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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。 

 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番小林立栄君。 

   〔１番小林立栄君登壇〕 
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○１番（小林立栄君）  おはようございます。

公明党の小林立栄でございます。通告に従いま

して、一問一答方式で一般質問をさせていただ

きます。各質問事項について、市民の皆様にも

一緒になって考えていただけるように、簡潔に

わかりやすく質問していきたいと考えておりま

す。 

 初めての一問一答であります。途中お見苦し

い、お聞き苦しい点もあろうかと思いますが、

何とぞ御容赦ください。 

 それでは大項目1点目、がん対策の充実につ

いて、がん検診とがん教育を中心に質問いたし

ます。 

 がんは、日本人の２人に１人が生涯のうちに

かかる国民病であり、亡くなる人は年間36万人

を超えます。私は、20代のころ、母親をスキル

ス性の胃がんで亡くしております。家族や親戚、

友人に目を向けると、がんで亡くなった方、克

服して日常生活を取り戻した方、後遺症を抱え

ながら生活している方もおります。それだけが

んは身近な病気であります。 

 市民の生命と健康を守る上でがん対策は重要

な課題であり、絶え間なく一層の前進をさせな

ければなりません。がん対策は予防から早期発

見・早期治療、がん医療、緩和ケアまでの総合

的、包括的な取り組みが必要であり、国、県、

各市町村を挙げて取り組んでいるところであり

ます。 

 現在、遠野市では、健康増進法に基づいて胃

がん、大腸がん、肺がん、乳がん、子宮頸がん

の５つの検診と国の指針には基づかない前立腺

がん検診を実施しております。女性特有のがん

検診無料クーポンの配布や、コール・リコール

──個別の受診呼びかけであります──スキッ

プカードのポイントサービス実施など、検診受

診率向上へ取り組んでおります。 

 そこで、まずは、がん検診を実施するに当た

って、もととなる考え方、がん検診の目的は何

か、私の考えも述べさせていただきながら、市

長のお考えを伺いたいと思います。 

 がん検診の目的は、言うまでもなく、がんを

早期に発見し、適切な治療を行うことでがんに

よる死亡を減少させることであります。ですが、

私はもう一つ大事な目的、視点があると考えて

おります。 

 がん対策基本法の第１条に、「がんが国民の

生命及び健康にとって重大な問題となっている

現状に鑑み、がん対策の一層の充実を図るた

め」云々とございます。命と健康を守るために

がん対策に取り組むということであります。命、

生命、これは、死亡率の減少に取り組むという

ことでございますが、ただし、生命と健康を守

るということなので、生命、死亡率の減少だけ

ではなく、健康のための取り組みも必要であり

ます。 

 そこで、健康の定義を調べました。世界保健

機関（ＷＨＯ）憲章では、「病気でないとか、

弱っていないということではなく、肉体的にも、

精神的にも、そして社会的にも、全てが満たさ

れた状態にあること」とあります。 

 健康のための取り組みは、がんと闘病してい

る方や克服された方が良質で健康な生活を送っ

ていくこと、生活の質を向上させるということ

であります。この視点、考え方が大切ではない

でしょうか。 

 がん検診について、どうしても死亡率の減少

のほうだけに考えが及んでしまっているのでは

ないかと感じております。死亡率の減少のみで

はなく、良質で健康な生活を営むためにがんを

未然に予防する、早期発見・早期治療をしてい

く、そういった視点、考え方を重視したがん検

診に取り組むべきではないかと考えます。市長

の御所見をまずはお伺いいたします。 

○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）  小林立栄議員の一般質

問にお答えいたします。一問一答ということで

あります。 

 冒頭、身近な事例の中から、健康と命といっ

たものにかかわる中におけるがん対策について

の思いの一端をお聞きいたしました。まさに、

健康と命ということを考えてみた場合に、36万
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人ものがん患者が尊い命をという中で、がんで

もって亡くなられているという極めて大きな数

字があるわけであります。これはただいま御質

問にあったとおりであります。 

 こういった身近な一つの中で、いろんな形で

我々の周りにもがんという病に冒されて、それ

から懸命に立ち直る、あるいは復帰すると、さ

らにはがんと闘っているという方もかなりの数

に上るということも私自身も承知いたしており

ます。まさに身近な一つの国民的な一つの大き

な課題でもあるということになろうかと思って

おり、がん対策基本法の目的といったものにつ

いても述べられておりました。 

 そのようなことを踏まえて、当市の現状をち

ょっと触れてみたいと思うわけでありますけど

も、平成26年度の数字でありますけども、検診

の受診率は、胃がんが28.1％、肺がんがこれは

35.7％、大腸がんが38.6％、乳がんが36.2％、

子宮頸がんがこれが29.１％、過去３年で見る

と受診者、受診率とも毎年増加しているという、

そのような傾向にあります。これはただいま御

質問の中にありましたとおり、やはりがんを予

防しと申しますか、この中における健康、そし

て命ということにかかれば、受診率の向上とい

ったようなものは極めて大事な市政の大きな課

題でもあろうかというふうに捉えているところ

であります。 

 そのために、御質問にありましたけども、地

域の保健推進委員等による勧奨活動、それから

受診しましょうというにおける活動、さらには

これもまた御質問の中にありましたけども、す

ずらん振興協同組合の協定によりまして、スキ

ップカードのポイント制を付与しているという

ような手だても講じているということでありま

して、そのようなさまざまな形で受診しやすい

環境にって申しますか、そのような受診しやす

い、あるいは検診につながるような、そのよう

な中で、例えば土日の休日検診であるとか、仕

事の帰りに寄ることができる夜間検診であると

か、または農閑期に当たる冬期間の休日に追加

日程で検診を実施するなど、さまざまな受診機

会の拡大に努めているというような状況である

ことを申して申し上げ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）  １番小林立栄君。 

   〔１番小林立栄君登壇〕 

○１番（小林立栄君）  わかりました。遠野市

を挙げて命と、そして健康を守るために受診率

向上に取り組まれているという現状をお話しし

ていただきました。 

 実は、目的、なぜ目的を聞いたかというとこ

ろなんですが、実は検診の検査の内容というの

が、大体死亡率、それを考えて、死亡率を減ら

せる、それを大切にして検査のほうはいろいろ

プランが組まれております。 

 ただ、私は実はそれだけではないんじゃない

かと、そういう思いで今回質問事項として取り

上げさせていただきました。良質で健康な生活

を営むためという、この視点、そういった考え

方を重視して、死亡率だけではなくてですね、

個別のがん検診について、次は市民の皆様にも

知っていただきたいので、少し具体的にちょっ

と詳細のお話をしながら、提案型の質問をさせ

ていただきます。 

 まず１点目であります。女性特有のがんの一

つである、子宮頸がん検診について質問いたし

ます。 

 子宮頸がんは、子宮の入り口頸部に発生する

がんであります。毎年約7,000人の方ががんと

診断され、約2,500人の方が亡くなっており、

特に20代後半から30代の若い女性の罹患率がと

ても高い特徴があります。 

 また、子宮頸がんは、他のがんと違い原因が

解明されております。ほぼ100％がＨＰＶ──

ヒトパピローマウイルスといいますが、そのＨ

ＰＶの感染が原因であります。 

 ＨＰＶは、皮膚や粘膜にいるありふれたウイ

ルスで、性交渉経験のある女性の８割の方が年

齢、人数に関係なく、一生涯のうちに１度はこ

のウイルスに感染すると言われております。つ

まり、誰もが感染する可能性が高いということ

であります。 
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 ただし、このＨＰＶ（ヒトパピローマウイル

ス）に感染しても、ほとんどのウイルスは自分

の免疫力によって自然に消滅、体内から排除さ

れます。 

 しかし、一部が排除されずに感染が長期化、

持続感染をしますと、正常な細胞が数年から10

年という時間をかけて子宮頸がんに移行してま

いります。 

 ＨＰＶの中でも、16型、18型というものは、

がん化するスピードが速く、20代罹患者の９割

を占めるハイリスクタイプＨＰＶと呼ばれてお

ります。がんの発見がおくれ、進行すれば命を

失う、あるいは子宮の摘出という事態となりま

す。とはいえ、がんを早期に発見できれば、子

宮を残したままでも治療が可能であり、その後

の妊娠・出産も可能となります。 

 ただいま子宮頸がんについて大まかに説明い

たしましたが、遠野市では20歳以上の女性を対

象に２年に１回検診が行われており、希望する

方は実費負担で毎年受診することができます。 

 検査内容は、子宮の入り口をブラシなどで粘

膜の細胞を採取し、がん細胞の有無を顕微鏡で

調べる細胞診という方法であります。子宮頸が

んによる死亡率減少に効果がある有効な検査法

であります。 

 しかし、細胞診検査の前がん病変──がんに

なる直前の状態です、これの発見率は70％程度

であり、残念ながら見逃しが多くございます。

しかし、この70％という発見率を限りなく10

0％に近づける検査法はございます。細胞診─

─今言いました細胞診の検査とヒトパピローマ

ウイルス検査というのがございまして、それを

同時に併用して行うという方法でございます。 

 ＨＰＶ検査とは、子宮頸がんの原因であるＨ

ＰＶ（ヒトパピローマウイルス）の感染の有無

を調べるもので、がんの発症を予測することは

できる検査であります。 

 つまり、従来の細胞診検査でがん細胞の有無

を、ＨＰＶ検査で今後がん化する可能性のある

ＨＰＶの感染の有無の両方を同時に調べて、ほ

ぼ100％の確率で子宮頸がんの早期発見をしよ

うという検査であります。 

 子宮頸がんから女性の命を守る、子宮の全摘

出という事態を防いで妊娠・出産の機会が奪わ

れることのないようにする、後遺症に苦しむこ

とのないようにする、質のよい健康な生活を営

んでいくためにも、細胞診検査とＨＰＶ検査の

併用法を導入するべきと考えますが、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）  がん対策の中にあって

も、女性の方々の子宮頸がんに係る取り組み、

子宮頸がん検診、ＨＰＶ検査という中における

対応についてということについての御質問であ

りました。 

 かなりそれぞれの中におきまして、御質問の

中にございましたとおり、この子宮頸がんの場

合は、正常な細胞が数年から10年という時間を

かけて、子宮頸がんに移行していくという中で、

ＨＰＶの中でも16型、18型のがん化するスピー

ドが速いという中で、20代の方々の９割を占め

る非常に大きな問題であると、将来の妊娠・出

産といった問題まで大きく影響してくるんでは

ないのかという中におけるお話しでございまし

た。 

 この子宮頸がん検診、ＨＰＶ検査と細胞検査

の同時併用法の導入等について、いろいろ具体

的な取り組みも今進めているとこでございます

ので、議論をかみ合わせるためにも、担当部長

のほうから、この取り組みについての今の状況

等について御答弁申し上げますので、健康福祉

部長のほうから答弁申し上げますので、ひとつ

御了承いただければと思っております。 

○議長（新田勝見君）  古川健康福祉部長。 

   〔健康福祉部長兼健康福祉の里所長兼地 

    域包括支援センター所長古川憲君登壇〕 

○健康福祉部長兼健康福祉の里所長兼地域包括

支援センター所長（古川憲君）  議員が述べら

れているとおり、このウイルスは成人女性の8

0％、男性でも半数以上は１度は感染すると言

われております。 
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 ウイルス感染の有無を調べるＨＰＶ検査と、

