である自

動車税などは、既にコンビニで納付できるよう

になっており、自治体によっては、ほとんどの

税金等がコンビニで納付できるシステムを導入

して、住民サービスに努めているところが最近

ふえてきている実感がある一方で、言われてみ

て、本市の取り組みはどうなっているのか、こ

のコンビニ全盛時代において、市民に対する

サービス提供の考え方はどうなのか、税務課が

多忙を極めている時期と重なりましたが、来年

度の徴収事務に向けてちょうどいい機会と捉え、

コンビニ納付制度導入に加え、大抵の地区に必

ずある郵便局窓口での納付導入を含めた本市の

考え方を伺うものであります。 

 聞くところによると、県内でもコンビニ納付

を実施している市は半数程度とのことですが、

お隣の花巻市では平成20年度から実施しており、

普通徴収の市・県民税、固定資産税、軽自動車

税、国民健康保険税がコンビニで納付でき、釜

石市では25年度から軽自動車税が納付できるよ

うになったと認識をしています。また、隣の県

の気仙沼市においては、これらの税に加え、後

期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料、ガ

ス、上下水道料金などまで納付できるサービス

を実施している自治体もあります。 

 もちろん、相手のコンビニ側やゆうちょ銀行

との取り決め、取扱手数料の問題、納付書への

バーコード印刷、納付限度額の設定、徴税シス

テムへの初期投資など、費用対効果の問題も当

然あることは承知をしています。しかし、それ

以上に、平日なかなか休みのとれない市内外の

通勤者や近くに銀行等の金融機関のない方々の

利便性が格段に上がるとともに、買い物のつい

でに支払いをといった納税イメージの変化も考

えられ、ある調査では、日常持ち歩く金額の範

囲以内ならコンビニ納付のほうが利用しやすい

という結果も出ているとのことで、担当課が懸

念する収納率の向上に期待が持てないとは断言

できません。 

 今や市内にも15軒ほどのコンビニが普及し、

ＡＴＭが設置されて金融機関並みに、いや、そ

れよりも気軽にお金の出し入れができる上に、

24時間対応でいつでもどこでも利用できるコン

ビニは、銀行以上の利便性を備えた金融機関と

言っても過言ではありません。まさに、市長が

言われるスピードとタイミングで軽自動車税や

市・県民税など、できる範囲から一刻も早く市

民サービスの向上のため、納付場所の選択肢を

拡大するべきであると、不便を感じている市民
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の声を代弁して申し上げますが、市長の見解を

お尋ねいたします。 

 次に、２つ目のテーマの質問に移ります。 

 「中部広域地域のさらなる連携強化推進につ

いて」と題し、少子高齢化や人口減少社会にお

けるこれからの岩手中部広域地域の連携のあり

方と、さらなる強化推進について市長の考えを

伺うものであります。 

 本市は、岩手中部広域行政組合の構成市とし

て、平成27年10月稼働開始に向け、他の２市１

町と長年の懸案であった一般廃棄物処理施設を

昨年７月に北上市の後藤野工業団地内に着手し

て、現在基礎工事が進められている段階と認識

をしています。それに伴い、本市においてもそ

の中継施設がこれから建設される運びとなって

おり、また、高速釜石横断道の遠野インターま

での開通も平成27年度に予定されるなど交通イ

ンフラ整備が進み、復興支援のＪＲのＳＬ運行

も４月12日から始まることに大きな期待と注目

が寄せられる中で、花巻市や北上市などとの関

係が、これまで以上に密度の濃いものになるこ

とが予想されます。 

 ところで、隣の花巻市においては、先般１月

26日に執行された市長選挙で、昨年実施された

本市の市長選挙の無競争再選とは異なり、現職

と新人の一騎打ちの戦いが行われ、新人の首長

が誕生したことは記憶に新しいところでありま

す。この新人候補者の応援に駆けつけられた本

田市長は、隣接自治体の先輩首長として、新し

い花巻市長に何を期待し、どのような共同歩調

をとりながら連携を構築していこうとしている

のか、市民の皆さんの中にも期待を寄せ、興味

を抱かれている方も多いのではないかと思われ

ます。 

 話は変わりますが、先般、岩手中部広域行政

組合の定例会の後の懇親会で、本市選出の他の

組合議会の先輩議員と新しい花巻市長と宴席を

ともにする機会がありました。その席上で気さ

くに言葉を交わしていただいた中で、彼は「人

口減少を少しでも食いとめ、中心部から離れた

旧町の周辺地域を活性化するためにも、総合支

所機能の見直しと一層の充実を図りたい」旨の

決意を話されました。 

 これこそまさに、私が昨年６月定例会で一般

質問をした「隣接自治体との総合支所間同士の

連携の強化と交流の促進について」の内容と趣

旨を同じくする部分であり、我が意を得たりの

お話でありました。新花巻市長さんは、華麗な

学歴・職歴の持ち主で、行政手腕の発揮はこれ

からというところで未知数の部分はありますが、

新聞報道などを見聞きしていると、人口減少対

策や地域の活性化など総合支所のあり方を含め

ていろいろな面にわたり、お互いにストーリー

を描きながら、連携、交流を強化するチャンス

が到来しているのではないかと私は思います。 

 人口こそ本市は、北上市や花巻市の３分の１

以下であるわけですが、特に宮守町において、

花巻市とは西側に市境を接し、同じような中山

間地帯を抱え、神楽の伝播や人々の往来など地

理的にも文化的にもつながりが深く、共通する

部分も多くあると感じられます。 

 このような中で、人口減少社会に対応しなが

ら、地域づくりを進めていかなければならない

ことは誰の目から見ても明白ですが、現在、広

域連携の象徴的な事例としては、冒頭に述べた

一部事務組合を構成しての一般廃棄物処理施設

の建設事業が主たるものだと思います。 

 そして、これから先の課題として、どのよう

なものがあるのか、例えばですが、１自治体１

消防本部体制も見直されはじめている現状にあ

って、近い将来、まな板の上に上がる題材とな

るかもしれません。また、大規模災害時におけ

る後方支援拠点基地の役割分担や、高速道路等

を利用した物流経済連携への取り組みなども期

待が寄せられるテーマの一つではないでしょう

か。 

 広域、広域と騒がれ、平成の大合併があり、

ボーダーレス社会と言われて久しいですが、Ｊ

Ａは既に沿岸部の大槌・釜石から奥羽山脈の西

和賀までをエリアとし、ＪＡ花巻のくくりとな

って事業を展開しています。範囲が広がり、規

模が大きくなることは、一面においてはきめ細
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かな目や手が行き届きにくくなるデメリットも

あわせ持つことになりますが、私は遠野市とし

てのポリシーを保ちつつ、この少子高齢・人口

減少時代に岩手中部広域地域を構成する一自治

体として北上市、花巻市、さらには西和賀町の

首長とともに強力なスクラムを組んで、共通す

るさまざまな課題の取り組みに挑んでいただき

たいと願うものであります。 

 本田市長は、この意気投合できるとされる新

花巻市長に何を期待し、どのように共同歩調を

とり、連携を構築していくのか、そこに総合支

所の位置づけをどうするのか、さらには北上市

や西和賀町を含めた中部広域地域における本市

の役割のあり方など、市長の考え方をお尋ねい

たします。 

 最後の項目の質問に移ります。 

 昨日の一般質問の中で、大先輩の石橋達八議

員が、「高齢化社会の課題における代読、代筆

支援体制の必要性」を取り上げられておりまし

た。高齢者への福祉対策という底辺の部分では

共通する中身も含まれるかもしれませんが、私

も同じく高齢化社会における課題の一端である

と思われる、財産管理が難しい高齢者等の対策

に係る成年後見制度についてお尋ねをいたしま

す。 

 さて、日本人の平均寿命が、男性の場合約80

歳、女性が約86歳といわれる高齢社会において、

元気に終末を迎えられることは医療・福祉行政

にとっては非常に大きな問題です。しかし、中

には年をとるにつれて判断力が衰えたり、なく

なったりと、いわゆる認知症が進んで、病院や

施設または家族などの介護を受けなければ生活

が難しい方など、周りを見渡しても相当数おい

でになる実態があります。 

 家族や親族がいて常に一緒に生活をし、見守

られている高齢者や障がい者の方には余り関係

のない問題かもしれませんが、ある程度元気で

自活をしているひとり暮らしや夫婦二人だけの

高齢者の世帯がふえている中にあって、知らず

知らずの間に認知症が進み、判断力が鈍ってい

ることにつけ込まれ、預貯金などをはじめとす

る財産をだまし取られて気がつかない間に土地

や家屋、金銭等を失ってしまう高齢者の被害事

件がニュースで報道されることがあります。本

県の県都市でも数年前、財産家の女性が身の回

りの世話をしていたヘルパーからかなりの預貯

金を引き出されていた事件が起こり、話題とな

ったこともありました。 

 このような判断力の低下や認知症の進行で、

金銭トラブルは家族間、親族間においても発生

していると聞きます。市内においては、このよ

うな問題事例はないのでしょうか。また、悪徳

商法や振り込め詐欺に被害に遭っている方はい

ないのか、施設に入る等の契約ができない方へ

の対応支援は十分なのかなどの懸念が広がりま

す。金額の多寡にかかわらず、このような事例

は本市でもあると疑ってかかり、そのような

方々へ身近な行政の役割として支援保護対策を

講ずるべきではないかと思われます。 

 また、症状や問題行動の状況を把握できる家

族や親族が周りにいればいいのですが、いない

場合、訪問介護ヘルパーさんをはじめ、近隣の

住民の方々や民生委員さんなどの見守り、そし

て地域包括支援センターの役割も大きなものが

あると思われます。財産の保護・保全の観点か

ら、時には積極的な介入も必要とされる場合も

あるのではないでしょうか。 

 話は変わりますが、10日ほど前のある新聞の

土曜別刷り版で一人の弁護士が紹介されていま

した。東京都職員から苦労して弁護士になった

方で、彼はお年寄りや障がい者が不幸になるの

を法律を使って少しでも食いとめたいと町の中

へどんどん出かけていき、相談を待つのではな

く、課題を探り、自分から働きかけて見えない

ニーズに向き合い、福祉や医療に携わる方々と

連携をして活動している弁護士です。 

 その彼が、例えば振り込め詐欺防止の啓発を

幾らやっても、新聞はもちろん、テレビも見な

い、理解できない高齢者は少なくない。サポー

トを受けるすべを知らないのもこのような方々

なのであり、犯罪者はそこを狙って近づくが、

これを守り阻止するのは法律であると言ってい
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ます。 

 さて、ここで私が言いたい成年後見制度とは、

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断

能力の不十分な方々が、不動産や預貯金などの

財産を管理したり、身の回りの世話のために介

護などのサービスや施設への入所に関する契約

を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要

があっても、自分でこれらのことをするのが難

しい場合があります。また、自分に不利益な契

約であってもよく判断できずに契約を結んでし

まい、詐欺や悪徳商法の被害に遭うおそれもあ

ります。このような判断能力の不十分な方々を

保護し、支援する制度であり、多くの市民の皆

さんにも知っていただき、この制度を活用する

ことにより、少しでも不幸な被害を未然に防ぐ

ことにつながります。 

 制度の区分に後見、補佐、補助の違い等もあ

りますが、この成年後見制度の活用状況の内訳

や実態など、市として、どのように把握されて

いるのでしょうか。身寄りがないなどの理由で

申し立てをする人がいない場合、市町村長に法

定後見の開始の審判の申し立て権が与えられて

いますが、実際に申し立て権を行使した事例は

あるのか。そして、この制度に該当するのでは

ないかという方々の把握はどのようになされて

いるのか、さらには制度の認知や周知は十分で

あると言えるのでしょうか。 

 おとといの地元新聞の県北版に「成年後見制

度へ劇」と題した見出しの記事を読まれた方も

あると思います。二戸市のＮＰＯ法人カシオペ

ア権利擁護支援センターが、福祉、医療、司法

関係者と連携し、漫画「サザエさん」の磯野家

の20年後を想定して、誰にでも起こり得る認知

症に絡むこの成年後見制度をわかりやすく取り

上げて、50分ほどの演劇に仕立て、練習に取り

組んで、あさって６日に市民文化会館で上映す

るという内容でしたが、本市のファンタジーと

は趣の違う身近な題材に観賞してみたいという

思いにも駆られたところでありました。 

 全国に認知症の高齢者は460万人以上いわれ

ている現在、今後ますます高齢者がふえ、独居

や二人だけなどの高齢世帯も多くなる中で、判

断力の衰えた高齢者がお金をだまし取られたり、

巧妙化する詐欺や悪徳商法に被害に遭って事件

がふえれば、警察の捜査、裁判、刑務所、全て

にこれまで以上の費用がかかります。家や財産

を奪われてしまえば、生活保護が必要になるか

もしれません。それも私たちの税金です。行政

や専門家が早く手を打ち、予防するほうが社会

にとっても、本人にとっても特になるはずです。 

 東日本大震災、大津波、福島原発事故から丸

３年目を目前に、社会全体からあの悲惨な記憶

が薄まりつつある気がしていますが、これは認

知症の進行にも似て、忘却のかなたへとならな

いように願うとともに、本制度に対する支援保

護のあり方について市長の見解を伺い、私の一

般質問を終わります。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   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。 

