
－ 5 － 

平成平成平成平成２６２６２６２６年年年年６６６６月遠野市議会月遠野市議会月遠野市議会月遠野市議会定例定例定例定例会会議録（第会会議録（第会会議録（第会会議録（第２２２２号号号号）））） 
 

平成26年６月９日（月曜日） 

────────────────── 

議事日程 第２号 

平成26年６月９日（月曜日）午前10時開議 

第１ 一般質問 

────────────────── 

   本日の会議に付した事件 

１ 日程第１ 一般質問（萩野幸弘、小松大成、

菊池邦夫、照井文雄、菊池民彌議員） 

２ 散  会 

────────────────── 

出席議員（19名） 

１ 番  萩 野 幸 弘 君

２ 番  瀧 本 孝 一 君

３ 番  多 田  勉 君

４ 番  菊  池  由 紀 夫 君

５ 番  佐 々 木  大 三 郎 君

６ 番  菊  池  巳 喜 男 君

７ 番  照 井 文 雄 君

９ 番  菊 池  充 君

10 番  瀧 澤 征 幸 君

11 番  小 松 大 成 君

12 番  織 笠 孝 之 君

13 番  菊 池 邦 夫 君

14 番  菊 池 民 彌 君

15 番  佐 々 木    譲 君

16 番  多 田 誠 一 君

17 番  安 部 重 幸 君

18 番  石 橋 達 八 君

19 番  浅 沼 幸 雄 君

20 番  新 田 勝 見 君

────────────────── 

欠席議員（１名） 

８ 番  荒 川 栄 悦 君

────────────────── 

事務局職員出席者 

事 務 局 長  奥 瀬 好 宏 君 

次 長  伊 藤  慎 君 

主 査  及 川 憲 司 君 

────────────────── 

   説明のため出席した者 

市 長  本 田 敏 秋 君 

副 市 長  菊 池 孝 二 君 
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   午前10時00分 開議   

○議長（新田勝見君）  これより本日の会議を

開きます。 

 本日の欠席の届け出は８番荒川栄悦君、午前

中の欠席の届け出が18番石橋達八君であります。 

 これより本日の議事日程に入ります。 

────────────────── 

   日程第１ 一般質問   

○議長（新田勝見君）  日程第１、一般質問を

行います。 

 順次質問を許します。１番萩野幸弘君。 

   〔１番萩野幸弘君登壇〕 

○１番（萩野幸弘君）  緑風会所属の萩野幸弘

でございます。ただいまから通告に従いまして

一般質問をさせていただきます。 
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 今回から質問の持ち時間が30分となり、従来

の45分から15分間短縮されました。毎回質問時

間が長いと自己反省している私にとっては、こ

れも議会改革の一環と前向きに受けとめ、限ら

れた時間の中で簡潔明瞭かつ内容の充実した質

問ができるよう努力してまいりたいと思ってお

ります。 

 今回の質問項目は、大きく分けて２点であり

ます。１点目は中心市街地活性化と本庁舎整備

について、２点目は学校給食の現状についてと

題し、一問一答方式で行います。 

 早速１点目、中心市街地活性化と本庁舎整備

についての質問に入ります。 

 平成23年３月11日に発生した東日本大震災に

よって、本市も地震の激しい揺れによる土地、

建物の被害が相次いで報告されました。中でも

市役所中央館における柱の座屈は、余りに突然

でとてもつらい記憶として今でも鮮明に心に残

っております。 

 中央館北側は何の異常もないように見えまし

たが、南側に回って見ると柱が１階部分で激し

く座屈し、中の鉄筋がむき出しとなりサッシも

折れ曲がるなど、今にも倒壊しそうな状態とな

っておりました。老朽化による危険性が指摘さ

れていた東館が難を逃れていただけに、中央館

の座屈は全くの予想外であり、こみ上げてくる

悔しさもひとしおでした。 

 そのとき以来、本庁舎機能は遠野ショッピン

グセンター「とぴあ」に移され、現在まで市民

サービスの拠点としての機能を果たしているこ

とは皆様御承知のとおりであります。 

 「とぴあ」は、２階部分の空きスペースの活

用策が過去の議会においても議論されてきた経

緯があったため、震災を機に庁舎機能が移転し

たことはある意味必然だったとも言えますが、

その結果、従来「とぴあ」を利用していた方々

など多くの市民が大なり小なり影響を受けたこ

とも確かであります。 

 自然が相手でありやむを得ない措置だったと

いえますが、それゆえに今回の新しい本庁舎、

以下新庁舎と表現いたしますが、この建設の話

題が報じられたとき、市民の誰もが期待感を抱

いたのではないかと推察しますし、今も動向を

注目しているのではないかと思います。 

 私自身も、本庁舎の再建に向け毎年１億円の

基金を積み立てたとしても最低でも20億円以上

かかると試算すれば、自分が生きているうちに

お目にかかれるかどうかと半ばあきらめかけて

いただけに、今の状況はひたすら喜びに堪えな

いといった心境であります。 

 この新庁舎建設の財源となる震災復興特別交

付税や、被災施設復旧関連事業債という制度創

設の背景には、本市が沿岸被災地に対する後方

支援基地として、震災直後から今に至るまで重

ねてきた多くの実績が国に正当に評価された賜

物ではないかと思っております。 

 そういった意味では、本田市長を中心に市職

員の方々や多くの地域住民が一丸となって協力

し合い、自衛隊やボランティアの方々などと相

まって、被災された方々にいち早く支援の手を

差し伸べた行動力に改めて敬意と感謝の意をあ

らわしたいと思います。 

 しかしながら、その制度も永久に存在するも

のではなく期限がございます。その期限内に、

何としても新庁舎完成までこぎつけなければな

りません。議会においても、新庁舎建設に関連

する情報はその都度市当局から御報告がござい

ましたし、市民の皆様も一刻も早くこの事業を

前に進めてほしいと誰もが願っているものと私

は理解をしておりました。 

 ところがであります。過日、４月22日から24

日に開催された市民と議会との春の懇談会のま

とめ作業をしていたときに、ある文書に目がと

まったのであります。それは、市庁舎建設につ

いて３月上旬の市民説明の際は、駅前から市民

センターまでを一くくりにした大きな円の範囲

内のどこかと説明されたが、わずか４日後に新

聞報道で具体的な場所が示された。このわずか

４日で大きく動いたのはなぜか。たった２日間

の説明会だけで、それまで３案、「とぴあ」周

辺、あるいは東舘町、そして穀町ですが、これ

が一気に１案に決定した感じで、市民、住民と
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の議論、協議がないまま進んでいるという内容

の文章でした。てっきり住民の理解を得ている

ものと思っておりましたので、逆に拙速である

というような内容の意見に私は戸惑いを覚えた

次第であります。 

 そこで質問です。新庁舎建設に関する市民説

明会の実績についての詳細、いつ、どこで、ど

ういった人を集めてというような詳細について、

どのような形で行われたかお伺いいたします。 

○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）  萩野幸弘議員の一般質

問にお答えいたします。 

 一問一答ということで、この２点にわたりの

質問でありますけども、そのうちの１つは本庁

舎、新庁舎という建設問題に絞っての私への質

問であります。この部分につきましては、これ

までも議員各位にもいろいろ説明は申し上げて

きたところでありますけども、今御質問にあり

ましたとおり市民の皆様にどこまで周知をした

のかという部分と、ちょっと進め方が拙速では

なかったのかていう声も聞かれるぞという部分

であります。 

 ただ前段で、この部分についてはやはりこれ

までも議員、議会の場でもいろいろ進めてきた

と、中心市街地の活性化にとっては極めて一つ

の、選択肢としては一つの、何て言いますか評

価できる選択肢ではないかという前提に立って

の、もう少しきちんと市民への説明ていったも

のが必要ではないだろうかというような視点に

立っての御質問と受けとめたところであります。 

 今この問題につきましては、ただいま萩野議

員からもお話ありましたとおり、私も４年前の

３月11日の２時46分ということを今でもまざま

ざと思い出すわけであります。あの庁舎の議会

棟のいわゆる屋根裏と申しますか、４階部分に

当たるところに大変膨大な公文書が収納されと

ったわけであります。これだけの荷重がかかっ

ておったんでは、これは大変なことにもなりか

ねないていうことで、この震災が起きるかなり

前に公文書類を全て撤去いたしまして、バイパ

ス沿いの県の家畜保健所跡に全て収納するてい

う手だてを講じておったわけであります。 

 これ、ある意味においては私は本当に幸いし

たなと。もしもあの文書があのまま４階部分の

中に収納されておったんではあの揺れに耐え切

れずに、単なる座屈じゃなくしてまさに崩壊て

いうことにもつながったんではないかなと。そ

うすればまさに犠牲者も、職員からも市民から

も犠牲者が出たのではないかなといことを考え

ると、あの部分だけでも言うなれば撤去して少

し荷重を軽くしておったというのはまさに幸い

したなというように思ってるわけであります。 

 そのような中におきまして、３月11日に庁舎

中央館が見事にというよりも、見事ていう言葉

を使う部分については適当じゃないかもしれま

せんけども、柱という柱が座屈をし、70センチ

から１メートルぐらい沈んでしまったという結

果になってしまったわけであります。 

 また、大きな余震が来ると倒壊もしてしまう

だろうという中における危機感の中から、あの

ような状態に更地にし、それをどこに持ってく

るかという中における一つの話し合いを議会と

も進めさせていただきまして、「とぴあ」の２

階の部分に本庁舎機能を、そしてまた遠野市議

会機能はこの宮守村の議会機能の中に移設する

ていう中で今を迎えているわけであります。 

 そして、ただいまこの質問の中で市民への説

明会のやっぱりきちんとしてていう部分、これ

私非常に大事だというように思っております。

こういった議会ていう場を通じまして、市民の

皆様にもきちんとした経過、あるいはその背景、

さらには今の現状ていったようなこともお答え

するのもまたこれは議会と当局におけるひとつ

のやり取の中におきる一つの機能ではないかな

というに思っておりますので、非常にタイミン

グのいい質問をいただいたのていうに承知もい

たしているところであります。 

 それで、平成23年の３月であります震災が起

きたのは。そして、庁舎失ったのはその時点で

失ったわけであります。中央館を失ったのは。

それで、この１年後の平成24年５月22日に、市
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民50人による遠野主催による庁舎機能のあり方

を語る市民懇話会を立ち上げております。 

 そして、この翌年の25年５月27日まで７回の

懇話会を開催をいたしまして、庁舎の位置につ

いてはどのように考えようかてことを進めてき

たわけであります。これは客観的に市民の皆様

のいろんな声を集約しながら進めようていう前

提のもとに立ち上げたわけでありますけど、合

計７回ほどの委員会を立ち上げまして、その中

で庁舎位置については中心市街地が望ましいと

いうような一定の方向性をこの懇話会の皆様か

ら示させていただいているわけであります。 

 そういったことを踏まえながら、遠野市進化

まちづくり検証委員会、これは第二次進化まち

づくり検証委員会でございますけども、いうと

ころのしがらみのないまちづくりの有識者とい

った中における意見をいただこうということで、

この委員会の皆様にも現地の視察も含めまして

さまざま検証をいただきました。さらに、こと

しの３月に入りましてこの進化まちづくり検証

委員会の皆様からの一定の方向性もいただいた

ていう中で、市民説明会という形のものを設け

たわけであります。 

 そうした中におきまして、これは同時並行で

ありますけどもこの25年の２月でありましたけ

ども、通常国の財政支援が全くない庁舎建設の

費用が、平成25年２月に東日本大震災の被災し

た公共施設を建てかえる場合に、原型復旧に相

当する分については国の財政支援が措置される

という通知があったわけであります。 

 この制度は、平成27年度がめどとなっておっ

たことから、この財源を有効に活用したいてこ

とからこの部分の本庁舎建設の話が加速したて

いうことは、これは間違いないところでありま

す。確かであります。 

 しかし、ただいま申し上げましたとおりこの

財源が示されたていうことによって加速したて

いうわけじゃなくして、１年後の24年から市民

の皆様50名によるワーキングによりまして一定

の方向性を導き出していただいたと、議論して

いただいたというな一つの背景があるわけであ

ります。そういったことを踏まえながら、国の

財政措置ありきという中で進めてきたわけでは

ないていうことは、この一連の経過からも言え

るんじゃないかなというように思っております。 

 またこの財政支援に対しましても、この震災

復興特別交付税の11億円といったような財源、

さらには被災施設復旧関連事業債約７億円、合

わせて約18億円といったようなこの財源の充当

が見込まれるということになったわけでありま

して、この事業費約23億円必要とするというよ

うな形で試算しているわけでありますけども、

これは庁舎建設費であります。 

 庁舎建設費でありますけども、この部分にお

けるものとして18億円の財源が充当できるとい

うな中から積み立てている基金ていったような

ものも活用しながら、一番大事なのは健全財政

を維持しなきゃなりませんので、健全財政を十

分維持できるという範疇で庁舎を建設できると

いうな見通しに立ったということであります。 

 ちょっと前置きがていうよりも経過説明が長

くなったわけでありますけども、例えば萩野議

員のほうから御質問ありましたとおりこの進め

方がちょっと早いんではないか、いうところの

拙速ではないかというようなお話もあったわけ

でありますけども、市民懇話会の手順を踏んで

進化まちづくり検証委員会のしがらみのない皆

様からも意見提言をいただいてる。庁内でも何

度も政策会議という中における幹部による議論

を行いました。 

 それから、私自身も13カ所に分かれているて

いう庁舎の中で各部を全部尋ねまして、特にも

う管理者除きの一般職員の皆様と直接の対話集

会も行いました。その中で、庁舎問題にどう向

き合うかということも職員の一つの、何と申し

ますか考えといったようなものを直接把握いた

しました。 

 それからまた、市長と語ろう会ていうのも２

月に実施させていただきました。その中におき

ましても、この問題につきましてさまざま市民

の皆様の意見もいただいたというような一つの

経過があります。 
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 そしてさらには、広報等の遠野テレビ、ある

いは記者懇談会、そのような新聞、テレビ報道

等により市民の皆様にも情報提供を可能な限り

丁寧に行ってきたというふうに思っております。

いうなれば手順、手続を踏んだということを、

そう言っていいんじゃないかなというように思

っております。 

 そしてまた市民説明会でも、早く整備場所を

示してほしいと。遠野「とぴあ」の４カ所周辺、

南側あるいは東側、あるいは北側というような

部分の中、西側ですね、東側、西側、南側とい

うよりも早くその中のどこがいいのかてことを

ちゃんと示してほこしいというのが、市民説明

会における市民の皆様の非常に強い要請であり

ました。 

 そのようなことも踏まえまして、再三にわた

る庁内議論も重ね、これまでの経過を今ちょっ

とくどく申し上げましたけども、これまでの経

過をきちんと総括しながら南側ブロックに決定

し、そして３月のこの８日と９日、２日間、遠

野町の市民の皆様に対する説明会、さらには市

内全域に市民の皆様に対する説明といったよう

なことをそれぞれ昼と夜の２回、計４回開催い

たしました。 

 この計４回には、私もみずから出席いたしま

して、関係者の皆様にきちんとこのような形で

遠野のまちづくりを進めたい、健全財政を維持

しながら遠野の身の丈に合った庁舎といったも

のを建設をしたいていうようなことのお話を私

も直接お願いを申し上げまして、出席いただい

た70名の市民の皆様に直接お話を申し上げたと

ころであります。 

 遠野町では実際的には44名出席しております

し、市内全域では約26名の方が出席しておりま

すから、それぞれの手順、今申し上げたような

さまざまな階層も含めればいうところのこのプ

ロジェクトに対する周知と、あるいは説明とい

ったことについては最大限努力をしたというこ

とで、私はそのように認識してるとこでござい

ますのでよろしく御理解をいただければという

ように思っているところでもあります。 

 少々長くなりましたけども、次からは簡潔に

答弁いたしますのでよろしくお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  １番萩野幸弘君。 

   〔１番萩野幸弘君登壇〕 

○１番（萩野幸弘君）  ちょっとまとめるのに

も私も時間かかりましたが、いずれ最後のほう

で遠野町で44名、それから市内全域では26名の

出席をいただいて説明会をやったと。ただそこ

に至るまでには市民懇話会、あるいは進化まち

づくり検証委員会の御提言、あるいは市長と語

ろう会とか広報遠野とも、さまざまなそういう

媒体を使ってやられてきたと。 

 この後の質問にもかぶりますので、ちょっと

えっと思ったのは、最後のほうで、聞いたとき

は「とぴあ」周辺のどこに建設するかというと

ころに行くまでの部分で、どれだけ市民に周知

されたのかなという思いはありますけれども、

次の質問のほうでそれは聞いていきたいと思い

ますし、この質問自体をもってやはり今まで市

が進めてきた内容というものも、ぜひ市民全体

に改めて周知をするという方法として活用して

いただければなという思いで次の質問に移らせ

ていただきます。 

 国の優遇制度を活用して、今お話あった新庁

舎を建設することに関しては、恐らく大半の市

民の方々の御賛同を得られるものと私もそう思

いますし、先ほど私が申し上げた拙速ではない

かという市民の声も、決して建設自体に反対し

ているのではなくて行政による十分な情報開示、

また説明責任を果たしてほしいと、そういう要

望ではなかろうかと私は理解をしております。 

 私も、この声についての裏づけを取るべく市

街地に住んでいる複数の方々から、おのおのそ

れぞれ直接お考えを伺いましたが、総じてほぼ

同様の、やはり十分説明をしてほしいというよ

うな御意見でありました。 

 そのほかにも、建設予定地にかかわる詳細な

疑問点等もありましたが、ここは一般質問の場

ですので持ち時間の関係等々、必要に応じ別の

機会に取り上げさせていただくこととして、こ

の場での細かい質問は差し控えたいと思います。 
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 要は、それだけ市民の皆様には情報が実は、

市長は行ったとは申しておりますがまだまだや

はりこれは100％とはいかず、もうちょっと必

要なのかなという思いを伝えたかったという意

味であります。建設を急ぐ必要があるとすれば、

費用面も含めて東舘町への復元整備はこれが単

純に考えて最有力じゃないのかなとそう思うと

ころでありますし、ほかの方々も結構そういう

意見も多かったのでちょっとここから突っ込ん

だ疑問点をぶつけてみたいと思うんですが、な

ぜ最終的に「とぴあ」周辺への整備案を採択し

たのかもう一度、説明はされているとは思いま

すがそこに絞って御答弁をいただきたいと思い

ます。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この問題に対しての一

連の経過等につきましては御理解をいただいた

ということといたしまして、私もほっともいた

してるところでありますけども、この「とぴ

あ」周辺の整備案を選択したその理由といった

ようなものを、南側ブロックということに決定

したという部分の中における一つの理由を示し

てほしいと。 

 情報開示であり、そのようなものは非常に大

事でありますから、それを議会とも情報を共有

し、もちろんそれを議会とも情報を共有すると

いうことは市民の皆様ときちんと情報を共有し、

課題目標をしながら進めていくていうのがこれ

は非常に当たり前のことなわけでありますから、

これにはこれからも十分を意を用いて対応して

まいりたいというふうに思っておりますけども、

まずこの１つは、６つほど理由としては上げら

れるんではないのかなというように思っており

ます。 

 この利便性、さらには中心市街地にぎわい創

出といったようなもの、これは非常に大きな課

題であります。駅前再開発も含め、そしてこの

中心市街地のさまざまな環境整備には大変な税

金を投じながら環境整備をしてきているわけで

あります。 

 したがって、こういったまちづくりといった

ような部分で「とぴあ」を活用した周辺での整

備が望ましいといったような、この「とぴあ」

というような一つの拠点とどう連携をとるかと。

市民説明会におきましても、先ほど申し上げま

した検証といったものをずっと進めてきたわけ

でありますけども、これからのまちなかの少子

化といったような問題も大きな課題という形に

なってくるわけであります。 

 そういった中における、例えばまちなかに集

合住宅、あるいはちょっと高齢者用のあえて言

えばマンション風の集合住宅といったようなの

を建てながら、まちなかの再開発等もしていか

なきゃならない。いうところの避けて通れない

人口減少といったようなものを考えれば、より

コンパクトなまちづくりといったような一つの

環境整備もしてかなきゃならないだろうという

ように思うわけであります。人口が減るという

ことは職員も減るということになりますから、

そういったものを想定しながら、身の丈の庁舎

といったようなものをその中に位置づけていか

なきゃならないていったようなものもその背景

にありました。 

 ３つ目は、この全体を新築するていった場合

は約31億円ほど、概算でありますけども30億を

超える建設費を要するということになるわけで

あります。そうなってきますと、この「とぴ

あ」庁舎の今の部分を活用するという１つの選

択肢をとれば、約不足する分も増築するという

１つの考え方で今回のこの庁舎問題を考えると

すれば、総額で23億と話をしておりますけども

20億円以下で抑えることも可能ではないかとい

うなことも試算上出てきてるわけであります。 

 そのようなことも踏まえ、いうところの用地

買収費を加えても市役所本庁舎への復元、ある

いは旧穀町職員駐車場と比べても費用を抑える

ことができるというこの「とぴあ」庁舎南側ブ

ロックは、そのようなシミュレーションていう

か試算になったということであります。 

 それから４つ目は、１つはこれは今風化しつ

つあるという部分においては私は一定の危機感
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を持ってるわけでありますけども、東日本大震