がん細胞があるかないかを調べる細胞診検査を

併用することで、がんになる確率が高いかどう

かの選別ができ、確実に経過観察とすることで

早期発見が可能となり、つなげることができま

すと言われております。 

 ただ、しかしながら、住民検査としてＨＰＶ

検査を実施した場合は、検査結果に基づき次回

の検診までの間隔や検査内容が受診者ごとに異

なる。また、検査内容や受診間隔の管理などに

ついては、国レベルでの具体的な実施方法につ

いてのガイドライン等はまだ示されていない現

状でございます。 

 現在のがん検診として行われている細胞診検

査は、子宮頸がんの死亡率減少に対し十分根拠

があることが証明されております。 

 細胞診検査は、死亡率減少に限らず、がんに

なる前の段階で発見できるため、初期であれば

妊娠・出産の機会を奪われることのない状態で

治療が可能となり、若年者から確実に検診を受

けるよう強く勧奨されております。 

 ＨＰＶ検査の導入の是非につきましては、国

としても現在検討段階にある状況でございまし

て、その動向を見ながら導入を今後検討してい

きたいと考えております。 

○議長（新田勝見君）  １番小林立栄君。 

   〔１番小林立栄君登壇〕 

○１番（小林立栄君）  わかりました。国の動

向も見ながらということでございます。ぜひ積

極的に取り入れて導入していただきたいと考え

ております。 

 そこで今、やはり集団検診として実施は進め

られていない現状であると、デメリットの部分

でございました。そのとおりで実はございます。 

 ただ、先ほど目的でもお話しいたしました、

質問させていただきました。この子宮頸がんに

ついては、検診の目的について、やはり考え方

が違うと思います。若い女性に多いがんであり

ますので、がんになる前に、がんが進行する前

に早ければ早い、もう本当に早い段階でしっか

り発見をして、そしてしっかり治療してあげる。 

 また、がんが発生する可能性がある方であれ

ば、また次１年後にしっかり検査をして、そう

いった管理をしっかり台帳をつくってやってあ

げること、それが実は大切なことだと考えてお

ります。 

 死亡率だけではなくて、これから先、子宮を

温存してあげる、希望すれば妊娠・出産ができ

るようにする、生活の質を重視したそういった

視点でやはりがん検診、新しく取り入れていた

だきたいというのが私の思いでございます。 

 ですが今、先ほどもありましたが、国のほう

も動いているということで、これから国の動向、

そういったものに注視しながら、これからも必

要がございましたらいろいろと御質問させてい

ただきたいと思います。 

 それでは、もう１件、次は、胃がんリスク検

診について、またちょっと詳細な内容になって

しまいますが、質問させていただきます。 

 胃がんは、国内で年間約12万人に発生し、約

５万人の方が亡くなっております。胃がんの9

8％はピロリ菌感染による慢性胃炎が進行した

ものと考えられております。従来の胃がん検診

は、バリウムを使うエックス線検査であります

が、バリウムを飲む、体を横に縦に上下にと回

転させますが、体には負担の大きい検査でもあ

り、バリウムの誤飲、前日の食事制限など受診

が難しい方、結果として受診できなかった方も

いらっしゃるのではないでしょうか。受診率が

伸びない原因の一つではないかと考えておりま

す。 

 そこで今、注目されている検診に、胃がんリ

スク検診（ＡＢＣ検査）というものがございま

す。胃がんの危険因子であるヘリコバクター・

ピロリ菌への感染の有無、胃の粘膜の萎縮の程

度を組み合わせて調べて、胃がんになりやすい

かどうか分類する検査であります。 

 検査結果で、ピロリ菌がいない、胃の萎縮も

ない方をＡタイプといたします。Ａタイプに分

類された方の１年間の胃がんの発生頻度は、ほ

ぼゼロであるそうであります。ですので、Ａタ

イプの方は精密検査の対象から除外する。萎縮
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はないがピロリ菌に感染している方をＢタイプ、

萎縮もありピロリ菌にも感染している方をＣタ

イプ、胃炎が進み胃がんの発症の可能性が高い

方をＤタイプと分類いたします。 

 この検査により、胃がんの発生リスクが高い

方はピロリ菌の除菌、定期的に胃の内視鏡検査

を受けるなど、胃がんの予防、早期発見に取り

組みます。 

 検査の方法は、採血検査でありますので、身

体的な負担が少なく、大勢の方が受診しやすい

メリットがございます。実際に胃がんリスク検

診を導入する自治体がふえており、検査費用も

エックス線検診より安く、胃がん１人を発見す

る費用、つまり費用対効果もよく、経費の節約

になるそうであります。 

 胃がんリスク検診は、胃の健康度、胃がんに

なりやすいかどうかの危険度を分類する検査で

あります。胃がんの予防、早期発見・早期治療

となり、将来的に医療費の削減にもつながるで

しょう。何よりも多くの命を守ること、良質で

健康な生活を送っていただくことになります。

胃がんリスク検診を導入するべきと考えますが、

また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）  先ほどの子宮頸がんの

取り組みということについての、やはり女性の

方々の将来の妊娠・出産ということを考えれば、

これに対してまさにきちんとした検査体制をと

る、あるいは予防措置を講じるということにつ

いては、極めて大事な、先ほど担当部長が答弁

申し上げましたとおり、さまざまな分について、

これなどは一自治体としては極めて専門的なこ

とであるわけでございますので、国の一つの考

え方、あるいは医師会等のさまざまな御指導等

も踏まえながら、よりよい方向に持っていくと

いう分については、さらなるこういったものに

対する充実強化は必要であるかというふうに認

識しているとこでございますので、一言私のほ

うからもつけ加えさせていただきまして、この

今御質問ありました胃がんリスク検診、これは

非常にこれも今の御質問の中にございましたと

おり、現在、当市が実施している検診は、バリ

ウムを服用後、胃部のエックス線写真を撮影し、

内部の変化、変形を見つける検査という中で、

胃がん検診というものが行われておるわけであ

ります。 

 御質問にございました胃がんリスク検診とい

うのは、ピロリ菌、これの感染の有無を胃粘膜

の状態から予測しながら、それをあらかじめと

いうよりも、発見するというか、押さえるとい

う、ピロリ菌感染の有無と胃粘膜の状態検査し

ながら、胃がんなどの疾患の発生しやすい予測

する検査ということになるわけでありますから、

冒頭から話にありましたとおり、命というもの

のかかわり、あるいは健康というもののかかわ

りの中で、こういったようなリスク検診といっ

たようなのも非常に大事ではないのかなという

ような認識はいたしております。 

 ただ、検診結果によって、次回からの検診の

間隔が個人的にも異なる、あるいは感染者は専

門医での治療、さらにはその後の自己管理も重

要となってくるというのは当然でありますけど

も、こともありますので、受診者も十分に検査

の目的を理解しながら受診するということもま

た必要ではないかということが指摘されている

ところなわけであります。 

 ただ、検査をしたからそれでよいというわけ

じゃ、検査してその可能性がとなったときにお

いては、自己管理も含めながら、あるいは次の

検診の間隔もあれしながらという部分で、極め

て受診者そのものの主体性も問われるという部

分はなってくるわけでございますから、その辺

は十分留意をしなければならない。 

 ただ、検診としての実施は、県内では、ちょ

っと調べてみたわけでありますけども、検査体

制が十分に整備ができた１市を除き見合わせて

いるという、まだそういう状況にあるというこ

とであります。 

 ただ、このリスク検診については、国として

も、検診のあり方というものにつきまして、非

常に大きな問題として──問題というよりもど
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んどん医学が進歩しているわけでございますか

ら、そういったようなことも含めて検討中であ

るということでございますので、その検証結果

といったものをよく踏まえながら、当市の場合

においても、市医師会などともよく御相談を申

し上げながら、こういった体制のあり方につい

て検討を進めてまいりたいというように現時点

では承知しているということで、答弁といたし

ます。 

○議長（新田勝見君）  １番小林立栄君。 

   〔１番小林立栄君登壇〕 

○１番（小林立栄君）  わかりました。私が所

属する公明党の岩手県内の女性議員団の勉強会

に参加したことが、今回の質問のきっかけであ

りました。質問するに当たり、いろいろな方に

話を聞いたり、調べたりいろいろ勉強してまい

りました。やはりがんを知ること、命の大切さ

を考えることが大切であると実感しております。 

 そこで、教育長に質問いたします。がんに関

する正しい知識を学び、命の大切さについて考

える「がん教育」が、各地の小中学校で広がり

を見せております。 

 文部科学省も、14年度から全国の学校でモデ

ル授業を始めております。がん克服に向けて最

も大事なことは、がんの予防、早期発見である

ことは明らかです。そのためには、子どものう

ちからがんに関する正しい知識と理解、向き合

う心を養うことが必要であります。 

 東京都豊島区教育委員会では、教員向けの指

導書、児童生徒には、がんになった闘病者の体

験談や絵や写真を使ったわかりやすい教材を開

発して、区立の小中学校でがんに関する教育を

行っております。 

 もちろん、遠野市でも、児童生徒へのがん教

育については、文部科学省が定める学習指導要

領により、教科書を中心に指導を行っていると

思いますが、もう一歩踏み込んだ小中学校での

がん教育の取り組みを積極的に推進していくべ

きと考えます。教育長の御見解をお尋ねいたし

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）  小林立栄議員の一般

質問にお答えをいたします。 

 小中学校における「がん教育」の推進につい

てであります。がん教育の重要性については、

議員がおっしゃるとおりと委員会でも捉えてお

ります。 

 また、がんに対する正しい知識と理解はもち

ろんのこと、さらに、がん患者に対する正しい

認識と命の大切さに対する理解を深めたり、み

ずからの健康を適切に管理し、がん予防や早期

発見につながる行動変容を促すことも大切であ

ると捉えております。 

 このがん教育のあり方については、平成24年

度から平成28年度までの５カ年間を対象にした、

新たな「がん対策推進基本計画」が閣議決定さ

れ、学校における健康教育の中でも重要な課題

であり、国民の健康に関する基礎的な教養とし

て必要不可欠な教育であるという位置づけがさ

れております。 

 政府は、平成28年度までに学校教育のあり方

を含め、健康教育全体の中でがん教育をどのよ

うにすべきかを検討し、検討結果に基づく教育

活動の実施を目標としております。 

 また、文部科学省では、がん教育のあり方に

関する検討会を主催し、平成26年度は基本方針

について、平成27年度は教材等の開発と外部人

材の活用方法等について、平成28年度はそれら

をまとめた報告書の作成を計画しております。

そのため、議員もおっしゃるとおり、小・中・

高校に現在70校にモデル校を配置しております。 

 当市におきましては、より効果的な指導を展

開するため、この文部科学省の検討会から示さ

れる有効な教材や外部人材の活用のあり方に基

づくとともに、保健所や健康福祉の里とともに

情報の共有化を図りながら取り組んでいきたい

と考えております。 

○議長（新田勝見君）  １番小林立栄君。 

   〔１番小林立栄君登壇〕 

○１番（小林立栄君）  がん教育の授業を受け

た生徒から寄せられた代表的な声に、「大切な
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人が亡くなるということは、どれだけつらいこ