 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  瀧本孝一議員の一般質

問にお答えいたします。 

 大きく分けて３つでありました。この市税の

納入の、収納のサービスの早期導入について検

討に値するのではないかというようなことで提

言を含めての、あるいは新たなこの基礎自治体

としての市町村、近隣市町村とどのような連携

をとっていくのか。特に花巻市のほうとの連携

策はどのように考えているのかというようなこ

とでありました。 

 さらに、これは高齢化社会という部分にあっ

ては避けて通れない、この成年後見人問題、財

産管理、非常に難しい高齢者等の支援体制、支

援というよりも保護体制といったものについて、

ひとつ見解を問いたいということでありました。

順次お答えを申し上げてまいりたいというよう

に思っております。 
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 冒頭、東日本大震災、そういったものにもう

間もなく３月11日が来るということで、これも

今議会におきまして、各議員からそのようなと

もども頑張ろうじゃないかというような中にお

けるお見舞い、お悔やみの言葉もいただいてい

るわけでありますけども、瀧本議員同様、私自

身もこれまで以上に被災地に寄り添いという気

持ちの中から、この一日も早い復興ということ

を願っているわけでございますので、それこそ

さまざまな課題があると。本当に、なぜ今ごろ

かと思われるような課題が次々と出てきている

という中におきまして、国難だという話を発災

当時は多くの国会議員の方々がそれぞれ党派を

超えて話をしていきました。私も何度も聞きま

した。それこそ、耳にたこが出るというような

言い方しちゃえば非常にひんしゅくを買うかも

しれませんけども、そのような話を何度も何度

も聞いたわけでありますけども、いずれも何か

もう話題すらならない。 

 この東日本大震災によって国会審議が、ほと

んど見るべき審議がなされなかったというのを

新聞報道で知りまして、被災地の首長さんをは

じめ、関係者の皆様の忸怩たる思いといったよ

うなものはいかほどかという分については、本

当に、それこそ幾ら言葉で申し上げても申し立

てれないほどのいらつきと申しますか、その中

に今あるんではないのかなということも思うわ

けであります。 

 そういった中にございまして、質問は、この

市税等のコンビニ収納サービスの早期導入につ

いてということでありました。これは、前にも

それこそ質問をいただいておったわけでありま

すけども、ちょっと経過を申し上げますと、こ

のコンビニストアにおける市税等の収納サービ

スについて、これは、さかのぼれば平成15年の

４月に地方自治法の一部改正が行われておりま

して、コンビニエンスストアにて地方税を納め

ることができるということが、もう既に10年以

上前にそのような形で可能になっているわけで

あります。 

 この改正を踏まえまして、徐々に導入する自

治体がふえてきてるということもそのとおりで

ありまして、この25年７月１日、昨年の７月１

日現在で、この数字を捉えたところによります

と、全国で49％に当たる876自治体が、この仕

組みを取り入れていると。49％というと約半数

ですね、導入していると。この岩手県内でも33

の市町村があるわけでありますけども、７市４

町ということで、割合にしますと33％の市町村

がこの仕組みを取り入れているということにな

っております。 

 当市におきましては、問題を一つ考えなきゃ

ならない課題としても位置づけながら、21年度

からの実施に向けて庁内で検討した経緯があり

ます。その時点における、21年度ですから、今

26年になっていますから５年前になりますね。

そのときの一つの得た結果は、今は議員からは

15ほどコンビニがふえてるぞという話であった。

これは、その当時はそんな数はなかったわけで

ありまして、その当時、中においてはシステム

の改修、専用機器の設置費用っていうとこの初

期費用が1,300万円ほどかかると。 

 それから、納税者の１割程度の利用を見込ん

だとしても、この取扱手数料は、毎年900万円

と試算をしたという中で、このコンビニストア

での収納は、24時間営業であり、店舗数も拡大

しているという今の状況を捉えれば、この21年

度の検討結果とは、やっぱり大分趣っていうか、

状況が変わってきてるんじゃないのかなという

ことは、その中で言えるんじゃないかなという

ように捉えているわけであります。 

 したがって、御質問にありましたとおり、一

つは24時間営業であるということ、それから店

舗数がもう15カ所ほどにもふえてきていると。

本当に私はびっくりするほど次々とこのコンビ

ニはふえてきているという今、状況下にあるわ

けであります。まさに生活の中に、市長はコン

ビニを利用したことはないんじゃないかという

ような質問もあったわけでありますけども、私

も利用しております。質問にありましたとおり、

公用車で、それこそ目的地から目的地っていっ

ても、トイレタイムもとらなきゃなりませんし、



－ 119 － 

食事もしなきゃならないとなれば、走っている

車のすぐ中にコンビニがあるとあれば、駆け込

んでパンやおにぎりを買い求め、車の中で食事

をするというケースもしょっちゅうあるわけで

ございますから、非常に利便性が高いと。 

 そしてまた、おいしい、それで温かいものを、

この間も寄りましたところ、「どうしますか」

と、「温かくしますか」と言われまして、温か

くしてほしいと言ったら、すぐもう本当にあつ

あつのおにぎりが手に入るんです。したがって、

それほど生活に密着したという部分の中に、こ

のコンビニというものが溶け込んでいるという

ことは、私も実感として感じているところでも

あります。 

 したがって、そのような中にあれば、確実に

納税者の都合のよい場所と時間に納付が可能に

なるということの環境が遠野市内においても、

はっきり言えば整ってきたという言い方、あく

までコンビニという中で見れば整ってきたとい

うことにもなるのかなというように思っており

ますので、確実に住民サービスの向上につなが

るという中における一つの仕組みとして捉える

べきではないだろうかというような認識でいる

ところでもあります。 

 この中におきまして、まさに納税の利便性と

コストのバランスを考慮しながら、繰り返しに

なりますけども、時代の変化に対応した納税環

境の改善に向け、これは計画的な導入といった

ようなタイミングをもう図る、そのような形で

検証って、図るっていうか、タイミングに図る

っていうよりも、そのようなことを具体的に検

討する、そのような時期に来ているのかなとい

う認識にあるということで、御承知いただけれ

ばというように思っております。 

 それから、ゆうちょ銀行のこの取り扱いにつ

いてもどうなんだろうと、各地にあるんだけど

もという中で、これも一つの提案だというよう

に思っております。 

 このゆうちょ銀行においては、市税等公金の

収納は、平成17年10月の合併当初から、口座振

替による納付ができるようにはなっているとこ

ろでもあります。 

 ただし、窓口では、所定の振込用紙に必要事

項を記入しなければ納付することができない。

そういった中に、この高齢化の進展に伴いまし

て、高齢者等の交通弱者の利便性向上を図ると

いう中にあっては、より市民の利用しやすい場

所でっていうことになれば、郵便局という場所

も非常に受け皿としてはなるんじゃないかとい

うことになっておりますので、今後、文字どお

り必要な一つの場所として位置づけることはで

きるんじゃないかなというように思っておりま

す。 

 ただ、窓口においては、収納代理金融機関に、

まず指定をしなきゃならない、ゆうちょ銀行を。

それから、これを指定するには、資金決済の方

法や領収済通知書の取り扱い、さらには、他の

収納代理金融機関とは異なる、こういったこと

が異なりますけども、もう一方においては、出

納整理期間における年度区分に対応できないと

いったような具体的なそのような制度の縛りに

よる制約もあります。現在、実施している会計

事務手続とのすり合わせや指定金融機関との協

議をといった課題が、その中には横たわってい

るということであります。 

 これは、何も遠野市だけの問題でなはないと。

基礎自治体というより、市町村の問題でもある

ということになるわけでございますから、市長

会とか町村会、そのような情報交換をして連携

を図りながら、より身近な郵便局といったよう

なものを利活用するという環境整備も、また一

つの課題ではないのかなと思っておりますので、

コンビニ利活用とこの郵便局の利活用について

は、同じように交通弱者あるいは高齢者、その

ような方、利便性といったようなことを考えれ

ば、両方の問題は相共通するものがあるという

ように思っておりますし、社会経済情勢が大き

く変わってきております。平成15年当時とは、

全くさま変わりしてきてるわけでありますから、

このような形のものを、ひとつ具体的な検討課

題として前向きに取り組んでまいりたいという

ように思っているところでございますので、御
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了承いただければと思っております。 

 それから、この中部広域地域のさらなる連携

強化ということで、ＳＬあるいは花巻の新市長

誕生の経緯、そしてまた一方においては消防本

部の広域化なども一つあるんじゃないかという

中で、この中部広域地域のさらなる連携強化と

いうことがすごく大事ではないかというような

中における提案も含めての御質問でありました。 

 この行政のみならず、民間における連携もま

すます必要になってきております。御質問の中

で、市長は花巻の新市長の応援に出向いたよう

だがという話もありました。出向いたようじゃ

なくて、出向きました。そして、その中におき

まして一つの背景を申し上げますと、やはりこ

の自治体間におけるトップって言えばちょっと

言い方とすればようございますけど、首長同士

の連携というのを極めて大事な仕組みの一つで

あります。 

 その中におきまして、上田新市長さんであり

ますけども、昨年立候補を決意したときに、私

のところを訪ねてまいりました。約２時間ほど

でありますけども、さまざまな形で、それこそ

お酒も伴わず、食事も伴わず、お茶だけで２時

間ほど上田さんと向き合ったわけであります。 

 その中で、上田さんはさまざま自分の思い、

そして志といったようなのをかなり率直に私に

話をしていただきました。共感を得るというか、

共鳴をするという言葉になるかと思います。共

感だけじゃなくて共鳴するものが大分ありまし

た。この中で、やはり足らざるところを補い、

そして特性を生かし合う市町村連携、これは水

平連携と、この東日本大震災の中でも私も盛ん

に主張していることでありますけども、それを、

この方であれば組めるなというような確信を持

ったわけであります。したがいまして、誰にも

相談せずと言うなればちょっときざな言い方に

なりますけども、みずからの判断で応援に出向

いたということであります。 

 これは私個人の問題ではなくて、遠野市を今

後どのようなまちづくりの中で位置づけし、展

望を開いていくかという部分にあっては、やは

りパートナーとしての隣接首長との連携といっ

たものを極めて大事なことだというように認識

した上での判断であったということで御理解を

いただければというように思っておりまして、

その中で、このＳＬのプロジェクトもあると。 

 それから、もう一つ総合支所という中で、こ

れは多分ごみ処理の中部行政組合の予算可決し

た後の懇談会の席上ではなかったかなと思って。

私はちょっと語ろう会がありましたから、その

懇談会には出席せずに戻ってしまったわけであ

りますけども、そのときの話じゃなかったのか

なと、質問にあったのは。それの中で、上田さ

んもその話をしておりました。 

 実は、このようなことがあったわけでありま

す。来年26年度、田瀬湖東北のダムサミットが

位置づけられて、田瀬湖を会場にしたいという

ことで、国交省のほうから話がありました。申

し入れが遠野に来たわけであります、どうだろ

うと。確かに、遠野市として旧宮守村の中で田

瀬ダムとのかかわりも遠野市も持っている。一

つの上流域としての田瀬湖の中における遠野市

であるから、協力することはやぶさかじゃない

と。 

 しかし、合併前の旧東和町が田瀬ダムという

一つの場所を大きな切り口にしながら、地域振

興、地域活性化のためにさまざまな湖水まつり

だとか、あやめまつりだとか、花火大会だとか、

いろんなことを仕掛けてやってきたという経緯

がありますよねと。 

 したがって、遠野市というよりも、やはり旧

東和町、花巻市が、やはりまずもって、この東

北ダム湖サミットを受け入れっていうのが、や

っぱり筋じゃないでしょうかということで、丁

重にお断わりをしたということがありました。 

 そうしましたところ、花巻市のほうからはお

断りをするという話がありまして、そこで遠野

はどうしても受けざるを得なくなってしまった

ときに、じゃ宮守総合支所と東和総合支所の中

におけるダム湖サミット位置づけようじゃない

かと、そして宮守総合支所長に話をし、市民セ

ンターのほうにも話し、担当の建設課にも話を
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しながら申し入れをしたわけでありますけども、