災からもう既に４年目に入ってるわけでありま

す。当時を思い出すと、我々も後方支援という

１つのシミュレーションをしとったわけであり

ますけども、緊急に要する食料品であるとかあ

るいはいろいろな燃料であるとか、さまざまな

資機材も含めて備蓄という１つのものについて

は必ずしも十分ではなかったと。 

 当時、被災地のほうにとにかく何でもいいか

ら送ろうという中で送ったときの遠野市が購入

した救援物資は、約4,000万円の数字になって

おったわけであります。幸い県と国から災害救

助法でもちまして全て手当をしていただきまし

たから、市民の皆様の負担といったものはなく

済んだわけでありますけども、この大規模災害

が起きたときのこの備蓄といったようなものも

１つ考えていかなきゃならない。日用品、食料

品、さらには衣料品、あるいは医薬品といった

ようなものも、この備蓄機能をどのように確保

するかと。 

 となれば、あるいはある市民の方にこの話を

しましたらば、こじつけじゃないかていうお話

されましたけども、私はこじつけじゃなくして

「とぴあ」庁舎には商業施設として、いわゆる

下にはスーパー、量販店が入ってますから一定

の食糧を備蓄してるわけであります。 

 そのようなことを考えれば、今の「とぴあ」

そのものはいずれ大規模災害のときには備蓄倉

庫にもなる、備蓄のための備蓄倉庫をつくらな

くても「とぴあ」庁舎そのものが「とぴあ」の

テナントの皆さんときちんと協定を結んでおけ

ば、災害時にはあそこにあるさまざまな日用品、

食料品、医薬品、衣料品、そういったようなも

のも活用できるというようなことにるなるてい

うことに私はなるんじゃないかなと思っており

まして、このような機能も防災拠点としての大

きな利点がその中にも見出すことができんじゃ

ないかなというように思っております。 

 ５つ目は、いわゆるその駐車場、これはこれ

から非常に屋内いわゆる雨や雪にも対応可能な

駐車場、そして今中心市街地の活性化の中で

「とぴあ」周辺の歩道をいわゆる融雪化しよう

かと。いうなれば冬場でも凍ったり雪で滑らな

い、安心して歩けるようなそのような融雪施設

を「とぴあ」周辺にも設置しようというな形で

の今国交省とも協議してるとこでございますの

で、このような環境整備もあわせてできるとそ

ういうことになるわけであります。それから34

0台の駐車場用地は既に確保されてあると。 

 最後の６つ目は、これからの中心市街地の活

性化基本計画等に連動した、遠野市におけるま

ちづくりといった将来構想に結びつけることが

できるといったような一つの展望もこの中から

見出すことができんじゃないのかなていうこと

で、以上６つの視点の中から「とぴあ」のこの

南側ブロックが最適地ではないのかなというな

形での選択をしたということであります。 

 じゃあその「とぴあ」周辺の東側、西側、南

側ブロックにという部分ではどのような議論が

あったのかということで、ちょっとそれにも触

れさせていただきたいと思っております。 

 この３方向の中で南側が最も、言うなれば数

字的には安く済むということが１つありました。

それから、この渡り廊下による接続が非常に技

術的にも可能であるといったようなこと、そし

て今の「とぴあ」庁舎としての一体的な場所が

その中に確保できると。もちろん議会機能もそ

の中に入ってくるわけでありますから、連携も

しやすくなってくるということになるわけであ

ります。 

 「とぴあ」店舗等を挟んで現庁舎と新庁舎の

配置となるために、庁舎としての一体的な場所

として形成でき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もあります。 

 先ほど６つの理由を上げました。それから、

やはり駅といったようなものを中心としながら、

駅前といったようなものも中心としながらそれ

ぞれがにぎわいといったものを創設、生み出す

ことができ、そしてまた活性化といったものは

そこを拠点にして広がっていくというな１つの

ストーリーの中で、この南側ブロックというこ

とで位置づけたということでございますので、
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ひとつよろしくお願いを申し上げたいと思って

おります。 

○議長（新田勝見君）  １番萩野幸弘君。 

   〔１番萩野幸弘君登壇〕 

○１番（萩野幸弘君）  はい、わかりました。

非常に丁寧な御答弁をいただきました。なるほ

どそういうわけで「とぴあ」になったんだよと

いうことなのかなと思っておりますが、しから

ばその先ほどの市長の御答弁の中でもありまし

たが、「とぴあ」周辺ということで議会でも２

月の議員全員協議会の際に配られている資料の

中にも、市庁舎整備計画案ということで、「と

ぴあ」を中心として今の南側も含めて８つの案

が示されたということなんですけれども、差し

支えなければ現状どの案で進んでいるのか、あ

るいはまた別の案が出てきているのか、その辺

の進捗状況を差し支えない程度でお示しくださ

い。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま８つの案の中

からということであったわけでありますけども、

先ほど申し上げましたとおりこの全員協議会で

示したのは８つの案、これはどの案で進んでい

ただろうかという。２月の18日でありますけど

も、今お手元にあるそのような資料をお示しを

申し上げたということもそのとおりであります。 

 この８案の中で、ぴったりと当てはまるもの

はないわけでありますけども、この庁舎整備場

所を「とぴあ」南側の一角とし、約7,000平方

メートルのうち3,000平米の用地を確保するこ

ととし、２階渡り廊下で接続するという、増築

という形に持っていったと。 

 そしてその中で、なかなか南側の候補地内に

は長年そこに住んでいるていう方も関係者の中

にはいらっしゃるわけでありますので、7,000

平米という１つの面積を示したていうのは、こ

の庁舎が建つ部分のみの用地買収ではなくして、

ミニ区画整理のようなものの手法で調査整備用

地を確保したいというふうに考えているという

のも１つの今現在検討している手法であります。 

 したがいまして、先般臨時議会を開きまして、

測量等にかかる予算を１億3,000万ほどでござ

いますけども御承認いただいたということを踏

まえまして、今急ピッチにその作業を進めてお

りまして、ちょっとしたこのあそこの南側ブロ

ックのところをミニ区画整理のような形で、引

き家するところは引き家しながら庁舎用地を確

保し、そして地権者の皆様のいうところの御理

解もいただければなというな考え方で、地権者

の方は23人いらっしゃいます。３月21日、22日、

これは地権者説明会を開催いたしました。約7

4％に当たる17人の方に出席をいただきまして、

以降店子の方が12名いらっしゃいますので35人

全員の皆様に訪問し、説明も既に終わってると

いうことであります。 

 そして、その中におきまして８つの示された

ていうことでありましたけども、この南側ブロ

ックで示したことによりまして今お話したよう

な手順を踏みました。地権者説明会のときにも

私みずから出席をいたしまして、地権者の皆様

によろしく御協力をお願いしたいてことで私の

ほうからもお願いを申し上げてるとこでありま

すし、庁舎建設室のほうにおきましては、個別

訪問しながら一つ一つ理解をいただくような形

で盛岡に出かけたり東京にでかけたりしながら、

今その作業を進めているところでもあります。 

 そのような中で、既に１億2,300万円ほどの

本庁舎整備に係る業務委託料等についても可決

いただいておりますので、先月の５月15日から

そのような、それこそ地権者交渉をさまざまな

形で行っているということでありますので、２

月の18日の議員全員協議会から今話したような

形で再三再四お話をしておりますけども、それ

ぞれの手順を踏みながら、そして今は一人ひと

りの地権者の方々に、あるいは店子の方々にさ

まざまな条件といったようなものを把握しなが

ら、御協力いただくようにということで話し合

いを進めているわけであります。これは、繰り

返しになりますけども単なる本庁舎を建てると

いうことではない、遠野の将来のまちづくりと

いったようなものに本庁舎の建設といったもの
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をその中に位置づけていくと。 

 したがいまして将来的には、ちょっと質問な

いところ勇み足みたいな答弁してしまうことに

なるかもしれませんけども、中心市街地の再開

発事業といったようなものにまで持っていくと

いうような中で、駅前周辺を再編整備していく

というような１つの大きなプロジェクトにまで

持っていきたいものだなあというように思って

いるところでもあるわけでございますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 数字的に繰り返しになりますけども、この地

権者説明会につきましては出席者は地権者の方

が17名、24名中17名、それから店子の方は４人

中３人、計20名、28人中20名がそれぞれ出席を

いただいておりまして、今は個別訪問ていうか

個別折衝の段階に入っているということを申し

添えておきたいというように思っております。 

○議長（新田勝見君）  １番萩野幸弘君。 

   〔１番萩野幸弘君登壇〕 

○１番（萩野幸弘君）  先ほど詳細の部分は差

しかえましたので、そこの部分はその程度にし

たいと思いますが、なぜ先ほどのような質問し

たかというと、その８つの案の中にはいろんな

複合的な案がありまして、その中に例えば庁舎

機能だけではなくてまちなか銭湯とか図書館と

かそういったものも入っている案もあるんです

ね。多分ですけれども、何か風呂も持ってくる

ような話を聞いたとか、そういうような話も出

てるんですよ。ですから、うわさがひとり歩き

すると問題だなという思いで今改めて伺った次

第であります。 

 先ほどから市長が再三申し上げているいわゆ

る中心市街地の再開発、そちらに結びつけたい

と、コンパクトシティとかそういう部分でも、

だからこそ「とぴあ」周辺なんだという結論だ

と思います。 

 これは地元の方々も非常に気にしてるとこな

んですが、じゃあまちおこしあるいは中心市街

地活性化いろんな表現ありますが、具体的には

何をやりたいんだと。ただつなげたいというだ

けで、じゃあ例えば地元が何をすればいいのか

とか、市は具体的に何を考えてそういうお話を

しているのかというのをよく聞かれます。そう

いった何か具体的なビジョンみたいなものがあ

るのであればお示しいただきたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  まさにこの庁舎問題を、

将来の遠野の展望を見誤ることなく見出すよう

なプロジェクトとしてという部分におきまして

は、大変心強い御質問をいただいたというふう

に承知しております。 

 やはり単なる庁舎を整備すればいいという問

題ではありません。今私ども市町村長仲間が集

まれば例の日本創生会議、かつての岩手県知事

を務めた増田寛也さんが座長として発表したこ

の消滅市町村という言葉が出てきました。消滅

集落、限界集落という言葉はこれは使わないよ

うにしようと、そういったとこに住んでる方々

の思いをすればあなたのところの集落はなくな

るよ、もう限界だよてなれば元気が出しようが

ないよなというような話の中からそういう言葉

を使わないようにしようという中に、我々いつ

も集まればそのような話をしてるわけでありま

す。そういった中に、今度は869という市町村

がもうなくなりますよと、消えますよというよ

うな数字として出て、その人口減少率も70％と

か60％ていう中で示されたわけであります。 

 これは我々、議員各位もそうでありますけど

も、基礎自治体という中において懸命に生き残

りをかけながらさまざまな知恵を出し、そして

またいろんな工夫をしながらまちづくりに取り

組んでいる現場にとっては、単なる言葉ではな

いわけであります。あなたの町は、あなたの市

はなくなりますよということを言われたわけで

ありますから、したがってそれはいや単なる警

鐘なんだと、そんなにテンション上げて反論す

るんじゃなくしてこれを素直に受けとめて、警

鐘と受けとめて行うべきなんだという話もある

わけでありますから、それはそれとしてそれも

結構だというように思っておりますけども、こ

の庁舎問題は私は今非常に御質問いただいたと
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いうように思ってますけども、将来の遠野のま

さに展望を見出す１つのあり方として、１つの

庁舎のあり方、市役所のあり方として位置づけ

たいというように思っているわけであります。 

 ある市民の方がこう言いました。いや市長さ

んどうしても建てなきゃならないのかと、今で

もいいんじゃないのと、間に合ってんだからと、

まだまだやらなければならないことがあります

よと、何か困るんですかていう話を言ってきた

人がおりました。やっぱり庁舎ていうものをち

ゃんと持って、それぞれの中で無理をしないで、

国も応援してくれるていうことであればそれを

素直に受けとめながら、そのお金をうまく活用

しながら健全財政を維持し、その国が面倒見て

くれた部分のお金についてはまだまだ使わなき

ゃならない事業なりしなければならないさまざ

まな課題があるんで、説得に向けるていうこと

でまさに身の丈の庁舎として建設しますよ。 

 ただそれは20年後30年後、あるいは40年後と

いったことを見据えながらのまちづくりとして

という中に位置づけているわけでありますから、

ひとつこれに御協力くださいとお話を申し上げ

たわけでありますけども、この中心市街地の活

性化基本計画に基づきまして平成20年度から24

年度にかけまして約４割交付されます社会資本

整備交付金を活用いたしまして、図書館、博物

館のリニューアル、遠野物語の館、旧農協ビル

を活用したあすもあ遠野・観光交流センターな

どを整備してきたわけであります。駅前再開発

も20年ぶりで動き出したわけであります。 

 そのような中におきまして、第２ステージと

いたしまして予算も可決いただいておりますけ

ども、市民センター、体育館、これもかなり老

朽化してきている。必ずしもユニバーサルでは

ない、言うなれば何と申しますか、高齢者とか

障がい者の方々に優しい施設ではなくなってい

るということで大規模改修する、市民体育館と

プールの改修工事、さらには市民会館の改修、

そして駅から市民センターまでの無線無電柱化、

「とぴあ」前の歩道の融雪化ていったような１

つの課題が、これは第２期遠野まちなか再生地

区社会資本整備総合交付金事業として国から認

定も既にされているところでもありますので、

ただこれは時間を要するわけであります。 

 今幾ら４割交付があるって言ったって、後の

６割をどうするんだていう問題が必ずあるわけ

でありますから、国もそのようなものとして既

に国の認定も第２ステージとして認定も受けて

るところでございますので、この本庁舎問題を

このような１つの第２ステージとして位置づけ

ながら、さらにはこれを、繰り返しになります

けども10年20年後の遠野の中心市街地のさらな

るにぎわいといったような、避けて通れない人

口減少社会であればそれを素直に受けとめなが

ら、それに沿った中における環境整備をしてい

ってにぎわいをそこに取り戻していくという中

における取り組みを今のうちから進めなきゃな

らない。それがこの本庁舎問題の１つのプロジ

ェクトもその１つとして位置づけておるという

ことでございますので、ぜひ御理解をいただけ

ればというように思っているところであります。 

○議長（新田勝見君）  １番萩野幸弘君。 

   〔１番萩野幸弘君登壇〕 

○１番（萩野幸弘君）  はい、わかりました。

次、ちょっとニッチなと言いますか、閉義の質

問をちょっとしたいんですけれども、「とぴ

あ」庁舎を構える際にそれまで定期的に使って

いた団体があるわけですね。そういった団体も、

結局退出をせざるを得なくなったというような

過去の実情があります。また、今までのイベン

トスペースのようなところに結局店舗が入った

ことで、いわゆるお客様が休憩したり会話を楽

しんだりするような潤いのスペースていうのが

なくなってしまったよというような声も耳にし

ております。 

 今回そういったことで、「とぴあ」庁舎も含

めたリニューアルといいますか考えているので

あれば、例えば過去にそういうところで活躍し

ていた、あるいはそういうスペースというのの

欲しいなという声にも耳を傾ける必要はあるん

じゃないかなと私は思っております。ですから、

この事業を進める中でそういったものも取り入
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れて、頭に入れながらやっていただきたいと思

うんですが、その辺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）  お答えいたします。全

くそのとおりでございます。これからも丁寧に、

市民の皆さん、関係者の皆さんにきちんと耳を

傾けながら、その中におけるニーズを丁寧に拾

い上げながらこのプロジェクトにきちんと反映

させていくということにつきましては、それこ

そこだわりを持って対応してまいりますので、

ひとつ御支援御理解をいただければと思ってお

ります。 

○議長（新田勝見君）  １番萩野幸弘君。 

   〔１番萩野幸弘君登壇〕 

○１番（萩野幸弘君）  時間が押してまいりま

したので少々急ぎたいと思います。去る５月29

日の新聞各紙に、市長が建築学会文化賞を受賞

したという記事が掲載されておりました。心か

らの祝意をあらわしたいと思います。受賞おめ

でとうございます。記事の中で市長が申し上げ

ているとおり、先人、あるいは先輩たちが築き

上げてきたまちづくりがこれは評価されたもの

として、今後も遠野固有の歴史文化を核にした

地域活性化、そしてこだわりのまちづくりを続

けていただきたいとそのように思っております。 

 そこで、ここでちょっと私の思いといいます

か持論も踏まえながら市長の御所見を最後にい

ただきたいなと思うんですが、これでちょっと

一つ気がかりなことがあります。それはいわゆ

るソフト面であります。つまり今の建築学会、

これはいわゆるハード面のほうを主に受賞対象

ということでありますが、今度はそれを活用す

るソフトといういわゆる人の力が必要ですけれ

ども、果たして現実はどうなんだろうかと、そ

れを考えてみた場合のことであります。 

 今、市長が熱い思いを持ってこれまで御答弁

をいただきました。または地元の住民のごく一

部だけが、例えば一生懸命頑張ったとしてもそ

こに暮らす多くの人々が理解を示し、そして行

動に移さなければなかなか物事は前に進みませ

んし、せっかく建物を立派にしてもそこでその

建物を活用した人の営み、あるいは手入れを施

していかなければ結局朽ち果てていってしまう

のみであります。 

 商業施設がバイパス沿いに集中傾向だとか、

経営者の高齢化、あるいは後継者問題、あるい

は釜石道の全線開通後におけるストロー現象の

懸念など、将来に向けての課題は山積しており

ます。できればこれを契機に、しぼんでしまう

のではなく地元の方々みずからがまちおこしの

具体的な取り組みを企画立案をしまして、情熱

を注いでにぎわい創出に自主的に取り組む姿勢

を示していただければありがたいなと、そして

行政はそれを全面的に下支えをすると。そして

結果的に誰もがここに新庁舎を建ててよかった

ねと思える事業にしていただきたいものだなと

思っております。このテーマ、最後に市長の思

いを改めてお聞かせいただいて最後の質問とし

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）  私に対する質問といた

しましては最後ということでありましたけども、

大変的確な御指摘を受けたというように受けと

めたところであります。 

 先般５月30日でありましたけども、日本建築

学会の会館にもちまして日本建築学会文化賞と。

実は内定通知を受けるまで、そのような形で推

挙されていたということは全く知らなかったわ

けであります。 

 東京大学の工学部の出口教授が、遠野のまち

づくりていったようなものを評価しまして推薦

書を上げたということを後で知ったわけであり

ますけども、その中にはただいまお話ありまし

たとおり昭和63年代から始まる先人の皆様のさ

まざまなこだわりのまちづくりといったものが、

それこそぶれずに遠野のまちづくりの中に生か

されてきたと。 

 私が市長になってからも、博物館のリニュー

アル、図書館のリニューアル、あるいは昔話村
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改め遠野物語の館、そこに伊藤家の住宅を持っ