となのかがよくわかりました。親などには検診

などをしっかりとやってもらうように声をかけ

ようと思います」、そういった声があったそう

でございます。 

 がん検診、対象となる全ての市民の方々にが

ん検診を受診していただきたいと願うものであ

ります。受診する動機はさまざまあると思いま

すが、一番は信頼できる方から受診を勧められ

ることだと思います。保健師、看護師、助産師、

医師、担当される職員の皆様のお力が重要であ

ります。がん対策推進基本計画が目指す社会、

がん患者を含む国民が、がんを知り、がんと向

き合い、がんに負けることのない社会、これを

遠野市で実現できるように、国や県を引っ張っ

ていく、動かしていく積極的な取り組みを要望

して、次の大項目に移らさせていただきます。 

 では、大項目２点目でございます。農産物６

次産業化（加工品を含む）輸出への取り組みに

ついて質問いたします。 

 輸出への取り組みについては、これまでも活

発な議論がなされており、昨日も同僚議員が発

言されておりました。市長からは、前向きな答

弁がございました。重複するところがございま

すが、お許しください。 

 農林水産省によると、2014年の農産物輸出額

は、前年比約13％増の3,570億円、水産物や食

品を含めた輸出額は6,117億円に上り、11％増

を記録、平成32年には１兆円を目指すとのこと

であります。 

 農林水産物や飲食料品の輸出は、農家の収入

増、働き手の新規就農など地域の活性化に役立

つと期待されます。海外市場に目を向けて販路

を開いていくことが有益であると考えますが、

改めて市長のお考え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）  ただいまの農産物（加

工品を含む）ということにおける輸出の取り組

みということで、きのうの一般質問の際もいう

ところの１次産業から６次産業化という分の中

における活発な議論が展開されたという中で、

私の考えもその中で述べているわけであります

けども、いうところの、ただいま御質問にあり

ましたとおり、非常に伸びていると。 

 2014年の農産物輸出額そのものも13％増とい

う中で、大変な額3,570億円ほどにもなってい

る。水産物や食品を含めた輸出額も6,117億円

に上っていると、これも11％、御質問の中に数

字が上げられておりました。 

 もちろんこのようなことを考えれば、遠野の

農業を、あるいは１次産業を本当に底力のある

活力あるものに持っていくためには、やっぱり

このような体制というか、積極的に取り組むと

いうことはぜひ必要だと思っております。 

 いうところの生産から、そして流通、販路と

いう分においては、これから本格化するプロジ

ェクトになるわけでありますけども、遠野牛の

生産確立体制に基づく遠野市とそれからエス

フーズさんと、そしてさらには販路としてのイ

トーヨーカドーさんの３者協定の中で、着実に

形になって見えてきているという部分あるわけ

でございますから、そのようなことも含めれば、

イトーヨーカドーさんのこの部分の中における

国内市場ということもあるわけでありますけど

も、海外といったものの中におけるものについ

ても、文字どおり日本を代表する一つの大きな

販路としての部分になるわけでございますから、

こういったようなものを着実に積み上げながら

という分の中における取り組みが大事だ。 

 やっぱりそういった中において、いうところ

の生産と供給のバランスをどうとっていくかと

いうことが一番大事ではないかなというように

思っております。ある意味については、思いつ

きのような形で海外に販路をという中にあって

も、いうところの長続きをしなけりゃならない。

きちんとした安定した、それも一定の品質の中

で、そして一定の量をという中にあって、こう

いった輸出といったような販路が確立されてく

るわけでございますので、やっぱりそのような

ことを慎重に対応しながら、この部分にも、質

問にありましたとおり、非常に大きなウエート
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を占めているわけでございますから、積極的に

どの分野が、また、どの産物が一番そういった

ものに適しているのかということをよく見きわ

めながら、ジェトロであるとかいろんな形での

御指導いただきながら、そのような方向にも積

極果敢に挑戦していくという中における、はっ

きりいえば、これは６次産業化ということにも

つながってくると思うんですけども、そういう

ような方向で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あります。 

○議長（新田勝見君）  １番小林立栄君。 

   〔１番小林立栄君登壇〕 

○１番（小林立栄君）  安定した生産と供給が

大切だという御答弁をいただきました。本当に

そのとおりだと思います。 

 そこで１点、提案させていただきます。輸出

拡大の取り組みの一つとして、地理的表示保護

制度というものがございます。特定の産地や伝

統的な製法と結びつき、一定以上の品質基準を

満たした商品を知的財産として国に登録、国が

その名称を保護するもので、国際的には100カ

国を超える国で導入されております。 

 登録された農林水産物、食品には、日の丸と

富士山をあしらった登録商標が与えられます。

将来的に地理的表示保護制度を持つ国同士で、

認定ブランドを互いに保護し合う枠組みをつく

る考えであるそうであります。 

 農林水産省は、今月１日、北海道の夕張メロ

ンや青森県のあおもりカシス、愛媛県の伊予生

糸など19産品の申請を受け付けたと発表しまし

た。 

 遠野には、ワサビやホップ、タラノメ、ブ

ルーベリー、シイタケ、遠野牛をはじめとする

豊かな自然環境を生かした農産物や特産品、確

かな加工技術があります。馬搬で搬出した林材

も、付加価値をつけることで特産品になり得る

のではないでしょうか。 

 地理的表示保護制度を活用して、さらなるブ

ランド化を図り、商談会や見本市に出品する等

海外市場の開拓拡大に取り組んでいく必要があ

ると思いますが、改めて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）  ただいまの御質問は大

変貴重な御提言だというふうに承りました。こ

の地理的表示保護制度そのものにつきましては、

ことし６月１日、これは長いあれでございます

けども、「特定農林水産物等の名称の保護に関

する法律」、いわゆる地理的表示法といったも

のが施行されたということであります。 

 この制度は、地域に根づいた農産物であり、

かつ、その品質について国のお墨つきをひとつ

得る制度であるということであります。 

 先ほどの答弁の中で、生産体制きちんとして

供給とのバランスをとらなきゃだめだと。ただ

拙速にものを進めて、まさに不良品であったり、

長続きしなかったりということになれば、これ

はかえっていうところの販路拡大にはならない、

かえってマイナスになってしまうということに

なるわけでございますね。 

 したがって、このような制度を国が打ち出し

た。この中で、一つ大事な強力な地域ブランド

品として農産物の価値を高めるという中でござ

いますから、本当にこれは期待していい制度で

はないかなというふうに捉えております。 

 この認証に関しましては、遠野地域の農産物

の認証に際しては、対象となるおおむね25年間

の生産が継続されることが条件となる。したが

って、仕組みづくりを生産団体等と連携しなが

ら模索するということになる。やっぱり25年と

いうスパンの中で、安定したという部分がある

わけでございますから、そういった点が非常に

大事なこととしてクリアしていかなけりゃなら

ないかというように捉えているわけであります。 

 御質問にありましたとおり、ワサビやホップ

やタラノメ、ブルーベリー、シイタケ、遠野牛

といったようなことを上げると、まさにそのと

おりだということになるわけでございますけど

も、こういった制度そのものが繰り返しになり

ますけども、地域で生まれた伝統と特性を有す

る農林水産物あるいは食品のうち、品質等の特
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性が産地に結びついており、その結びつきを特

定できるような名称──これは地理的な表示で

すね、名称がされているものについて、その地

理的表示を知的財産として国に登録し、保護す

る制度という位置づけをされているわけでござ

いますから、簡単にはやっぱりこれはいかない

と。 

 しかし、先ほど御質問にありました遠野の特

産品を上げると、いずれもこれに持っていける

ようなものがあるんじゃないかなと思っており

ますので、答弁とすれば繰り返しになりますけ

ども、いうところの６次産業化というものは大

きな市政課題であります。総合産業として捉え

ていかなきゃならない。１次産業だけでもって、

付加価値をつけていかなきゃならない。そこは

国内市場もさることながら、海外市場も求めて

いかなきゃならないという分の中で、その結果

によって所得もふえる、あるいは雇用の場も出

てくるというつながりになってくるわけであり

ますから、産業振興の面においても、あるいは

人口減少に歯どめをかけるという分においても、

さらには市民所得をふやすという分においても、

極めてこのような制度の中で安定した生産体制

を確立するという国のお墨つきの中で、海外に

もひとつ販路を求めていくという取り組みは、

遠野としても極めて大事じゃないかなというふ

うに思っておりますから、いうところのまち・

ひと・しごと総合戦略、あるいはタフ・ビジョ

ンといったようなもの、さらには総合計画の28

年度を初年度とする実施計画といったものは、

それぞれ作業を加速させていかなきゃならない

わけでありますから、御提案を含めた中におけ

る取り組みも、またその中できちんと位置づけ

てまいりたいというように考えているとこであ

ります。 

○議長（新田勝見君）  １番小林立栄君。 

   〔１番小林立栄君登壇〕 

○１番（小林立栄君）  やっぱりやるんだとい

う、そういった機運とても大切だと思います。

そういった機運を高めていきながら、地域に密

着した取り組みを期待しておりますので、これ

からもいろいろとこういったいろんなアイデア

出てまいりましたらいろいろ質問させていただ

きたいと思います。 

 それでは、次の項目に移ります。６次産業化

とも密接に関係しておりますクラウドファンデ

ィングの利用拡大について質問いたします。 

 現在、個人や企業、団体等の間でクラウドフ

ァンディングの利用が拡大しております。クラ

ウドというのは不特定多数の大衆、ファンディ

ングというのは資金調達という意味で、不特定

多数の人からインターネット経由で資金を集め

る手法であります。個人や団体が計画や事業を

実現するため、計画内容や目標金額、支援した

人へのお返しの内容等をクラウドファンディン

グ事業者を介して、全国の支援者に情報提供し

て支持を呼びかけます。 

 賛同する人の支援金が目標金額に達した計画

には、事業者から計画した個人や団体に支援金

が支払われ、計画を実行し、約束していたお返

しをする。目標金額に達しなかった計画は、不

成立となります。 

 岩手日報の紙面で「馬ッコｉｎフランス！」、

ヨーロッパのお祭りで日本、岩手の馬文化であ

るチャグチャグ馬コや遠野の馬搬を披露する企

画が進んでいるという紹介がありました。この

企画もクラウドファンディングを活用して、資

金調達やＰＲに取り組んでいます。これは自分

が直接参加はできないが、金銭的に少額でも支

援する、応援するということで、間接的にでも

参加したいという不特定多数の方の思いをかな

える手段の一つでもあります。 

 今、自治体でもこの手法を使って資金を調達

する動きが注目されております。自治体とクラ

ウドファンディングのかかわりは大きく３つご

ざいます。 

 １つは、自治体がプロジェクトを立案して支

援を募るケース、大阪城の地下に初代大阪城の

石垣があるそうであります。その大阪城の石垣

を公開するプロジェクトを大阪市が行っており

ます。 

 ２つ目は、自治体が直接にクラウドファンデ
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ィング事業者として運営していく取り組み、そ