東和総合支所の中にあっては、本庁に上げても、

市長まで上がったかどうかわかりませんけども、

それはお断りするという形になりまして、なか

なかその部分においてのもどかしさを感じると。 

 なぜなんだろうと、支所同士が連携を図ると

いうのはすごく大事なことじゃないだろうかと、

そうすると、かつての東和町と、かつての宮守

村が、まさにそこで連携を図りながら、合併後

となれば、支所同士が連携を図るようになれば、

一つ田瀬ダムといったものを中心とした一つの

活性化というものをそこで見出すことができん

じゃないだろうかというような感じだったんで

すけども、それも丁重にお断りされたというよ

うなことが、上田さんが私を訪ねてきた、まさ

に前後にそういうこともあったわけでありまし

て、そのようなことも踏まえ、最終的にみずか

らの判断で花巻市の市長選挙のほうに応援に出

向いたという、一つの事例として、そういう経

過もあったということであります。 

 したがって、支所間のという部分、実際は、

達曽部地区の長崎地区の道路の整備あるいは除

雪、実は、いわゆる花巻市に入り、遠野市に入

り、また花巻市に入り、遠野市に入りという中

で、道路があるわけであります。これは、協定

を結びちゃんと除雪、あるいは地元住民の方々

が倒木などがあったら困るということで枝払い

をしながらという中におきまして、環境整備を

行ったという一つの事例もあります。 

 したがって、そのような事例を一つ一つ現実

のものとしてというよりも、市民の皆様の一つ

の力によって、市民協同という力によって、湯

屋自治会員の皆様と花巻市大迫町落合自治会の

皆様が、みんなでつくるふるさと事業を活用し

ながら一つの仕組みを形にしたということもあ

るわけでありますから、このようなものが、ま

さにこれからますます求められ、大事になって

くるかというように思っておりますし、上田新

市長のそのような、支所を大切にしたという中

におけるまちづくりを行いたいということも言

ってるところでありますから、これは質問の中

に冒頭ありましたとおり、市長と語ろう会の中

で、達曽部、鱒沢、宮守という形で３地区を回

ったという話をしていました。 

 これはやっぱり、地域を大事にしたいという

私の思いと、それが語ろう会の中においても、

そのような形をとってるということでもおわか

りのことだというように思っておりますから、

これからも、旧宮守サイドにおいての花巻地域

との連携といったようなものは、もちろん住田

とも、あるいは釜石とも、あるいは大槌ともと

いったような連携、さらには北上との連携も、

当然のことながら図っていかなきゃならないの

が遠野の置かれている立場だというように承知

しているところでありますので、御承知をいた

だければと思っております。 

 それから、例えばとして、消防本部の話も出

ました。これも、消防本部の広域化の話も、東

日本大震災で、今宙に浮いておりますけども、

これも間もなく県のほうでも具体的に動き出す

んではないのかなというように思っております。 

 単独消防、広域消防、それから１県１消防と

いうような中における選択肢の中で、どこに集

約されていくのかという部分の中にありまして

は、遠野市に示されている一つの広域化となれ

ば、陸前高田の単独消防ですから、陸前高田大

船渡広域、釜石広域と組むのか、それとも花巻

と組むのか、北上含めてそこと組むのかという

中における、３つの選択肢も示されたという過

去の経緯がありますから、これがまた、いろい

ろ一つの新たな仕組みづくりとして、具体的な

検討をしなければならない時期が余り遅くない

時期にくるんじゃないかなと思っておりますの

で、そういった部分についても、まさに謙虚に

他の自治体との連携を図りながらという部分の

中における、仕組みを構築するという中におけ

る判断がまた求められるんじゃないかなという

ように思っているところであります。 

 最後に、財産管理が難しい高齢者の支援保護

対策についての御質問がありました。これにつ

きましては、権利擁護という中における取り組

みを、特に高齢者や障害者の方々、これは第５
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次高齢者福祉計画、第５期遠野市介護保険事業

計画、第３期遠野市障害者福祉計画、これは総

称いたしまして、遠野ハートフルプラン2012で

ありますけども、これに基づき取り組んでいる

という状況であります。 

 その中で、地域包括支援センターが中心とな

りまして相談に応じております。成年後見制度

をはじめとして、各種の権利擁護事業に対し、

相談対応や関係機関との連絡調整を実施してい

るところであります。 

 そして、特にこの分においては、相談受け付

けや対応を行うと同時に生活実態といったよう

なものも把握しなければならないというように

思っておりまして、それの把握にも努めている

ところでもあります。 

 日常生活における判断力が不十分という中で、

金銭管理も含め非常に多くの問題が潜んでいる

ということで、この制度が出てるわけでありま

す。この部分におきまして、法律用語でありま

すけども、判断能力が全くない方という部分に

あっては、後見という中で、そしてまた保佐、

判断能力が著しく不十分な方、補助という中で

判断能力が不十分な方、こうして３つに分けら

れているわけでありますけども、申し立て者、

これは本人、配偶者、あるいは４親等内の親族、

あるいは市長も申し立てできることになってる

わけでありますけども、その中で、今利用者数

は、２月25日現在で、24人という数字になって

おります。 

 これも多いか、少ないかという部分はあるか

というように思ってますけども、私は、やはり

まだまだこういった部分においてはあるんじゃ

ないのかなというように思っているところであ

ります。 

 そして、この制度の申し立てにかかわっては、

手続の方法、費用、成年後見人の選任や報酬、

利用に至るまで、いろんな手続をとらなければ

ならないという、煩わしさと言ってはちょっと

誤解もあるかもしれませんけど、大変な手続を

とらなければならない、もちろん金銭管理から

財産管理でありますから、慎重な手続をとると

いうことは当然なわけでありますけども、なか

なかそういうようなこともあって、申し立てと

いう部分につながってないのかなということも

考えるわけでありますけども、いずれ地域包括

支援センターでは、相談に対応するという中で、

関係機関への紹介、あるいは成年後見制度の申

し立ての中での書類作成の支援も行っていると

いうことであります。 

 制度の周知に関しましても、パンフレット、

あるいは家族会での説明会、民生児童委員や相

談支援者を対象とした各種研修会の企画といっ

たようなもので利用を促進している。 

 先ほどの菊池民彌議員の中には、民生児童委

員の話、やっぱりこのようなこともきちんと研

修を通じて周知を図るということも大事だとい

うように思っております。 

 そして、この制度を円滑に利用するために、

遠野ひまわり法律基金、非常に若手の非常に志

の高い弁護士さんが来ていただいております。

亀山弁護士さんは、通算しまして４年ぐらいお

ったわけでありますけども、遠野で家族を持っ

て、今大阪のほうに戻りまして大活躍されてお

りますけども、亀山先生にも、行政も大変お世

話になりましたし、この制度についての大変な

御努力もいただきました。 

 また、亀山先生の後任として、大沼先生が来

ているわけでありますけども、先般は、宮守町

の民生児童委員の方々に対して研修も行ってお

ったというのが遠野テレビでも報道されており

ましたけども、そのような形で、専門の弁護士

さんのお力添えもまたいただかなければならな

いというのが、一つの制度ではないのかなとい

うように思っておりまして、こういったことの

中で、地域で安心して生活できるような体制づ

くりといったようなものも行っていかなきゃな

らないというように思っております。 

 日常生活自立支援事業利用という制度があり

まして、この実績数字は、市内では15人という

ことになっているところでもありますので、こ

ういったのは、やっぱり隠れたそのような対象

になる方々がまだまだいらっしゃるんじゃない
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かなと思っておりますので、それこそ、財産を

持って行かれ、あるいは貴重な預貯金まで持っ

て行かれるということがないように、地域ぐる

み、あるいは関係機関ぐるみ、そしてこのよう

な制度をうまく生かしながらという部分の中に

おける取り組みを、行政としても全面的に対応

してまいりたいというように考えているとこで

ございますので、よろしくお願いいたします。 

 今後におけるということでありますけども、

先ほどの質問の中にありましたとおり、厚生労

働省の推計では、認知症高齢者は、平成24年の

305万人から、何と、12年後、平成37年には1.5

倍の470万人に達するということであります。 

 平成37年の1.5倍の470万人ということになれ

ば、特に私の世代も、その世代に当たるわけで

ありますから、これは人ごとではないというよ

うに思っているわけでありまして、このような

数字をきちんと認識しながら、やっぱり１つで

も２つでも対応する、前に進むということが大

事かと思っております。 

 また、身寄りがなく、経済的な理由で申し立

てができないことがないよう、本人にかわって、

市が成年後見人開始や準備の申し立てを行う、

申し立てに必要な経費や成年後見人の報酬を助

成するという成年後見制度利用促進事業を実施

しているところでありまして、平成24年度は、

市長申し立てが１件、25年度は１件ということ

になっておりますし、申し立て手数料を扶助し

たという分は25年度で１件。 

 それから人権擁護相談、これも今申したよう

な内容が入っているわけでありますけども、23

年度は49件、24年度は54件、25年度は58件と、

これも確実に件数がふえてきてるということは、

対策はかなり急がれますということを、この数

字は物語ってるかというように考えております

ので、その環境整備に、またさらなる努力をし

てまいりたいということの決意を申し上げまし

て答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  ２番瀧本孝一君。 

   〔２番瀧本孝一君登壇〕 

○２番（瀧本孝一君）  かなり具体的に御答弁

をいただきまして感謝申し上げます。そして、

コンビニ収納については前向きにタイミングを

見てというお話でありましたが、私は、一刻も

早く、できれば５月からの徴収事務が始まると

思うんですが、それに間に合わなければ、次の

年度にすぐに対応しなければ、また不便を買っ

てる方々から、またいろいろ出てくると思いま

す。 

 その人いわく「もうこれは今や日本の常識だ

よ」というふうな話までされてきてますし、国

内全体見ても約半数ぐらいの自治体が取り入れ

ているということになっております。ますます

ふえるのではないかと思いますので、その辺の

時期的なものは、もしお示しできるんであれば、

そこら辺を伺って終わり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）  日ごろから施策を進め

る、あるいは行政サービスをきちんと充実した

ものにするという部分にあっては、カタカナ語

でありますけども、スピード、タイミング、バ

ランス、そしてネットワークという言葉を職員

に呼びかけて、それぞれタイミングを失しない

ように、一定のスピード感で、スピードを求め

る余り拙速になってはならないし、タイミング

を見誤らないようにするために後手になっては

だめだという部分の中でそのような言葉を使い

ながら、さまざまな施策を実行に移してまいり

たいというように思っておりますので。 

 このスピードとタイミングを見誤らないよう

な中における取り組みといたしまして、それぞ

れ、ただいま申し上げましたとおり、必要な

ニーズがこのとおり出てきているわけでありま

すから、そういった部分における取り組みとし

て判断してまいりたいというように思っている

とこでございますので、それをもって御了承い

ただければと思います。 

○議長（新田勝見君）  次に進みます。６番菊

池巳喜男君。 

   〔６番菊池巳喜男君登壇〕 

○６番（菊池巳喜男君）  清風会の菊池巳喜男
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であります。一問一答方式で通告に従い一般質