てくる。駅前再開発事業20年ぶりでよみがえら

せまして、ＪＡ遠野の本店ビルをあすもあ遠野

ていう中で５階建てを、５階４階を減築して３

階建ての新たな拠点によみがえらせたと。 

 それから、例の旅の蔵遠野といったような、

駅前にふさわしい施設も整備したというなこと

がその推薦書の中にはいろいろ書かれてありま

した。そして、その書かれてあった中において

は、昭和63年当時の景観行政の中における大工

町の木歩道の話もその中に触れられてあったわ

けでありまして、まさにここ30年近い先人のた

ゆまぬぶれない努力ていったようなものがその

大賞に次ぐ権威の高いというか、ランクの高い

文化賞というものにつながったんではないかな

と思っておりまして、この場をお借りいたしま

して受賞の御報告を申し上げ、そしてまたこの

部分をまさに名誉として受けとめながら、これ

からもまさにこだわりのまちづくりを行ってい

かなきゃならないかというように改めて覚悟も

いたしているところでもあります。 

 そういった中でハードとソフトと、このソフ

トであります。しかし私はこの部分につきまし

ては非常にいい動きが出てきてるなというよう

に思っております。いろんな場面で事例として

上げているわけでありますけども、ちょい飲み

はしご酒プロジェクトであるとか燃えろ遠コン

であるとか、さらには今ＳＬプロジェクトにつ

きましても大変な民間の皆様のおもてなしの心

が随所に発揮されてきております。 

 この６月14日にはＳＬ銀河と並走して馬が６

頭走る、それから遠野駅にはポニー駅長ができ

る、あるいは騎馬警官があらわれるていったよ

うな、そのような次々と民間の方々のアイデア

がそのような形で出てきておりまして、行政が

ある意味でいったらついていかなきゃならない

ていうような状況も生まれてきているところで

ありますので、私はこれは非常にソフト面てい

ったものはますますという部分につきましては

これは素直に、そしてまた謙虚に受けとめなが

ら、そのような中で民間の皆様のお力をどのよ

うに引き出すのか。 

 また引き出した上にいったら、どのようにバ

ックアップをしていくのかていう部分について、

かなりのそれこそ行政の立場として意を用いな

がら、市民の皆様のそれぞれのアイデアと、あ

るいは行動力といったものに対してバックアッ

プをぜひしていきたいというように思っており

ます。 

 この庁舎機能の問題の中で、先ほど答弁の中

でもちょっと触れようと思ったんですけども、

まちづくりを考える市民ワークショップといっ

たようなものも開催する予定としているわけで

あります。このまちづくりを考える市民ワーク

ショップの中には、本庁舎機能をどのような形

で整理整頓したほうが一番市民の皆さんにとっ

ていいだろうかていうなこともその中で議論し

ていただこうというように思っておりまして、

これを早々に立ち上げようというように思って

おりますので、この中で住民主体の、市民主体

のまちづくり、ソフトをどのように組み立てて

いくのかといったようなことを、それこそバケ

ツジンギスカンを囲みながらでもわいわいがや

がや議論していくといったようなひとつの雰囲

気と環境をつくっていって、そこでまさに知恵

と工夫をその中で見出していくということにこ

れからも、これまで以上に対応していかなきゃ

ならないかというように思っております。 

 ちなみに２月24日に、これからのまちづくり

を考える中心市街地の活性化フォーラムを行い

ました。議員各位にも、かなりの議員さんにも

出席いただいたというふうに承知してるわけで

ありますけども、そこにゲストとしてお招きい

たしました国交省の都市局のまちづくり推進課

の天河課長さん、それからまちづくり伝統士で

あってさまざまいろんな役目をやってます高松

丸亀町商店街振興組合理事長の古川さんていう、

高松丸亀町の組合長さんにもおいでいただきま

した。 

 この方から、このような言葉をいただいてお

ります。遠野の方は意識されないかもしれない

が、外の人間には遠野の方は強い求心力、団結



－ 17 － 

力があると感じた。民話等の歴史、そして文化

資産、資源、たくさん持っている遠野市だ。し

かし、その中で一番の財産は人の力ではないか

というような感想を漏らしてお帰りになったわ

けでありますけども、この人の力といったよう

な土壌があると。 

 これはまさに住民の力と行政が一体となって、

さまざまな課題に挑戦していくという底力があ

るということをこのお二人は申したんではない

かなというふうに思っておりますので、私はこ

れを文字どおり素直に受けとめ、市民の皆様と

今御指摘のありましたとおりソフトも大事だよ

と、ハードいろいろやってきたことは評価する、

しかし本当にそこに魂が入ってるのかという部

分については、この言葉を人の力といったよう

なものをきちっと踏まえながら、これからのま

ちづくりに市民の皆様とともども取り組んでま

いりたいというに改めて決意をいたしてるとこ

でございますので、それをもって答弁とさせて

いただきます。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午前10時55分 休憩   

────────────────── 

   午前11時05分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 １番萩野幸弘君。 

   〔１番萩野幸弘君登壇〕 

○１番（萩野幸弘君）  先ほどは中心市街地活

性化対策と新庁舎建設ということで、市長から

丁寧な御答弁をいただきましたので、このテレ

ビをごらんになっている市民の方々にも恐らく

伝わったんではないかなと思いますが、いずれ

10人が10人、100人が100人、全会満場一致でと

いうことであればそれは理想ですが、やはり多

種多様な考え方が市民の中にもあると思います。

今後も引き続きそういった声にも耳を傾けなが

ら、情報を積極的にお伝えしながら進めていた

だきたいと思います。本当に職員の皆様にはお

疲れさまでございます。 

 それでは次に大項目２点目、学校給食の現状

についての質問に移りたいと思います。 

 過日、大阪市で中学１年生を対象にこの春か

ら実施した全員給食、これが量が少ないとかお

かわりができないということで問題になってい

るとの報道がございました。成長期の子どもた

ちの適切なカロリー摂取は学力や体力の向上に

不可欠ということで始めたにもかかわらず、性

別や体格の違う子どもたちに均等な仕出し弁当

を配付すること自体配慮に欠ける、そういう報

道でございました。また、新潟県三条市では、

米飯給食に牛乳が合わないという理由で試験的

にメニューから牛乳を外すという報道が波紋を

広げているということであります。 

 これらを受け、じゃあ本市の場合はどうかと、

栄養バランスや量、品数においても恐らく万全

の配慮がなされているものと思いますが、この

機会に御確認をさせていただきます。 

 まず第１点目には、今お話したことを受けて

学校給食の量や品数、おかわりの可否に関して

どのような規定があるのか。はたまたないのか

についてお尋ねをいたします。 

○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）  萩野議員の御質問に

お答えします。 

 まず学校給食の量については、学校給食法で

定められております。その中で、学校給食実施

基準によって内容が決まってまいります。学校

給食実施基準では、年齢に応じたエネルギーの

量、タンパク質、脂質、ナトリウム、カルシウ

ムなど給食１回当たりの摂取量が定められてお

り、本市ではそれに沿って献立を作成しており

ます。品数については、主食、主菜、副菜、汁

物、牛乳、日によってデザートがつくこともあ

り、品数は５から６品目となっております。お

かわりについては、摂取基準によって配食しま

すが、子どもによって体位、活動量等が一人ひ

とり異なっておりますので、個に応じて学級内

で配食量の調整をしており、おかわりができる

こともあります。 

○議長（新田勝見君）  １番萩野幸弘君。 
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   〔１番萩野幸弘君登壇〕 

○１番（萩野幸弘君）  はい、わかりました。

それら今お話、御答弁いただいたことで、栄養

バランスについては特に吟味をされているなあ

という印象を受けましたが、しからばじゃあ味

はどうなんだろうかといったところも含めて、

児童・生徒あるいは保護者の方々、そういった

方々の御意見御要望というのを例えば取り入れ

ているものなのか、それとももう全く規定の中

でやっているのかと。そういった部分について

はいかがでしょうか。 

○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）  児童・生徒、保護者

の意見、要望については、学校に配置されてお

ります栄養教員等が、各学校での食に関する指

導の時間やＰＴＡを対象にした給食試食会の際

に聞いております。それを参考にしながら、給

食の献立作成の一つの参考としております。味

についての保護者の声は、今申し上げた給食試

食会以外は直接的に聞いてはおりません。 

○議長（新田勝見君）  １番萩野幸弘君。 

   〔１番萩野幸弘君登壇〕 

○１番（萩野幸弘君）  私の耳には、一部だと

は思うんですが実際に聞いていることとしては、

味についてちょっと改善の余地があるかなとい

うような御意見も一部には賜っておりますとい

うことだけはお伝えしたいと思います。やはり

せっかく栄養バランスのいいものを調理してい

ただいてても、子どもたちが食べないことには

何ともならないと思いますので、ぜひ御参考ま

でにお話をさせていただきます。 

 次の質問に移ります。ネットで調べたんです

けれども、給食費の未納問題についてちょっと

現状を確認したいと思います。 

 ことし１月の報道だったんですが、全国の公

立小中学校で平成24年度に学校給食費を納めて

いない児童・生徒の割合は0.9％で、未納分の

総額推計約22億円に上ることが文科省の調査で

わかったそうです。そこでなんですけれども、

本市における給食費の収納率と近年の推移、そ

れをお示しいただければと思います。 

○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）  現年度分については、

平成21年度が99.91％です。22年度が99.98％で

す。23年度は100％、24年度は99.75％、25年度

の決算見込みで99.59％となっております。24

年度、25年度と収納率が下がっておりますが、

滞納者への納付督励の動きが余りよくなかった

と反省しております。滞納繰越金については１

年おくれになりますが、翌年度中に完納いただ

くよう納付督励をしており、24年度、現年度の

滞納繰越は25年度中に完納しております。25年

度の滞納者については、26年度今年度中に完納

を目指していきたいと考えております。 

○議長（新田勝見君）  １番萩野幸弘君。 

   〔１番萩野幸弘君登壇〕 

○１番（萩野幸弘君）  はい、わかりました。

この調査、先ほど私が申し上げた調査は全国約

２万9,000校のうち583校を抽出して、児童・生

徒約20万6,000人に実施をし、滞納者が１人で

もいる学校の割合は46％、前回より４ポイント

減少したとのことです。先ほど教育長の答弁で

も、総じて遠野の場合は収納率は良好なのかな

と思いながらも、100％ではないというところ

にちょっと着目して次の質問としたいと思いま

す。 

 全国でも、未納の原因について学校に尋ねた

ところ、保護者の責任感や規範意識の問題とい

うのが61％で、前回より８ポイントも増加して

いると。規範意識ですね。一方、保護者の経済

的な問題、これは33％で逆に前回より９ポイン

ト減少。いわゆる規範意識のほうは高くなって

いるという全国の状況のようでございますが、

本市においてやはり経済的理由以外の規範意識

の欠如に類似するような、そういった事例はご

ざいますでしょうか。 

○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）  本市においても、経

済的理由以外での議員おっしゃられた規範にか
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かわるような案件は、数は少ないですけどもあ

ります。しかし、訪問、電話等で完納目指して

今後とも頑張っていきたいというふうに考えま

す。 

○議長（新田勝見君）  １番萩野幸弘君。 

   〔１番萩野幸弘君登壇〕 

○１番（萩野幸弘君）  質問時間も残り少なく

なってまいりましたので、飛ばしてまいりたい

と思います。 

 ただいま教育長から、ないと言えば違うと、

あると言えばあるというようなお話でした。収

納に関して先ほど、結局滞納繰越も翌年度には

何とか納めてもらうようにお願いをしていると

いうことで、本当にその努力には感謝を申し上

げたいと思っております。 

 先ほどの御答弁を受けて、ここで提案を交え

た質問させていただきたいんですが、収納率向

上を目指した一つの案としまして、恐らく口座

振替そういったものが大半じゃないのかなと思

うんですが、これを見直していわゆる直接集金、

そういったものに切りかえるといった案はいか

がでしょうか。 

 つまり、給食費を直接いただきに各家庭を回

ると。これは確かに手間はかかるんですが、顔

の見える集金活動をすることで保護者同士、あ

るいは各家庭と学校間のコミュニケーションが

図られ、納めなければならないという義務感、

そういったものを再認識していただくためには

有効な手段の１つではないのかなと思うところ

でありますが、この点についての御見解をお聞

かせいただきたいと思います。 

○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）  以前は確かに各地区

ごとに集金の役の方が回って収納してたという

時代もありました。現在は銀行振込ということ

で、より確実な方法で推移しております。今の

方法を、いろいろ先ほど申した規範の低い家庭

も出てきてる実態にございますけども、今の方

法で踏襲したいというふうに考えております。 

○議長（新田勝見君）  １番萩野幸弘君。 

   〔１番萩野幸弘君登壇〕 

○１番（萩野幸弘君）  収納率が99％を超えて

いるわけですから、そういったご答弁もそのと

おりかなとは思います。いずれやはりそういう

給食費を納めていただくことで健全な給食とい

う制度も成り立っていると思いますので、何と

かそういうおくれぎみな方には特にも丁寧な御

説明、御理解をいただくように今後も努めてい

ただきながら、何とか100％を維持していくよ

うな形になってくれればなあという願いがあり

ます。 

 次に、食育という点での質問に移りたいと思

います。学校給食について、文科省では、食を

通じて地域等を理解することや食文化の継承を

図ること、自然の恵みや勤労の大切さなどを理

解することも重要、子どもたちが食に関する正

しい地域と望ましい食習慣を身につけることが

できるように、学校においても積極的に食育に

取り組んでいくことが重要であるというふうに

訴えておりますが、これを踏まえて本市各学校

がそういった食育の観点からどのような教育を

実践されているかについて、具体事例がありま

したらお聞かせいただきたいと思います。 

○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）  学校での給食を通じ

ての食育については、各学校で年２回学校給食

センターの栄養教諭等が学校に出向き、給食を

通して食に対する正しい知識、望ましい食習慣

を身につけることができるように、食に関する

指導を行っております。また、毎月の献立表に

よくかむことの大切さなど食育に関する記事を

掲載し、啓発活動に努めているところでござい

ます。 

○議長（新田勝見君）  １番萩野幸弘君。 

   〔１番萩野幸弘君登壇〕 

○１番（萩野幸弘君）  はい、わかりました。

年２回掛ける学校数ですからそれなりに御苦労

があろうかと思いますが、何とかそれを維持し、

あるいはさらに内容の濃い企画を打ちながら、

子どもたちに食の大切さというものを訴えてい
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っていただきたいと思います。 

 そしてまたこの食育も、文科省でまた次のと

おり唱えております。地元でとれたすばらしい

食材を活用したおいしい給食を味わいながら郷

土愛をはぐくみ、自然と社会の仕組みなど正し

い知識と望ましい食習慣を身につけて、さらに

は社会人になっても末永く地元に根差してもら

えるような人材育成に資する、文科省の唱えと

私の思いが混じっておりますけれども、そんな

食育をぜひ実践していただきたいと思うわけで

あります。 

 そういったことで、栄養教諭も回っていると

いうことなんですがそのメニュー、その中によ

り一層の地場産物の活用、そういったものもぜ

ひ充実していただければなあと思っております。

そういった地産地消の観点から、地場産品の食

材を積極的に取り入れることについての現状に

ついてお話をいただきたいと思います。 

○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）  学校給食における地

産地消率は、昨年度25年度重量ベースで67.6％

になっております。野菜が43.9％、米は100％

遠野産でございます。野菜については、市内の

５つの産直で組織する遠野市産直給食会に納品

をいただいております。 

○議長（新田勝見君）  １番萩野幸弘君。 

   〔１番萩野幸弘君登壇〕 

○１番（萩野幸弘君）  はい、わかりました。

この地産地消これにつきまして、昨年10月に私

ども教育民生常任委員の行政視察で鹿児島県志

布志市におじゃまをいたしました。そのときの

事例もちょっと紹介をしたいと思います。 

 志布志市では、有機栽培の野菜を使用した学

校給食、これを昨年の４月から実施をしている

ということです。この有機野菜、市内の農家８

戸と農業生産法人３社で構成される志布志市有

機部会という部会が生産をしているものだそう

です。 

 この有機農産物あるいは有機野菜と表示する

ためには、まず１つ、農薬や化学肥料は原則使

用してはいけないと。そして２つ目には、種ま

きまたは植えつけの時点から２年以上さかのぼ

って、禁止されている農薬や化学肥料を使って

いない農地で栽培されていることなどの条件を

満たし、さらに農林水産大臣の認定も必要など

などとさまざまなハードルが立ちはだかってお

ります。 

 昨年４月にやり始めたばかりとはいえ、この

ような高いハードルに立ち向かいながら、子ど

もたちに質の高い給食を提供しようと努力して

いる姿勢に私は感銘を受けて帰ってきた次第で

あります。本市についても、有機とはいかない

までも、せめて地場でとれる食材は全量地元産

で賄うくらいの給食を提供してくれたらと考え

ております。 

 そこで、先ほどは御答弁をいただいて、米に

ついては100％、野菜は43.9％ということなん

ですが、今後さらにこれをそういう地場産品の

食材利用率を高めていこうとした場合に、現状

でも入れているわけですが現状での課題、例え

ば安定供給の件、品質、サイズ、コストなど、

これは現状何か感じている部分があるのか、そ

して今後の見通しはどうなのかについて、もし

何かありましたらお聞かせいただきたいと思い

ますがいかがでしょうか。 

○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）  議員おっしゃるとお

り、地元でできたものを子どもたちの口にとい

うあたりは賛成でございます。安定供給を考え

た場合に、特にも課題になっているのは冬期間

の品数をいかに確保するかというあたりが大き

な問題かと思います。 

○議長（新田勝見君）  １番萩野幸弘君。 

   〔１番萩野幸弘君登壇〕 

○１番（萩野幸弘君）  恐らくそういった御答

弁があるのかなと私も考えておりました。ぜひ、

特に農業担当の職員の皆様にはそれをぜひ参考

に、何とかそれを通年で安定にいいものを供給

できるような、ハウス栽培なのかどうなのかそ

ういったものも考えることで一次産業の活性化
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にもつながっていくんではないかなと個人的に

は考えるところであります。言うは易し行うは

難しかもしれませんが、そういったものもぜひ

連携をして考えていただければなと思っており

ます。 

 時間も押しておりますので最後の質問にした

いと思いますが、本市の学校給食を調理する総

合食育センター、この施設は最新の設備を備え

て安心・安全な給食を提供する意味では、万全

の体制を整えていると私も思っております。 

 昨年のオープン以来、何度か異物混入の報告

がございましたが、現在はその教訓を生かしな

がら、本市の将来を担う子どもたちにおいしい

給食を提供してくれているものと思っておりま

す。しかし、現状に甘んずることなく今後もさ

らに品数や量、特においしさ、栄養バランス、

そして今まで話された食育の面、あるいは地場

産品の活用率など、あらゆる面でレベル向上に

努めた取り組みを期待しております。 

 この私の質問の総括として、教育長が総合的

に今学校給食に対して抱いてる思い、そういっ

たことをぜひお話をお聞かせをいただければな

と。それを結びの質問としたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

○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）  総合食育センターが

学校給食を提供して１年がたちました。先ほど

議員から、異物混入についてのコメントもあり

ましたんですが、先週末まで残念ながら７件発

生しております。子どもの健康被害とかに至ら

ない小さなものですけども、７件残念ながら発

生しております。 

 子どもたちが毎日給食を楽しみにしていると

いう声が聞こえてまいります。これを励みに、

食生活改善グループ遠野地方Ｙ・Ｙ・Ｙ推進女

性の会の皆様の協力を得ながら、さらなるメニ

ューの開発、地域の食材を利用したおいしい給

食が提供できるよう、また遠野の食文化や地域

の農産物への理解を深め、食育推進と給食を通

じた地域食材の消費拡大による農業振興にも寄

与できるよう精進したいと考えております。 

 また、学校給食における食育は、未来を担う

子どもたちを育てる上で重要な役割を果たして

いると思います。この食育推進については、子

育てするなら遠野推進本部においても小中学校

はもとより、幼児期から成人を含め食育の大切

さを総合食育センターぱすぽるから、公報や遠

野テレビを活用し積極的に広く情報発信をして

まいり、孫育てを担っていただく世代の健康寿

命の延伸を含めた食育推進に努めてまいりたい

と考えております。 

○１番（萩野幸弘君）  以上で私の質問を終わ

ります。 

○議長（新田勝見君）  次に進みます。11番小

松大成君。 

○11番（小松大成君）  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。 

 質問の内容は４点でございます。今、参議院

で審議されております医療介護総合法案につい

て、市長の見解です。 

 ２つ目には、日本オーストラリアＥＰＡ大枠

合意に対する市長の見解でございます。 

 ３点目は、教育委員会改革に対する教育長の

見解をお伺いいたします。 

 ４点目には、規制改革農業ワーキンググルー

プが取りまとめた農業改革に対する意見に対す

る農業委員会委員長の御意見をお伺いしたいと

思います。 

 その前に、３.11から早やといいますか３年

３カ月たちました。マスコミによっては、地方

議会における取り上げが少なくなった、風化し

てるような印象を受けるといったような報道が

なされておりました。私自身は身内に被害者が

いるものですから、これは風化させてはいけな

いと思っておりますので、改めて被害に遭われ

た方にお悔やみとお見舞いを申し上げたいと思

います。 

 今３月末現在で状況を調べてみました。応急

仮設住宅は１万1,546世帯、ピーク時の87％だ

そうです。いわゆるいまだ１割近くのみ自宅に



－ 22 － 

帰れないといったような大変な状況です。見な

し仮設住宅を含めると１万4,434世帯、約３万3,

000人が避難生活を送っておる現状では、大き

な変化がつくられていないといった悩みがあり

ます。本当にこの状況、私の身内の話をしまし

ても、大変な状況だなと思っております。 

 そうした中でも、被害者の国保、高齢者医療

の自己負担これが岩手県によって、国の制度は

打ち切られましたけれども岩手県が独自にこの

制度を打ち出して頑張っているといった岩手県

の県政に対して、私はかなり批判を持ってます

けれどもすばらしいなあと思った感情を抱いて

おります。これからもこの制度を続けていただ

くよう望む次第であります。 

 さて、質問に入ります。今言いましたとおり、

国保と後期高齢者医療の問題が大変問題になっ

ておりますけれども、今問題になっているのは

衆議院で可決され、現在参議院で審議されてい

る医療介護総合法案、今後の医療行政と介護保

険制度へ及ぼす影響の大きさから、関係者の大

きな関心を集めております。 

 この法案の大きな問題点は、要支援者は訪問

通所介護は保険給付で受けられなくなること、

特別養護老人ホームは原則要介護３以上でない

と入れないこと、介護保険に２割負担を導入す

る、入院ベッドを削減し患者を締め出すなど、

現行制度を大改編する、このような内容です。 

 政府は、介護保険で必要な人は専門的サービ

スを受けられると繰り返してきました。ところ

が、我が党国会議員の質問に対し田村厚労相は、

専門的サービスが必要な人の基準は極めて狭い

ものだ、１つには日常生活に支障を生じる認知

症の人、２つ目に自分の生活管理ができない人、

３つ目にコミュニケーションなど社会性を構築

できない人、４つ目には退院直後で集中的な支

援が必要な人の４つということです。大変狭い

解釈です。 

 このように厚労相の国会答弁で明らかになっ

たことは、多様な介護状況にある要支援者の大

多数を専門的サービスから締め出す基準が明ら

かになりました。これらのことから、介護関係

者の中からやはり必要なサービスをうけられな

くなるのではとか、介護の重度化が加速すると

の懸念の声が上がっています。認知症の該当者

については、日常生活自立度２を例に上げ、要

支援の７から８％に当たると説明。その中にも

専門的サービスを受けられない人がいるかもし

れないと述べました。 

 総合法案で、要支援者は専門的サービスを保

険給付で受けられなくなります。かわりに市町

村が代替サービスを提供することとなります。

政府は、専門的サービスが必要な人は市町村が

適切に判断して提供すると説明してきました。

しかし、自立度２より低い自立度１は何らかの

認知症を有するとされるケースで、厚労相の説

明では専門的サービスの対象外になります。20

12年度のデータでは、認知症と判断された人が

要支援の約５割に上り、その８割以上は自立度

１となっているようです。 

 つまり大多数の人が専門的サービスの対象外

にされてしまいます。その対象外とされた非介

護者を地方自治体、つまり当市遠野市がその専

門的サービスを現状どおり提供することが可能

なのでしょうか。疑問に思います。市町村が行

う要支援向け事業の費用には総枠が設けられて

おり、専門的サービスが切り捨てられていくこ

とは目に見えています。 

 全国に１万1,000人の会員がいる認知症の人

と家族の会の田部井康夫理事は、自立度２の認

知症の人や退院直後で状況が安定しない人は要

介護と認定される原則であり、こんな基準では

要支援者の大多数が排除され、医学的な判断基

準に照らしても生活に支障のない認知症などあ

り得ない、自立度１など初期の認知症の人を専

門的ケアから除外するのは早期の対応が重要だ

という国の認知症施策とも矛盾している。そも

そも要支援とは専門的ケアが必要だという認定

であり、外していい人は１人もいませんと怒り

心頭に話していました。 

 さらに、厚労省老健局がいう基準が漠然とし

たイメージだといういうのなら、自治体の恣意

的な判断から幾らでも対象者を狭めることがで
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きる。要支援と認定された人を専門的支援から