して３つ目が、新たな事業化に挑戦する個人や

団体に対してクラウドファンディングの活用を

支援する取り組みであります。 

 遠野市では、６次産業化の取り組み方針で、

クラウドファンディングを事業資金調達手段と

して検討するとなっております。つまり、３つ

目の取り組みであります。 

 遠野市では、応援寄附金について、「遠野ス

タイル創造プロジェクト」に掲げる６つの事業

を選択することができます。仕組みは違います

が、考え方、思いは同じものなのではないでし

ょうか。応援寄附金とクラウドファンディング

を上手に活用していくことが必要だと考えます。 

 遠野市としてクラウドファンディングを活用

できる窓口を設けて、しっかりと支援していく

仕組みづくり、いろいろ事業をやりたい方、活

動したい方おります。しかし、現実問題資金の

調達がやはり課題となってまいります。そうい

った支援をしっかりしていく仕組みづくり、市

の事業の中でも地域振興や社会的意義のあるプ

ロジェクトについては、積極的に市としてもク

ラウドファンディングを活用していくべきでは

ないでしょうか。 

 クラウドファンディングを利用した６次産業

化の取り組み例など、市内でのクラウドファン

ディングの活用の現状、今後の取り組みについ

て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）  この産業振興策の中に

おいては、いろいろ施策を打ち出す場合におい

ては、やはり時代がどんどんまさにグローバル

な中で変化をしてきているわけでありますから、

従来型の中においてその資金調達などという分

においては、やはりおのずと限界があるという

ようにも私は認識いたしております。 

 したがって、御提案のありました産業振興策

としてのクラウドファンディングの対応という

ものについては、十分検討に値するんではない

かということにつきましては、そのとおりであ

るというような認識は持っております。 

 繰り返しになりますけども、クラウドファン

ディングという制度は、ある目的を持った団体

や個人に対し、インターネット等を活用し、専

用の仕組みを使用して、不特定多数の出資者か

ら資金提供を受ける新たな資金調達手段のこと

であると、そういうように言われているわけで、

これは御質問にあったとおりであります。 

 御案内のとおり、資金調達方法も、対価を得

ない寄附型というのがあるわけですね。これは

一つの対応といたせばそういうのがある。それ

から、出資金をもとに製作した製品を対価とし

て提供する、いうとこの購入型という一つの型

もあると。 

 それから、出資比率に応じ配当がある、これ

は投資型という型になると思いますけども、さ

まざま資金調達方法がその中にあるという中で、

クラウドファンディングによる６次産業の取り

組みという一つの中にありましては、私は、こ

れは非常にいろんな事例が遠野の中にあっても、

例えばワサビの制度なども、ワサビの圃場など

もこの資金調達方法としては一つの考え方とし

てはあってもいいのかなあと、あるいは遠野早

池峰ふるさと学校における産直、あるいは未来

づくりカレッジ等における運営事業者との連携

といったような中における、例えば今、この間

も話が出ておりましたけども、早池峰菜をはじ

めとする伝統野菜の生産等についても、こうい

ったものについてはこの手法における資金調達

も検討に値するんじゃないか。──検討に値す

るといっても、具体的に検討しているというこ

とも情報として聞いておりますので、そういっ

たことが一つ当てはまるのかなと。 

 いずれにしても、作付面積あるいは販路の拡

大、さらには遠野産品をＰＲする上で、こうい

ったような資金調達は非常に有効な手段ではな

いかなというように思っているとこでございま

すから、先ほど来やりとりしております６次産

業化といったことに、きのうの一般質問の中で

も本腰を入れてという話をちょっと申し上げた

わけでありますけど、こういった新たな資金調
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達方法といったものを検討しながら、それぞれ

しっかりとした生産基盤をつくる。 

 その中において、販路拡大といったものをそ

の中で求めていくというような仕組みとすれば、

非常に十分に検討する一つの、ただ、少しは、

ただいいことばっかりじゃなくて、問題もある

というようなことも承知しております。いうと

ころの目標どおりに出資金が得られなかった場

合は、いうところの事業は実施できないという

ことになるわけでございます。これは当たらな

いっていう場合がある。せっかくのアイデアが、

アイデアが他の人に持っていってしまわれると

いうケースも、何か全国的にもあるというよう

なことも聞いておりますので、その辺はきちん

と冷静に、それからプロジェクトに、さまざま

な、ただいま申し上げたようなプロジェクトは

いろいろあるわけでありますけど、この分にお

けるノウハウ、あるいはいろんなネットワーク

といったものをきちんと熟知していなければ、

ふなれてっていうものの中から資金計画や、あ

るいは実行スケジュールなどといったものにさ

まざまなミスが生じるという事例もあるという

ようにも承知しておりますので、こういったミ

スが生じれば、結果的にはプロジェクトができ

ないということになるわけでございまして、で

きないということは市場から信頼を失うという

ことにもつながるわけでございますから、その

ようなことをやってしまうと、二度と出資はも

う受けられないということにもなってしまうわ

けでございますから、やっぱりその中にはより

慎重な、冷静な対応もまた求められてくるとい

うことにもつながるかというように思っており

ます。 

 ただ、この産業振興という分については、文

字どおり大きくどんどん、繰り返しになります

けど、グローバルな中でどんどん変わっていく

わけでありますから、このような手法にも果敢

に挑戦するという姿勢と、気概はやっぱり持っ

て、その中から一つ一つ成功事例をつくってい

くということも大事じゃないかなというふうに

思っておりますから、６次産業推進本部といっ

たような組織はきちんと立ち上げて、その中で

総合産業としての遠野の産業をもっともっと力

のあるものに持っていこうという形で、さまざ

ま模索をしてございますので、御提案のあった

ような趣旨を十分踏まえながら、市としても産

業振興の一つの大きな基幹、特に基幹産業の振

興につなげる一つの手法として十分に検討し、

また手がけている分の方々に対しては、積極的

な指導も行ってまいりたいと、そのように認識

いたしております。 

○議長（新田勝見君）  １番小林立栄君。 

   〔１番小林立栄君登壇〕 

○１番（小林立栄君）  わかりました。御答弁

にもありました、やはり信頼が大切であります。

慌てることなくですが、どんどん挑戦していた

だきたいと考えております。 

 それでは、最後の大項目４つ目に移らせてい

ただきます。 

 若者の社会参加の推進について伺います。 

 中身に入る前に、若者の定義、年齢について

何歳から何歳までなのか、いろいろな考え方が

ございますが、今回はおおむね30歳代までの方

を若者と定義して質問させていただきます。よ

ろしくお願いいたします。 

 国会では、18歳選挙権を実現するための公職

選挙法改正案が衆議院で可決され、参議院でも

可決成立する見通しであります。導入されれば、

若者の意見や考えが政治、社会に今まで以上に

反映されると期待されております。 

 10年後、20年後に遠野の中核を担っているの

は、現在の若者たちでございます。若者たちが

社会参加をして、社会の側も若者の声に耳を傾

けていく。これまで社会を築いてこられた豊富

な経験や見識、責任感を持つ人生の先輩方、情

熱、柔軟な発想、行動力を秘めた若者たち、世

代をつなぎながら幅広く意見を出し合い、議論

を深め、結論を導いていくことが、これからの

持続可能な地域づくりを進める上で重要である

と考えます。 

 消防団の活動、町民運動会、遠野まつりなど、

遠野の若者の力は無限大でございます。現在、
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次期遠野市総合計画の策定に着手しております

が、策定過程で若者たちの意見はどの程度反映

されているのでしょうか。若者の声を反映させ

るための取り組み、また、今後どの程度反映さ

せていこうとお考えなのか、市長のお考えをお

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）  若者の意見をという一

つの社会参加ということで、おおむね30歳とい

った中でしておりましたけども、私は30歳、そ

れもさることながら、御質問の中にございまし

たとおり、18歳の選挙権の問題なども、もう国

の方向では、国のほうの議論では、大体見えて

きたということになるわけでございまして、18

歳選挙権、これは実現するという方向にもう大

きく動いているわけであります。18歳、いうな

れば高校卒業と同時に選挙権も得るということ

にもうなってくるわけでありますから、時代と

いったものはその方向に来ているということに

なるわけであります。 

 そういった中で、30歳、30代となっても、よ

くいう2040年問題などはいろいろ議論されてお

ります。2015年、今15年ですから2040年となれ

ば、あとそれこそ15年、20年ほどですぐなるわ

けで、30歳となればもう50歳近くにもなってい

るということにも当然なるわけでございますか

ら、この30代をいかに社会参加をさせ、さまざ

まな関心を持ってもらうかということは、極め

て大事な取り組みではないかなというように思

っておりまして、この総合計画の中にも若者の

意見といったようなことをひとつ前提に置いた

取り組みを進めております。 

 また、子育てするならば遠野といったような

もの、あるいは総合計画、あるいは部門別とい

えば観光振興、さらには農業関連なり、高校生

グループ等にもさまざまお話を聞きながら、総

合計画の基本理念とする遠野スタイルの創造発

展といったものを取りまとめるに当たりまして

も、高校生諸君のいろんな意見も聞いたという

形での対応はいたしております。 

 ただそれが果たして十分なのかという分につ

いては、まだまだもう少し踏み込んでもいいん

ではないのかなという部分はあるわけでありま

す。いずれ10年後、20年後の遠野をというよう

な中における中核を担う人材なわけであります。 

 私は、今でもついきのうのことに思い出すん

ですけども、ことしの成人式の日に、市民セン

ターのホールで多くの若い方々に囲まれました。

その中には、茶髪もありましたし、ピアスもあ

りましたし、非常にカラフルな衣装の青年もお

りました。 

 しかし、みんなにこやかな顔をしておりまし

た。その中の一人の茶髪の青年が、大きな声で

「市長、遠野のことは任せとけ」っていう発言

をしたんですね。非常にうれしかったですね。

もう二十になったと、自覚と責任と、そしてま

た一方においては義務も負ったんだという一つ

の、そこまで自覚したかどうかということはと

もかくといたしまして、多分そのようなものが

背景にあったがゆえに、任せとけという一つの

発言につながったんではないのかな。 

 本当に手応えと申しますか、非常にうれしい。

思わず力強く握手し合ったという一つのことが

ことしの成人式にもあったわけでありますけど

も、そのような若い方々が遠野にこうして根づ

いて、遠野を何とかしたいというようなふるさ

とへの強い愛着を持ちながらいるんだというこ

とを思えば、彼ら彼女らと一緒になって新たな

遠野のまちづくりと。いずれは20年後、30年後、

彼ら彼女らが文字どおり支える人材になるわけ

でありますから、その彼ら彼女らを信じて、彼

ら彼女らとさまざまな形で市政課題を語り合う

というような、そのような取り組みもますます

大事になってくるというように思っているとこ

でございますので、言葉だけじゃなくして、そ

のような中における取り組みも実際に移してい

きたいというようにも改めて思っているとこで

ございますので、そのことを一言申し上げて答

弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  １番小林立栄君。 

   〔１番小林立栄君登壇〕 



－ 74 － 

○１番（小林立栄君）  今御答弁にもありまし

た、確かに若者たちは任せろ、そういった思い

を持っております。ただ、実際のところ社会的

意思決定の場に、やはり若者の声が反映されに

くい社会環境であるとも感じております。 

 これは実は若者側の問題でもあるんですが、

社会の問題でもございます。仕事で土日、祝日、

昼も夜も関係がない勤務体制であったり、子ど

ものクラブ活動や習い事へのかかわりで、忙し

いというのが現在の若者たちを取り巻く現状で

あります。 

 忙しい上に地域活動の負担がふえるのはやは

り厳しい、そう考えてしまう方もやはりいると

思われます。これは若者に限ったことではござ

いませんが、地域づくり全体の問題として捉え、

特に自治会活動など、おせっかいでいいと思い

ます。もう一人ひとりの若者に親身に声をかけ

ていただいて、地域活動に引っ張り出していた

だきたいと思います。 

 いずれにせよ、社会の側から積極的に若者の

社会参加を促すことが大切だと考えます。若者

を積極的に登用していくことは、人材育成とい

う観点でも大事であります。それは、社会参加

を進めることで、若者の側がみずから遠野のこ

と、地域のことを知ろう、学ぼう、かかわって

いこうと触発され行動していきます。人は人と

交わる中で磨かれます。その中で未来を担う人

材に成長できるものと考えます。 

 遠野市には、総合計画審議会や都市計画審議

会といったさまざまな審議会、委員会がありま

す。今までもバランスに配慮して委員の選出に

努めてこられたと思います。これからもさまざ

まな審議会、委員会が立ち上がると思いますが、

改めて条例のほうに若者の登用に努めることな

ど、一定の若者枠を設ける規定を明記して、若

者の参画、発言機会をふやしていく取り組みが

必要と考えます。最後、市長に御所見をお伺い

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）  ただいまの御質問をお

聞きいたしまして、まさに私も意を強くしたと

いうことを申し上げたいと思っております。若

者にもっと積極的に声をかけろと、その中で必

ずや応えてくれるであろうという中における一

つの呼びかけといったものを積極的、そういっ

たことにつきましては、おととい行われた町民

運動会などでも、各地区で若い方々が大活躍さ

れておりました。 

 姿を見ると、文字どおり、それぞれ地域を思

い、地域の中における一つの何とかしようとい

う思いを持った若い方々が、本当に多くの方々

いるんだということをあの姿から私も感じ取っ

たところでございます。 

 そういった中にございまして、ちょっと数字

を申し上げますと、市の総合計画審議会、条例

に基づきまして、25人以内という定数でもって

総合審議会を立ち上げているわけでありますけ

ども、20代から40代までの委員は８人、構成的

には３割が20代から40代の若い方々で占めてい

るという、そのような形で、もう少し30代、40

代の率を高めてもいいのかなあとは思っており

ますけども、一応３割がそういった中でおり、

それからまた、もう一つは若者もそうでござい

ますけど、女性参加といったようなことも、こ

れも積極的に求めていかなきゃならないと思っ

ておりまして、25人中女性は７人で、割合にし

ますと28％という数字になっていますから、い

ずれも20代、40代、あるいは女性の割合という

ことになれば３割ということになっていますけ

ども、これをもう少しふやしていってもいいん

ではないのかなということも思っているとこで

ございますから、積極的にこのようないろんな

審議会であるとか意見を述べるそのような場に

も、若い方々の参加を求めていきたいというよ

うに思っております。 

 それから、市長と語ろう会のときも若い方々

の参加も昨年よりはふえてきたのかなというよ

うな、分析はまだしておりませんけども、その

ような中の手応えも感じてございますから、あ

らゆる機会を利用して、20代、30代の皆さんに

も声をかけながら、一緒になってともども遠野
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のまちづくりを進めようというような呼びかけ