問を行ってまいります。 

 質問に入る前、さきの関東甲信地方を襲った

記録的な豪雪により、農業施設をはじめ甚大な

被害が発生したことに心よりお見舞いを申し上

げるとともに、復旧におかれまして、国として

も最大限の支援を努力すると話されております

が、今年の農業生産に影響が出なければよいが

と祈るばかりでございます。 

 一方で、今回のような災害や異常気象に不安

の声も出て、災害時の迅速な支援体制がいかに

重要であるか、改めて思い、感じた次第でもあ

ります。 

 さて、去る２月22日には、元禄年間から伝わ

っている無形文化財であります、小友町裸参り

が、小友小学校の児童、そして遠野西中学校の

生徒、中には宮守町の生徒も参加されまして、

各職場、地域住民の約50名の参加のもと、厳し

い寒さの中で、町内を練り歩き、家内安全や災

害復興を祈願いたしました。その中で、不肖私

も、人生の節目として参加した次第でもありま

す。この裸参りを境に、例年穏やかに春の訪れ

も感じられるようになってまいりました。 

 それでは、一般質問に入らせていただきます。 

 １番に、再生可能エネルギーの取り組みと現

状についてと題しまして質問に入らせていただ

きます。 

 あの３.11から、はや３年になろうとしてお

ります。震災で亡くなられた方々の御冥福をお

祈りいたしますとともに、今まさに復興に懸命

に取り組んでいる被災地の方々に、衷心よりお

見舞いと励ましの言葉を申し上げます。 

 その復興を目指す被災地では、地域エネル

ギー資源を生かしたまちづくりを目指す取り組

みが見られますが、当市としての取り組みをど

のようにして、当市ではいこうとしているのか

伺います。 

 最初に、現在策定作業中のエネルギービジョ

ンについて、プロジェクトチームを立ち上げ検

討されているということで、市長の26年度に向

かっての演述でも述べられております。 

 どのような考えで進めるものなのか、そして、

プラチナ構想ネットワークの経緯も含めて、最

初に、市長にお伺いいたします。 

○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）  菊池巳喜男議員の一般

質問にお答えいたします。 

 裸参りに参加されたということでありますの

で、私も、毎年、できるだけ日程を調整して参

加してるんですけども、なぜかことしはちょっ

と日程調整ができずに、副市長が参加いたしま

したけども、副市長が裸参り、裸になったかど

うかはわかりませんけども、そのような形で、

非常に伝統のある行事でございますから大事に

していただきたい、特に中高校生も参加されて、

中には女性も参加されたというのを聞いており

ますので、この伝統はぜひ守っていただきたい

というようにお願いを申し上げたいというよう

に思っているところであります。 

 さて、再生可能エネルギーの取り組みの現状

についてと、それから、今の状況がどうなって、

今後どうするんだろうかというような話であり

ました。 

 再生可能エネルギーというものの取り組みに

ついては、昨年来、いろいろ今議場でも議論を

され、そういった議論の経過の中から、御質問

のありましたとおり、12月１日に、庁内若手に

よるプロジェクトチームを立ち上げたというこ

とであります。 

 これは、一定の予算を計上して、議会のほう

から予算を認めていただければ、専門的なコン

サルにお願いするという中で、ビジョンという

ものをまとめるということは可能なわけであり

ます。 

 しかし、コンサルという中にあっては、やは

り慎重に、私どももきちんと見きわめなきゃな

らない、私もかつて経験したことあるんですけ

ども、ビジョンとしての報告書をもらったとこ

ろが、ある自治体のビジョンとうり二つで、固

有名詞だけが違ったという報告書を実はもらっ

たことがあるんです。 
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 それで、もう怒り狂って、全額、ちょっと1,

000万を超えるコンサル料であったんですけど

も、それを全部、これは契約違反だという中で

かなり対決したことがあって、ごたごたに巻き

込まれたことがあるんですけども、やはりコン

サルといったものについての、やはり我々、専

門的な中からいろんな形でいただくということ

になっても、ただどこかの金太郎飴のようなビ

ジョンを示されたのでは何の役にも立たないわ

けでありますから。 

 そういった中で、やっぱりみずからの力の中

でひとつやってみようじゃないか、御質問にあ

りましたとおり、プラチナ構想ネットワーク、

これは前の東大総長の小宮山先生が、プラチナ

のように小さくてもきらりと光る地域がまだま

だ日本にあるんだと、何も十把一からげの中で、

それこそ同じようなことはやる必要ないと、そ

の特性を生かしながら、これからの日本を、こ

れからの地方をと考えてみた場合に、それぞれ

の特性を生かしたまちづくりという中における

取り組みをしようじゃないかという中で、未利

用資源としての森林の利活用、あるいは再生可

能エネルギー、あるいはＩＣＴと言われる情報

通信技術といったようなものを、さまざまな一

つのワーキングを設けながら、特に地方の若手

職員をその中で育成をしていきたいということ

で、これまで４人の職員をプラチナ塾に参加さ

せてきたということなわけであります。 

 参加したからいいんじゃない、参加してきて

いろいろノウハウを持ち、全国の仲間のネット

ワークを持ったんであれば、再生可能エネル

ギーのビジョンづくりをひとつやってくれない

かということで、４人のメンバーをその中に位

置づけて、今盛んに４人のメンバーは多分悩ん

でると思いますし、本当にどのようにまとめよ

うかということで、盛んに今奮戦しているとい

うように思っておりまして、中間報告の中では、

いろんな先進事例なり、山形のほうに出向いた

り、あるいは東京の小宮山先生のほうに直接訪

ねて、いろいろ直接指導を受けたり、そのよう

な中でやっておりますので。 

 いうなれば、自前の、手づくりでありますか

ら、どれほどの完成度があるビジョンになるか

ということについては出てきてみなけりゃわか

りませんけども、私は、やっぱり思いのこもっ

たビジョンというものの中で出てくるんじゃな

いかなということで期待もしてるとこでござい

ますので、今月いっぱいはそれを待っていきた

いと、そしてそれを、出てきたならば、それこ

そ直ちに行動に移すものは移すという中に取り

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）  ６番菊池巳喜男君。 

   〔６番菊池巳喜男君登壇〕 

○６番（菊池巳喜男君）  ありがとうございま

す。今、市長の答弁の中に、専門コンサルを頼

んでもいいんですけども、金太郎飴になっては

ならないんだと、私もそのとおりだと思います。 

 そして、４人の職員が今奮戦中だということ

で、私からもエールを送りながら頑張っていた

だきたいと思っております。 

 その中で、平成26年度、新しい年度の中では、

ビジョン策定とスケジュール、ビジョンに基づ

く新たな事業展開ということで、市長は、その

中で、どのように判断を、まだすっかり奮戦中

であり決まってないということでございますけ

ども、新たな事業展開等々、判断をお伺いした

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）  判断ということになれ

ば、ビジョンそのものがどのような完成度の中

で出てくるかということを見きわめなきゃなり

ませんけども、一つは、再生可能といっても、

風力発電、あるいはメガソーラー、あるいは木

質バイオ、いろんなエネルギーがあるわけであ

ります。 

 風車発電だってある、水車発電だってあると、

小水力を利用したそのようなあれもあると、い

ろんなのが出てきてるわけでありますから、遠

野にとって、まずどのようなプロジェクトに、
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そういった再生可能エネルギーをマッチングさ

せるのかということも踏まえれば、きちんと情

報を共有しながら、それを事業化ということに

向けた場合においては、27年度でもって、今の

総合計画が最終年度になりますので、28年度の

総合計画の中に反映させるものは、その中でき

ちんと反映させると。 

 それから、もう一つは、本庁舎問題も27年度

までに一定のめどをつけなければならないとい

うことになっておりますので、例えば本庁舎に

は、そういった再生可能エネルギーを取り入れ

るといったような一つのプロジェクトに、それ

こそ直ちにもっていくというようなことにもな

るかもしれませんし。 

 そしてまた、一方においても、これも大きな

課題でありますけども、クリーンセンターのご

み焼却というプロジェクトが終わる。あそこの

余熱を利用したという部分における保養所をど

のようにするかというようなものがある。そこ

に、何か新たなエネルギーが確保できないだろ

うかということも考えていかなきゃならない。 

 さまざまな課題がありますから、要するに判

断というよりも、その都度タイミングを失しな

いように一つのプロジェクトに、そういった再

生可能エネルギーの仕組みを持ち込んでいくと

いうことになるんではないのかなというような、

現時点では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。 

○議長（新田勝見君）  ６番菊池巳喜男君。 

   〔６番菊池巳喜男君登壇〕 

○６番（菊池巳喜男君）  わかりました。その

中で、先ほど来から、４人の職員が頑張ってる

んだということでございますけども、この新し

いエネルギー施策の推進のために、平成26年度

からは専任の体制をとるべきではないのかと考

えるところでございますが、市長の判断はどう

なんでしょうか、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、専任の体制と

いうよりも、それこそ、そんなに余裕のあるマ

ンパワー体制でやってるわけじゃありませんか

ら、農林畜産部、例えば木質バイオにあっては、

林業未利用資源、山の材をどのように活用する

かということもあるわけでありますし、あるい

はし尿等に伴うバイオマスのエネルギーの問題

もとなれば、今立ち上げようとしております６

次産業の推進本部の中に、農林畜産部と産業振

興部の中に、企画調整機能を持った中における

ワンクッションを設けたいという話、そのよう

な形で調整しようと思っておりますので。 

 そのようなところが、まずもってこの問題に

も対応するというほうが現実的じゃないのかな

と、例えば、これだけ大きないろんな仕組みが

あるわけです。太陽光もあれば、風力発電もあ

れば、あるいは木質バイオマスもあれば、し尿

系のあれも、さまざまな再生可能エネルギーと

いうのはいろんな切り口があるわけであります

から、それを専従体制でといってもなかなかこ

れは容易じゃないんじゃないかなというように

思っておりますから。 

 ビジョンに取り組んだ４人のスタッフを、ど

のように今後またそこをフォローさせるかとい

うことももちろん大事でありますから、これか

ら３月末にかけての定期人事異動の中で、ただ

いま御提案のあったようなことも含めながら、

ちょっと検討し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）  ６番菊池巳喜男君。 

   〔６番菊池巳喜男君登壇〕 

○６番（菊池巳喜男君）  わかりました。農林

畜産部、名前をもう１つ加えれば、農林畜産エ

ネルギー部というような感じでもいいんじゃな

いかなと、私なりに思ったところでございます。 

 次に進みますが、（２）地域のエネルギー資

源、特にバイオマスエネルギーに注目をしたい

ということで、どのように考えるかということ

で質問に入らせていただきます。 

 先ごろ、当会派の研修で、雫石町で稼働され

ている株式会社バイオマスパワーしずくいしと

いうところを視察研修する機会を得て、現地を

見ることができました。 
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 畜産廃棄物、それから食品系廃棄物の複合で

処理をやっておりまして、バイオマス発電事業

に取り組みを目にすることができました。 

 このバイオマス発電は、平成16年、小岩井農

牧など民間企業４社と雫石町が3,000万円を出

資して設立、平成18年度から稼働しておりまし

て、メタン発酵からガスエンジン発電機で１日

4,000キロワットを発電し、うち半分の2,000キ

ロワットを東北電力にキロワット当たり39円で

契約売電しているとのことでありまして、経営

は順調に推移しているとのことでありました。 

 また、過日の新聞報道によると、一戸町が運

営する工業団地の中に木質バイオマスによる発

電設備の建設計画、大規模な発電設備の建設が

始まるということで報道があり、燃料の木材を、

地元の流通協同組合が一元的に供給して、2016

年２月に発電を開始する計画、この木質バイオ

マスを有効活用して、再生可能エネルギーの地

産地消を推進する計画、建設するバイオマス発

電設備は、出力が6.25メガワットで、年間の発

電量は4,950万キロワットを想定している。こ

のうち4,300キロワットを販売する方針であり、

地元の小中学校を含む公共施設のほか、一般企

業にも電力を販売するとなっており、一般家庭

で約１万2,000世帯分に相当する供給量になっ

ていると報道されました。 

 遠野市におかれましても、豊富な森林資源を

活用した木質バイオマス設備の導入、キャトル

センター等から大量に発生する牛ふんを活用し

たバイオマスガスプラントの導入等により、廃

棄物が資源として有効利用され、産業の活性化

や雇用の確保がそれにより期待が持てます。 

 何らかの導入を検討してはどうかと考えます

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）  何らかの形で、ただい

ま御質問ありましたとおり、遠野の持つ地域資

源を利活用しながら取り組むべきではないかと

いう形で、雫石町であるとか、一戸町のバイオ

マスの視察をされたことも踏まえての御質問で

あったわけであります。 

 26年度から、段階的ではありますけども、キ

ャトルセンターが稼働すると、それも結構な規

模として稼働するわけでありますから、そのふ

ん尿の対策についても、実は専門家のいろんな

検討もいただいておるということがあります。

具体的にどうなるかという部分ではまだまだ検

討しなきゃならない課題があるわけであります

し、バイオマス活用となれば、ごみとして捨て

られている物を資源として再利用し、熱や電気

といった、そういったエネルギーを得ることを

可能にするという一つのプロジェクトなわけで

ありますから、この資源調達やプラントの運用

のためには、その中で雇用といったようなこと

も生まれてくるということも当然あるわけであ

りますので、遠野市としても、ビジョンの一つ

の結果を踏まえながら、やるものから前向きに

という部分の中における取り組みをしていかな

きゃならないというように思っているところで

あります。 

 木工団地、各種セミナーや先進事例なども、

さまざま取り組んでいるところでありますので、

このビジョンがまとまった段階で、26年度のさ

まざまな取り組みの課題をその中で整理しなが

ら、この部分には啓発が必要だと、この部分は

ちょっと実証試験でやってみようじゃないか、

この部分は全国の例の中でもう既に実証済みだ

からもう具体化してみようじゃないかといった

ような、一つの踏み出すタイミングになってき

ているのかなというようなことも、いろんな動

きの中から考えられますので、そのような方向

の中で、26年度、一つ一つ具体化、そして、大

きいものについては、27年度の中から28年度を

初年度とする総合計画の中にプロジェクトと位

置づけるというような、その流れを踏まえた対

応を進めてまいりたいというように思うわけで

あります。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後３時04分 休憩   

────────────────── 

   午後３時14分 開議   
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○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。 