外す枠組みそのものが筋違いなのであり、法案

は撤回するしかないと訴えていました。 

 また、改正案に対する地方議会からの異議申

立意見書は210議会にも達したようです。ほと

んどの意見書は、市町村によって介護サービス

の質に大きな差がついて不均衡になり、社会保

障の公平性が維持できなくなることへの懸念を

表明しています。一定所得以上の人が介護サー

ビス利用を２割負担にすることは、住民のサー

ビス利用を抑制して症状の悪化につながること

への問題を上げ、その弊害を強く警戒するもの

も少なくありません。特別養護老人ホームへの

入所基準を、原則要介護３以上に限定すること

については、現場の実態とかけ離れていると指

摘しています。 

 介護医療法案は介護の社会化に逆行し、制度

の理念を否定するもの、介護保険の理念を壊し

かねない制度変更といった広範な国民関係者の

声に真摯に耳を傾けるべきですが、安倍政権に

はその気はほとんどないようです。 

 介護保険関連だけでも、これだけの大改悪が

盛り込まれている医療介護総合法案の重大性は

それにとどまりません。法案は入院患者の締め

出しにつながる病床再編を推進する医療法改悪

など、10数本の法改正案がひとまとめにされて

います。看護師の医療行為の拡大案、医療事故

調査の仕組みにかかわる案など、本来一つ一つ

徹底審議が必要な改定案ばかりです。 

 国民の命と健康といった医療制度と、高齢者

と家族の安心といった介護保険制度といった本

来違った社会保障制度、この体制などかかわる

重大法案をごちゃまぜにしてスピード審議で済

まそうとする政権と与党のやり方は、まさに暴

走政治と言わざるを得ません。 

 介護医療法案は現在国会で審議中ですが、こ

の法案が成立となれば実施主体となる地方自治

体が相当の努力をしたとしても、現在の介護制

度における被保険者に対するサービスの維持が

困難になると思われます。今後の国の介護医療

総合法案に対する市長の見解、見通しをお伺い

したいと思います。 

 次に、日本オーストラリアＥＰＡの大枠合意

に対する市長の見解を伺います。安倍首相は４

月７日にオーストラリアのアボット首相との首

脳会談で、日本オーストラリア経済連携協定、

ＥＰＡを大筋合意したと発表いたしました。こ

のことは、たび重なる重要農産物の輸入拡大に

歯どめをかける国会決議を踏みにじって、牛肉

関税の大幅引き下げを受け入れたことは農業者、

とりわけその影響の大きい畜産農家にとっては

許しがたい暴挙と言わざるを得ません。 

 大筋合意は現行の38.5％の関税を冷凍牛肉で

19.5％、冷蔵牛肉を23.5％に引き下げ、関税の

引き下げに係る期間を長くすると共に、国産牛

肉と競合する冷蔵牛肉の関税を冷凍牛肉よりも

高く設定したと。いわゆる事実上の関税輸入枠

設定やオーストラリア産牛肉に設定した政府

ガードも導入した、このことをもって農林水産

大臣はぎりぎりの線を確保できたと。あたかも

国内産牛肉への影響が回避されたように発言し

ていますが、畜産農家の心情としては冗談では

ないといったところです。 

 もともと、ＷＴＯスタート地点の牛肉関税は

70％だったのです。ずるずると引き下げて、今

日に至りました。これ以上の関税の引き下げは

日本の畜産農業にとって死活問題であり、許さ

れないといったのが私の心情です。 

 初年度の冷蔵牛肉の輸入枠を2012年の11万6,

000トンから13万トンに大幅にふやして、さら

に10年かけて14万5,000トンまでふやすとして

いるように、牛肉の輸入量は確実に拡大されま

す。関税引き下げでオーストリア産牛肉の価格

が下がれば、乳用牛を中心に国内産牛肉の価格

低下は必至、牛肉相場全体に普及する可能性も

高まります。つまり、和牛においても無関係で

はないといったのが私の感想です。 

 日本オーストラリアＥＰＡ交渉は2007年４月

から2012年６月まで、16回の交渉を行ってきま

したが、合意に至らず中断しました。交渉に先

立って自民党は米、小麦、牛肉、乳製品、砂糖

など、重要品目を協定から外して再協議するこ
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と、万が一、我が国の重要品目の柔軟性につい

て十分配慮が得られないときは交渉の中断を含

め、厳しい姿勢で臨むことなどの決議を行って、

衆参の農林水産委員会も同様の決議を上げてま

す。このような決議のもと、関税の撤廃引き下

げを強行に要求するオーストラリアとの交渉が

またまた中断していたという経過があります。 

 今回の交渉再開に当たっても、安倍首相、林

農林大臣をはじめ、自民党幹部も国会決議を重

視して、交渉に当たることを繰り返し約束して

おりました。このような経緯にも拘わらず、今

回の唐突な日本オーストラリアＥＰＡ大枠合意

は国会決議と相いれず、国民への背信行為であ

り許されないといったのが、私の感想です。こ

の畜産業が重要な産業となっている岩手県とし

て、重大な問題として国に対して申し入れをし

たそうであります。遠野市としても、畜産業の

みならず農林業全般に関わる重大な問題です。

日本オーストラリアＥＰＡ大枠合意に対する市

長の見解をお伺いします。 

 次に、教育長に国の教育委員会改革案につい

て見解をお伺いいたします。 

 この質問は、３月定例会一般質問で同僚議員

からも問いただされました。そのやりとりから、

私自身の理解不足かもしれませんが、納得でき

兼ねました項目がありましたので、お聞きいた

します。 

 政府は教育委員会制度を変えるための法案、

地方教育行政改正案を今国会に提出、現在国会

で審議中であります。その内容は一言で言えば、

今の教育委員会に問題があると、政治権力が教

育に介入支配しようとし得る内容です。 

 政治が教育に果たす役割、責任は条件整備な

どによって、教育の営みを支えることです。政

治が教育内容に介入し、ゆがめるようなことは

絶対行ってはならない、民主主義を標榜する国

家にとって当然のことであります。しかし、沖

縄県竹富町の教育委員会教科書採択問題で文部

科学大臣が直接、苦言を呈するなど、安倍政権

のもとで常軌を逸したと言える教育への露骨な

政治介入や発言が恒常化してきていると見える

のは、私の考えすぎでしょうか。 

 教育委員会は国や市長、首長から独立した行

政組織であることに最大の特徴があります。政

府の法案はその独立性をなくし、国と首長の支

配化に置こうというものです。法案はその自治

体の教育政策の台本となる大綱を決定する権限

を首長に与えます。今の制度では基本的に教育

委員会の権限に属するものです。 

 首長は、その自治体の教育についての大綱に

学校統廃合を進める、愛国心教育を推進するな

どどんな内容でも盛り込むことができます。教

育委員も教育長も大綱に即して、教育行政の運

営が行われるよう意を用いなければならないん

だとされています。しかも、この大綱は政府の

教育振興基本計画の基本的な方針を参酌してつ

くることが求められています。 

 要するに、国の方針をもとに首長が大綱を決

め、その大綱を教育委員会に具体化させようと

いうものです。さらに法案は教育委員会を代表

する教育委員長をなくし、自治体幹部である教

育長に教育委員長の役割を与えます。 

 現在、教育長は教育委員会が任命し罷免もで

きます。首長が議会の同意を得て任命するよう

に変えられます。また、教育委員会は教育長に

対する指揮監督の権限も奪われます。これらは、

教育委員会と教育長の関係を逆転させ、教育委

員会を首長任命の自治体幹部である教育長の支

配下に置くものです。 

 こうして法案が具体化されれば、教育委員会

の独立性は大きく損なわれて、首長と教育長に

強く支配されることになります。教育は子ども

の成長発展のための文化的な営みであります。

教育は教員と子どもの人間的な触れ合いを通じ

て行われるものであって、自由や自主性が欠か

せません。何をどう教えるかは関係する学問、

教育学に基づく必要があります。だからこそ憲

法のもとでは、政治権力による教育内容への介

入支配は厳しく戒められています。 

 今回の法案は国や首長が露骨に教育内容に介

入する仕組みをつくるものであり、憲法に保障

された教育の自由と自主性を侵害するものに他
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ならないと私は考えておりますが、教育長はど

のようなお考えをお持ちでしょうか。 

 次に、規制改革会議の農業ワーキンググルー

プが取りまとめた農業改革に対する意見につい

て、農業委員会会長にお伺いします。 

 規制改革会議ワーキンググループが取りまと

めた農業改革に関する意見、農業委員会公選制

の廃止、都道府県農業会議、全国農業会議所制

度の廃止など、唐突ともいえる内容の意見書を

取りまとめました。 

 農業委員会は公職選挙法に準じて、農業者か

ら選ばれた委員が多数を占めることで、農家の

代表機関、農民の議会とも呼ばれております。

報告書はその基本的性格を奪い、制度の民主的

性格を破壊させるものと、私は思っています。 

 選任委員も農業団体からの推薦制度を廃止す

るとしています。農業者の声、要望を排除する

狙いは明らかではないでしょうか。農業委員会

の役割に関して、意見公表、行政庁への権利等

は法律に基づく業務から除外としていますが、

農家の意見、要望を農政に反映させるという農

業委員会の役割を指定する暴論と言わざるを得

ません。 

 さらに、意見は農業委員会の自主性、主体性

を強化するとして都道府県農業会議や全国農業

会議所の廃止を打ち出しています。農業委員会

にはみずからの使命を認識し、的確な業務の執

行を求め、農水省や都道府県農政部局が適切な

助言を行うとしています。 

 これでは、地域農業は農地に関する取り組み

など農業者の要求、意見が葬りさられ、農業委

員会が政府の下請け機関にさせられてしまいま

す。 

 規制改革会議は、競争力のある農業の育成を

掲げ、企業の農業参入を強調しています。その

中で、農業委員会が農地の貸借で閉鎖的で恣意

的な運営を持ち、外からの企業参入を阻害して

いると執拗に攻撃してきました。農地中間管理

事業では、農業委員会の関与を除外し農地に関

する権限を中間管理機構や市町村に移していく

ことを明確にしています。 

 さらに、意見では農業委員会制度の自主的な

解体を狙ったものとなっています。株式会社の

農地所有の道を大幅に広げる提案も含まれて、

農地を狙う財界の意向が色濃く反映されていま

す。国の貧困な農業政策の中で、遠野市の農業

委員会は農業が、困難が広がる中で、遊休農地

の解消、担い手の確保など懸命に取り組んでい

ます。そうした努力は苦労を見ずに、実態とか

け離れた議論をふりかざす規制改革会議の意見

は暴論以外の何者でもないです。 

 この規制改革会議になる意見に対する農業委

員会会長の御意見をお伺いいたしまして、質問

を終ります。 

○議長（新田勝見君）  午後１時まで休憩いた

します。 

   午前11時55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。 

 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

問にお答えいたします。 

 私のほうには、医療保険総合法案のこの現状

についてどのような認識をしているのか、ある

いは２つ目は、日本オーストラリアＥＰＡ大枠

合意に対する市長の見解はと、2つでありまし

た。 

 まず、1点目の医療介護総合法案についての

私の認識を御答弁として申し上げたいというよ

うに思っております。 

 医療制度の見直しによる遠野市の影響はどの

ようになるのかということでありますけども、

そのような事も踏まえてのそれぞれ要点、この

問題に対する１つのキーワードがありました、

質問の中には。十数本の法改正がひとまとめで

審議されているというような問題がありました。

そんな言葉がありました。それから、これは厚

労省の老健局が話したということで、質問の中

に触れられておりましたけども、この基準が漠
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然としたイメージで捉えられるとなれば、自治

体の恣意的な１つの判断で、はっきり言えば、

どうにでもできるっていうことにもなるんでは

ないだろうかっていうそのような認識も示され

ておりました。 

 これは、私も、この法案審議の中で、そのよ

うなことが新聞報道等でも報じられておりまし

たので、御質問にあった分については、私も１

人の自治体の長としてそのような問題点がある

っていうことについては承知をいたしておりま

す。 

 そしてまた、承知していると共に、この法案

は国会において審議中であるというような１つ

の状況でありまして、これからの審議によって

は、この地域医療がどう変わるかなど、まだ明

確な情報は得られてないということにもなって

いるところでございます。 

 ただ、衆議院は既に通過しているということ

もあるわけでありますから、そうは言っても大

体の大枠は見えてきただろうと。例えば要介護

にあっても、介護度が３以上でなければ、特養

には入れないっていうことにもなってますし、

入退院についてもかなりの規制がとめられてい

ると、それが総合法案ということになってるわ

けでありますけれども、現場とすれば、これは

ほっとけない大きな課題であるなというような

認識にあるわけであります。 

 そして、この部分につきまして、いろいろ質

問があったわけでありますけども、この医療制

度の見直しによる遠野市の影響といったような

ものを考えてみた場合におきましては、この地

域における医療、及び、介護の総合的な確保を

推進するために関係法律の整備等に関する法律

が衆議院で可決され、現在、参議院で審議され

ていることは繰り返しになりますけれども、承

知をしているという前提に立ちまして、この法

案による医療制度については、医療法の改正に

よりまして、都道府県が策定する医療計画に病

症数の必要量などの地域の医療体質の将来ある

べき姿を地域医療構想として定めることが求め

られている。 

 そして、その医療計画の策定や変更する場合

の意見の聴収は市町村はもとより、新たに国民

健康保険団体連合会などの保険者協議会を加え

るという１つの仕組みになっております。 

 また、医師確保対策については、都道府県知

事が病院等に対し医師の派遣、研修体制の整備、

その他、医師が不足している地域の病院等にお

ける医師確保に関し、協力を要請できることが

明記されておると、そのような仕組みになって

おります。 

 したがって、この部分におきましても、例え

ば当市にあっては県立遠野病院、医師確保の問

題があるわけであります。県が策定する医療計

画や現場の医師確保に対策により、大きく、こ

れも左右されるのではないのかなと。したがっ

て、これまで以上の要望活動や医師招聘活動と

いったものを積極的に行う必要があるんではな

いのかなというような認識にたっているところ

でもあります。 

 それから、この介護保険制度の改正に伴って、

先ほどもちょっと触れましたけども、軽度の要

介護者のサービス利用を制限する内容となって

るわけであります。これにつきましても、この

介護保険制度は御案内のとおり平成12年度から

スタートしているところでありまして、もう既

に15年経過をしているところであります。 

 これまでも制度の見直しが行われてきており

ますけれども、地域包括支援センターが設置さ

れ、地域の高齢者支援を総合的にコーディネイ

トする役割を担ったり、あるいは小規模多機能

型居宅介護などの新しいサービスが地域医療

サービスとして位置付けられておりますので、

大きな制度改正も、これまでも実施されてきて

いるということにもなるんじゃないかなと思っ

ております。 

 ただ、今回の制度改正におきましては介護

サービスにおける大きな変更点が、私は２つあ

ると捉えております。その２つの中で、これは

ちょっと記憶なんですけれども、昨年12月会議

におきましても、この問題で、小松議員から御

質問を頂戴したことがあるわけでありますけど
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も、その際も同様な答弁をしているというふう

に記憶しているわけでありますけども、この２

点と捉えた場合には、１つ目は特別養護老人

ホームについては、入所の条件を現在の要介護

１以上から要介護３以上といったようなものに

変更すると、したがって、中重度の要介護者へ

のサービスに特化させるというような中身にな

ってるわけである。２つ目は介護予防サービス

として給付が行われている要支援１、要支援２

に判定された方のホームヘルプやデイサービス

を市町村事業である地域支援事業へ移行させる

というような、そのような中身にもなっている

わけであります。これは大きな２つの改正にお

ける１つの大きな変更点ではないかなと捉えて

おります。 

 遠野市内の実態として医療介護の１、２の軽

度の要介護者であっても、ひとり暮らしである

とかあるいは初期の認知症で火の不始末がある

場合など在宅での生活が困難な方もそのケース

の中にいらっしゃるわけですよね。特に今、認

知症が大変な勢いでふえてきているというよう

ないろんな社会現象にもなってるわけでありま

して、こういった問題に対する、介護度につい

ては、だけども火の不始末とか何とかっていう

ことも考えられるということが大きな問題にな

っているわけでありますから、その辺をどう捉

えるのかっていうことも１つ。 

 したがって、私は軽度の要介護者であっても

受け入れる基盤、施設といったようなものはや

っぱり必要ではないのかなというように捉えて

おります。 

 したがって、現在策定しております第６次遠

野市高齢者福祉計画、第６期遠野市介護保険事

業計画、これはいうところのハートフルプラン

2015でありますけれども、ここで軽度な要介護

者にも配慮しながら計画の具体化も図っていく

という取り組みは、やっぱり進めなければなら

ないんじゃないのかなというように思っており

ます。 

 ある方からこのような話をされました。いず

れ今の団塊の世代の方々が後期高齢者、特に私

の世代なわけでありますけれども、そうすると

ふえるっていうよりも一定の水準で、それが過

ぎると今度は減ってると。そういった中におい

て、いかがなものだろうというような話はある

わけでありますけれども、現に困っている人が

いるところに、どのような施策を講じるかって

いうのは、私は行政の１つの役割だというふう

に思っております。 

 ただ、行政の役割だから、今、困っている人

がどんどんやればいいんだじゃなくして、ある

程度の展望を見なきゃなりません。ある程度の

シミュレーションもしなきゃなりません。しか

し、現実に困ってる人がいるってことにはどの

ような対応をしたらいいのかっていう部分も、

やっぱり行政としては大変重要な仕事じゃない

のかなというように思っておりまして、今般の

予算の中におきましても、この通所介護事業所

を今、旧村単位で地区センター別に見ますと、

綾織地区が空白域になっておりますので、綾織

地区に絞った形で通所介護事業所を整備する計

画で一定の手順を踏んでいきたいというように

思っております。 

 そうしますと、この市内全域でこういった部

分における空白域がなくなってくるということ

になりますので、そうしますと軽度であっても、

その中に認知症も入ってるとなれば本当に心配

だっていう方々に対するフォローもできてくる

っていうことになるんじゃないかなというよう

に思っておりますから、そのような軽度の要介

護者への支援サービスについても遠野としてき

ちんとした計画に基づいて対応してまいりたい

というように考えているところであります。 

 そしてまた、この地域支援事業になるってい

うお話は先ほど申し上げました。これは本当に

それぞれ多様な事業主体によりまして、それぞ

れまず文字どおり総合力で、これにも挑戦して

いくってことが非常に大事なことだというよう

に思っておりますので、これまで取り組んで来

た生きがいデイサービス事業やあるいは地域Ｉ

ＣＴ健康塾、さらにはボランティアによって運

営されている生きがいサロン、そういった活動
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など、それぞれさまざまな方々との連携の中に

起きまするこのネットワークでもって、最終的

にはネットワークの線をさらには面で支えると

いうような形の仕組みに持っていかなければな

らないのかなと、そのような進化をさせていか

なければならないのかなというように思ってお

ります。 

 いずれ、法改正の中において、この御質問に

ありましたとおり、さまざま、先ほど大きな２

点の改正点があると申し上げましたけども、そ

のようなことを十分踏まえながら、やはりきめ

細かい、いうところの総合力でもって対応する

っていうような仕組みをきちんとつくっていき

たいというように考えているところであります。 

 それから日本オーストラリアＥＰＡ大枠合意

に関する見解をっていう話がありました。この

４月７日でありますけども、新聞等でも大きく

報じられましたけども、オーストラリアのアボ

ット首相と安倍総理が首脳会談でこの大筋合意

をしたっていうことが報道されました。その中

では、先ほど質問あったとおり、特に現行の関

税、38.5％の関税を冷凍牛肉で19.5％といった

中で移行していくというようなものを報道され

まして、この冷凍冷蔵牛肉にあっては23.5％、

15年後、引き下げるというものの中に、畜産業

にとっては大きな影響を及ぼすんではないかな

というように捉えたところであります。 

 これは、先ほど質問にありましたとおり、岩

手県でもそういった認識のもとに、反対という

立場から要望活動を行っているということにも

なっておりますし、それから政府のほうに対し

てもさまざま要望活動を展開しているというこ

とでも聞いております。 

 県知事のほうにあっては、情報収集になお一

層努め、関係機関と連携を図り、生産者のとこ

ろで、どれかが報われるように国に求めるとい

うようなコメントも出しておりますし、あるい

は県では農林水産省に対しまして、これは４月

の18日でありますけども、要請活動を実施して

いることでございますので、遠野市としても県

市長会と歩調を合わせながら、あるいはこうい

った分については県とも歩調を合わせながら、

国に対してＴＰＰ問題もあるわけでありますか

ら、環太平洋戦略的経済連携協定、通称ＴＰＰ

もあるわけでありますから、その包括性が施策

について文字どおり関係団体と一丸となって、

政府に対して強く要望していくということでも

って対応してまいりたいというように承知して

いるところでございます。 

 また先般、全国市長会が６月３日、４日と行

われました。その中におきまして、県市長会、

14の滝沢市も入りましたので14市でありますけ

ども、14市の市長が全員そろった中におきます

る要望活動も展開いたしまして、農水省のほう

にも出向き、あるいは政府自民党のほうにも出

向きっていう中における要請活動も展開してき

ているところでございますので、そのことも御

報告申し上げ、答弁とさせていただきます。 

○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）  小松大成議員の一般

質問にお答えをいたします。 

 現在、国会において審議されている改正案の

趣旨は教育の政治的中立性、継続性、安定性を

確保しつつ、地方教育行政における責任の明確

化、迅速な危機管理体制の構築、市長との連携

強化を図ると共に、地方に対する国の関与の見

直しを図るというものであります。 

 地方教育行政における責任の明確化では、教

育長と教育委員長を一本化した新たな責任者と

して教育長を置き、教育長は市長が議会の同意

において直接任命を行うとしております。また、

政治的中立性、継続性、安定性を確保するため、

教育委員会を引き続き執行機関とし、職務権限

は従来どおりとするとされております。 

 また、市長は教育委員会がメンバーとなる総

合教育会議を設置し、教育委員会と協議をしな

がら教育基本法17条に規定する基本的な方針を

参酌して、教育の振興に資する施策の大綱を策

定するということになっております。 

 地方に対する、国の見直しについてはいじめ

による自殺の防止等児童生徒等が生命及び身体
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への被害の拡大または発生を防止するという緊