と参加を促すようなアプローチは、これからも

さらに強めてまいりたいというように改めて思

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）  １番小林立栄君。 

   〔１番小林立栄君登壇〕 

○１番（小林立栄君）  若者に大変期待してい

るという市長のお話し感じました。本当に若者

を育てれば育てただけどんどん成長してまいり

ます。 

 あとこうやって御理解いただいて、若者の声

も積極的に取り組んでいただいていると思うん

ですが、こういったことを文字として、文書と

してしっかり出していく、明記していく、そう

いうことで若者に期待している、信頼している

んだということをアピールする機会にもなると

思いますので、ぜひそういったことも検討して

いただいて、これからの遠野市の未来を若い人

たちと一緒につないで築いていきたいと思いま

す。 

 以上、質問終わります。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午前11時08分 休憩   

────────────────── 

   午前11時18分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 次に進みます。14番細川幸男君。 

   〔14番細川幸男君登壇〕 

○14番（細川幸男君）  通告に従い、一般質問

を行います。 

 生活保護費の支給状況について、２つ目に、

生活保護受給者への保護解除に向けた指導や取

り組みなどについてお尋ねします。 

 市長の答弁を聞いた後でないとわからないも

のですから、簡単でございますが、状況などを

説明を、答弁を受けた後に２回目にさせていた

だきます。（発言する者あり） 

○議長（新田勝見君）  細川議員、一括質問で

すか。（発言する者あり）３回まで。 

 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  大変失礼いたしました。

一括という形で通告を受けておりましたので、

一問一答かなと思って今ちょっと勘違いをいた

しましたけども、生活保護の状況についてとい

うことでよろしいわけですね。 

 これにつきましては、前にも細川議員から生

活保護の支給状況等についての御質問をいただ

いて、答弁も申し上げているとこでありますけ

ども、ただいま一つの御質問がありましたので、

ちょっとお答えを申し上げます。 

 これは３月定例市議会でも一つ質問を受けて

おりまして、その際も申し上げているところと

余り大きく数字は実は変わってはおりません。

変わっておりませんけども、質問いただきまし

たので、改めて答弁をさせていただきますけど

も、当市における生活保護の状況は、平成27年

度３月には、保護世帯225世帯、保護人員は306

人となっております。１年前の平成26年３月の

保護世帯240世帯、保護人員331人と比較します

と、保護世帯数、保護人員とも減少傾向となっ

ているという一つの数字として捉えております。 

 平成22年度で数値が226世帯、保護人員は307

人という形にもう近いものになってきていると

いうことでありますから、震災前、震災後とい

う中において、この数字もある意味においては

落ちついてきたのかなというような捉え方をし

ていいんじゃないのかなというように思ってい

るところでもあります。 

 また、３月末現在の当市における生活保護受

給者の比率、これ生活保護の場合人口1,000人

当たりという形で数字を捉えているわけであり

ますけども、人口1,000人当たり10.78人という

当市の数字であります。これは県内14市と一つ

の１郡部という中で捉えると、５番目に高い数

値にもなっているということも、一つの事実と

してあるわけでございまして、県平均の11.03

人に比べると、10.78でありますから、それよ

りは低い数値にはなっているという状況にある

わけであります。 
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 そしてまた、それぞれの生活保護受給者に向

けてのさまざまな、この今数字上げたとおりで

ありますけども、みずからの力っていうか、み

ずからの力ということになりますけど、みずか

らの力で生活を送るという自立を促すというこ

とが極めて大事な取り組みであるわけでありま

して、そのような指導も今いろいろ行っている

ところでありまして、毎年生活保護業務方針と

いったものを策定しながら、ケースワーカー、

あるいは民生委員等々皆さんとも連携をとりな

がら、自立支援のためのさまざまな手だてを助

言、指導を行っているということでもあります。 

 その一つといたしましては、平成26年４月か

ら就労支援員を配置していると。それから、求

職情報、その中で求職情報の提供や面接指導、

それから履歴書の添削、あるいは定着支援など

といったような受給者とコミュニケーションを

図りながら、さまざまな指導も行っているとい

うこともきめ細かく進めているということでも

あります。 

 また、さらには自立を図る上で何が課題とな

っているのか。まず、担当ケースワーカーが把

握しながら、その課題をどう解消していくかを

支援方針として組織横断的な支援体制を構築し

ているということ、これもやっぱり大事なこと

であります。 

 さらには、これは、生活保護は最後のセーフ

ティーネットという位置づけをされているわけ

でありますけども、一つの制度が有効なものと

して活用されるように、さらなる適正指導とい

ったものに強めていかなきゃならないかという

ように思っておりますけども、新たな概念とし

て──最後のセーフティーネットという中で位

置づけているわけでありますけども、もう一つ

生活保護に至らない生活困窮者の対応策といっ

たようなものも、改めて求められてきていると

いうことになりまして、ことしの４月から生活

困窮者自立支援法といったような一つの定義も、

制度も打ち出されてきているとこでございます

ので、ことしの４月から自立相談支援事業とい

った中における一つの２名の専門職員を配置し

ながら、最後のセーフティーネットだといいな

がらも、生活困窮者という方々もきちんとした

指導もしていかなきゃならないということを踏

まえて、生活困窮者自立支援法の中から専門職

員２人を配置いたしまして、こういった方々に

対するきめ細かいフォローと──フォローとい

うよりも指導を行っているということもあわせ

て申し添えたいというように思っております。 

 いずれ、生活保護受給者の方々も望んで生活

保護を受けているわけではないわけであります。

高齢化あるいはリストラ、さらには病気といっ

たものの中から、やむにやまれずそういったも

のに頼らざるを得ないというか、そういう方々

なわけでございますから、そういった方々、特

に高齢化といった中におきまして、やはりこの

数字が一定の高い数字にもなってきているとい

うことは、一つの現実としてきちんと直視しな

がら、きめ細かい指導といったものに、より意

を用いてまいりたいというように承知している

とこでございますので、よろしくどうぞお願い

申し上げたいと思っております。 

○議長（新田勝見君）  14番細川幸男君。 

   〔14番細川幸男君登壇〕 

○14番（細川幸男君）  再質問をさせていただ

きます。 

 ただいまの市長の答弁を聞いてほっとして安

心しております。 

 この際、本田市長なら日本一支給率ゼロを目

指してできる市長だと私は思っておりますので、

本来、遠野市には不治の病で倒れている人は別

としても、健全な人は全ての人が受給はないよ

うな明るい遠野市にしていただきたい。本田市

長ならできると思うんで、ひとつその辺のお考

えはどういうものか、お尋ねします。 

○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）  ただいまの再質問は、

支給、生活保護費の支給ゼロを目指す方向で取

り組めという、そのような形で受けとめてよろ

しいんですか、ちょっと確認です。（「市長、

受給者ゼロ」と呼ぶ者あり） 
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 だから、ただいま申し上げましたとおり、生

活保護の先ほども数字申し上げました。その

方々は、それこそこういう制度があるからそれ

に頼っているんじゃない。やむにやまれず高齢

化、あるいは病気、さらには意に反してのリス

トラといったものの中から、この制度に頼らざ

るを得ないという中でやっているわけでありま

すから、そこを丁寧に指導しながら、その方々

の特性なり、あるいは能力なり、さまざまそれ

をきちんとコミュニケーションよくして把握し

ながら、少しでも自立する方向にということも

文字どおり努力をしていかなきゃならないこと

は当然であります。 

 しかし一方においては、そうはいってももう

年をとってしまって、もう高齢化だと、病気が

という中にあって、仕事に行けないとなれば、

最後のセーフティーネットという言葉を先ほど

申し上げました。そうなってくればここに頼ら

ざるを得ない。だから生活保護制度というとこ

ろは憲法でも保障されている生存権というもの

があるわけでありますから、そういった中にお

いて、安心して暮らしてくださいよという部分

における一つの生活保護制度という理念に基づ

いて、そういった方々に対する一つの支援とい

ったようなものもきちんと制度としてあるわけ

でありますから、対応していかなきゃならない。 

 あるんだからという分で何でもいいんだ、何

でも生活保護の中で持っていけばいいんだとい

うことでは決してない。厳しくそこのところを

状況を把握しながら、したがって、専門職の

ケースワーカー、あるいは民生委員という方が

あって、それとうまく連携を図りながら、少し

でも自立の方向にという方向に持っていくとい

うことも、もう一方においては努力をすると。 

 しかし、そうはいいながらも、文字どおり、

いろんなケースを見ますと、高齢化といったよ

うなものは着実に生活保護世帯の中に、あるい

は病気といったようなものもその中に重なって

いるわけでありますから、なかなか自立という

方向に持っていくことについては、極めて困難

な状況にもなってきているのではないのかなっ

ていうふうにも思っているとこでございますか

ら、そこをよく見きわめながら、きめ細かい指

導を行っていくということになってくるんでは

ないかな。 

 あくまでもケース・バイ・ケースだ。その

ケース・バイ・ケースの中においての指導、自

立といったことがその中に出てくるという、そ

ういう文字どおり法の制度がそのような仕組み

になっているわけでございますから、減らすと

いう中における努力は当然するわけであります

けども、何度も同じことを申し上げますけども、

極めてそういった状況においては、生活保護の

ケースを見ますと厳しい数字にもなってきてい

るということも言えるんじゃないのかなという

ように認識しておりますので。 

 繰り返しますけども、それをもってそれでい

いんだということじゃない。やっぱりあくまで

も基本的には自立していくという方向に持って

いくということは、これは当然でありますよ、

そういうような形でございます。 

○議長（新田勝見君）  次に進みます。15番浅

沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  会派「政和クラブ」所

属の浅沼幸雄でございます。通告に従いまして、

一般質問を行います。 

 私からは、市長と語ろう会についてと若者の

定住についての２点につきまして、一問一答方

式により順次質問してまいります。 

 それではまず、市長と語ろう会について質問

いたします。 

 ２年ぶりに行われました今年度の市長と語ろ

う会は、４月15日の遠野町を皮切りに、５月20

日の青笹町まで市内11地区において実施されま

した。この中で、市民の方々から出された意見

や提言は、それぞれの地区ごとの特色のあるも

のであったり、あるいは全市的な共通事項であ

ったり、緊急を要するもの、長い目で見なけれ

ばならないものなど、さまざまな分野、事柄に

及んだものと推察されます。 

 そのたくさん出されました意見、提言から、
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今回の市長と語ろう会を通じての市政課題をど