 ６番菊池巳喜男君。 

   〔６番菊池巳喜男君登壇〕 

○６番（菊池巳喜男君）  それでは、一問一答

で質問をさせていただきます。 

 先ほど、市長の答弁の中に木工団地の関係と

か、それこそ清養園の新エネルギーの関係等々

お話がありました。 

 私も、次にそれを質問しようかなと思ってお

りましたが、ちょっと先に答弁をいただいてお

りますけども、木工団地、あのようにすばらし

い施設があるわけでございますけども、あそこ

を利用しまして、何とかあそこの企業体と協働

体でも結構なんですけども、木質バイオマスの

チップを利用した発電システムまでを使う、何

とかあそこに整備ができないものかなと私なり

に考えるところでございます。 

 売電ということも考えれば、雇用の創出、そ

れから収益確保も期待できると思いますが、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）  バイオマスの議論の中

で、それはそれ、これはこれじゃなくして、バ

イオマス、再生可能エネルギーということにな

れば、さまざまこれから今やりとりしているわ

けでありますけども、木質バイオマスもあれば、

あるいはキャトルセンターのようなあれして、

ふん尿、し尿を利用したそのようなバイオマス

もある中に取り組んだわけでありますから。 

 先ほど、木工団地の部分も、そういった中に

おける遠野の一つの立地環境上の取り組みとす

れば、そういう環境もある。文字どおり地域支

援としてあるという中で答弁を申し上げたわけ

でありますから、この部分だからこれだ、この

部分だからこれだということにはならない。 

 そのような中で御理解をいただきたいという

ように思うわけでありますけども、恵まれた森

林資源、そして、木材の流通拠点を利用した木

質バイオマスの事業実施は、これは非常に遠野

としても立地条件としては、繰り返しになりま

すけども恵まれた環境にあるということは言え

るかと思います。 

 しかし、一つの供給体制、チップといったも

のをあれする場合に、素材、間伐材、バーク、

いわゆる皮、そういったような物、剪定だとか、

建築廃材といったような物の中で、供給量とい

ったものをどのように把握するのかというよう

なところも、きちんと見きわめなければ、需要

に応じたボイラーといったような物も選定しな

きゃならないというようなこともありますし、

売電による収益の確保といったものも図ってい

かないといけない。 

 この辺のところは、ビジョンの策定検討会の

中で、さまざまいろんな検討を加えているとい

うように思っておりますので、もうこの部分を

避けては、再生可能エネルギーというようなプ

ロジェクトにもっていけないということで、当

然、ビジョンの中に組み込まれたものとして検

討が加えられているというように思っておりま

すので、繰り返しになりますけども、その結果

を待ちたいというように思っているとこであり

ます。 

○議長（新田勝見君）  ６番菊池巳喜男君。 

   〔６番菊池巳喜男君登壇〕 

○６番（菊池巳喜男君）  ビジョンが出てくる

のが楽しみになってまいりました。 

 次に進みますが、災害時のエネルギー対策と

いうことでも地域型エネルギーはかなり有効で

はないのかなと思って考えるところでございま

す。 

 ３.11では、遠野市内でも長引く停電と燃料

不足、多くの市民が大変な思いをなされました。

ライフラインに重大な影響が出たことを思い出

すたびに、事の重大性が身にしみ、災害情報の

提供もなされず、不安ばかりが駆け回ってきま

した。 

 東日本大震災の教訓として、自給自足が可能

なエネルギーの導入を目指すべきではないのか

と、特に、今回はバイオマスとか、木質バイオ

マス等々の発電のほかに、地区センター等々、
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避難場所の屋根を活用したソーラーパネルの設

置、もしくはストーブの熱源を確保するための

初歩的な再生可能エネルギーの導入なども必要

と思いますが、市長はどのようにお考えでしょ

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）  東日本大震災の中で、

御質問にありましたとおり大規模停電が起きた、

遠野も真っ暗な世界になったわけであります。

この部分の中においては、大規模集中型の発電

体制といったものが、その中の構造的にあった

んではないのかなというように、いろんな形で

指摘もされております。 

 そういった大規模停電は大規模集中型発電に

あったという中から、言葉のもて遊びするわけ

じゃありませんけども、自立分散型の発電体制

もとらなければならないということが指摘され

ているところであります。 

 自立分散型発電ということになれば、今議論

しております、再生可能エネルギーを、それら

の地域に応じて、風力なり、あるいはバイオマ

スなり、あるいはソーラーなりというような中

におけるエネルギーをそこに求める、そうすれ

ば地区センターなども、遠野市内にあっては、

地区センターの中に太陽光パネルなどをうまく

取り入れたとなれば、当面の電源といったもの

はその中で確保できるというたことにもなるわ

けでありますから、そのような防災資機材をそ

れぞれ地区センターの中にも配備してあります

けども、発生の数時間は蓄電池を電源として必

要最低限の照明を確保する、その間に、発電機

や投光機を稼働させ、避難者の安全確保を図る

ことが可能となるというのも、東日本大震災で

我々は学んでるわけでありますから、災害時に

おける対応としても、そのような学んだことを

今度は具体化に移していくというのも、再生可

能エネルギーの一つのビジョンの中に位置づけ

るということになるんじゃないかなと思ってお

ります。 

○議長（新田勝見君）  ６番菊池巳喜男君。 

   〔６番菊池巳喜男君登壇〕 

○６番（菊池巳喜男君）  ありがとうございま

した。再生可能エネルギー、大いに期待してお

りますので、ビジョンの作成に向けましてよろ

しくお願いしたいと思います。 

 次に、大項目２に入ります。学力向上対策推

進の取り組みについて、教育長にお伺いいたし

ます。 

 最初に、当遠野市の取り組みといたしまして、

この定例会初日の教育委員長による遠野市教育

行政推進の基本方針が示されました。その中で、

学校教育の充実について平成26年度概要が示さ

れ、学力向上の推進が上げられました。 

 そこで、教育長にお伺いいたします。知育・

徳育・体育、この３つのバランスのとれた人間

形成を目指す姿として進めておりますが、新年

度に向けての取り組みは、具体的な方策をお聞

きしたいと思います。 

○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）  菊池巳喜男議員の一

般質問にお答えをいたします。 

 まず、知育・徳育・体育のバランスのとれた

人間形成を目指す新年度に向けての取り組みに

ついてでありますが、市内小中学校では、遠野

市学校教育目標を具現化するために、それぞれ

に実態に応じ、日々の教育活動を行っておりま

すし、過日、教育委員長が申し上げたとおり、

平成26年度も、引き続き児童生徒の生きる力を

育むため、確かな学力、豊かな心、健やかな体

の知・徳・体のバランスのとれた人間形成に向

けた取り組みを進めてまいります。 

○議長（新田勝見君）  ６番菊池巳喜男君。 

   〔６番菊池巳喜男君登壇〕 

○６番（菊池巳喜男君）  ただいま教育長のほ

うから、生きる力を育む取り組みを行っていく

んだという力強い答弁がございました。私も、

そのとおりだと思っております。 

 その中で、中学校再編から１年が経過しよう

としているわけでございますが、生徒のさらな

る学力向上をどのように持っていくのか、学力
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向上に係る事業について具体的な方策を伺いた