急の必要がある場合、文部科学大臣が教育委員

会に対して指示できることを明確にするため、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第50

条を見直しするとされております。 

 教育委員会制度は昭和23年旧教育委員法で創

設され、その時代の流れと共に改革の変遷があ

り今日に至っておりますが、戦後は戦前の反省

から一般行政から教育行政を分けて政治的影響

力がストレートに及ばない地方教育行政の形を

つくってまいりました。 

 今回の改正案において、議員がおっしゃる行

政からの独立性、自主性が危惧されているとい

う点については、５月12日の日本教育新聞社が

抽出した全国の市町村の教育長のアンケート結

果によりますと、約半数が法改正は有効でない

と回答し、自治体首長の権限が強まると回答し

た教育長は約７割に達しております。 

 現状と比較すると、確かに自治体首長の教育

行政へのかかわりが強まるように思いますが、

改正案が教育行政、教育環境、子どもたちの健

全育成の充実につながることに期待したいと思

います。 

 また、首長が変わるたびに大綱が変わること

があっては現場が混乱しますし、何より、子ど

もたちの教育に大きな影響を与えますので、教

育の継続性、安定性を確保することはとても大

事なことだと思います。 

 本市においては、新しい教育委員会制度が施

行される平成27年４月までに、今の国会の審議

状況を踏まえ、その趣旨が本市の教育の質の向

上に生かされ、市民の期待に応えられるような

教育が推進されるよう、改めて努めてまいりた

いと考えております。 

○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）  はじめに、

遠野市議会におかれましては、消費者、食の教

育など幅広い分野から男女共同参画社会の現実

に向けて、女性３名を含む４名の方々を農業委

員に推薦していただいておりますことに、この

場をお借りして感謝を申し上げます。 

 小松大成議員の一般質問、規制改革会議農業

ワーキンググループが取りまとめた農業改革に

対する意見について御答弁いたします。 

 我が国の農業を取り巻く情勢は消費者の食生

活の変化に加え、農業者の高齢化、及び後継者

不足、それに伴う耕作放棄地の増加、農業所得

の減少と、日本の農業の長期的低迷が続き、食

糧需給率が低下しております。本市の農業を取

り巻く情勢においても、全国と同様の傾向で推

移し、農家所得の低迷により後継者不足や人口

流出により農村活力の低下を引き起こしており

ます。 

 そのような農業、農村の置かれた厳しい状況

を打破し、農業を成長産業として維持発展させ

ていくことで、農業者の所得をふやし、農業、

農村を元気にすることが最大の課題となってお

ります。そのためには地域の活力やエネルギー

を最大限に発揮させることが基本で、主役とな

るのは地域の農業者であり、その地域の核とな

るのが農業委員であります。 

 遠野市農業委員会は、選挙で24名、農業協同

組合、農業共済組合、土地改良区、市議会から

の推薦された７名、計31名で組織されておりま

す。農業委員は農業生産力の発展及び農業経営

の合理化を図り農業者の地位の向上に寄与する

ために、これまで地域に密着した人と農地の間

をみずからの足で歩くことを基本に、農村、農

業の再構築に取り組んで来たところであります。 

 また、今年度から国の農政改革の１つである

農地中間管理事業がスタートしておりますが、

この政策に対応し、農地集積、集積に関わる農

業振興等の業務の連携を図るため、市農業振興

課の農地集積部門と農業委員会事務局がワンフ

ロアー化して職員の併任体制を配置しながら、

市と農業委員会が連携して取り組みを行うなど、

農業委員会の役割は今後ますます重要となって

まいります。 

 しかしながら、規制改革会議農業ワーキング

グループが取りまとめた農業改革に関する意見

では、選挙制度の廃止、都道府県農業会議、全
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国農業会議所制度の廃止、農地の権利移動の届

け出制への移行、意見の公表、嫌疑機能を法律

規定から除外等々に言及しました。 

 これは、本当に、農業、農村現場の実態を理

解してるものなのか疑問であります。これまで

の農地流動化政策の推移の流れに全く逆行し、

現場で地域の信頼のもとで、頑張って活動して

いる農業委員の気持ちを削ぎ、理解しがたい内

容であります。 

 農業委員会等の見直しの主な意見については、

次のとおり、会長として見解を申し上げます。 

 最初に選挙制度の廃止、選任委員に一元化で

すが、農業改革の大枠に組み込むことで、政府

が最終調整に入ったとの新聞報道が出されまし

た。農地は農業経営に欠くことのできない生産

財であるだけではなく、生産を通じて国土、環

境、水源、文化など多面的機能を発揮する国民

共有の、及び地域の貴重な財産であります。 

 農地を農地として活用できる状態で将来へつ

なげていくことが極めて重要な課題であり、そ

のためには地域で営農に取り組む農業者の公的

代表であると共に、地域の農業事情を熟知して

いる農業委員の存在が必要不可欠であります。 

 その公的代表の農業委員を地域の農業者が選

出していくという公選制をなくすことは、断じ

て容認できるものではありません。無投票当選

の割合が大半の、９割であるということでだけ

をもって直ちに公選制を廃止し、市町村長の選

任制にするということは、農業委員の選挙を控

え、現場の混乱を招きかねないものであると共

に、農業委員会組織の役割を軽視したもので、

決して容認できるものではありませんし、農業

団体等からの推薦制度の廃止についても同様に

考えます。 

 次に、都道府県農業会に全国会議所の廃止で

ありますが、地域の農業委員会の活動を支え強

化するためには、組織全体の情報の共有とさま

ざまなノウハウの蓄積が重要であり、その機能

を法律根拠のもとで、効率的に担うものとして

市町村農業委員会、都道府県農業会議、全国農

業会議所のネットワークは必要不可欠でありま

す。 

 また、この制度が廃止されるということは、

法律に基づく農業者の代表機能である意見、嫌

疑、諮問機能を奪い、農業者の意見の正規ルー

トをなくすことにもなります。むしろ、行政の

農業施策の推進にあって、農業者の代表機能と

しての農業会議所が常時、意見諮問を行うため

の制度強化が必要であると考えます。 

 次に、権利移動のあり方についての見直しに

ついてですが、農地の権利移動の許可制度は市

町村による農地利用集積制度を通じて認定農業

者等の望ましい形態への農地利用誘導のための

手段となっております。 

 許認可制から届け出制への移行は、無秩序な

農地権利移転を許容し、農政の重要課題である

担い手への農地利用集積の制度的仕組みを壊し

かねません。最後に農地所有権を有することが

できる農業生産法人については原則として現行

の法人形態、事業、構成員、役員それぞれの要

件を堅持すべきであり、一定期間、農業生産を

継続して、実施しているなどの条件を満たせば、

農業生産法人の要求も適応しないことも盛り込

まれているなど、事実上、一般企業の農地所有

への自由化につながるのではないかと懸念され

ます。 

 以上、主な意見への見解を申し上げましたが、

当農業委員会では耕作放棄地対策に農業委員が

主体となり、積極的に取り組むことを行ってお

ります。また、市作成の地域農業マスタープラ

ンの作成、見直しにしても積極的に参加してい

るなど、地域農業振興のけん引役を果たしてお

ります。そのような中、今回の見直しの意見に

ついては、地域農業振興に大きく影響があるも

のと思われ、賛成しがたいものであります。 

 したがって、当農業委員会としても、この意

見については反対の意を国に訴えていくという

スタンスで総会等できちんと確認していくこと

といたします。５月27日、東京日比谷公会堂に

おいて全国農業会議所主催で開催されました全

国農業委員会長大会で、規制改革会議農業ワー

キンググループがとりまとめた農業改革に対す
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る意見への反論、意見を国に要請することが決

議されました。あわせて、当農業委員会として

も、全国農業会議所及び岩手県農業会議と共に

国への要請行動等を展開してまいることとし、

農業委員会会長としても答弁といたします。 

○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）  再質問をしたいと思い

ます。 

 市長に対しては、医療介護総合法案でござい

ますけれども、今現在、国において審議中とい

うことで、まだ、具体的なスタンスが見えてこ

ないということもあると思うんですけれども、

いわゆる先ほど市長が申し上げますとおり、要

介護３以下の人たちに対する支援も、これも先

ほどの市長の答弁では、この軽度の方々に対す

る支援も怠りなくやるといった意味の答弁だっ

たと、私は思っておりますが、それを再度確認

したいと思います。 

 ただ、法律的にいえば、これ、国からの資金

援助的なものが明確でないといったのも指摘さ

れております。この辺、危惧してますが、それ

でもなおかつ遠野市でできるのかなとそういう

疑問も感じますので、その辺も一言お願いした

いと思います。 

 日本オーストラリアＥＰＡについては、市長

会などでも反対の意見、あるいは慎重な取り組

みということですから、この辺をもっと強化し

ていただければなと思っております。なぜ、私

がこれほど輸入自由化に対して危機感を抱くか

というと、かつて私は養蚕農家でした。その養

蚕農家が中国からの輸入生糸によって壊滅的な

打撃を受け、そして現在では、岩手県では数軒

しかないそうです。 

 かつては遠野市内でも200軒以上超えるよう

な養蚕農家がいて、遠野市内の経済を潤してき

たという実態がありましたけれども、それが壊

滅状態になって、今では遠野市における養蚕農

家は１軒もございません。岩手県では数軒しか

ないそうです。 

 ですから、そのような状態が遠野市の畜産農

家において、あってはならないという意味では

もっと強力に輸入自由化に近いような、こんな

関税引き下げは許すべきではないといった声を、

これからもきちっと上げていただきたいと思っ

ております。 

 それから、教育委員会改革案に対する教育長

の見解なんですけれども、教育長に質問するべ

き内容だったのかなと、むしろ教育委員長さん

のほうに質問するべきだったのかなと、今、反

省はしてるんですけれども、立場上は、今回の

改正案については楽観的見方といったような感

じ、私はせざるを得ないというよりもむしろ危

機感を覚えているんです。 

 今、この教育委員会改革に関しては、いわゆ

る首長たるトップ、その要綱は国が決めた要綱

に沿って教育の内容を決めるといったような方

針が示されてますから、これまでのように教育

委員会としてのきちんとした独立性が果たして

保たれるかといったような危惧をいたします。

その辺の答弁をもう一度お願いしたいと思いま

す。 

 それから、今、教育に関する国の関わりって

いうものは大分議論されておりますけれども、

いわゆる文科省の大臣が竹富町の、わずか数百

そこそこしかないそうです、教科書。その教科

書についていちゃもんをつけるといった、この

ような教育行政で果たしていいのかといったよ

うな危惧も感じております。 

 本当に教育長さんの答弁で、私、よかったの

かなという、果たしてそう思ってしまうんです

が、このような危惧に関しては、多分、今まで

の答弁と同じですし、同僚議員に対する３月議

会、あの時の答弁を聞いてて、何か、教育委員

会としての行政からの独立が守られるのかとい

った危惧を抱かざるを得ないと私自身思ってま

す。大変失礼ですけれども、その辺に関して再

度、御答弁いただければなと思います。 

 以上です。 

○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
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にお答えいたします。 

 医療介護総合法案の、この行く末を見ながら

本当に大丈夫かといったような形でもありまし

た。私はいつも思っているんですけども、文字

どおり法律があります。その中に基づいて、い

ろんな基礎的自治体として、それを受けながら

さまざまな仕組みを動かしていかなければなら

ないことは、そのとおりの法治国家であります

から、そのとおりな仕組みの中で動いてるわけ

でありますけども。 

 やはり、例えば１回目の質問でお受けいたし

ましたとおり、さまざまないろんな変更点が２

つ、大きくあるっていう話いたしましたけれど

も、そこを踏まえながら、やはり現実に即した

対応っていったようなものも、やっぱり、我々、

基礎自治体としてはきちっと対応していかなき

ゃならないんじゃないかなと思っておりますの

で、認識といたしましては、現場で困ってる人

がいるんだと、その困っている方にどのように

遠野市として、行政として、それは単なる遠野

市の行政ではいけない、社会福祉協議会はじめ、

いろんな法人団体もあるわけであります。 

 そういった施設の皆さんとも連携をとりなが

ら、文字どおり、そこをどのように困っている

方々、非常に、例えば老々介護を含めて本当に

困っている方々、介護度は１、２であるんだけ

ども、実際は日常では本当に大変だといったよ

うな方々のケースごとに、一つ一つ、丁寧に掘

り下げしながら、それに見合った対応をしてい

くということも、一方においては極めて大事だ

というように思っておりますので、その覚悟で

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、ひとつ御了承していただきたいと思

っております。 

 それから２つ目の、日本オーストラリアＥＰ

Ａの大筋合意問題につきまして、やはりこれも

国際協調の中で日本も文字どおり生き残ってい

かなきゃならないというような、そのような時

代に入ってきております。しかし、やはり守る

べきものは守るという強い意志の中で現場の声

を通すと、主張すると。その場合は、遠野市だ

けで発言してもあれなんでございますから、や

っぱりさまざまな機関、団体と横の連携をとり

ながら、それを力として、国のほうに強く訴え

ていくという活動を、はっきり言えば愚直に繰

り返てる中で、その声をきちんと国政に反映さ

せるというような取り組みが極めて大事だとい

うように承知しておりますので、これからもそ

の反対という立場の中から、そのような活動を

してまいりたいというように思っているところ

でございますので、それをもって御答弁とさせ

ていただきます。 

○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）  現状でも、市長部局

と教育委員会は一緒の組織というか、わかれて

おりますけども、子ども、それから施設整備に

関しては、日常的な相互報告をしながら相談を

申し上げたり、助言をいただいたりといあたり

の関係は有機的にできているというふうに考え

ております。 

 それから、新しい地方教育行政の組織及び運

営に関する改正案が今、参議院で審議をされて

おりますけども、遠野の子どもたち、遠野の先

生方、遠野の市民を教育面からも守る、砦にな

るのは教育委員会だろうという思いを強くいた

しております。その点で、情勢を十分に見極め

ながら、遠くを見つめながらも目の前の判断を

誤らないように歩みたいというふうに考えてお

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）  今、教育長さんがおっ

しゃられた方針であれば、私自身も安心なんで

すけれども、ただ、いかんせんこれは国が決め

る法律ということですから、ゆくゆくはその法

律に縛られて、遠野市の教育委員会、にっちも

さっちもいかないといったようなことにならな

いように、私自身願うものですけれども、そう

いう面では私自身、ちょっと危惧をせざるを得

ないということを申し上げて、私の質問を終わ

ります。 
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○議長（新田勝見君）  次に進みます。13番菊

池邦夫君。 

   〔13番菊池邦夫君登壇〕 

○13番（菊池邦夫君）  新興会の菊池邦夫です。

通告に従いまして、１点目は生活習慣病予防の

推進について。２点目は消防団活動の充実・強

化の施策について、一問一答方式で質問いたし

ます。 

 誰もが、最後まで健康で生き生きとした生活

を送り、就労を含め、高齢者が自立できる期間

を長くしたいものです。健康寿命は単に寿命を

延ばすのではなく、生活の質を重視する考え方

で、生きがいある生活は老後を豊かにする何よ

りの解決策だと思います。 

 ことしも、がん検診受検票を、保健推進委員

さんからいただきました。胃がん検診、大腸が

ん検診及び肺がん検診であります。 

 全国や岩手県と同様、遠野市も死亡原因の第

１位はがん疾患となっており、脳血管疾患等に

比較して、がん疾患が一番高い状況に認識して

おります。そこでがんによる死亡を減らすため

には、治癒率が高い早期の段階で発見し、早期

に適切な治療を受けることが最も重要でありま

す。遠野すずらん振興協同組合が発行するスキ

ップカードの活用でがん検診への関心を高め、

受診率の向上を図ることに取り組まれる新聞記

事を見て、官民一体となった連携でもあり、効

果を期待するものであります。 

 そこで、遠野市の各種がん検診の現状はどの

ような状況かをまずお尋ねいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  菊池邦夫議員の一般質

問にお答えいたします。 

 生活習慣病予防のこの推進っていうことが極

めて今日的な課題であります。その中におきま

して、特にこのがん検診、各種がん検診の現状

といったものについての御質問でありました。

胃がん、あるいは肺がん、大腸がん、乳がん、

そのような子宮頸がんといったようなものを実

施しているわけであります。前立腺がんも含め

まして６つのがん検診を実施しておるという状

況であります。国のほうにおきましては、この

がん検診受診率50％を掲げているわけでありま

すけども、この市のがん検診の受診率は６つの

がん検診全体で28.8％という数字であります。

残念ながら、決して高くはないと。その中で、

毎年50人前後にがんが発見されているという現

状にあります。 

 この受診者をふやす施策といたしまして、40

歳以上を前倒しし35歳まで拡大しているという

取り組みを行っているほか、土日や夜間健診も

実施したり、一定年齢の検診無料クーポン券の

配布なども行いながら、この受診率を高めよう

という試みを行っております。 

 また、26年度新たな取り組みといたしまして、

遠野すずらん共同組合とタイアップいたしまし

て、がん検診で自己負担が生じた場合に受診者

に対しましてスキップカードのポイントが付与

を行うというような新たな仕組みもスタートさ

せているところでもあります。 

 スキップカードポイントの付与は、受診者に

検診をもっとお得で身近に感じてもらう狙いが

あるほか、すずらん振興協同組合からも組合員

や顧客へのがん検診を進めてもらうというメリ

ットもあわせ持つものといたしまして、協定を

締結したっていうところでございます。 

 そのような形で現状として捉えているところ

でございますので答弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  13番菊池邦夫君。 

   〔13番菊池邦夫君登壇〕 

○13番（菊池邦夫君）  事情を、説明をいただ

きました。 

 受診率を高めるためには土曜日や日曜日、そ

れから夜間なども組み立てまして、一生懸命、

いわゆる健診の実態を確保しようというんで、

先ほど、市長も話されたように、岩手県では50

の目標、それが遠野では大方、40％を目安に取

り組んでる状況なんですけども、実際は28.8％

という状況だと。これで本当に、なぜ受診率が

低いのかというあたりが私も懸念するところな

ので、今回、質問してるわけですけども。 
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 大体、受診率、胃がん、大腸がんの検診対象

者は、約１万3,000人おるわけですが、検診は

いうなれば早期の段階で病気を発見し、速やか

に医療機関へつなげる役割でありますので、検

診の重要性っていうのはもっとＰＲして、積極

的な方策に取り組むことを求めるのですが。い

かがでしょうか、いわゆる28.8％に甘んじてい

ていいかどうかっていうんで、具体的な考え方

をお持ちであればお伺いいたしたいと思います。 

○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）  この受診率ということ

に関しましては、やはりいうところの周知する

ということが極めて大事だというふうに思って

ますので、これはまさに１つの特効薬といった

ようなものはないわけでありますから、いうと

ころの夜間や休日を問わず、あるいは電話や訪

問により、受診勧奨を行うということをきめ細

かく行いながら、なんぼでも受診率上げていく

中での早期発見といったことにつなげると、そ

れが命を守り、命をつなぐということにもなる

んではないかなと思っておりますので、そのよ

うな取り組みをさらに強化するという中での、

取り組みは極めて大事ではないかなというよう

に承知しているところであります。 

○議長（新田勝見君）  13番菊池邦夫君。 

   〔13番菊池邦夫君登壇〕 

○13番（菊池邦夫君）  具体的なこと、従来の

取り組みはわかりますけども、なおなお成果を

上げるためには、何かを、内部検証なりなんか

しながらも取り組んでほしいという思いが、私

は抱くわけでございます。 

 次に、がんと診断された方への個別指導対応

についてお伺いいたします。 

 がんの発症については、本人そして家族とも

周囲に知られたくないなど、個々によって受け

取り方も異なり、実施主体である市や関係機関

といたしましても、慎重な対応を要することで

すが、疾病の早期発見、早期治療の役割を担う

業務も大事であります。 

 診断の自殺増という見出しで、国立がん研究

センター調査の記事がありました。がんと診断

されて１年以内の患者が自殺や事故で死亡する

危険性はがんではない人に比べ自殺の危険性が

23.9倍にあるとの研究結果の発表でございまし

た。 

 一方、診断から１年以上経った人の場合はが

んでない人と差がなかった。診断が原因の心理

的ストレスのほか、病気や治療による生活の変

化、体力や注意力の低下など影響していると考

えられているようであります。 

 危険の高い時期は、患者の支援を充実させる

ことが必要とのことでもあります。そこでお伺

いしますが、検査結果を把握した後の対応です

が、遠野市では健康相談等をどのような取り組

みがなされているのでしょうか。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）  がん検診という中にお