のように捉えたのかについて、まずお伺いいた

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）  浅沼幸雄議員の一般質

問にお答えいたします。一問一答方式でござい

ますので、順次答えてまいりますけども、この

市長と語ろう会、御質問にありましたとおり、

４月の15日から５月の20日まで市内11地区にお

邪魔いたしまして、２年ぶりということであり

ましたけども、特に平成27年度は遠野市にとっ

ては大きな節目の、まず一つは総合計画が最終

年度を迎える。新たな総合計画を今年度中に立

てなきゃならないっていったようなことが大き

な課題としてあります。 

 これは、もちろん議員の皆様ともこういった

議場でもって厳しく議論をする中で、構想とい

うか基本計画を立てていかなきゃならないわけ

でありますけども、一方においては、市民の皆

様の一つの意見といったものを丁寧に聞くとい

うことも非常に大事だなと思っておりまして、

農繁期に入った中にございましたけども、やっ

ぱりこの時期が一番いいだろうなという中にお

ける対応として実施したということであります。 

 それからもう一つは、市民の皆様からもいろ

いろ指摘というよりも、意見をいただいており

ます。210億8,000万という大型予算を組ませて

いただきました。本当に健全財政維持できるの

かというような率直な疑問も市民の皆さんが持

たれているということもあります。もちろん議

会の中では厳しい審査をいただきまして、予算

を可決するわけでありますけども、それでいい

というわけにいかない。 

 やっぱり市民の皆様にも210億8,000万という

予算、そしてその背景にある財政事情はどうな

のかということも、説明する必要があるんでは

ないのかなというようなこと、それからもう一

つは、再生可能エネルギーの問題もいろんな形

で今取り沙汰されております。 

 きのうの本会議でも、自然景観、農村景観、

さらには都市景観といったようなものをどのよ

うに位置づけて調和のあるまちづくりをするの

かというような議論も交わしたとこであります

けども、再生可能エネルギー問題と、こういっ

た自然景観、景観ってテーマをどのように調和

を図っていくのか。産業振興もどのように位置

づけるのかというようなことも極めて大事じゃ

ないかなと思いまして、そのことも説明しよう

と。 

 それから、合併して10年、もう次の第２ス

テージに来年度から入っていかなきゃならない

となれば、このコミュニティーを、あるいは地

域をどのような形で、さらにはこの集落という

ことになろうかと思っておりますけども、どの

ような形でコミュニティーを守り、地域を維持

していくのかということも極めて大事だと。 

 したがって、地域のあり方といったものにつ

きまして、進化まちづくり検証委員会に全て丸

投げするという手法じゃないと。やっぱり市民

の皆さんの意見も、地域の皆さんの意見も丁寧

に聞き取るということも必要ではないかなと思

っておりまして、この３つをテーマに市長と語

ろう会を実施したということでありまして、総

数にいたしますと、全部で約350名ほどの市民

の皆様の参加をいただきました。 

 そして、いただいた意見は約180件というこ

とになっておりまして、このいただいた意見の

180件といったものにつきましても、地域コミ

ュニティーのあり方について34件、それから、

道路をはじめインフラといったものに中におけ

るものとしても24件、さらには、行政区と自治

会のあり方、そういったような、あるいは少子

化、やっぱりその中には、市長と、「産婦人科

医もまだ招聘できなくて、何が子育てするなら

ば遠野だ」というような、本当に厳しい御指摘

もいただいたということでありまして、そうい

ったような厳しい意見なども含めて約180件ほ

どの意見をいただいたと。 

 今これをそれぞれ整理しておりますけども、

非常に今月号の広報にも書かせていただきまし

たけども、こういったもので意見は謙虚に、そ



－ 79 － 

して素直に、さらに重く受けとめて、新たな総

合計画にきちんと位置づけたいという私の思い

も広報遠野のコラムに書かせていただきました

けども、そういうような認識で語ろう会をきち

っと総括してまいりたいというように考えてい

るとこであります。少々長目になってしまいま

したけども。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  最後のほうで今取りま

とめ中ということで、多分私たちの議会でも市

民との懇談会、そんなに簡単には取りまとめは

できないというのはわかっておりましたけれど

も、ただ、市内11カ所で行われた市長と語ろう

会、市長は当然全地区に出たと思いますので、

何かしら感じたところがあるんではないのかな

ということで質問させていただいたわけなんで

すけれども、今答弁の中で、あるいは私も宮守

会場に出席したんですが、総合計画、それから

再生可能エネルギー、そして合併10年を経た上

でコミュニティーというこの３つの大きなテー

マというふうな説明が、答弁がございましたけ

れども、総合計画は総合計画、10年に一度の見

直しですが、新しい計画策定の年でありますの

で、これはこれに生かされているものと思いま

す。 

 再生可能エネルギーは、先般、条例もできま

したけれども、これから時代に必要な一つのエ

ネルギーの手段ということで、これも大事なこ

とだと思います。 

 最後のコミュニティーなんですけれども、非

常にコミュニティーというのは、言い方、どう

いう言い方をすればいいかちょっとわからない

んですけれども、ハード・ソフトというんであ

れば、当然ソフトの部分だと思うんですね。人

の考え方とか価値観とかいろんなものに踏み込

んで考えていかないと、なかなかこれぞといっ

た解決策と申しますか、そういうものが出てこ

ない分野なのではないのかなと感じております。 

 ましてや、高度経済成長時代のコミュニテ

ィーのあり方と人口減少社会、それから少子化、

高齢化の社会、これからどんどんまだまだ進行

していくんですが、そういう中でのコミュニテ

ィーの考え方というのは、恐らく考え方180度

極端に言えば変えないと対応できないんじゃな

いのかなと。 

 だから、大なたを振るって小手先のコミュニ

ティーの改革じゃなく、大なたを振るった、言

い方変えれば20年、30年前に本田市政のときに、

こういう先を見通してやり始めたコミュニテ

ィーが今根づいているというような考え方に持

っていかなきゃならないんじゃないかなという

ふうに感ずる部分もあるんですけれども、その

点について、まず、市長の考え方をお伺いしま

す。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいまの御質問の中

にございましたコミュニティー、地域コミュニ

ティーといったようなものについては、一つは

少子化、高齢化っていう、これは時代の流れで

あります。その中で、地域コミュニティーその

ものをどう維持していくのかっていうことが極

めて大事な、しかし、維持ということは現状と

いう中で捉えるわけにはいかない。やっぱり20

年、30年後を見据えた中で、コミュニティーを

どのように維持していくかということを捉えて

いかなきゃならない。 

 先ほどの一般質問で一問一答でやりましたけ

ども、小林議員のほうから若者、30代だと、定

義をしたと。で、20年、30年後の遠野を見据え

たまちづくりという部分を、その中で受ける提

案をいただいたわけでありますけども、コミュ

ニティーを考えてみた場合も、市長と語ろう会

で、実はある会場で、60代半ばの市民の方から

こういう発言をいただきました。 

 我々が動けるうちに地域のことを考えようと、

もうあと10年したら自分も動けなくなるかもし

れないというような中で、考えている、思って

いる人がいる間にみんなで地域のことを考えよ

うっていう、そのような話をいただきました。

これやっぱりある意味においては一つの現状を
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出しているんじゃないか。 

 そのような方々がこうして考えている間に、

次のステージとしての地域をどのように位置づ

けるかってなった場合においては、行政区、90

ある行政区、あるわけでございます。それに自

治会組織が重なっているとこと重なっている、

自治会組織をどのように持っていくのか、行政

区はどのように位置づけるのか、この部分も非

常にそれぞれ地域の事情が皆あるわけでござい

ますから、簡単には数合わせだけではできない

っていう部分もあるわけでございますので、そ

ういった人口減少、そして世帯数なり、あるい

は年齢構成なり、そんなことをよく踏まえなが

ら、どうすれば地域を維持できるのかというよ

うなところの中から、となれば、今盛んに検討

を進めております市民センターを中心とした地

区センターのあり方といったものとうまく連動

しながら、そしてその中で行政が果たす役割、

そしてまた一方においては地域住民が果たす役

割、義務といったようなことをうまく兼ね備え

た中で、一つの望ましい地域単位をそれなりに

つくっていく。 

 ただ単位だけをつくっていくわけにいきませ

んので、そこでコーディネートする地区セン

ターの役割をそこに安心安全──活性化だけじ

ゃなくて、安心安全といったようなことも非常

に大事でございますから、そういった一つの機

能も兼ね備えた、あるいは健康問題とか、ある

いは介護問題とかということも非常に大きな課

題になってきていますから、そういったことに

もアプローチできるような一つの総合的な地区

センター機能といったものを見出していくこと

ができないだろうかということで、今盛んに議

論を進めておりますので、地域の中においてさ

まざまな節目節目のいろんなイベント、あるい

はさまざまな住民同士の交流といったことも大

事でありますけども、一方においては、防災、

さらには安心安全っていう分においては、福祉、

健康の問題なども、その中に取り込んだ中にお

ける一つの地域コミュニティーのあり方といっ

たものを見出していかなければならないのでは

ないのかなというように承知いたしております。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  先日、宮守町の区長さ

ん方と宮守町から選出されています議員５人と

で懇談会を行ったわけなんですけれども、その

中で今行政区あるいはコミュニティー、自治会

含めたそのことについても話ししたんでありま

すけれども、やはりいろんな考え方がありまし

て、話しすればするほど非常に難しい問題かな

と感じます。 

 ただ、この地域のコミュニティーがしっかり

しないと、幾ら立派な総合計画立てたとしても、

多分遠野市はいい方向にはなかなか向いていか

ないんじゃないのかなと。言い方悪いんですが、

役所で何ぼ笛吹いても、もう住民は踊る力も何

もなくなってしまうというようなことでは、永

遠の日本のふるさとも何もなくなってしまう。

それだけこのコミュニティーというのは大事な

部分だと私は思っています。 

 で、ここのコミュニティーについては、多分

もっともっと市民の方々は、我々議員もですし、

当局ももっともっと深い議論を交わす、そして

その交わした議論の中から何となく見えてくる

ものは出てくるんじゃないかという気がしてい

るんですね。 

 その深い議論を交わさないと、結局、本当の

今のコミュニティーについての遠野市の問題点

は何なのかというのが、なかなか見えてこない

んじゃないのかなっていう気もしています。 

 だから、そんなに時間あるわけではないんで

すけれども、ここのところ本当に、いわば市民

のほうも熱くなって、市長をはじめ当局も熱く

なって議論を交わすような場面も必要じゃない

のかなというところも感じてるんですが、その

点についての市長のお考えをお伺いします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  地域コミュニティーの

あり方について、熱くなって議論するといった

ようなことの場も必要じゃないかなということ
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でありましたので、これは全くそのとおりだと

いうように思っております。 

 地域のことを思っている方々がいる間に──

いる間にというのはちょっとあれでございます

けど、そういった方々とやっぱり現場における

思いをぶつけ合うということが、一つの単なる

机上の中で検討したものを、そして、数字を見

ただけでそのあり方というものを打ち出すわけ

にはいきませんので、これから進化まちづくり

検証委員会のほうからも最終報告が出てくると

思っていますし、ただいまおっしゃいました市

長と語ろう会も一応一巡をいたしました。 

 一巡をしたと、で、まちづくり検証委員会の

ほうからも報告が出てくると、それでよしとい

うことじゃなくして、この若い方々、あるいは

まさにリーダーの方々、でまた、さまざま地域

で本当に苦労している区長さん方も含めまして、

やっぱりもう少し生の声での議論ももっと深め

ていきたいというように思っておりますので、

その中から実は総合計画の基本構想はこの６月

議会に提案しているわけでありますけども、基

本計画をできれば──できればというよりも、

工程表的には12月といったことをめどに考えて

おりますので、そういったところの中において、

まだ今６月でありますから、７、８、９、10、

11、12と６カ月ほどありますので、その間にた

だいまお話しいただきましたような、そのよう

な作業も行いながら、より現実を踏まえた一つ

のコミュニティーといったものをその中に打ち

出していき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）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  １つ目の質問は、市長