いと思います。 

○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）  学力向上についてで

ありますが、議員のおっしゃるとおり、中学校

再編成から１年が経過しようとしております。

各中学校もある程度落ち着き、今後、より一層、

学校教育の質的向上が問われるときであると認

識しております。 

 学力向上の推進の取り組みにつきましては、

今年度を試行の年と位置づけ、義務教育９年間

を見取る体制の構築と小中学校のさらなる連携

という２つの視点を設定し、中学校区を基礎単

位とした事業実施を実施してまいりました。 

 また、新規事業として、学力向上スタートダ

ッシュ事業を立ち上げ、各小中学校の指導的立

場の教諭が、横浜国立大学附属小学校と附属中

学校での視察研修を実施しました。 

 研修後の参加者のレポートには、子どもたち

が相手の話をしっかり聞き、それに対し自分な

りの考え、自分の言葉で表現する姿がすばらし

かったこと、教師が子どもたちの興味、関心を

引き出す工夫や考える視点を適切に与えていた

など、今後の本市の学力向上の取り組みにヒン

トを与えるたくさんの事項が報告されておりま

す。 

 この視察研修で得た今後の取り組みのヒント

及び今年度の実践の成果と課題を踏まえ、今年

度の組織、授業改善の視点、取り組み内容は踏

襲することを研究所の運営委員会でも確認し、

校長会議、教務主任会議等に通じて各校に周知

をし、確認したところでございます。 

 来年度、新たに取り組むことは、大きく分け

ると２点あります。 

 その１点目は、中学校区の小中学校全ての教

員が一堂に会し、それぞれの授業を見合い、研

究会を実施し、取り組みの方向性を共通理解す

ることであります。 

 ２点目は、１月に実施している研究所の発表

のうち、教員研修の部分は８月に開催し、学力

向上等の報告、協議は１月に実施することで、

内容の質的な向上を図ることにしました。 

 これらの取り組みにより、市の教員に、中学

校区で一丸となって取り組む意識に広がりと深

さをもたらし、学力向上推進の取り組みがより

一層進むものと期待をしているところでありま

す。 

○議長（新田勝見君）  ６番菊池巳喜男君。 

   〔６番菊池巳喜男君登壇〕 

○６番（菊池巳喜男君）  各中学校とも、２年

目を迎えながら質的向上が図られるよう取り組

むということで、学力向上試行の年と位置づけ

るというお話がございました。その間にさまざ

まな取り組みを踏襲するようにということでご

ざいます。 

 学力向上に係る事業というのは、26年度ばか

りじゃなく、何年間の継続という形で考えてい

るものなのか、今後の方針をお伺いいたします。 

○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）  議員がおっしゃると

おり、この事業は今後も継続してまいります。 

 学力向上の成果は、一朝一夕にわかるもので

はないと認識しております。各年度において成

果と課題を明らかにしながら取り組みを進めて

まいりますが、根幹となる体制、ことしから始

めた体制、それから行程については、少なくと

も３年から５年は継続して取り組んでいきたい

と考えております。 

○議長（新田勝見君）  ６番菊池巳喜男君。 

   〔６番菊池巳喜男君登壇〕 

○６番（菊池巳喜男君）  ３年から５年という

お話がございました。学力向上を目指しながら、

よりよい学校にしていただきたいと思っており

ます。 

 教育長に最後の質問ですが、学校別に変わり

まして、制定されている教育課程、それから、

教科等の年間指導計画というのは、児童、それ

から生徒、保護者、地域に行き渡っているもの

か、徹底されているものか、ちょっとお聞きし

ます。 
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 学校のさまざまな情報、保護者には行ってる

かと思いますが、地域にもやはり提供するべき

ものと考えますが、その実態と方策をどのよう

に考えているのか伺います。 

○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）  学校別に制定されて

いる教育課程、それから教科等の年間計画を児

童生徒、保護者、地域へ周知されているかとい

うことであります。 

 各学校では、先ほど申し上げた遠野市学校教

育目標を達成するために、知・徳・体について、

具体的な目標を設定し、まなびフェストとして

児童生徒及び保護者等に公開をしております。

また、学期ごとにその達成状況を検証し、その

結果についても、地域教育協議会や学校の広報

等を通じて説明、公表しているところでありま

すし、教科等の年間計画の概要は、学校から保

護者等へお知らせしているものと認識しており

ます。 

 学校、保護者、地域が連携することにより、

教育効果が期待されることは、そのとおりであ

りますので、今後も三者が連携できるよう、地

域教育協議会等の団体等とも連携しながら、学

校を支援、指導してまいりたいと考えておりま

す。 

○議長（新田勝見君）  ６番菊池巳喜男君。 

   〔６番菊池巳喜男君登壇〕 

○６番（菊池巳喜男君）  それぞれ、地域には

地域教育協議会ですか、ございます。それを活

発に行いながら、いろいろな形で地域にも提供

をお願いしたいと思います。ありがとうござい

ました。 

 それでは、大項目３点目に入らせていただき

ます。 

 農業委員会と農地中間管理機構の役割につい

て、農業委員会の会長にお伺いをいたします。 

 新農政の一般質問におかれましては、昨日、

そしてきょうも、各議員から活発なる質問が出

されております。私は、立場を変えまして農業

委員会の会長にお伺いをしたいと思います。 

 農業者の所得確保と農業の多面的機能の維持

を図るため、国の新たな制度を活用しながら農

業者の支援を行っていくことを、遠野市農業再

生協議会では取り組み方針としていたしており

ます。 

 細かい数字を申しますと、遠野市の水田は約

3,500ヘクタールと伺っております。そのうち、

平成26年度の主要水稲作付目標面積は1,903ヘ

クタール、水田の約55％の作付となるというこ

とでございます。これは、25年度と比較いたし

ますと、26年度の作付は34ヘクタールが減少す

るということになるそうでございます。 

 このことに対しまして、きのう来、同僚議員

が言われておりますが、経営所得安定対策、水

田フル活用、多面的機能支払い、そして最後に、

私には気になる、農地中間管理機構による対策

が講じられていくとのことでございます。 

 この農地中間管理機構は、岩手県におかれま

しては、岩手県農業公社が担うことになってお

りまして、遠野市も農業委員会とは別に農政サ

イドで重要な役割を果たさなければならないと

いうことでございます。 

 その中で、遠野市農業委員会は、遠野市の独

立委員会として、農地に関する業務を行ってお

りますが、どのように把握しているのかをお伺

いしたいと思います。 

 最初に、農地中間管理機構と市町村及び農業

委員会の役割について、農業委員会の会長から

お伺いをいたします。 

○議長（新田勝見君）  北湯口農業委員会会長。 

   〔農業委員会会長北湯口進君登壇〕 

○農業委員会会長（北湯口進君）  菊池巳喜男

議員の一般質問、農地中間管理機構が行う事業

への市及び農業委員会の役割について御質問で

ござました。御答弁申し上げます。 

 我が国の農林水産業、農山漁村の現場を取り

巻く状況は厳しさを増しております。農業生産

額が大きく減少する中、昨日の質問でも出てお

りましたが、基幹的農業従事者の平均年齢は、

現在66歳と高齢化をしております。耕作放棄地

は、この20年間で２倍にふえ、今や滋賀県全体
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と同じ規模になっております。 

 これを克服し、本来の活力を取り戻すことは

待ったなしの課題であります。 

 こうした課題の解決に向けて、国では農林水

産業を産業として強くしていく政策、産業政策

と、国土保全といった多面的機能を発揮するた

めの政策、地域政策を車の両輪として、農業、

農村全体の所得を今後10年間で倍増させること

を目指し、去る平成 25年 12月 10日、農林水産

業・地域活力総合プランが取りまとめられ、公

表されたと認識をしております。 

 これらプランの具体的な実行に向けた農地中

間管理事業の推進に関する法律等関連２法の一

部を改正する法律案が第185回臨時国会で審議

され、可決、成立の運びとなり、今月３月１日

に施行になっております。 

 これを受けて、各都道府県に１つの農地中間

管理機構を設置しなければなりませんので、県

では３月28日に、岩手県農業公社内に農地中間

管理事業を担う独立して部をつくり機構に指定

する予定と伺っております。 

 そこで、機構と市及び農業委員会の役割であ

りますが、県農業公社が全ての市町村の事業を

行うのは、物理的に不可能なことは容易に判断

されるところで、中間管理事業の一部は地域事

情を熟知する市町村への委託が前提の仕組みで

あることから、この受託した業務を市当局と力

を合わせて遂行していくことが農業委員会の果

たす役割と承知しております。 

○議長（新田勝見君）  ６番菊池巳喜男君。 

   〔６番菊池巳喜男君登壇〕 

○６番（菊池巳喜男君）  丁寧な説明ありがと

うございました。３月１日から施行するという

ことで、まだ間もないということもあると思い

ます。中間管理機構、農業公社の中に設置され

るということでございますが、乱暴な言葉で言

えば、市町村の農政担当の課のほうに丸投げさ

れるのではないのかなと、私なりに心配すると

ころもございます。 

 それで、市には農業委員会、そして市の農業

振興課もあるわけでございますけども、この連

携をどのような形でもっていくものかというこ

とをちょっとお伺いいたしたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  北湯口農業委員会会長。 

   〔農業委員会会長北湯口進君登壇〕 

○農業委員会会長（北湯口進君）  機構から一

部委託された予定業務と、それに連携する業務

について具体的にという御質問でございました。 

 機構から市への委託業務は、相談窓口、貸し

手の掘り起こし、いわゆる白紙委任です。借り

受け予定農地等の位置、権利関係の確認、出し

手との交渉、契約締結事務、利用条件改善業務

の実施、これは畦畔除去、暗渠排水等軽微な改

良、借り受け希望者との交渉、配分計画案の作

成、さらに、借り受け者が決まるまでの管理業

務も含まれた場合には、大半が委託されると想

定しているところであります。 

 この業務の受託に当たっては、農業委員会は

独立した行政委員会という観点を薄め、市と農

業委員会の全体業務として当たらなければおぼ

つかないものと認識しております。 

 例えば、農地基本台帳の共有化、農家への交

渉業務は地域事情を知る農業委員の役割、配分

計画案作成へのかかわり等、互いの特性を生か

していくことが必要になるからであります。 

 先日、陸前高田市の農業委員会会長とお話し

た中で、既に、機構へ100ヘクタールのまとま

った水田の白紙委任を、市農林課と農業委員会

が連携して９割強取りつけ、中間管理機構への

設置を待っている状況ですと話されておりまし

た。国の農政改革をいち早く取り入れた事業を

図ろうという意図のあらわれでございます。 

 機構を活用した場合のメリットは、今までの

虫食い状態に貸し付けが行われてきた結果、散

在して農業効率が悪くコスト高経営の状況にあ

る水田農業を、既存の貸し借りの解約も進めて、

新規に集約した形、団地的にまとめて貸し出す

ところにあります。 

 また、事業を推進することで、国から、地域

内の全農地面積のうち機構へ貸付割合に応じて

地域集積協力金、経営をリタイヤして機構へ貸

し付ける場合、経営転換協力金、農地の集積、
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集約に協力した場合は耕作者集積協力金等の支

払いが受けられる大きなメリットもあります。 

 以上のように承知するところでありますが、

近日中に岩手県農業公社が農地中間管理事業規

程を定めるもので、この時点で機構事業の全容

がわかると思っております。 

 既に国からボールは放たれました。現場の

我々がどう受けとめるかにかかっていると思っ

ております。確実に受けとめることができるマ

ンパワーの確保が緊要と考えております。 

 安藤光義東京大学院准教授が、農地中間管理

機構の成否の鍵はと題して、「機構が機能する

には市町村が重要な役割を果たさざるを得ない

が、財政がひっ迫する地方自治体でこの複雑な

業務に精通した人材を確保することは難しい、

地元の事情に詳しいＯＢなどの活用が必要だ」

と申しております。私もそう思っております。 

 今回の農政改革は、現状の農業、農村の実態

を踏まえた政策と思いますことから、遠野市農

家の農業所得向上を図るために、農業委員会は

市と連携し総力を上げて農地中間事業に取り組

んでいく決意であります。 

○議長（新田勝見君）  ６番菊池巳喜男君。 

   〔６番菊池巳喜男君登壇〕 

○６番（菊池巳喜男君）  農業公社から市のほ

うに業務がくるんだと、その中で、市は重要な、

しかも複雑な業務をこなさなければならないと

いうことで、今会長が申されたとおり、ＯＢ等

職員の増にも、対策は必要ではないのかなと思

っているところでございますけども、その中で、

市と連携しながら農地基本台帳の共有化など等

を進めていくんだということを話されました。 

 気になる点といたしまして、その中で、農業

委員会が、従来、農地の権利移動の事務をやっ

てきたわけでございますけども、中間管理機構

に移ってしまうんじゃないか、移行してしまう

んではないのかという、私なりに危惧がござい

ますが、その点、どう考えているんでしょうか。 

○議長（新田勝見君）  北湯口農業委員会会長。 

   〔農業委員会会長北湯口進君登壇〕 

○農業委員会会長（北湯口進君）  農業委員会

で行っている農地の権利移動の事務が機構に移

行するのではないかという危惧をしているとい

う御質問でございました。お答えいたします。 

 農地法第３条、４条、５条の許可に関する事

務は、今までどおり、農業委員会の業務に変わ

りなく、機構への移行はございません。 

 むしろ農業委員会の業務はふえると想定して

おります。無条件で農地の権利の中間保有する

機構へ移行するものではなく、機構が多くの農

地を中間保有するための貸し借りの合意解約の

処理と、機構に白紙委任する場合、農地の権利

者と機構との農業経営基盤強化促進法による利

用権設定の受け付けと審査等の業務量が増加す

るだろうと覚悟しております。 

 このように、農業委員会としては、事務を円

滑に処理するため、市農林畜産部と体も心も一

にして、貸し手農家の掘り起こし、効率的農業

経営につながる配分計画案の作成へ参画し、農

業の競争力強化のために不可欠な農業構造の改

革と生産コスト削減を強力に推進していこうと、

意を強くしているところでもありますので、御

理解を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（新田勝見君）  ６番菊池巳喜男君。 

   〔６番菊池巳喜男君登壇〕 

○６番（菊池巳喜男君）  ただいま農業委員会

の会長から、事務を円滑にしながら、３条、４

条、５条、農地法を守りながら今までどおりや

るということで、その決意をいただきました。 

 最後ですが、農業委員会を構成する農業委員

というのは、我々同様、選挙で選出されており

ます。今後とも、遠野市の農業のために鋭意努

力をいただきながら、農業委員会といたしまし

て業務を全うできるように願うところでござい

ますので、よろしくお願いいたします。 

 以上で、私の一般質問を終了させていただき

ます。御清聴まことにありがとうございました。 

○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。３番多田勉君。 

   〔３番多田勉君登壇〕 

○３番（多田勉君）  清風会の多田勉でござい
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ます。 

 質問に入る前に一言申し述べたいと存じます。

古くから遠野には多くの神々がすむと言われて

きました。その神々が舞いおり、去る１月26日、

第21回遠野郷神楽共演会が開催されました。最

多と言われる12団体が参加して、それぞれの地

域に伝わる伝統の舞は、何百年のときを越えて

引き継がれてきた重要な伝統であります。 

 まさに地域の宝であります。この共演会が21

年という回数を数えましたが、何百年の歴史か

ら見れば、ほんの始まりに過ぎないわけでござ

います。 

 これからも、遠野郷に太鼓や笛、手平鉦の音

が鳴り響き、回を重ねるごとにきずなが強まっ

てくることを願っております。さらには、この

きずなが地域づくりに大きな役割を果たしてい

く、そのことを期待してやみません。 

 それでは、通告に従い、私は、今回、一括方

式で一般質問をさせていただきます。 

 第１番目でございますが、時代の変化を捉え

たまちづくりの仕組みと題しまして、市長に質

問をさせていただきます。 

 昨年の10月11日の新聞記事に、市長選に見る

遠野市の課題というコーナーが掲載をされてお

ります。 

 その中で、４項目の現状と課題が取り上げら

れておりましたけれども、そのことは市民も読

まれていると思うことから、市長の見解を、こ

の場を借りて市民に伝えるという意味合いから

も一般質問に取り上げさせていただきました。 

 2005年に新遠野市が誕生して以来、各種施策

やイベント行事等を通じて、一体感の醸成に努

めてまいりましたが、反面、地域間格差も生ま

れ、そのことは東北横断道の進行が少なからず

影響しているのではないかということでありま

す。 

 交通の流れが大きく変化したことにより、地

域の活力低下を危惧し、宮守インター開通後の

宮守の現状は将来の遠野全体の問題でもあると

訴える市民もおります。市全体が通過型となる

ことを懸念されているわけでございます。それ

らに対する対策が急務であるというふうに指摘

をされております。 

 また、市が、新たな拠点施設のハード的な整

備が着々と進んでいる中、ソフト面が追いつか

ないのではないかという声もあるとの報道であ

ります。 

 後方支援を支えてきた市民の力は、今後の遠

野市を築く上での総合力として、非常に大きな

存在感を示すものと、私は評価をし、期待する

ものであります。 

 このことは、多くの難しい課題を抱えながら

も、市当局をはじめ市民の多くが努力を積み重

ねながら日々邁進しているところでありますが、

３期目がスタートして予算編成初年度という意

味から、このことについて市長の御所見をお伺

いしたいと存じます。 

 それから、次に、２点目でございますが、２

点目は、市内高校の受験志願者状況と課題への

対応について教育長にお伺いをいたします。 

 去る２月15日に、県内の公立高校の出願状況

が発表されました。市内の高校はいずれも定員

を下回っておりますけれども、そのような状況

の中で、岩手県教育委員会は、東日本大震災で

延期していた第２次県立高校整備計画の策定を

今年26年度から再開する方針を固めました。 

 中では、震災復興やＩＬＣに関連した新たな

教育課題への対応も求められているとしており

ますが、基本的には、検討の前提となっている

少子化問題で今後の学校の構造を決定づけるべ

きではないというふうに私は受けとめておりま

す。 

 岩手県や遠野市としての特徴を生かした学科

の創設を進め、他からの入学希望者の拡大に結

びつくような要望を行うべきではないかと思い

ます。 

 全国の高校には、そこの地域に合った特徴あ

る学科が創設されている例が多々あります。そ

のことからすると、例えば、岩手県は林業県と

して言われて久しく、遠野市においても83％を

占める森林を有しております。木材生産では馬

搬や木工団地、そしてシイタケ、深いかかわり
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を古くから持ってきているわけでありますので、