ける、個別対応の問題だというように承知いた

しましたけれども、先ほどの答弁の中で受診率

を上げるっていうのは新たな仕組みとしてスキ

ップカードのポイント制を導入したっていうの

も、これもやはり１つの受診率を上げる大きな

官民連携の中における取り組みじゃないかなと

思っておりますから、そのような形で常に新し

い仕組みの中からそういった数値を上げる、成

果を上げる取り組みを行っているということ、

もう一度、付け加えさせておきたいというふう

に思っているところであります。 

 ただいま、実施しましたこのがん検診の中に

おける個別対応の問題、これはやっぱり疾病の

早期発見早期治療っていったようなものが、や

っぱりこれは一番大事だと。健康増進、そして

この疾病の早期発見であり、早期治療といった

ことでもって１人でも多くの方々の命を守るっ

ていうことにつながっていかなきゃならん。し

かし、２人に１人はがんになる、あるいはがん

になる、そのような時代であります。 

 したがって、ただいまおっしゃいましたとお

り受診率などを上げていくということは当然取
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り組まなきゃならないわけでありますけど、が

んになった場合の本人、家族といったもののシ

ョックっていったものは計り知れないものがあ

るという形、そしてこの受け止め方についても

周囲にきちんと公表する方もあれば、しかしや

はり、非常に微妙な問題もありますから、隣近

所や職場にも知られたくないという、そのよう

なケースもあるわけであります。これは本当に

微妙な問題でありますから、個々のケースとし

て、きちんとやはりやはり気配り、思いやりの

中から受け止めなきゃならない、非常にメンタ

ルな部分における事例として受け止めなきゃな

らないかというように思っているわけでありま

すけども、まさに個々によって受け取り方が大

きく異なるということになるわけであります。 

 したがって、この受診でもってがんと診断さ

れた場合におけるフォロー、これについてはや

はり積極的にお互い関係者が連絡をとり合いな

がら、それをきめ細かくフォローするという、

ごく当たり前のことに、やっぱり一番、意を用

いるって言うのは当然のことではないのかなと

言うように思っているところであります。 

 しかし、そう言いながらも、話がありました

自殺の問題などにもつながっているのではない

かなというような深刻な問題もその中には含ま

れているわけであります。したがって、自殺と

いうような、このような問題に対してもこの部

分からどのようにアプローチをすればいいかっ

ていうことになれば、その病気、体調不良って

いったものに大きくかかわることから、そのよ

うな問題にまで、最悪のケースまでいってしま

うということはありますので、やはり、１つ１

つのケースの中から、がん検診というの中に１

つ、検診率が30％から35％になったからよしと

するんじゃなくして、その中でたとえば30人も

発見されているということになれば、その方々

に対して個別にどのようにフォローいくかって

いうことにつきるより、現場としてよりきめ細

かいケアと申しますか、フォローと申しますか、

そういったようなことが求められてくるではな

いのかなと思っておりますし、やっぱり、先ほ

ど、繰り返し申し上げますけども、公表するあ

るいは公表しない、あるいはそのような非常に

微妙な問題はあるわけでありますから、行政だ

けでの１つの対応じゃない、その中においては、

１つの生き方、１つの人生における価値観の問

題なども入ってくるわけでありますし、そのよ

うな問題を総合的に捉えながらのきめ細かいフ

ォローといったようなことを関係者一丸となっ

て、ネットワークの中から、そういった方々を

フォローすることによって、自殺という最悪の

ケースにいかないような形で要望もできるんじ

ゃないのかなというように捉えているところで

ございますので、そのようなことをきめ細かく、

これからも手掛けてまいりたいというように思

っているところであります。 

○議長（新田勝見君）  13番菊池邦夫君。 

   〔13番菊池邦夫君登壇〕 

○13番（菊池邦夫君）  総じて心のケアが大事

かなということでございます。１年に約30人ぐ

らいがおるわけですので、それが毎年、普通に

重ねて行くと結構な人たちの悩み、そういう部

分が実態なわけですので、その辺をよろしくお

願いしたいと思います。 

 それでは２項目めについてお伺いします。 

 消防団活動の充実強化の施策についてであり

ます。消防団は正規防災活動の重要な部分とし

て活躍する組織であり、常日ごろ、火災の予防、

警戒、鎮圧、救護のほか、地震、風水害などに

際し災害の阻止と被害の軽減を任務とする諸活

動に当たっていただき、安心安全に大きく寄与

していただき感謝いたします。 

 団の役割は、極めて重要であり、消防団員の

確保についてはより一層の取り組みが求められ

ています。しかし、全国的な課題でもある少子

高齢化の進展等、社会情勢の変化により、地域

における防災活動の担い手を十分に確保するこ

とは非常に困難な状況であります。消防団への

加入促進、団活動への充実強化のための施策の

１つとして団員の処遇改善が求められます。本

市の団員報酬、及び出動手当の額は平成17年10

月合併以来改定されていませんが、進化まちづ
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くり検証委員会の結果を踏まえ検討していくと

いう認識をしていますが、消防団入団促進のさ

らなる取り組みが報酬手当の引き上げを実施す

るときではないかと思うが、どのような見通し

であるか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）  消防団の現状から、こ

のタイミングを含めて充実強化という視点の中

での御質問と受け止めたところであります。 

 この問題につきましては、今年３月議会でも

取り上げられているところでありまして、その

際も、現状については答弁として申し上げてい

るところでありますけども、遠野市の消防団、

私は非常にある意味においては誇りに思ってい

るところでもあります。なぜかと申しますと、

この加入率が非常に高いということで、人口割

合で比較いたしますと、入団加入率が県内14市

の中で２番目という数字を誇っております。 

 それから、先般行われた消防演習でも先の講

評官であります消防学校長から極めて優秀な訓

練であったというような最高の訓練評価もいた

だいております。今の遠野市の消防団、６月１

日現在で消防団員は931人となっております。

その中では、機能別団員が75人おりますし、機

能別分団市役所班も29人入っておるという中で、

いろんな形での消防団組織が、ある意味におい

てはまとまったという中における取り組みをし

ているところであります。 

 ただ、これから人口減少社会の中にありまし

て、私はある一定程度叶えなきゃならない１つ

の課題があるんではないのかなと捉えてるわけ

でありますけども、当市の消防団は900人を超

える団員数を維持しておりますが、人口の減少、

少子化、高齢化により消防団員の減少は、これ

は遠野市だけでなく全国的な課題でもあるわけ

でありまして、この中で、平成17年10月の合併

時には３万2,000人以上あった人口が、今現在

は２万9,500台にまで減ってきておるという現

状にあります。 

 したがって消防団条例定員1,030名という形

で条例を定めているわけでありますけども、こ

の団員定数が適性であるかっていうこともやは

り検証しなければならないかとような問題意識

の中で、今、消防団組織を捉えているっていう

ことであります。 

 そういった中で、ただいま御質問ありました

とおり、費用弁償の問題も含めまして考えなき

ゃならないっていうことは当然でありまして、

この費用弁償の支給額は各市町村とも地域事情

により同一ではないというような１つの取り組

みであります。 

 そして報酬は階級によっても異なるというよ

うな、そのような状況で階級が上がるにつれ、

遠野市の場合、一番低い額という形になってお

るという形で、この団員の報酬額は14市の中で

は６番目、そして階級、上がるにつれて一番低

い額となっているという状況であります。 

 そして、この火災や訓練等の全ての出動手当

が1,600円となっており、これは14市の中では1

3番目の水準というように位置づけられている

ところでもあります。したがいまして、この先

ほどご質問の中にありました進化まちづくり検

証委員会の中においても、コミュニティーをど

のように維持していくのか、あるいは地域をど

のように活力維持していくのかにつきまして、

委員のメンバーの１人であります県立大学の吉

野教授がこの消防団組織っていったものに非常

に着目をしておりまして、遠野ではこれが凄い

と、これはきちんとした中における消防団組織

をコアにしながら地域の活力、コミュニティー

の維持といったものを考えるべきだというよう

なことで盛んに発言をいただいております。 

 要するに、消防団組織を大事にしろよと。そ

して、消防団を大きなよりどころとして地域の

充実強化っていうことは図ることは非常に大事

だと、コミュニティーの維持が可能になるとい

ったような大変積極的な発言をいただいており

ますので、これを１つの正面から受け止めなが

ら、団員処遇についても前向きに、こういった

問題にも取り組んでいくという中における対応

をしてまいりたいというように思っております
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し、各種装備につきましても、雨合羽を3カ年

計画で全ての団員に対応するというような取り

組みを平成25年度から始めておりまして、これ

も全団員に25年、26年、27年の３カ年で対応す

るとか、あるいは救命胴衣やトランシーバー等

の安全装備品も全分団に配備するっていったよ

うな仕組みも、これからも続けてまいりたいと

いうように考えてるところでございますので、

報酬問題につきましては進化まちづくり検証委

員会から一定の方向性を示していただいたと、

またさまざまな課題を検証しながら、やっぱり

28年度から始まります総合計画の中に、きちん

と、そういったようなものを１つのシナリオと

して位置付けたいというように承知してるとこ

ろでございますので、もう少し検証するあるい

は検討するお時間をいただければということを

申し上げて答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  13番菊池邦夫君。 

   〔13番菊池邦夫君登壇〕 

○13番（菊池邦夫君）  具体的に団員の処遇の

あり方について、私なりに若干触れたいと思い

ます。 

 報酬、出動手当に係る状況ですが、先ほど市

長も答弁の中で若干触れてますけども、一般団

員、役付団員じゃなくて一般団員ですが、交付

税措置額について、報酬は年額、３万6,500円、

出動手当は１回7,000円で算定されてるようで

あります。 

 遠野市の場合、報酬は２万3,100円、県内14

番目の平均は２万3,800円です。出動手当につ

いては火災、風水害、警戒訓練、その他に区分

され、遠野はどの区分でも1,600円、県内14市

の平均は火災風水害に出動した場合は平均額は

2,000円を超えております。詳細なことは予算

等審査特別委員会で御議論させていただきます

が、交付税措置額に見あう金額とは申しません

が、市長はいわゆる報酬手当に限って、どのよ

うに考えてるか、進化まちづくり検証委員会の

答えを待ってではなくして、思いはどのような

状況にあるのかお尋ねをいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  誤解があってはならな

いわけでありますけども、先ほど答弁の中で進

化まちづくり検証委員会の一定の方向性を待っ

てというように受け止められたかというように

思っておりますけども決してそうではないと。

やっぱり、ただいまおっしゃいましたとおり、

この出動手当においても平均は2,000円である

と。それから３万6,500円といったようなその

ような団員手当も出ているという中にあるわけ

でありますから、答弁の中でもしましたとおり、

非常に低い地位にあると、何て言いますか、遠

野の待遇については、そういうようなことにあ

るというわけでありますから、これは当然のこ

とながら、この東日本大震災も消防団という組

織の有効性、地域の安心安全を守るという部分

におけるこの組織の重要性といったようなこと

が示されているわけでありますから、進化まち

づくり検証委員会の結果を待つっていうよりも

進化まちづくり検証委員会の検証と同時並行的

に検討を進めながら、地域の１つのよりどころ

としての消防団組織といったものがどうあらね

ばならぬかと、加入率も高めていくためには待

遇の改善もあるだろうという中における検討を

進めてまいりたいというように思っております

ので、先ほどの答弁の中においては、それを待

つというように捉えられたかというように思っ

てるところでございますけども、待つんではな

くして、１つのきちんとした問題意識の中から、

この問題にも１つ、当市政の大きな課題である

んだという認識のもとに、検討を進めてまいり

たいというふうに思ってるところでございます

ので、そういった点で御了承いただければとい

うように思ってるところであります。 

○議長（新田勝見君）  13番菊池邦夫君。 

   〔13番菊池邦夫君登壇〕 

○13番（菊池邦夫君）  市長は山積するさまざ

まな市政課題に取り組んでおる現状で、誠心誠

意、努力をされていることに対しては敬意を表

しますが、やっぱり命と財産を守る消防団員に

ついて、優遇をしろとは言いませんけども処遇
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をすべきではないかという思いでございますの

で、その辺を御理解していただきながら質問を

終わります。ありがとうございました。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後２時08分 休憩   

────────────────── 

   午後２時18分 開議   

○議長（新田勝見君）  引き続き会議を再開い

たします。 

 ７番照井文雄君。 

   〔７番照井文雄君登壇〕 

○７番（照井文雄君）  清風会の照井文雄です。 

 通告に従い、一般質問をいたします。まずも

って、市長が建築学会文化賞の受賞、おめでと

うございます。大工町通りの街並みが発端とな

り、私もその当時は36歳でございましたので、

髪の毛がまだまだあったところなんですけども、

その当時からの歴代の市長さん、そしてまた議

会、市民の協力があっての、今回の受賞にもつ

ながったものだと思っております。改めて、敬

意を表するものでございます。 

 それでは、一般質問に入らせていただきます

が、ここ数年、異常気象が続いているように思

われるのが私１人ではないだろうと思っており

ますが、先月は市内にビー玉ぐらいの氷が降っ

た、煙草の被害、農作物の被害があった方に改

めてお見舞いを申し上げると共に、今後の努力

に期待するものでございます。 

 数日前は、北海道の最高気温が37.8度という

記録的な気温に見舞われまして、地球はどうな

っているんだろうなと思ってるところでござい

ます。そこで、備えあれば憂いなしと言われる

ように、当市においてもどんな災害があるとも

限らないので、防災、減災を考え本年４月に遠

野市防災マップを全世帯に配付されました。県

の砂防課のデータをもとに土砂災害や風水害を

予測したマップと思われ、今後、非常に役に立

つと思われます。改めて、関係各位の御尽力に

感謝と敬意を表するものでございます。このマ

ップを見た市民はまず自分の家はどこだろうと

思うはずでございます。皆さんもそう思って見

たと思いますが、そこで、各行政区ごとに拡大

したマップをさらに配付したようでございます。 

 それでもまだ、市民の中にはまだまだ分かり

づらいという声が私のところにも聞こえており

ますけれども、この各自主防災組織の中で、住

民が集まってお年寄りの皆さんから過去にどん

な災害があったのか、この地域でどんな災害が

あったのか、そんなときどうしたのが、どう対

応したのが、どうすればよいのかと、お年寄り

の知恵を聞くことが非常に大事ではないかなと。 

 確かに過去の県の砂防課のデータをもちろん

参考にしながら、その地域、地域のさまざまな

災害があった歴史を、またさらに皆さんで確認

し合うというようなことが非常に大事ではなか

ろうかなと私は思っております。 

 さらにこの拡大したマップを、やはり基本は

防災マップ、今回４月に配付した防災マップが

基本でございますので、それを拡大した防災マ

ップを、数枚準備をいたしまして、高齢者のひ

とり暮らし家庭とか、それから小中学生のいる

家庭も、なかなか今、我々子どものころとは違

って少ない、各地域の中でも小学生がいる家庭

は少ない、数軒だとか、10軒か20軒ぐらいだと

かっていう、地域の中では数軒というところも

あります。 

 ですので、そういう印を記したマップとか、

それから消防団のいる家庭とか、うちのお父さ

んは消防団なんだよとか、そういう印とか、あ

とは発電機のある家庭とか、それからアマチュ

ア無線を開局している方とか、それから馬や牛

を飼っている家庭とかさまざまな情報をその数

枚の拡大した地域の防災マップに印をして、こ

れを公民館に張って、やはり住民がいろんな場

面で公民館に集まりますので、そのときにいろ

んなお話をしながら目にして皆さんで情報を共

有するっていいますか、そういうことに使った

らいかがでしょうかという私の提案でございま

すが、そういう使い方もいいのではないかなと

提案するものでございます。 

 今後は、まだまだいろんなことに使うための

スタートだと思われますので、ぜひ参考にして
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いただいて、各自主防災で取り組んでいただけ

れば幸いだなと思っておるところでございます。 

 数年前の伊豆大島の土砂災害、あれは台風の

土砂災害でございましたが、これは前から土砂

災害の発生地域だということは、地図にハザー

ドマップに記されておったと。ただ、１時間に

200ミリを超える雨だったので音が聞こえなか

った、音っていうのは防災無線とか、逃げると

きにかっぱ、傘をさしていくと雨の音で聞こえ

なかった、これは災害時における情報伝達のむ

ずかしさを改めて感じたところでございます。 

 逃げろ逃げろと言っても、ざんざん雨が降る

その中を避難する行動をとるわけでございます

が、なかなか、雨の音で公報の情報が聞こえな

かったと、いうことが言われておりました。や

はり防災無線や遠野テレビの告知放送が使えな

いときはどうするかと、住民に対する情報伝達

の方法はどうするかなどなどを考えていただけ

ればならないと改めて、私は思います。 

 それから、観光客が当日、例えば、ホテルに

宿泊しました、日中ですと通りがかりのバスの

団体が国道を走って風水害に遭ったとかいうと

きに、この方々の警戒避難確保誘導、それから

道路を車が走っていて、前兆現象っていいます

か、ここには水が普段は出るところじゃないと

ころに濁った水が道路に出てきたとか、そうい

う前兆現象って言いますが、これを確認した場

合、見た場合に連絡方法なども考えていかなけ

ればならないと私は思います。 

 いわゆる観光客や市外の方々、遠野市内を走

っていての方々を避難誘導するとか、いろんな

現象を見た場合に通報する手段ですとか、こう

いう取り組みも改めて自主防災組織の中で確認

し合えばいいのではないかなと思うところでご

ざいます。 

 このマップも、公民館に貼ったからいいとい

うものでもなくて、平常時には目にも留めない

と言われております。事実上ではあるが、年１

回の防災の日っていうものがありますが、この

日には住民が集まってそういう災害に対する取

り組み、それからそういう過去の、ここの地域

にどういう災害があったっていう確認をする日

を設けてもいいのではないかなと思うんですが、

市長のお考えをお聞きいたします。 

 私、個人でございますが、防災とか減災の議

論や準備はやり過ぎだなということはまずない

と思います。まず災害が起きてから、あのとき

こうすればよかったね、あそこはこうやるべき

だったねというのが結果論としてあるわけで、

前準備や前の議論はなんぼやってもやり過ぎだ

ということはないと、私は思っております。安

心で、安全なまち、遠野市をつくってほしいと

私は願うものでありますが、市長のお考えをお

聞きいたします。 

 次に、少子高齢化により増加しつつある空き

家、廃屋について伺います。 

 空き家が増加し、老朽化すると、倒壊の危険、

治安の悪化、景観の悪化や不動産価値の低下な

どが想定されます。空き家バンクということで、

空き家利活用ができないかという調査収集をし

ておりますけれども、私は数十年も空き家であ

った物件は利活用は難しく、まさに廃屋である

ことがわかります。 

 私が言いたいことは、所有者がわかる、わか

らないにかかわらず、数十年放置された廃屋、

今後も増加することが予想される放置された廃

屋をどうするかという問題であります。 

 空き家条例の制定や空き家利活用などの対策

をとり、地域の活性化を目指すことも大事であ

りますが、発展を求める施策よりも持続可能な

社会を求めるために解体や更地にして跡地利用

を考え、地域社会にあった住環境整備も大事で

はないかなと考えるものです。 

 全国に73以上の公共団体で、空き家の適正に

関する条例が制定されていると言われておりま

す。例を申しますと、秋田県大仙市では行政代

執行による解体事例や長野県白馬村では観光地

として村内、景観整備目的のため自治会が廃屋

所有者の特定をし、解体をした事例もあります。 

 長崎県長崎市では空き家解体費用の補助制度

なども見られ、各地でいろいろな対策がとられ

ているようであります。行政側が強制的に解体
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を進める方法と所有者へ解体したほうが得策だ

と思わせる方法などがありますが、その後の跡

地利用も考えていかなければならないと思いま

す。 

 当市においても、利活用できる空き家と思っ

ているうちはよいですが、もう間もなく廃屋に

なる物件が数多く見られるところでございます。 

 ことしになってＳＬ銀河が走っておりますが、

ＳＬのバックに廃屋が映っていては、永遠のふ

るさと遠野の景観が損なわれるものだと思って

おります。空き家対策の一般質問に関しては、

ここ何回か議会の定例会において、一般質問が

数回出ておりますけれども、早急に対策を求め

るものですが、市長のお考えをお聞きいたしま

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）  照井文雄議員の一般質

問にお答えいたします。 

 大きくわけて２つ、この防災マップの配布を

したんだけども、備えあれば憂いなしって部分

の中におけるさまざまな仕組みをもっともっと

利活用すべきじゃないかということと、増加が

みられる廃屋の問題っていうことについて、こ

れを前倒しで対応を望むという中における１つ

の御質問であったかというように受け止めたと

ころであります。 

 この防災マップにつきましては、御質問の中

にもありましたとおり、さまざまな情報を盛り

込めるマップといたしまして作成をいたしまし

た。自助、共助、公助という中における自助と

いう１つの切り口の中からそれぞれ約１万世帯

の全世帯に配付をしたわけであります。 

 また、この３月定例市議会におきまして、防

災基本条例、ただいま申し上げました自助、共

助、公助という切り口の中からの条例化も県内

の市町村の中では遠野市が一番早くという中に

おきますが、ひとつの条例化も図ったいうこと

なわけであります。このマップの目的そのもの

は、ゼンリンの住宅地図にそれぞれ、ただいま

質問でありましたとおり、県の砂防課等の御指

導をいただきながら、急傾斜地、あるいは土砂

崩れの危険性の高い所をみんなマップに落とし

たということでありますから、使い勝手が悪い、

見づらいという部分における１つの評価もあっ

たわけでありますけれども、おおむねこのよう

なものがあれば非常に集落で、あるいは自治会

でいろいろ話し合うときに非常に助かるなとい

うような声が多かったということも事実であり

ます。 

 それから、プランニング、この１つのマップ

でありますけども、プランニングマップという

形で表現しておりますけども、このラミネート

加工されてマジックで持って書いても、消した

り書いたりできるような形で、大きな版の行政

区ノートの、そういったプランニングマップも

作成いたしまして、さる５月21日の自主防災組

織の総会のときにそれぞれお配りしてあります。 

 これは集会があったときに、それぞれ壁に張

ってここの部分は非常に危険なんでよく注意し

てくださいよとか、何か異常なことが感じれば

すぐ通告してくださいよとっていうようなこと

を周知させるために、自主防災組織あるいは消

防団、あるいは市の建設課、あるいは県の土木

センターの皆さんが出向いたときに、集落の地

域の皆さんにきちんと御説明しやすいようなプ

ランニングマップというのも作成いたしました。 

 ラミネート加工されてますから非常に使い勝

手がいいということでありますので、防災マッ

プと合わせながらさらなる周知をしてまいりた

いというように思っているところであります。 

 今般は、さまざま施行錯誤しながら作りまし

た。私も事務のほうからマップの原稿を見せら

れたときにどうも字が多いなと、これから高齢

化社会なんだから、もう少し字が大きくすると

いうことと、専門用語は余り使わない方がいい

なという形で話は申し上げたんですけども、あ

る意味においては時間との勝負でありましたか

ら、そういった事がきちんと徹底しない中に作

成されたという１つの背景もありますけども、

一度つくったら、それで終わりではないわけで

あります。それをさまざまな御意見をいただき
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ながら、年に１回は改定版をつくるっていうの