と語ろう会についてでございますので、そちら

のほうで、ちょっとお聞きしてみたいこともあ

るのですが、と言いますのは、多分市長と語ろ

う会という名称で始まったのは、旧遠野市のと

きの本田市長が多分初当選された平成14年から

というふうに認識しております。 

 それ以降、しばらく毎年やられていたようで

すけれども、そして合併以降は各地区を回ると

いう形になったというふうに認識しております

けれども、平成14年から13年経過しているわけ

なんですけれども、最近の数年間は隔年でやら

れておるようでございますけれども、最初やり

始めたころと、十数年経過した現在と遠野市に

おける市長と語ろう会に出てくる話を考えたと

きに、課題が変わってきているものなのか、や

はりずっと同じ重要なことなのか、市長の感触

で結構でございますので、どのように感じてい

るのか、お願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）  この語ろう会は、平成

14年に私が市長に就任して以降ずっと続けてい

る一つの市民との対話という中における取り組

みでありますけども、間違いなくそれぞれの時

代を背景にいたしまして、それぞれ語ろう会の、

例えば分野別にやったこともありますし、ある

いは職場別にやったこともあります。それから

また、地域11地区にお邪魔しながら、それぞれ

の地域課題の要望・意見を中心としながら、現

場を把握するということでも、それから中には、

現場で語ろう会をやろうという中で、その地域

の中に大きな課題の中においてその現場で語ろ

う会もやったことがあるという中でございまし

て、やっぱりその都度その都度工夫しながらや

っておりますので、これからもそのような中で、

単なる機械的に11地区回るということではなく

して、その場合における現場でやってもいい、

あるいは職場にお邪魔してやってもいいと、あ

るいは地域の本当にコミュニティーのほうにお

邪魔しながら、その中において本音の語ろう会

をやってもいいという中におけるものとして、

いろんな意味で進化させた取り組みをこれから

も続け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、それをもって答弁といた

します。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  それをもって答弁とい
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うことでございますので、この市長と語ろう会

につきましては、このぐらいにしまして、次に、

第２点目の若者の定住についてお伺いします。 

 この問題につきましては、議会や議会での委

員会はもちろんのこと、多くの市民の方々がい

ろいろな場面において話題に上ります。いわば

市民にとって最も身近な課題の一つであるとい

うことの裏返しであると認識しております。 

 そこで質問ですが、当市が今まで取り組んで

きた、または現在取り組んでいる若者の定住対

策について、まずお伺いします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この若者定住という部

分で、これまで取り組んできた対策はというこ

とでありました。 

 ちなみに、26年のころ、高校生の地元就職状

況を見ますと、遠野高校、緑峰高校２つで203

人が卒業し、進学は124人、残る79人が就職、

そのうち45人が地元定着をしたという、地元に

就職をしたという数字になっておりまして、就

職割合は卒業生全体で見ると22％、就職者数で

見ると57％という数字になりました。これは26

年度の卒業生の状況であります。 

 過去５年間の平均は、きのうの一般質問の中

でも御答弁申し上げておりますので割愛いたし

ますけども、いろんな意味で市内の３年間継続

勤務した場合は、新規学卒者を対象に５万円の

奨励金を交付していると。昨年度は44人の方に

奨励金を交付したと、これは「石の上にも３

年」という制度で行っているということであり

ますし、また、26年度からは、県の遠野地区人

材育成等モデル事業といったものにも取り組ん

でいると。 

 この事業は、事業見学会に加え、地元企業に

ついてもっと知ってもらうという目的の中で、

高校１年生を対象に企業ガイダンスを行ってい

るという制度であります。 

 また、企業と雇用のマッチングを図るため、

冬休みを利用し、高校２年生を対象に、いうと

ころのインターンシップを実施しているという

ものでありまして、それからさらには、若者が

起業──業を起こすですね、起業する場合にお

いても、遠野市ふるさと再生基金、いわゆる元

気ファンドといったものを遠野商工会に積み立

て、遠野地域ビジネス支援システムとして、県

内で先駆けてこういった支援制度に取り組んだ

という、取り組みもしておりますので、こうい

ったようなこと、特にこれは、特にまち・ひ

と・しごと総合戦略、これやっぱり人口定着と

いったことが大きな課題でありますから、そう

いったこのようなものをさらに進化させる、あ

るいは新たな発想の中で、また新たな制度を立

ち上げるといったようなことを総合計画ととも

に、まち・ひと・しごと地方版総合戦略を立て

なきゃなりませんので、こういったことを踏ま

えた中で、新たな発想の中から一つ事業を組み

立てていき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）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  ただいまの答弁の中で、

平成26年度、市内の２つある高校卒業生203人

のうち、進学が124名、就職79名という説明が

ございました。 

 その地元に就職された高校生につきましては、

石の上にも３年とか、あるいは高校１年生を対

象にした企業ガイダンスという説明がございま

した。それはそれで今まで市が取り組んできた

ことであるし、非常にいいことだと思います。 

 進学が124名、就職より多いわけなんですけ

れども、この進学した方々というのは、大学、

専門学校、短期大学いろいろとあると思います

けれども、この方々も進学して学業を終えた後、

できれば遠野に帰ってきていただきたいものだ

なというところはあるんですけれども、その点

については、何か市のほうでは方策とられてい

るのかについて、まずお伺いします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  やっぱりこういった今

の御質問のような事例の場合は、そういったガ
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イダンスというものを含めながら進路指導の部

分と、それから受け皿としてこのような一つの

ものが新たな情報として、情報提供ですね、そ

ういったことをうまくかみ合わせるようなやっ

ぱり仕組みとして、常日ごろからコミュニケー

ションというより情報提供、さらにはミスマッ

チないような形、マッチングするような形にお

ける相手方の一つの希望といったものをうまく

把握するというような、こういった地道な作業

が極めて大事じゃないかなと思っておりますか

ら、なお一層関係機関が、これまた総合力とい

うことになろうと思っておりますけども、その

ような仕組みとしてきちんと確立していきたい。

また、それに努力を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）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  進学された方々への対

応は、今市長の答弁に尽きるとは思うんですけ

れども、ただ、もう少し見える形でここのとこ

ろを力、もう少し力を入れてもいいんじゃない

かなと感じております。 

 先ほど申し上げたように、203人の卒業生の

うち半分、多分、これ多分60％ぐらいが進学し

ておりますので、この方なんかも、もちろん高

卒で就職される方々も貴重な人材なんですけれ

ども、進学して卒業された方々も貴重な、地元

に戻っていただければ、特に市にとって貴重な

戦力となるというふうに思いますので、元気フ

ァンド等もあるという冒頭の答弁でもございま

したけれども、そういう進学して卒業した人材

が、市に戻っていろんな活躍する場を、あるい

はそういう土壌を意識してつくっていったほう

がいいのではないかなと。そういうことによっ

て、結構戻ってくる方々もいるんじゃないのか

なと。 

 確かに、経済的にだけ見れば、関東圏のほう

が全然岩手県、あるいは遠野市よりも進めてお

りますので、それだけの比較されると、どうし

ようもないんですけれども、ただ、生きがいと

か、それから価値観とかそういうところをきち

んと訴えて、遠野のよさを前面に出して、生ま

れ育った遠野に戻るんだというふうな気持ちに

なっていただけるような政策、もうちょっと強

力に進めてみたらどうかなと感じるんですけれ

ど、いかがですか。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいまの御質問のと

おりの認識で私も進めてまいりたいというよう

に思っておりますけども、ただ、ここ二、三年

と申しますか、企業ガイダンスも含め関係ハ

ローワーク、あるいは商工会、さらには事業主

の皆様、そしてまた行政もそこに入り、高校現

場の進路指導の先生方、就職指導の先生方も入

りながらのいろんなガイダンスなり、いろんな

集会がっていうか、集会というよりもいろんな

会議が頻繁に行われておりますし、企業懇談会

という中で、ことしは私ちょっと日程が都合つ

かずに出れませんでしたけども、企業懇談会と

いったようなものも随時行っておりますから、

そのようなことをきちんとそれこそ行いながら、

単なるセレモニーじゃないとか中身のある一つ

の双方向の議論をしながら、こういった若者の

方々のニーズというものはきちんと把握した、

間違いない指導していくというような中におけ

る対応、やっぱりそのためには情報といったも

のが極めてキーワードじゃないかなと思ってお

りますから、そういうことをよく踏まえながら、

さらなる、今進めているいろんな仕組みをもっ

ともっと充実強化する方向で取り組んでまいり

たいというように思っております。 

○15番（浅沼幸雄君）  これで一般質問を終わ

ります。 

○議長（新田勝見君）  午後１時まで休憩いた

します。 

   午後０時02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。 

 次に進みます。４番瀧本孝一君。 
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   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  女子ワールドサッカー

「なでしこジャパン」の勝利に一安心した直後

ではありますが、本定例会一般質問最終となり

ました市民クラブ所属の瀧本孝一です。 

 通告に基づき、２つの項目について市長に質

問をさせていただきます。 

 きのう、きょうとこれまで７人の先輩・同僚

の議員からさまざまな角度と切り口で市政課題

に対する一般質問がなされ、質問者の市民を代

表しての思いと当局側の課題対応への取り組み

姿勢の議論が交わされてきたところであります

が、まぶたが仲よくなる時間帯、８人目として

もう少しお時間を拝借いたします。 

 さて、きのうの最初の質問者の同僚議員が、

地震や火山活動の自然災害の話題に触れていま

したが、昨日の午後３時過ぎ、一般質問が行わ

れているさなかにも地震がありました。昨年９

月27日の長野県の御嶽山の噴火や、本年４月25

日に発生したネパールでの大地震の記憶も新し

いところですが、ことしも各地で震度５強や５

弱を記録するなど、大小を問わず多発する地震

や箱根大涌谷の火山活動の活発化による観光客

の入り込み規制、そして先般の口永良部島の噴

火など、地震国日本の宿命といえども心配な事

象が続いている昨今です。 

 日本列島はもとより、私たちが暮らすこの地

球という惑星が活動期に入ったという説を唱え

る学者もいるようですが、世界各地で発生して

いる異常気象や自然災害の報道を見聞きするた

びに地球の安寧を祈るとともに、自然に対する

人間の無力さや畏怖の念を決して忘れてはなら

ないことと肝に銘じ、私からもこの場をかりま

して、被災された方々へのお見舞いと、不幸に

もお亡くなりになられた方々へお悔やみを申し

上げます。 

 そのような中、東日本大震災から４年３カ月

を目前にして、６月３日の地元紙の１面に、

「仮設住宅を市営転換」の見出しで、本市が震

災後、沿岸被災者のために建設をした仮設住宅

団地希望の郷「絆」を、入居期限がある仮設住

宅から恒久的な本設の市営住宅へと県内では初

めてかじを切る検討に入ったと、ある意味ス

クープ的に報道されましたが、かなうことなら

大震災などの発生で仮設住宅を必要とすること

のない平穏な日常生活を願いつつ、今回は一括

方式にて市長の見解を伺うものであります。 

 それでは最初に、旧遠野高校情報ビジネス校

の校舎跡地利活用の方向性についてと題し、質

問に入らせていただきます。 

 この情報ビジネス校の問題については、閉校

する３年前の平成19年８月７日の岩手日報夕刊

に、県教育委員会からの発表で、翌年度から情

報ビジネス校を含めた県内３校の分校で生徒の

募集停止という記事が掲載されました。 

 その直後の９月議会で、先輩の浅沼幸雄議員

が、「遠野高等学校情報ビジネス校の今後につ

いて」と題し、同校の存続要望活動予定の有無

や閉校した場合に、ＩＴ関係の全寮制の学校誘

致の提案を含めた活用策について一般質問を行

っていますが、それからかなりの時間も経過し

ており、その後の社会情勢の変化なども踏まえ、

これまでの経過や今後の方向性をお尋ねするも

のであります。 

 遠野高校情報ビジネス校の歴史は、戦後の混

乱期から立ち上がり、地方においてはまだ高校

への進学が経済的に恵まれたごく一部の人たち

に限られていた昭和23年５月に、岩手県立遠野

第一高等学校定時制分校として、宮守町粡町地

区に開校したのが始まりのようであります。 

 当時の村の最高学府として村民の期待と思い

入れは強く、定時制から全日制への移行や校名

の変更などを経て、平成３年４月に遠野高等学

校情報ビジネス校となり、新校舎建設に係る用

地の確保や各種振興策に、そして独立校として

の実現に向けて官民を挙げ村一丸となって存続

に力を注いできたという深い思いもあります。 

 情報ビジネス学科という当時の先進性や独自

性、小規模校のハンディを克服しながらの野球

部の活躍をはじめとする活発なクラブ活動、さ

らにはニュージーランドの高校との交流や短期

留学などで特色を出しながら、一時は募集２ク
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ラスの定員を上回る入学もあったりして、マス