そのような視点から見れば森林科学科などが上

げられるわけでございますが、このような学科

は、北海道をはじめ、いわゆる林業県と言われ

るようなところに創設されております。 

 森林施業やシイタケ栽培など、経営に生かす

ための学習ができるようになっており、市長が、

昨日も、同僚議員の質問に対して、林業大学に

関することも述べられておりましたが、ひいて

は市内で新規就農や定住の促進を図る上でも有

効的な方法ではないかというようなことを考え

ますが、この辺については、教育長に問うべき

か迷いもありますけれども、教育長としての立

場として、その思いをお伺いしたいというふう

に思います。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後４時00分 休憩   

────────────────── 

   午後４時10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）  多田議員の一般質問に

お答えいたします。 

 質問の冒頭、この遠野に神々がという中にお

ける、21回の神楽共演会の話がありました。先

般発表された県の指定の文化財にも、駒木鹿踊

り、そして、もう一つが板沢の鹿踊りといった

ようなものも指定されたという、（発言する者

あり）もう一つですか、忘れると、そうですね、

長野の鹿踊りといったような、御指摘いただき

ましてありがとうございました。３つ指定され

たと、駒木も、あるいは長野も、さらには板沢

も、本当に遠野の活力といったものを市内外に

というよりも、全国に、そして世界にも発信し

ているということなわけであります。 

 文化財と指定ならない、またいずれはなるで

あろう鹿踊り、あるいは神楽団体、これがかな

りの数に上っているというのが遠野の底力であ

り、また活性化のエネルギーというものにもな

っているんじゃないのかなと、今、さまざまな

形で、総合力で取り組まなければならないと。 

 ただいま多田議員の中にも、時代の変化を見

据えた新たなまちづくりの仕組みという中にお

いて、昨年の10月11日の私が改めて４年の任期

をもらうというときにあって、地元紙が取り上

げた新聞記事も紹介されたわけであります。 

 その中には、いうところの箱物といった部分

と、そして、それにどのようなソフトが組み込

まれるかといったことが極めて大事だと、道路、

もろ刃とよく言われるわけであります。衰退の

要因にもなるし、活力の要因にもなる、それが

ストローという中で、吸い取るのか、吸い取ら

れるのかという中における両面を持つのが道路

なわけであります。 

 この道路のネットワークと市の整備が、文字

どおり加速度的に進んでいるという、今現状に

あるわけであります。 

 ここ四、五年で、釜石自動車道、四、五年よ

りはかかるかもしれませんけど、いずれ５年、

６年の中で、釜石自動車道が全通をすると、国

道340号、立丸峠のトンネル化はかなり前倒し

になるんじゃないかなということは、先般、県

土整備部長と会ったときも、そのような感触を

得てきたわけでありますけども、遅くとも平成

30年にはトンネル化が実現するということにな

るわけでありますから、このもろ刃の部分の中

における一つの道路の持つ地域に係る影響とい

ったものを、やっぱりきちんとした形で受けと

めなければならないというように思うわけであ

ります。 

 さらには、情報通信技術のネットワークの構

築、これも、ますます技術革新のもとに充実さ

れ、強化をされることになるんではないのかな

というようにも思っているところでもあります。 

 そういった中におけるものとして、神楽の話

を持ち出したところであります。神楽は、ある

いは鹿踊りは、どのような形で守られ、そして

維持され、そして、それが継承されてるかとな

れば、おじいさんの、あるいはひいおじいさん

の、その姿に学ぶ孫やひ孫の姿がそこにあるわ
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けでありまして、また、それを見守る家族、両

親といったような、あるいは地域の方々といっ

たものがあって、それこそ、県指定、あるいは

国指定というものにまでつながる文化財という

中における、一つの評価を得ているということ

なわけであります。 

 その評価を得ているのはなぜかとなれば、た

だいま申し上げましたとおり、それぞれの皆様

がそれぞれの立場で文化を支えているという中

にあって、それが活力のもとになり、活性化の

もとになっていると、地域の誇りになっている

ということにつながるんではないのかなという

ように思ってるわけであります。 

 これを大事にしなければなりません。遠野は

これを守っていかなければなりません。守るだ

けではない、これをきちんと維持し、継承して

いかなきゃならないという、一つの遠野として

の、一つの誇りのある地域資源だというように

思っているわけであります。 

 こういった地域資源、それは農業もそうです。

農村景観、農村文化という捉え方もできるわけ

であります。そのようなことをきちんと踏まえ

た愚直な取り組みをすることによって、それが

魅力というものに、私はなってくるんじゃない

かなと思ってます。 

 魅力という言葉を広辞苑で引けば、人を引き

つける一つの力というように書かれてあります。

人を引きつける力、魅力、そうなってくれば、

この人口減少、あるいは道路が持つ意味がメリ

ットとして、デメリットじゃなくしてメリット

として生かされるということになるわけであり

ますから、受け入れ、受けて立つ、あるいは打

って出るという部分の中における条件が一つ整

ってきているんだというプラス思考の中で、私

は考えていくということが大事じゃないかなと

いうように思っております。 

 ある市民の方から、釜石自動車道は、なぜ遠

野で、市長とめなかったんですかというような

疑問と質問を受けました。そのときに、私は申

したわけであります。道路はつながって道路で

す。遠野には地域資源が、本当に、まさに我々

が「えっ」というような形で受け答えするよう

なものを市外の方々からいろいろ御指摘申され、

また評価もされているんです。それに自信を持

ちましょうと、それを誇りに思いましょうとい

う話をその方に申し上げたわけであります。 

 道路が遠野でとまれば、そういった意味にお

いては、遠野の一つの受け皿として、車も来る

し、それから人も来るということになるかとい

うように思っておりますけども、これからの時

代は、加速度的に進む人口減少社会の中で、お

互いがそれぞれ持つ特性を生かし合いながら、

そして補完し合いながら、やはり自分らの持っ

ている地域資源、あるいは特性といったものを

生かすという中で力を発揮していく、活力を発

揮していくということに、私はなるんではない

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。 

 多田議員も、それこそ神楽で、まさに先頭に

立って頑張っている方でありますし、議員各位

も、そのような形で従事している方々がたくさ

んいらっしゃいます。そしてまた、市職員にも、

みずから太鼓をたたき舞い踊る職員もかなりな

数がいらっしゃるわけでありますから、それを、

市民の皆様と、文字どおり総合力という中にお

ける仕組みとして持っていけば、いろんな課題

も乗り越えるというように思っておりますし、

また、乗り越えなければならないというように

思っているところであります。 

 地域活力の向上対策、これははっきり申し上

げますと、これだという決め手はなかなか見出

せないと思います。従いまして、この整いつつ

ある交通インフラ、情報インフラ、そういった

ようなものをきちんと正面から状況を捉えてあ

れば、今遠野として何をすべきかということを

その中で見出していくと、それは行政だけでは

ない、みんなの力でそれを見出していくという

ような、官民一体の一つの取り組みといったよ

うなものをますます強めていかなければならな

いかというように思っているところであります。 

 それから、26年度の予算を、スタート179億3,

000万という形で提案を申し上げてるところで
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あります。これは、緊縮型というような位置づ

けをいたしました。１億9,000万ほど、前年度

予算から減額をしているということであります

けども、多分、６月補正、９月補正の中で、そ

れこそタイミングを失しないような形での予算

化も図らなければならないかというように思っ

ております。 

 ただ、緊縮型にしたというのは、やはり多田

議員がしましたとおり、将来を見据えた、です

から、私は、総合計画の前期５カ年、後期５カ

年の中で、今最終年度、26年度、27年度、そし

て27年度が最終年度になるわけでありますけれ

ども、今般の予算を緊縮型にしたというのは、

いろいろお話があったとおり、さまざまな施設

の老朽化した物、あるいは、例えば消防庁舎の

ように構想に基づいて移転した。学校給食セン

ターのような、皆、それぞれの展望を見据えて

の中に位置づけたわけであります。 

 駅前の再開発も含め、そして、斎場も、将来

の高齢化社会の中における人間の尊厳の最終の

場が斎場なわけでありますから、やはりそれを

最優先にという中における高齢化社会に対応し

た。 

 そしてまた、防災センターも、ただあればい

いじゃない、やはり将来の近隣市町村との連携

の中における防災センターのような位置づけを

しなきゃならないということで、後方支援中継

基地構想という中において、広域大規模災害に

備えるような拠点とし位置づけたいということ

で、運動公園にオンサイドした防災センターを

位置づけた。 

 それから、総合食育センターという名前を新

たにとらせていただきました。給食センターで

はない、総合食育、そこには高齢者の方々のバ

ランスのある食事も提供しようというようなコ

ンセプトがそこに入ってるわけでありますし、

３日間、72時間、大規模災害が起きたときは炊

き出しセンターとして機能する、そのようなも

のも付加をさせた、であるがゆえに、総合食育

センターには国交省が交付金の対象にしたとい

うことになってまして、これも災害に対応する、

東日本大震災が発災する前にそのような構想を

持っていたということでございますから。 

 ただ、老朽化した物を新しくしたのではない、

まさに将来を見据えての一つの位置づけとして、

そういったような形で位置づけたというところ

を、一つの自信とし、また、一方においては誇

りとし、それは議員各位からも、議会の場でき

ちんと予算といったものも承認をいただいてる

わけでありますから、まさに執行部と議会が一

体となってそのような将来の布石になるような

箱物といったような物を位置づけてきたという

部分は、私は感謝もしなきゃならないし、また、

それを自信としながら、先ほど申し上げました

とおり、179億3,000万という、この予算は、新

しい総合計画が平成28年から始まる。 

 あっと言う間にもう28年になるわけでありま

すから、それに備えた踊り場状態の中において、

今まで上がってきた階段を、きょう、菊池民彌

議員からも、検証し振り返ることも大事じゃな

いかというような御指摘もありました。文字ど

おり上がってきた階段をきちんと振り返ってみ

る、そしてまた検証してみる。そして、次に上

がらなきゃならない階段はどのような階段なの

か、20年後、30年後と見据えた階段は、どのよ

うな階段としてあるのか、じゃそこの階段をど

のような形で上がっていくのかというようなと

ころを考える26年度と27年度は、踊り場状態の

中にあって、みんなで将来の遠野を考えようと

いう26年度、27年度になるのではないのかなと

いうように考えているところでございますので。 

 ちょっとあちこち抽象的なお話を申し上げた

わけでありますけども、その覚悟で、未来を、

時代の変化を見据えた新たなまちづくりの仕組

みといったようなものを、３万市民一体となっ

た形で、総合力を発揮するような仕組みといっ

たものをつくってまいりたいというように思っ

ているとこでございますので、それをもって答

弁といたします。 

○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）  多田勉議員の一般質
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問にお答えをいたします。 