をルール化に持っていきたいなというように思

っているとこでございますので、防災マップに

つきましては、そのような認識の中でひとつ御

理解をいただければというように思っておりま

す。 

 子どもから年配の方までが参加するこのきっ

かけづくり、みずからの命は自らで守ろうとい

うそのような環境をつくるためのマップである

んだということをもって始まったということで

ありますから、これからもっと見やすく、また

使いやすいようなそのようなものに改訂版とし

てもっていきたいというように思っております

ので、そのことはひとつ御理解をいただきたい

なと思っております。 

 それから災害時の情報伝達、これはいろいろ

御提案がありました。非常に大事なことであり

ます。いろんな制度があるわけでありますけど

も、この情報伝達の中に起きましては、防災セ

ンターにおける告知の情報、防災行政無線、音

声告知放送、ケーブルテレビ、Ｌ字テロップ放

送、あるいは消防団による１つの広報と、ある

いは衛星携帯電話とそれからアマチュア無線、

照井議員がいろいろ関わっておりますアマチュ

ア無線の利活用、それからエリアメールやらモ

バイルメール、さらには全国瞬時警報システム

による情報手段と、ありとあらゆるものを使い

ながらっていう部分は、特に東日本大震災以降、

それが非常に検証されておりますから、それを

もってエアポケットがないんだと、情報が伝達

できなかったんだってことはないような、その

ような仕組みをこのようなものの中からきちん

と構築してまいりたいと思っておりますし、そ

れから防災行政無線の簡易型個別受信機の整備、

さらには無線デジタル化による無線機の増強と

いったようなものを進めているところでありま

すので、繰り返しになりますけど、エアポケッ

トが生じることなく、情報が迅速にかつ確実に、

この確実っていうことがまず一番大事なわけで

ありますから、確実に住民市民すべての方々に

情報が届くような仕組み構築にはこれからもひ

とつ全力を上げて取り組んでまいりたいという

ように思っております。 

 それから防災の日を含むの中において、防災

週間となっているんで、そのような部分の中に

おいても情報伝達訓練などのというような御提

案ありましたけども、そのような場でも、きち

んと検証もしてまいりたいというように考えて

いたところでもあります。 

 それから、２つ目の増加する空き家の廃屋の

問題についてであります。これにつきましては

いろいろ御提案もありました。条例化を図ろう

ということで、昨年の９月から、昨年の９月議

会でありましたけれども、私もこの議場でもち

まして条例化を図る方向で作業を進めるってい

う御答弁を申し上げておりました。その作業は

大分進んだわけでありますけれども、議員立法

でもって法制化されるというような動きが情報

として入ってきたわけであります。 

 その中にございまして、例えば、盛岡市、あ

るいは花巻市、北上市も国の法案制定後にそれ

に即した対応を考えるっていうことで法制化、

条例化は見送ったっていうことで、今、県内33

市町村の中では西和賀町が空き家等の適正管理

に関する条例を持ってるだけでござます。した

がって、今の議員立法の中で、この特別処置法

が手当てされますと、この中におきまして、法

案の中身を見ますと１つには固定資産税情報の

内部利用が可能だということ、要件は緩和され

た行政代執行により、強制執行が可能だという

こと。 

 ３つ目は地方自治体による空き家対策等に関

する施策の実施の要する費用に対する補助が出

るというところの地方交付税処置はされるとい

うことです。これも大きいです。 

 ４つ目は必要な税制上の処置も行われると。 

 ５つ目は空き家及びその跡地に関する情報の

提供その他活用のための対策の実施といったよ

うなものが、その中にその盛り込まれておりま

すので、この空き家問題が法律のもとに一挙に

ぐっと前に進むということが可能となって見え

てまいりましたので、その動向をよく見極めな
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がら当市におきましても、早期に空き家等対策

の計画を策定する、あるいは協議会を設置し、

この対策計画協議会っていって法律で義務づけ

られるわけですから、これに基づいて対応に取

り組むって中でお話ありました、日本のふるさ

と遠野にふさわしい景観というものをそこに見

出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。 

 ちょっと数字的なことを申し上げますと、住

宅としてまだ利用可能な空き家が317軒、それ

から家屋、廃屋、危険家屋は65軒といったよう

な形で把握しているところでございますので、

住宅としてまだ利用可能な空き家っていうもの

をこれだけあるっていうことでありますから、

この部分におきましても景観というものと安心

安全っていう治安の問題っていうようなものか

ら、前倒しで取り組まきゃならないかというよ

うに思っているところでございますので、国の

法律っていうようなものも中における中身を十

分吟味してただいま照井議員から御質問があっ

たような方向性で取り組んでまいりますので、

そのことをお約束いたしまして答弁とさせてい

ただきます。 

○議長（新田勝見君）  ７番照井文雄君。 

   〔７番照井文雄君登壇〕 

○７番（照井文雄君）  今、私が望むところを

今、市長が答弁したのかなと思っておりますが、

いずれにせよ法案、できるのを待っているんだ

という内容でございましたが、もし、この法案

ができたときに今の協議会や何かが対策になり

ますが、もしこの法案というものが今回の国会

でできるのかどうか、もうちょっとまだ把握は

できないと思っておりますけれども、今回まで、

と言うのは実は市内において廃屋、市長の答弁

ですと六十何軒、これが非常に目立っておりま

すが、この地域の中で市民協働ということで壊

そうと思った地域がございます、実は。ところ

がごみの分別、それから今の産業廃棄物になる

ものが多数出るわけです。地域の方々で市民協

働という立場で壊そうかなと、地域にふさわし

くないということで、地域の住民が先に立って

壊そうと思ったら、やはりごみの分別のことか

ら危険性も伴うことから、見送ったという地域

がございまして、そういうところに例えば幾ら

かでもいいいですから、幾らかでもいいってこ

ともないんですが、重機で最初、解体する分だ

けでも補助をもらえればもっと進むのではない

かなと。いわゆる市民協働ということで、重機

一日頼むぐらいの補助があれば市民協働という

ことで地域住民が壊せるかな、安全に解体でき

るかなと、そうしたときにごみの分別を優先的

に引き受けてくれるのかなということがござい

まして、立法化になるのを待って、その待って

から、なったらばやるのもわかりますが、幾ら

かそっちのほうに予算措置をしていただければ、

市民協働ということで住民が率先して安全に壊

すために、一日の重機の分だけでもいただけれ

ば、あとは市民協働ということで地域住民が壊

せるかなというところも結構ありますので、そ

ういった面は、もし立法化が見送った場合、ま

だまだ先のことだなということになれば、そう

いうことも大事ではないかなと思っております

が、そこら辺は市長の意見としてはどう思って

いるんでしょうか。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この解体ということで、

市民協働という仕組みの中でできないかと、国

の法律を待つのもいいんだけども、そういうよ

うな中で前倒しできないかということでありま

す。 

 もちろん市民協働の仕組みの中で解体した

ケースもないわけではありません。またこれも

１つの手法であろうかというように思っており

ます。ただやはり、この震災復興の中で、この

住宅問題でもって非常に大きなネックになった

のは土地の手当てができないっていう問題が大

きな。そして、本当にこれは、特別措置法がで

きて、ある意味において土地の収用しやすくな

ったということになるわけでありますけども、

権利というものは財産権というものがあって、

憲法問題までいってしまうという中で、被災地
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の復興も思うに任せなかったというのが、この

土地問題なわけであります。 

 したがって、地権者がはっきりしておって、

きちんとした合意がなされておれば、そのよう

な市民協働の仕組みでそのような解決方法もあ

るわけでありますけども、それこそ大変な景観

を損ねているから重機を持っていってボランテ

ィアの中で取り壊してしまうというような、簡

単にはそのようにはいかないという１つの背景

があるわけであります。 

 例えば、たとえとして悪いわけで、決してい

い事例ではないかと思っておりますけども、岩

泉の町長さん、本当に私にとんでもないと、10

0人もの、明治まで遡って地権者を同意を持っ

て歩かないといけないっていうことになれば、

とんでもない天文学的な数字だと、地権者は待

っていられないという中で住宅も建てられない

んだよなという話の名から、なかなか国が動か

なかったという中で、ようやく国が動いて特措

法というものができて、土地の収用をしやすく

なったということになったわけでありますから。 

 やはりこの空き家問題も、遠野だけの問題で

はないと、全国的な問題でもあるということに

なれば、やはり法律もきちんとしたことを踏ま

えながら、それを１つの条例といったものに、

仕組みにきちっと持っていって、先ほど申し上

げましたとおり協議会を立ち上げ、そして計画

をちゃんと持ち、その中で様々今申し上げたよ

うなこの権利といったものをきちっとクリアし

ながらという部分は、急がば回れという言葉が

ありますけども、その方が逆に私は、この問題

に対する１つの解決策としては早いんじゃない

かなと。 

 また、市民協働っていう仕組みをそこに持ち

込んだとしても、その方が後々問題にならない

というか、後々裁判問題にまで行かないような

かった形での１つの決着を見るんじゃないかな

と思っておりますから、今国会で、現時点での

国の状況は政府なり政府与党で最終調整が行わ

れ、今国会で法案が提出されて、間もなく会期

末なわけでありますけれども、さまざまな形で、

今行われているということでありますので、こ

の全国市長会やあるいはインターネット等での

法案の審議状況をきちっと把握しながら、適時

適切に遠野市としての取り組みを進めてまいり

たいというように承知し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。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後２時49分 休憩   

────────────────── 

   午後３時00分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 14番菊池民彌君。 

   〔14番菊池民彌君登壇〕 

○14番（菊池民彌君）  新興会の菊池民彌であ

ります。 

 通告に従いまして、市長に対しまして大項目

２点について一般質問をいたします。 

 その前に、若干時間をいただきまして、普段

感じていることを申し述べさせていただきます。

綾織町にあります道の駅遠野風の丘のシンボル

であります風車が３年前ぐらいだったでしょう

か、強風によって破損し、その後、修理を終え

て稼働したと思っておりましたら、最近になっ

て市民からも指摘されておったところでもあり

ますが、風車の羽根が取り外され支柱のみが異

様な姿で建っているのを、国道238号を通過す

るたびに、羽根がついているとついてないとで

は大変な違和感を感じているものであります。 

 風車を風の丘から撤去しようとでも考えてい

るものなのか、それとも修理中であるものなの

か、その理由は市民には届かないのではないか

と思ってなりません。４月からはＳＬ運行も始

まり、また旅行シーズンを迎え来訪者も多くな

るとき、この現状では異様なものと思われるの

ではと少々気になるものでございます。 

 風車は柳のように風に耐えられる強靭なもの

でなければ、その意味はないものと思えてなり

ません。遠野風の丘の風車の休んでいる理由な

どについて広報とおのの片隅にでも掲載をして
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はいかがなものかと提起しておきたいと思うと

ころであります。 

 それでは本題に入らせていただきます。 

 まず、大項目１点目であります。 

 昨年は遠野物語の話者であります佐々木喜善

が没してから80年という節目の年でありました。

佐々木喜善は文学者との幅広い交流の中で1908

年に運命的な出会いがありまして、水野葉舟の

紹介において柳田國男と出会い、喜善は遠野の

民話などを語り伝え、柳田國男は一字一句加減

せず、感じたるままに書き、まさに感銘を受け

つつ聞き書きし１冊の本にまとめられ発刊した

のが『遠野物語』であり、今やこの物語は国内

はもちろん、最近に至っては英訳の『遠野物

語』の発刊等に伴い、欧米地方にも知れわたる

状況となり、同著は民俗学という新しい学問を

生み、遠野はこの影響を受け、その名を全国に

知らしめ、大きく脚光を浴びる状態に至ってる

ことは大変喜ばしい限りであり、地域の誇りで

もあります。 

 こうしたとき、さきにも申し上げましたよう

に昨年佐々木喜善没後80年となり、佐々木喜善

祭が喜善の記念館が設置されております伝承園

を会場に昨年の９月に多彩な催しが繰り広げら

れました。その内容については、当時の岩手日

報紙上に特集として２面にわたり掲載されたこ

とは記憶に新しいところであります。 

 この祭りには宮沢賢治との交友を縁に、花巻

市民や病没の地となっております仙台市宮城野

区清水沼の地区民の方々の参加をいただき、

佐々木喜善が守った昔話という財産を縁にさら

なる絆を深め合ったものと思ってるところです。 

 また昨年11月には、遠野文化フォーラムが開

催されました。このフォーラムも佐々木喜善没

後80年の記念として開催されたものと承知して

おります。私はのっぴきならぬ用事のために出

席できず、残念に思っているところでございま

す。 

 このフォーラムには特にドイツのグリム兄弟

が育ったシュタイナウ市のグリム兄弟博物館の

館長でありますクリンク館長を招待し、グリム

兄弟博物館の経緯と展望と題しての講演がなさ

れたとも伺っております。 

 またクリンク館長におかれましては、シュタ

イナウ市のシェトラウホ市長の親書を携えて来

援されており、その親書を本田遠野市長に手渡

され、文化を大切にする姉妹都市として両市の

関係を発展させたいと行先を見据えた末永い交

流を約束されたということでもあったようであ

ります。 

 まさにこのフォーラムは、西メルヘン、東の

昔話がグリム兄弟と佐々木喜善とによって、新

たな大きな大きな種として深い深い絆が生まれ

たひと時のように受け止められた気がしてなら

ないところであります。世界のメルヘンの中で

最も人気があり、子どもから大人まで広く読み

継がれているのがグリム童話と言われておりま

す。素朴で、道徳を含み、神秘的でまたロマン

チックな話は童話としての趣を呈し、世界の多

くの国々の人から親しまれているということで

あります。例えば赤ずきん、白雪姫、おおかみ

と７匹の子ヤギなどであります。こうした有名

なメルヘンの町と本市がおつきあいができると

するなら、全く夢のような話ではありませんか。

こうした交流の動機も何らかの御縁がなければ

発生してこないものと思います。 

 今般の動機については一昨年６月に旧滝沢村

において開催されました震災復興を考える新渡

戸国際塾において講演に立ちました本田遠野市

長が、喜善が日本のグリムと称されている旨を

申し述べた際に、その会場に日本グリム協会の

会長をなされております橋本孝宇都宮大学名誉

教授が居合わせ、この御縁で、橋本会長はグリ

ム兄弟が幼少時代を過ごされたドイツのシュタ

イナウ市との交流を提案されたことが動機とな

っているとのことのようであります。まさに御

縁であります。 

 そこで質問に入ります。まず、こうしたこと

をきっかけに遠野市長から橋本日本グリム協会

長を介してシュタイナウ市長に対して親書を伝

達されたとしておりますが、シュタイナウ市の

市政状況はどんなものであるのか、そして本田
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市長が送った親書の内容はどんな内容となって

いるものかについてお示しをしてほしいと思い

ます。 

 次に、これまでに両市の交流が既に始まって

いると思われるような気がするものであります

が、互いに今までに、どんなことについて取り

組まれ交流をしているのかについてもお伺いし

たいと思います。 

 またこの先、将来を見据えて、どんな交流を

軸として両市の絆を深めてまいろうと考えてお

られるものかについてお伺いいたします。先ほ

ど申し上げましたが、シュタイナウ市長によれ

ば姉妹都市を想定した取り組みを期待している

ように受け止められます。 

 次に、大項目２点目に入ります。皇后さまが

遠野について詠まれましたお歌について市長に

対しまして質問いたします。 

 昨年の７月４日、５日に２日間の日程で天皇

皇后両陛下におかれましては、東日本大震災の

被災地のお見舞いの本県を御訪問に並べました。

その際に本市にお立ち寄りになられ、遠野市文

化交流施設宮守ホールにおきまして、達増岩手

県通信本田遠野市長から復興状況や被災地復興

支援について御説明を受けられました。その後

は仮設住宅希望の郷、絆などを御訪問され、同

住宅に入居されております住民に励ましのお言

葉などをかけられました。この２日間で約１万

2,000人の市民が、両陛下をお出迎えやお見送

りのために沿道に駆けつけられたと報道された

ところであります。 

 被災者のお見舞いで大きな励ましをいただき、

あわせて市民には大きな感動を与えていただき

ました。また、遠野市にも御宿泊していただき、

昔話を鑑賞されたようであります。こうしたこ

とは遠野市の歴史の上で末永く語り継がれてま

いられることと思います。 

 さて、宮内庁は新年に当たり、さる１月１日

の新聞に天皇皇后両陛下が昨年読まれましたお

歌のうち、計８首が発表されたところでありま

す。その中の１首が、皇后様が昨年７月に本市

を御訪問された際に詠まれましたお歌でありま

した。お題目は遠野であります。そのお歌の内

容は、「何処にか流れのあらむ尋ね来し、遠野

静かに水の音する」、とのお歌であります。天

皇皇后両陛下におかれましては、公務の中にあ

っても、気を緩めることなく周囲に気を配りつ

つ行動されているものと深く感銘を受けた次第

であります。選者でもない素人の自分が言うの

もおこがましいものでありますが、このお歌は

本市の自然豊かで山水水明の地にあって、静け

さの中に水の流れる音が感じたものをお詠みに

なられたものではなかろうか感じた次第であり

ます。 

 そこで市長にお伺いいたします。市長はこの

皇后さまの詠まれましたお歌については、さき

の３月遠野市議会定例会の施政方針演述の中で

も申し述べられおり、市長としても非常に感慨

深いものを抱いているものと思われてなりませ

ん。 

 つきましてはこのお歌についてどのようなこ

とを感じられたのかについて、その思いを率直

にお聞かせを願いたいと思います。 

 次に、市長に対しまして提案をし、御書見を

お伺うものであります。この皇后さまの詠まれ

ました、このお題、遠野のお歌を風化させるこ

とがあってはならないものと強く思うところで

あります。よって、このお歌を記念として歌碑

を建立し、本市の宝として末永く残すべきと思

い、ここに提案するものであります。 

 実現するためには宮内庁等の理解を得ること

が必要かと思うところでもありますが、このこ

とは市長の政治手腕をもって解決されるものと

思慮されるものであります。市長の御所見をお

伺うものであります。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  菊池民彌議員の２つの

御質問にお答えいたします。 

 これは、答弁は求められなかったわけであり

ますけども、この風の丘の風車の問題につきま

しては、私も大変気がかりにしておりました。

特に、このゴールデンウィーク、９連休ってい
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う大型連休、ＳＬプロジェクトが本格化したと

いう中にあって、風の丘の象徴の風車が欠けて

おったというのは、本当に通るたびに気がかり

であったわけでありますけども、不具合が生じ

たと、クラックが生じたということで、メカロ

という業者が設置しているわけでありますけど

も、愛知県で３カ所、秋田県に１カ所、岩手県

の風の丘に１カ所と計５カ所、設置しているわ

けでありますけども、その不具合が生じたんで、

風の丘そのものの風車には、それは認められな

かったんだけども、安全性を考慮し撤去して全

部点検をするという中で、もちろん保険も補償

も切れとったわけでありますけども、これは業

者が責任を持って、安心安全にとっては欠かせ

ない課題なので点検をさせてくださいというこ

とで４月の中ごろ、撤去をいたしまして、この

６月25か、26日ごろ全て点検が終わって、また

改めて設置されるということで連絡が入ってお

りますので、ちょっとタイミングが悪かったな

という思っておるわけでありますけども、やっ

ぱり安心安全にはこれは勝るっていうか、それ

を優先するのは最もでございますので、ちょっ

と残念でしたけれども、その業者の申し出に応

じたって言う中で、ただ市民周知なり関係者の

方々にこういう理由で撤去されてますよってい

う部分における、この広報活動、周知活動につ

いてはちょっと配慮が足りなかったのかなとい

うように反省もしているところでございますの

で、ひとつ御了解いただければというように思

っております。 

 さて、２つの質問をいただきました。グリム

兄弟が育ったドイツシュタイナウ市との交流に

ついてということで、ほぼ質問の中で、今まで

の経過につきましては、触れていただきました

ので、私のほうからはあえて申し上げることは

ないわけであります。 

 24年の９月でありましたけれども、前の県立

大学の谷口学長さんが新渡戸塾というものを開

講しておりまして、その新渡戸塾でもって、遠

野の後方支援の考え方、そういったようなもの

についても触れてくれないかという谷口先生か

らたってのお話がありまして、それで私出向い

たときに、さまざま、この遠野物語の世界につ

いても、そこにはドイツの方もかなり来ており

ましたし、国際塾でありますから、外国人の方

もかなり来ておりまして、その中で私がこの遠

野物語は、いうところの柳田國男先生１人では

ないと、遠野の人、遠野の佐々木喜善っていう

方がいろいろ語ったのを、柳田先生がそれをま

とめたっていう話の中から、日本のグリムって

言われているんですという話をしたときに、会

場からその突然手が上がって、いやこれは何を

聞かれるのかってびっくりしたんですけども、

ぜひドイツのグリムとの中におけるドイツとの

友好関係も結んではどうかっていうことで、御

質問でありましたとおり、宇都宮大学の名誉教

授の日本グリム協会の会長の橋本先生からそう

いうような提案をいただいたということで、そ

れらの一連の経過は先ほどの質問の中にあった

とおりでございますので、省略させていただき

ますけども。 

 24年の12月13日にグリム協会の橋本会長と当

市職員を１人、橋本先生に随行いたしまして、

ドイツのシュタイナウ市長に親書といえば、ち

ょっと大げさでありますけれども、文化交流を

実現しているものだという中における私の思い

を伝えたわけであります。 

 遠野物語の話者である、日本のグリムと言わ

れる佐々木喜善、これは遠野の人ですと、した

がってこのグリム兄弟をテーマにした文化交流

をぜひ進めたい旨の内容を記しました親書を託

したわけであります。そしてその後、シュタイ

ナウ市長から御礼とそして今後、両市の文化交

流を進めていきたいという意向が伝えられたと

ころであります。 

 先ほど質問にありましたとおり、昨年の11月

にドイツのこのシュタイナウ市にありますグリ

ム博物館の館長さん、遠野文化フォーラムにま

いりまして、いろいろ遠野も民話といったもの

を切り口にしたさまざまな取り組みにつきまし

て、博物館、あるいは遠野物語の館、詳細に視

察をいただきまして、カッセル大学というすぐ
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近くにある大学の先生もまいりまして、遠野の

文化といったようなものについてかなり御理解

を深めていただいたと、これがドイツのシュタ

イナウ市との遠野との１つのやりとりの経過で

あり、１つの現状であったということでありま

す。 

 ちなみに、このドイツのシュタイナウ市はち

ょうどドイツのフランクフルト、中部からちょ

っと南側の方になるわけですがフランクフルト

から約40キロでありますから、花巻と遠野間ぐ

らいの距離の中にある人口１万1,000人ほどの

小さな町であります。 

 議員各位も御案内のとおり、メルヘン街道と

いったような１つのコースの中にありまして、

その中にある小さな自治体でありますけども、

議員の数は33人ということでありまして、シュ

タイナウ市の市長さんも2002年から市長に就任

されておるという中で、文化交流といったもの

に対しては大変関心を持っておるという地域で

もありますので、何とかこの遠野の人、佐々木

喜善、日本のグリムであれば、それこそ今から

二十五、六年前でありますか、民話通りという

ことで、赤ずきんちゃんとか、グリム童話に係

るようなモニュメントも駅前通りにあるわけで

ありますから、そういったものを、うまくまた

さらに光輝かせるためには、まちづくりの一環

にもなるのかなというような思いの中から、そ

ういうような交流といったものを考えたという

ことでありまして、お互い昨年の佐々木喜善ル

ネッサンスグリム兄弟と佐々木喜善を開催した

と、教育文化振興財団で開催いたしまして、リ

ンク館長を招いてのグリム童話と地域づくりを

テーマに講演をしていただいたということがあ

りますので、それを踏まえて、いよいよ本格的

にそのような交流も深めて行きたいものだなと、

今日、午前中の萩野幸弘議員のほうからもあり

ましたとおり、まちづくりといったようなもの

を考えていく。日本建築学会から文化賞ってい

うのをいただいたと、これがやっぱり文化賞っ

ていったのは単なる箱物ではない。やっぱりこ

だわりのまちづくりをしてきたと。じゃあこれ

から中心市街地も単なる本庁舎の再建ではない

と、これからのまちづくりの１つの一環として、

本庁舎を身の丈の中で位置付けようと。そして

次の展開を図っていこうと。であれば、駅前か

ら博物館までの駅前通りを、１つの、さらに光

輝かせるような中心市街地の再開発まで持って

いこうと。そうすれば民話通りの、新たな光輝

かせるようになれば、日本のグリムっていった

ようなところに、本物のグリムっていったよう

なものの中で起きる国際交流の中から、さまざ

まな仕掛けができるんじゃないのかなと、そう

いうまたメルヘン街道っていう中における１つ

の地理的な場所としても非常にいいポジション

にあるのがシュタイナウ市でございますので、

そういった意味においても、遠野で、身の丈で、

国際交流ができるんじゃないのかなということ

を考えているということでありますので、これ

を将来見据えての交流ということになれば教育

文化振興財団のほうにおきまして国際交流が合

併いたしました。新教育文化振興財団が立ち上

がっておりまして、国際化推進ビジョンといっ

たようなものを教育文化振興財団として、先般

示して、市長宛てにそのようなビジョンを示し

てきたところでありますので、それを受けなが

ら、まさに国際感覚あふれる人づくりといった

ようなことも、これから大事じゃないかなとい

うように思っておりまして、今議会にも内閣府

のほうからの財源の応援をいただきましてイタ

リア語とドイツ語に遠野物語を翻訳するという

ような予算も計上させていただいておりますの

で、これをサレルノも30年になるわけでありま

すけども、映画遠野物語が国際交流のきっかけ

になったということもあるわけでありますから、

その辺うまくストーリーをつくりたいなという

ように考えているところでありまして、この文

化を発信すると、そうしますとこの文化を発信

すると、そしてまたイタリア、ドイツといった

ような欧米のほうとも、そのような１つの接点

を持てば、私は、東京オリンピックが2020年で

ありますか、2020年にオリンピックがあります。

またこれもどうなるかっていう部分はさまざま
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な国際的な１つの中におけるビックなプロジェ

クトでありますけども、この国際リニアコライ

ダーＩＬＣのプロジェクトが実現の運びってい

うことになれば大変な、それこそ第一線の物理

学者が岩手に集うということになるわけであり

ます。 

 そうしますと、日本の文化を知るという意味

においては遠野も非常にいいポジションにある

ということでありますから、リニアコライダー

の波及効果っていうものをしっかりと受け止め

るという環境づくりも遠野として行っていく必

要があるんじゃないかなと。リニアコライダー

の国際へのこのプロポーサルと申しますか、プ

ロポーサルって言うよりも広報宣伝のビデオを

ちょっと拝見いたしました。外国向けのビデオ

であったわけでありますけども、遠野が日本の

文化といったところに、遠野のこの自然、歴史、

伝統っていったようなものが曲り屋の風景とか、

それこそ、さまざまなこの遠野ならではのふる

さとといったような原風景といったようなもの

は、海外向けのＰＲビデオの中に遠野は映って

おりまして、リニアコライダーの事務局に遠野

は積極的に動いてないって言われるけども、遠

野のことはきちんと位置付けられておりました

ねという話をしましたらば、やはり海外に日本

の文化っていったものをアピールするとなれば

遠野は、これは避けて通れないよというような

話もいただきましたので、それをいい意味での

１つの受け皿としながら、シュタイナウ市との

交流も一つ一つ、一気に市長が訪問して協定し

て友好都市じゃなくして。今年の８月から９月

でありますか、ドイツのほうのグリム博物館で

遠野展を行うというような準備も今していると

ころでありますので、そういった事を繰り返し

ながらお互いの、言うなれば文化を理解し合う

というレベルになりましたならば、今度はきち

んとした協定を結ぶという段階に行くことにな

るんではないのかなというようにも思っている

ところでございますので、ひとつそのような段

階を踏みながら本格的な文化交流といったもの

に持ち込んでいきたいというように思っており

ますので、そのためにも、繰り返しになります

けれども遠野のまちづくりをハードばかりじゃ

ないよとソフトの面をという中におけるこの提

言をきちんと受け止めた中における取り組みの

１つなんだっていうことでもって、ひとつ御理

解をいただければというように思っているとこ

ろでもあります。 

 それから２つ目の質問でありますけども、皇

后さまが詠われたこの御歌という部分について

の認識とそれに対する何か考えはないかという

ことでありました。天皇、皇后両陛下は議員各

位も御案内のとおり、昨年の７月４日、５日と

遠野を訪れたわけであります。大変な心配りと

気配りでありました。私どもは両陛下には失礼

があってはならないっていうような中で、精一

杯のおもてなしという中で歓迎をしようと思っ

たわけでありますけども、こういう事例があり

ました。 

 遠野の防災センターにもお立ち寄りになる。

わたしは、職員が全部立って両陛下をお迎えす

るようにと、２階に上がるまでの間、お出迎え

とお見送りをするようにということをしなけり

ゃなりません。そうしましたところ、侍従長の

方から、市長さん、それはやめてくださいと、

平日でありますと、両陛下はあくまでも被災地

の皆様のお悔やみと御激励に伺ったのです。そ

して平日でありますからそのようなことはやめ

てくださいと。通常の勤務をしてくださいとそ

のようなお話をされた。これは１つの例であり

ますけれども、大変な気配りと心配りでありま

す。それだけ、被災地の皆様に寄り添うと申し

ますか、被災された方々に大変な気配りをされ

ているんだなということが一つ一つの事例の中

からそれを全て感じとったわけであります。 

 遠野の昔話もというときも、これも全て、行

幸啓という公務から全て外してください、その

ような申し出もありました。昔話を聞きに行っ

たんではないですよということをきちんとけじ

めをつけているという、何と申しますか、被災

者の皆様に寄り添うという心と気配りといった

ものに対しては、私も言葉で言い表せない１つ
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の感動をその中で感じとったわけであります。 

 そしてまた、この宮守ホールで遠野の入って

すぐに、被災地の現状と後方支援の状況という

ことで、知事と私とでまた御説明という時間を

いただきまして、私も用意した原稿を持って御

説明しようということで、それこそ両陛下を前

にして大変緊張しとったわけでありますけども、

説明が始まって間もなく、質問が御下問がまい

りまして、一問一答のような形でのやりとりが

ありまして、その一問一答のやりとりそのもの

も非常に被災地の皆様と、あるいは後方支援を

行った遠野の市民の皆様に対する大変な心配り

のお話でありました。 

 本当に一つ一つ全部記憶していればいいんで

すけども、余りものやさしい思いやりのお言葉

をおかけされまして、いつの間にか何を言われ

たっけかなという部分が記憶から飛んでしまっ

たということになっているわけでありますけど

も、それほどの気配りであったわけであります。 

 その中で、先ほど菊池民彌議員が、これをや

はり１つの価値として残すとというのも大事じ

ゃないかと。このお歌を市長はどういうふうに

受け止めたんだということでありました。この

市長はどのように受け止めたっていう部分につ

きましては、さる３月市議会で、冒頭、申し上

げました所信表明の中で最後の部分で、これを

誇りにし、自信にし、自慢するんじゃないんだ、

誇りにし、そして自信にしながら、これからの

まちづくり、まさに皇后さまがお詠みになった

静かに水の音するという、この遠野郷としての

まちづくりといったものに全力を上げて取り組

んでいくんだということが１つの答えではない

のかなということで申し上げましたけども、今

でもそれは変わりないところであります。 

 したがいまして、この歌碑という部分につき

ましては、いろいろ私も、１月１日に御歌が発

表されたときに御歌碑がどのような形で建立さ

れているかっていうことに、ちょっと調べさせ

ていただきました。阪神淡路のときも災害から

10年後に神戸を訪れて、その震災の様子を御歌

にされたというから10年後に歌碑になっている

んです。だから復興がある程度、きちんと形が

見えたという時点の中で歌碑にされてるという

ことでありますから、今般の、この皇后さまが

お詠みになられた御歌につきましては、私はや

っぱり復興が形に見え、それこそ被災地の皆様

が安心して、そしてまた将来に向かってきちん

とした生活ができるような環境が整った時点で、

やはり遠野にもお立ち寄りになり、遠野の３万

市民が必死になって沿岸被災地の皆さまと向き

合う中から、両陛下が遠野にお泊りになり、そ

の中において、それこそ、御歌を詠まれたとい

う部分を歌碑として将来にきちんと記録として

残すというような作業が、その時点で本格的に

始まるということで捉えるべきじゃないだろう

かなと。 

 今、被災地は本格的に、それこそ懸命な仮設

から本設に向けて、そしてさまざま手さぐり状

態でふるさと復興に向けて懸命に努力してるわ

けでありますから。特に今般の遠野にお立ち寄

りになり、お泊りになり、そしてまた遠野の印

象を御歌にされたというような経過を考えれば、

やはりそのような１つのタイミングといったよ

うなものが、そのような中から見出していって

いいのではないだろうかと、それから後方支援

を行ったさまざまな記録、写真、あらゆるもの

をパネル化したり、あるいは電子化しまして残

しておりますので、そのようなものも後世に伝

えるって部分におきましては、ちょっとした後

方支援、記録館のようなものもいずれは考えな

きゃならないだろうかっていうように思ってお

りますので、そのようなプロジェクトとあわせ

ながら、御歌の歌碑につきましては具体的な検

討に入るということになるんではないかなとい

うように思っておりますので、重く受け止めな

がら、そしてまた、この御歌に示された皇后さ

まの遠野に対する思いといったようなものをや

はり繰り返しになりますけども誇りにしながら、

そしてまた自信にしながら、遠野のまちづくり

に取り組んでいかなければならないかと思って

るところでございますので、その一端を申し上

げまして答弁とさせていただきます。 
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○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）  ２回目の質問をしたい

と思います。 

 るる、説明をいただきましたので、余り聞く

こともないような状況になっておりましたけれ

ども、１つ、この皇后さまのかかわりにつきま

しては、市長は誇りと自信というふうなことを

受け止めたということでございました。阪神淡

路の震災の例も出しまして、歌碑の建立という

部分につきましては、被災地の復興後の後でと

いうふうな形になるほうがなというふうに受け

止めたところでございます。 

 阪神淡路の場合は10年後に歌碑が建ってると

いうことでございますが、この建てる費用につ

いては、宮内庁は出すものか、これは地元が出

すものかという部分、ちょっと私もその辺はわ

からなかったんで質問にも出してなかったんで

すけれども、いずれ金がかかることだなという

部分もありましたんで、その辺、おわかりにな

るんであれば、ひとつ答弁をしていただきたい

なというところでもありますし、また、10年後

となりますとまだ市長は若いわけですから、10

年後、延々とやられるのかもしれませんけれど

も、どのような手段でこれを後世に伝えて、実

現を期そうとしているのかについてもお伺いを

したいと、このように思う次第でございます。 

 それから、グリムの関係につきましては、市

長は文化交流、そして市民交流をというふうな

形で親書を差し上げているように、私は理解を

しているところでございますけれども、先ほど

文化交流を中心のみのお話をされましたが、ず

っと文化交流だけでいこうとするものか、その

辺の柱とするものをきちんとお示しをいただい

て、友好都市、姉妹都市というふうな形になり

ますと、議会とのかかわりも出てくるんではな

いかなとこのように思うわけでございますが、

その辺のタイミングはいつごろになるのか、ま

だ先のことでもあろうかとは思いますが、市長

の腹づもりとしての考えをお示しをしていただ

ければありがたいなと、このように思います。

また民話通りの話も出ました。私が数えたので

は、７基か８基の題材が設置されていると思っ

ておりますけれども、あれも１億創生の中で整

備した民話通りでございますんで、７基か８基

の像が建ってるかと思いますがさらにこれをふ

やして整備をしていこうとするのかどうかにつ

いてお伺いをしたいと思います。 

 以上です。 

○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。 

 誇りと自信にしたいというような中では、そ

れを遠野のまちづくりのエネルギーに持ってい

きたいというそのような中で、この御歌を私な

りに受け止めているところでありますけど、こ

れは議員各位もそのとおり、市民の皆様もその

とおり受け止めているのではないのかなという

ように思っております。 

 この中にありますとおり、御歌が発表された

ときに大船渡・高田にお悔やみとお見舞いに出

向くに先立ち、後方支援で活躍された遠野市に

まずお立ち寄りになりました。その際の印象を、

皇后さまがお詠みになった御歌がありますとい

う中で発表されたわけでありますから、やはり

この３万市民がまさに心を１つにしながら被災

地と向き合ったという部分の中における１つの

取り組みということを、この中における両陛下

の１つの遠野へのお立ち寄りであり、また御宿

泊であったの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ので、これにつきまし

ては、歌碑という部分は今お話ありましたとお

り、お金もかかるだろうと、それから10年、あ

るいは15年となれば市長も若いだろうからまだ

まだというような話もあるわけでありますけど、

そのような気持ちは毛頭持っておりません。や

っぱりその中において、やはり私は遠野の心を

持って被災地との命と向き合ったという部分も

あればそれをきちんと踏まえた中において、こ

の皇后さまの御歌といったようなものも遠野市

民の、それこそ孫、子の時代にまでという部分
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になりますが、そういう中で歌碑として残すと

いうことは当然しなければならないというよう

には思ってますけれども、その残すという、建

立という部分に持っていくタイミングは少し慎

重に見極めなければならないなという部分と、

それを歌碑として残すということになれば、一

定の、１つの資金も必要とするということにな

るわけでありますから、市民の皆様も浄財とい

ったようなものもそういうのに見い出しながら、

やっぱり取り組んでいくということが大事じゃ

ないかと思っております。 

 どこかに流れがあるんではないかなというこ

とで、耳を澄ましたら流れの音が聞こえてきた

と、どこにあるんだろうなと、それで御歌を詠

まれたと、まさに「何処にか流れのあらむ尋ね

来し、遠野静かに水の音する」、というそのよ

うな遠野の里でありたいものだなというような

中におけるものとして、やっぱり後世にきちん

と伝っていくと。実は、この御歌の話を静岡県

の川勝知事に話をしました。川勝知事さんは、

この分野については大変造詣の深い方でありま

す。 

 そうしましたところ、大変なことなんだぞと

言われました。日本の御歌という中における歌

詠みとすれば、皇后さまのレベルというのは、

レベルというと大変失礼な言い方になりますけ

ど、大変な者なんだそうでございます。 

 日本の５本の指に入るぐらいの方なんだよと、

凄いものをあなた、もらったんだよと。歌に詠

み込まれたってことは凄いことなんだよとって

いうことを言われましたので、それこそ専門家

でない部分の中からすると大変なものをってい

う部分で改めてその重さに私自身も驚いている

ところでございますので、それがゆえに慎重に

持っていきたいということをもう一度お話を申

し上げたいというように思っております。 

 それから、親書、これは文化交流っていう部

分、私は友好都市っていうことになれば議会の

承認事項になりますから、議会のほうにもお諮

りしなきゃならない、ただ日本のグリムが佐々

木喜善先生の80周年だよと、日本のグリムの博

物館の館長が来たよと、今度、遠野で展覧会す

るよって言うだけでもって、一気に友好都市っ

て言うわけにはいかないと思います。やっぱり、

文化交流をきちんと続けながら、その中で両者

がきちんと文化交流っていう１つの切り口の中

から両者が納得し合ったならば、友好都市とい

う中における１つの次のレベルに持っていくと

いう中で議会提案を申し上げてきちんとした友

好関係に持っていきたいと思っておりますけど

も、そのためにはもう少しやっぱり行ったり来

たりしなければなら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よろしくお

願いいたします。 

 それから最後の民話通り、中心市街地の再開

発事業の中で、私はよみがえらせたいというよ

うに思っております。それは再集約するのか、

今のままの中で、この駅前通りの空き店舗対策

を行い、あるいは電柱の地中化を図りながら、

今のままで光輝かせるのか、あるいはスポット

公園のような中で、ある程度のこと集約しなが

ら、そこにストーリー性を持ってった中におけ

る駅前再開発の一環として位置付けるのか、そ

うしますとやはりグリムの赤ずきんちゃんなど

もモチーフとして駅前の民話通りにあるわけで

ありますから、そうすると１つの、そこでまた

物語ができるかなというように思っております

けど、まさにハード、ソフトの１つのこのソフ

トの部分として中心市街地再開発というハード

に対して、民話通りの例のモニュメントの、さ

らなる光輝かせるっていうソフトの部分をそこ

に持ち込んで、そうしてまた光輝かせるってい

うその切り口を持ち込むところにシュタイナウ

市っていう１つの国際的な視点の中におけるま

ちづくりっていうと、それに位置づけるという

ことに持っていければ、ドイツのほうからの観

光客の方々の招聘といったようなものもまた夢

ではなくなるんじゃないのかなというようにも

思ってるところでありますし、こちらからこん

どドイツの方にも出かけていくっていうような、

そのような相互交流につながるんではないのか

なと思っておりますから、いずれも点として捉
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えるんじゃなくして、遠野物語っていうんであ

れば、１つのストーリーとしてこのまちづくり

を考えていきたい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れども友好都市も

あるいは再整備、再開発もそのようなストー

リーの中できちんと議員各位にも御相談しなが

ら進めてまいりたいと思ってるところでござい

ますからよろしくお願いいたします。 

○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）  それでは３回目になり

ますけれども、記念碑につきましてはぜひ自信

を持って後世に伝えるようにきちんと整備され

るようにお願い、要望という形になろうかと思

いますが、ぜひそれは実現を期してまいりたい

というふうにお願いを申し上げたいと思います。 

 それから中心市街地の再開発というようなこ

とで、民話通りの整備ということでございます

が、私も若いときにかかわった事業でもござい

ますんで、１つだけ、駅前から博物館通りとい

う部分ではございましたけれども、本来は横に

も広げたいという当時の思いがございました。

そういう部分では一日市にも非常に今、いろい

ろ施設が整備されましたけれども、あれにもそ

ういう童話、民話にかかわる像等が配置をされ

れば、ますます町は活気が呈されるような思い

があるなというふうに思いますんで、そういう

部分も配慮をしていただきたいと、こういうこ

とを念じまして、私の質疑を終わらせていただ

きます。 

 ありがとうございました。 

────────────────── 

   散  会   

○議長（新田勝見君）  お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、散会いたし

たいと思います。これに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新田勝見君）  御異議なしと認めます。 

 よって本日はこれにて散会いたします。御苦

労さまでした。 

   午後３時47分 散会   