 議員が先ほどおっしゃられたとおり、市内の

２つの学校はいずれも残念ながら定員割れとい

う状況になってございます。 

 これは、生徒数が年々減少していることもあ

りますが、市外の高校を目指す生徒、専門的分

野で勉強を志して希望する学科のある市外校を

目指す生徒もいることも要因でございます。 

 今年度の市内の中学校の卒業生は246人でご

ざいます。市内の高校に進学決定または願書を

出している生徒は、そのうち179名、率にして7

3％でございます。残り67名、率にして27％は、

市外の高校に進学決定または現在願書を出して

いるという状況にあります。 

 これらの現状から、市外からの生徒を呼び込

むのだという施策として、議員がおっしゃる遠

野の地域特性を生かした特徴ある学科の創設は、

一つの手法でありますし、また、サッカーはも

とより野球、その他のスポーツの強化や、生徒

の夢や希望をかなえる学科の創設も考えられる

ことであると思います。 

 近年、市内の高校２校は、地域に愛される学

校として、魅力ある学校づくりや交流活動、ボ

ランティア活動、地域活動、イベントへの参加

など、地域とのかかわりを重視した活動を積極

的に展開していただいている状況にあります。 

 当市にあっては、子育てするなら遠野構想の

策定に当たり、高校生も含まれる箇所を、「子

育てするなら遠野推進本部」を立ち上げること

になっております。その本部長に当職が当たる

ことになっております。 

 今後は、この推進本部と教育委員会にあって

も横断的に連携をしながら、広く市民から御意

見を伺うとともに、中学校にも地元高校の理解

を深めるさらなる機会を設けていかなければな

らないと考えております。 

 県立学校でありますので、当然、市の教育委

員会が関与できる部分は限度がありますが、農

林業から馬事文化、情報化、ふるさと学習まで、

幅広い分野において地域の特性を生かした人材

を育成するため、市内の高等学校と連携を強化

し、提案等してまいりたいと考えております。 

 今度とも、議員各位におかれましても、御支

援、御協力をいただきますようお願い申し上げ

ます。 

○議長（新田勝見君）  ３番多田勉君。 

   〔３番多田勉君登壇〕 

○３番（多田勉君）  市長に、１点だけ申し述

べながら確認を、確認っていいますか、考えを

お伺いしたいと思いますが。 

 私、参考として前段で申し上げますが。さま

ざまな有識者の文献等を見ると、当市のような

中山間地を含むところは「まちづくりとは何ぞ

や」ということを見たら、まあ「地域づくり」

と一体だと、「まち」はいわゆる「地域づく

り」と同じなんだという、もちろん読めばその

とおりかもしれませんが。地域の人々が元気と

生きがいを持つためには、中心市街地では商業

活動の活性化、それから山村地域では農林業活

動の活性化が柱になるということで、もちろん

のことでありますけれども。現実は、その方策

の決定打がないまま現在に至っているわけでご

ざいまして。加えて、少子化、高齢化、そして

先ほど市長が申し上げました、人口減少が今後

の将来像を描くという意味では、非常に難しさ

が増す要因となっているのも事実でございます。 

 しかし、農村部と市街地とのアクセスの整備

というものの考え方を、これはあくまでも一例、

例をとってのことでございますけれども、高度

なサービスや兼業先、あるいは観光・物流など、

農村部にその効果は確実に波及されると、その

先生はおっしゃっております。そういったこと

から、このことは現在遠野市でも進行中の横断

道の整備がその１つの、期待の１つであるだろ

うというふうに認識をいたしますが。反面、中

心市街地では空き店舗や空き地の増加、そして

歩行者の減少が非常に目立つと、市街地と市の

機能が失われてきてるのではないかというふう

な指摘もあります。 

 そういった中で、このような状況を踏まえて、

これは先ほど申し上げたとおり１つの一例であ

りますけれども。一つに、マイカー依存社会か
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ら新たな公共交通政策の一環として、実情に基

づいたルートや運行回数、バス停の位置の見直

しをするなど、地域から中心市街地へのアクセ

スを容易にするための乗降の需要調査、あるい

は高齢者、マイカーを持たない市民のための検

討が必要な時期に来ているのではないかという

ふうなことでありまして。まさに、私は「子育

てするなら遠野」と先ほど来から、昨日から言

われておりますけれども、行政政策をはじめと

して、高齢者の活動の支援もこの中で含めた形

で、地域の存在感の充実が重要ではないかなと

いうふうに思います。 

 最近では小中学生が事件に巻き込まれると。

けさほども花火大会の帰りの、ようやく１年、

約１年、昨年ですけれども、その犯人のニュー

スも報道されておりましたけれども。この遠野

市にとっては少なくてもそういったことのない

ように私は願うものでありまして、遠野の安

全・安心というものを確保するためにも、やは

り高齢者との、まあ元気で外に出かけて買い物

もしたり、あるいは町を眺めてみるなりといっ

た、そういった機会を、交通の手段にも当ては

めていいのではないかなというふうに私は思い

ます。 

 そしてまた、中山間地域の価値観に基づいた

新たな担い手の確保、これが非常に不可欠だと

いうことでありまして、地域の自然環境や伝統

的景観、それから文化の保持・保全が既存の担

い手だけでは難しい状況にあるということは、

残念ながら本当に私も認めざるを得ませんが。

市長が目指す総合力を高めるという、先ほどの

答弁の中にもありましたが、そのいう意味にお

いても政策や事業の総合化等、連携を図りなが

ら地域の政策形成をし展開すべきと思いますが、

このことについて市長の見解をお伺いしたいと

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）  先ほどの答弁の中で、

私の、この地域遠野の将来の展望を見据えた地

域づくり等についての基本的な認識は申し上げ

たところでありますけども。 

 ただいまの再質問の中にありましたとおり、

さまざまな地域があると、そこには典型的な中

山間地域であるという中で、この中心市街地も

中心市街地の形をもう成さないほど、言うなれ

ば空洞化もしてきているんではないだろうかと

いう認識の中で、どのような形で考えていくの

かということについて、高齢者の存在感、ある

いは小中学生を中心とした安心・安全の確保の

対策をどのように持っていくのか。それから弱

者と言われる、交通弱者であり、災害弱者であ

り、買い物弱者って言われるお年寄りがふえて

きているわけでありますから、公共交通機関と

いったようなものをどのように位置づけていく

のかというような中において、総合力と市長は

言うんだけども、その辺のところをもう少し具

体的にっというのが、再質問の趣旨ではなかっ

たのかなというふうに受けとめたところであり

ます。 

 この中心市街地、遠野の中心市街地と申しま

すか、商店街、確かにもうどんどん空き店舗が

ふえてきております。でも、他の地方の、遠野

と類似したような他の地方の商店街を見ると、

まだもっと悲惨な状態のところもたくさんある

んです。まあ上を見れば切りがないけども、下

を見れば切りがないっていうような状況の中で、

遠野はまだ健闘してんじゃないのかなと。例え

ば上一日市っていう商店街があります。皆さん

それぞれ懸命に頑張って、まず商店街として、

３万規模の中における商店街として、あれだけ

営業している商店があるっていうのは、実はだ

んだんって言うよりも、珍しくなってきました

よって言うほど、上一日市の商店街の皆様は懸

命に頑張っているって姿が、その中にもあるわ

けであります。 

 それからまた一方においては、農村部と市街

地ってことになれば、よく私どもは何かあれば、

私もこないだ土日利用いたしまして、調布市の

ほうに、土曜日の夜、調布市のほうに行きまし

て、わらび座の遠野物語が調布市で演ぜられる

ってことで、そこに行って見てまいりました。
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その中にもやはり「ふるさと」という４文字の

中から、やはり自分は北上出身だと、陸前高田

出身だけども、今度の被災で流されてしまった

というような関係者がたくさん遠野物語のわら

び座の演技、演技っていうか劇を見るために駆

けつけておりました。みんなその中で、遠野と

いうものに対して、非常にいうところのかなり

の存在感の中で、遠野への思いを語っていただ

きました。 

 したがって、都市と地方あるいは都市と農村

という中にあって、交流人口を拡大するために、

遠野に都市の住民の方々っていう中で、さまざ

まな仕掛けを行っているわけでありますけども。

その構図、一つのその仕組みといったようなも

のは、私は一方においては遠野郷という、１町

10カ村の中における遠野郷という、これ１町と

いう核の中に、１町10カ村ですから、10カ村っ

ていうかつての集落、それをうまくネットワー

クに結ぶということもすごく大事なことじゃな

いのかなと。そうなれば情報通信で結ぶ、遠野

テレビでも情報通信でも活用して結ぶ。 

 また、一方においては道路の安心・安全で通

れるような道路をきちんと域内道路として、こ

れもまた整備していくというような部分におけ

る、生活の安心・安全といったものをそこに確

保していくという中において、コアとしての中

心市街地としての遠野町っていうものが、きち

んとコアとしてあって、そこに商店街として、

あるいは中心市街地としての機能が成り立って、

そこを公共交通機関、４月１日からまた改めて

プロジェクトチームを立ち上げて、規制緩和、

道路交通法なり道路法なり、あるいはさまざま

な人を運ぶための法律なり縛りが結構あるわけ

でありますから、そういった許認可をどのよう

にとりながら、持っているスク－ルバスも含め

ての公共交通機関をどのように中心市街地とそ

の周辺の集落を結ぶのかと。そうなれば買い物

の弱者あるいは病院との対応の、医療の対応の

問題といったようなものも、その中で解決策が

見いだせるんじゃないだろうかっていうような

ことの中で、一つのまちづくりっていったよう

なものを、そういったネットワークの中から構

築していきたいというように考えているところ

であります。 

 マイカーなり、あるいは、マイカーも多分ふ

える、公共交通機関の利用もまた一方において

は非常に大事になってくると。 

 そしてまた、担い手の育成っていう話もあり

ます。これはやっぱり人材養成であります。 

 その魅力という、一つの遠野ならではの魅力

を持ち続け、それを輝かせることさえ怠らなけ

れば、私は若い方々の、都市住民の若い方々の

価値観が大分変ってきたなっていうのは随分感

じるんです。そうしますと、そういった方々を

引きつける、そしてまた定住にする、あるいは

担い手にすると、後継者にもっていくっていう、

一つの展望もその中に見いだすことも決して不

可能ではないというようにも思ってるところで

ございますので。 

 それはやはり遠野として、総合力の中でその

ようなものを光り輝かせるような、そのような

対策なり、あるいは事業なり、あるいは施策な

りっていったようなものの中に、限られた予算

といったものを配分、配分っていうか、手当し

ていくっていうこともまた大事なのかなという

ように思っているところでありますので。 

 そういった中において、答弁としてはどこま

で答弁になったかあれでございますけども、夢

と希望を持って、あるいは展望を持って新たな

まちづくりに果敢に挑戦するというような気概

だけは、気概だけじゃ、気概がなければ前には

進みません。したがいまして、そういうような

気概をお互い持ち続けたいものだなというよう

に思っているところでございますので、よろし

くどうぞお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  これにて、一般質問を

終了いたします。 

────────────────── 

   日程第２ 議案第33号平成25年度遠野市

   一般会計補正予算（第５号）   

○議長（新田勝見君）  次に、日程第２、議案

第33号平成25年度遠野市一般会計補正予算（第
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５号）についてを議題といたします。 

 本案について提出者の説明を求めます。菊池

副市長。 

   〔副市長菊池孝二君登壇〕 

○副市長（菊池孝二君）  命によりまして、平

成26年３月遠野市議会定例会に追加して提案す

る議案第33号平成25年度遠野市一般会計補正予

算（第５号）について、提案理由を説明いたし

ます。 

 今回の補正予算は、２月15日から16日にかけ

ての大雪をはじめ、断続的な降雪の影響から平

年よりも積雪量が多い状態が続き、予算の執行

率が高くなっていることから、今後、平年並み

の気象状況が続いても十分な対応をとることが

できるよう、除排雪に要する経費を計上したと

ころであります。 

 歳入歳出予算の補正におきましては、歳入歳

出予算の総額に、歳入歳出それぞれ3,000万円

を追加し、予算の総額を、歳入歳出それぞれ19

6億1,122万9,000円とする内容でございます。 

 以上で、説明を終わります。 

 よろしく御審議賜りますよう、お願いをいた

します。 

○議長（新田勝見君）  お諮りいたします。た

だいま議題となっております議案第33号につい

ては、質疑を省略し、さきに設置した予算等審

査特別委員会に付託の上、審査することにいた

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、議案第33号については質疑を省略し、

予算等審査特別委員会に付託の上審査すること

に決しました。 

────────────────── 

   休会の議決   

○議長（新田勝見君）  お諮りいたします。３

月５日及び６日の２日間は、委員会審査のため

休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、３月５日及び６日の２日間は、休会す

ることに決しました。 

────────────────── 

   散  会   

○議長（新田勝見君）  以上で、本日の日程は

全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。御苦労様で

した。 

   午後４時43分 散会   
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