コミ等にもたびたび取り上げられた時期もあり、

おらどこの高校として頑張ってきた経緯があり

ます。 

 しかし、残念ながら時代の流れの人口減少や

少子化の影響に加え、花巻市や北上市など、よ

り都市部の高校へ進学する生徒も多くなり、地

元中学校から入学する生徒が減って、新入生の

段階的募集停止を経て、最後の卒業生を送り出

した平成22年３月をもって61年の歴史に幕をお

ろし、既に５年以上が経過しました。 

 当然生徒の募集停止段階から閉校は予測され

たことであり、その後の校舎利活用など、これ

までに議会等でも前述した一般質問をはじめさ

まざまな議論が交わされてきたところではあり

ますが、宮守町唯一の高校の消滅は地元にとっ

ては大きな損失であり、地域の大きな拠点でも

あった３階建ての立派な校舎と広いグラウンド

が置き土産となってしまいました。 

 生徒募集停止発表を受けて、本市でもいろい

ろ検討を重ねてきたことは承知をしております。

平成21年４月６日に、県教委からの情報ビジネ

ス校の利用希望の有無の照会があり、同年９月

末、利活用検討に係る市役所の関係課会議が開

催されて、総合支所の地域振興課が取り組みの

主体となりました。 

 この置き土産である不良債権をどう利活用し

て地元の活性化につなげるのか、翌22年４月に

は、当時の市役所若手職員による検討会や、６

月には、若い方々中心の市民検討会、さらには

５月から６月には、地元自治会等からの意見聴

取もなされた経緯もあるとのことであります。 

 これらの調査検討をもとに、閉校１年後の平

成23年３月に、遠野高等学校情報ビジネス校跡

地利活用検討報告書が冊子にまとめられて提出

され、それにより、これまで私が述べてきたよ

うな一連の動きを知ることもできました。 

 この報告書の中には、数多くの、正確には11

7にも上る提案、提言の中からさまざまな検討

を加えた結果、以下の５つの活用提案に絞り込

まれて示されました。 

 １、保健医療福祉関係の誘致、２、企業の誘

致、３、交通事犯者の矯正機関等の誘致、４、

自然体験・学習・スポーツの宿泊施設、５、宅

地・建て売り住宅として販売、公営住宅の整備

であります。 

 この活用案には、それぞれ効果や課題がさま

ざまな角度から細かく検討が加えられ、可能性

があるものに取り組もうとした経緯を多少は承

知をしております。 

 特に、３番目の女性交通事犯者の矯正施設の

誘致ということで、一時は他県の類似の施設の

見学、研修までされたということもお聞きしま

したが、その後の社会情勢の変化や需要と供給

のバランスの関係で、立ち消えになっているの

が現状ではないかと推察をいたしております。 

 ところで、私も質問通告書には、大学等の合

宿・研修施設として首都圏等へ働きかけての誘

致、あるいは遠野市立の民話の学校、農林業の

学校、伝統芸能の学校、さらには全国のモデル

となった後方支援基地構想の学習の場など、市

内外の社会人を対象とした生涯学習と交流の場

づくりの考えはいかがなものかと書きましたが、

それ以外にもストレスや病気等で休職している

先生方も多いと聞く中で、あの建物は県の所有

であることから、そのような先生方の休養や研

修、現場復帰準備のための健康管理的な施設に

ということも考えられるのではないでしょうか。 

 とはいいながら、あの報告書のそれぞれの活

用案の効果や課題の部分を読めば読むほど慎重

に考えなければならない。十分な議論を尽くさ

なければならないと感じた一方で、この情報ビ

ジネス校の利活用策については、これから本格

的に進められる宮守町まちなか地区都市再生整

備計画の事業にも大きな影響をもたらす場合も

十分に考えられ、来年度から始まる第２次総合

計画の中にも反映させていただくことを強く願

うものでありますが、現時点における市として

の活用策の進展状況、今後の方向性の考え方を

お尋ねするものであります。 

 とここまでは、昨日の一般質問終了後の議員

全員協議会が開催される予定のない中での通告
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時の質問内容でありましたが、宮守町にとって

は極めて重要な案件の説明がなされ、9,500万

円余の補正予算の事業が急遽提案される運びと

なり、いわゆる宮守まちなか再生事業のまち・

ひと・しごと創生総合戦略の基盤づくりという

ことで、その整備計画の中に旧情報ビジネス校

跡地利活用が今後検討する事業として掲げられ

ていることもあり、宮守町の活性化や今回の一

般質問の内容に関連する事案であることから、

もう少し質問を拡大させていただきます。 

 ここ数年来、少子化、高齢化、人口減少の加

速により、激変ともいえる社会情勢の変化の中

で、中心市街地をはじめとする地域の活性化は

大きな課題となっています。 

 そのような折、昨日の一般質問終了後の議員

全員協議会で説明がありました、宮守まちなか

再生事業のリーディング事業に早急に取り組ん

でいただけるとの情報は、大変期待されるとこ

ろであり、特にもｍｍ１は宮守町の象徴である

めがね橋や恋人の聖地と隣接し、ＳＬでも絶好

の観光撮影スポットとしての観光交流エリア、

また、旧ＪＡ宮守支店跡周辺は子育てエリアと

して、この総合支所周辺エリアの再構築など、

点から線、そして面的整備の位置づけがイメー

ジ図で示されました。 

 これらの全体的な構想は当然次期総合計画に

位置づけされると思われますが、全員協議会で

の説明はきのうのきょうでもあることから、広

く市民、宮守町民に御理解をいただくためにも、

この際、情報ビジネス校の利活用策にも関連す

ると思われますので、このリーディング事業の

内容を含めて、市長の考え方をお尋ねいたしま

す。 

 次に、２項目め、市内の高原や牧場の魅力を

生かした観光地づくりについてと題し、質問を

切りかえます。 

 市内には、景観や展望に恵まれ、牧場や採草

地に利用されている高原が多いと承知をしてい

ます。これらの高原や牧場の文化や特性を生か

し、旧宮守村時代に開催していた寺沢高原まつ

りのような自然を生かしたイベントなどで、高

原や牧場が本来持っている魅力を発信するとと

もに、高原相互の連携とネットワーク化で誘客

を図る観光地づくりの考えはないかという内容

であります。 

 昨日の同僚議員の一般質問でも、遠野らしい

景観形成ということで、市内の高原の話題にも

触れられていましたが、本市には国の重要文化

財千葉家、ふるさと村、伝承園などに代表され

るカヤぶきの曲り家や、遠野物語の豊富な民話、

神楽やしし踊り、南部ばやしの伝統芸能、そし

てカッパ淵やめがね橋など、すばらしい観光資

源に恵まれていることは御承知のとおりです。 

 それに加え、自然景観にも恵まれ、早池峰山

に六角牛山、そして荒川、貞任、高清水、寺沢

に代表される高原と附帯する牧場、さらには、

大出、大洞、琴畑、石羽根、山谷川などの牧場

も地図上に散在します。 

 高清水高原からは、盆地であることを再認識

させられる市街地の展望と気象条件によってあ

らわれる幻想的な朝もやや雲海の様子、寺沢高

原は、標高1,000メートルの高さから、運がよ

ければ県内遠方はもとより、秋田・鳥海山まで

確認できる絶景ともいうべき360度のパノラマ

と眺望、荒川高原は、観光ポスターなどでも見

かけることも多く、天に駆け上がるような馬の

放牧の情景がよく似合う風景、国の重要文化的

景観の認定を受けていることに納得させられる、

まさに雄大・広大な展望、貞任牧場は、遠く太

平洋を望み、迫力ある風力発電施設を間近に体

験できるなど、ほかにも私の知らないすばらし

い景観、魅力を持つ牧場があるかもしれません

が、同じ牧場の大自然の風景とはいいながら、

それぞれ趣の違いというか、個性、特徴がある

と私は感じています。 

 ところで、先般、市政調査会と放射能汚染対

策調査特別委員会で、寺沢高原に上がり、再生

された牧場や再開された放牧牛の様子を現地視

察する機会がありました。 

 市内の牧場は、４年前の東日本大震災、大津

波、福島第一原発放射能漏れ汚染事故により、

放牧不能や採草不能となって利用できず、大が
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かりな除染作業が進められてきましたが、畜産

農家にとっては代替牧草の供給等があったとは

いえ、大きな打撃となりました。 

 そして、今年度で除染作業は終了のめどが立

つとのことですが、待ちに待った除染が終了し、

牧草が成長して、牧場として利用できるところ

から再開となり、荒川高原牧場では馬、寺沢高

原では牛の放牧が再開され、採草できることは

畜産農家でなくとも、市民にとって大きな喜び

であります。 

 この寺沢高原では、旧宮守村時代において山

開きを兼ねた寺沢高原まつりが開催されていま

した。咲き誇るツツジを背景に、馬の背にまた

がり、高原の風を浴びながら体験するホースト

レッキングは、県内外からのお客さんもあって

人気の的であったように記憶をしています。私

の知り合いの方が、盛岡の方からあの緑豊かな

自然の中で開催された寺沢高原まつりのホース

トレッキングを復活してほしい旨の話をされた

ことがあると話してくれました。 

 大自然の中で馬の背に揺られ、体のしんから

癒やされる高原の魅力は、地元の方はもとより、

都会の人の憧れではないでしょうか。牧場も汚

染作業を終えて再生したこともあり、かなうこ

とならこのような馬事振興にもつながるイベン

トの復活を望むとともに、床板が腐って立入禁

止となっている展望台の早期改修を実施し、市

長が事あるごとに言われるスピード感を持って

観光客の誘致を図る姿勢が欲しいと期待をする

ものであります。 

 このようなすばらしい高原や牧場が存在して

いることは市民の誇りであり、地域の宝でもあ

ります。このかけがえのない宝を維持管理でき

ている裏には、遠野市営牧野条例があり、これ

を見ると第２条に、「家畜を放牧し、畜産業の

振興を図るため、遠野市営牧野を設置する。」

と規定され、市内６カ所の牧野の名称、位置、

面積が記されております。 

 最大の面積を誇る荒川牧野の約513ヘクター

ルから、最小の大野平牧野の４ヘクタールまで、

６カ所の牧野合わせて約950ヘクタールの面積

となっている中で、使用、利用の規定や料金な

どが決められた条例となっており、ちなみに蛇

足ではありますが、この中に貞任山口牧野は含

まれておらず、市営牧野条例の範疇外であるこ

とを知りました。 

 私は、市営牧野条例や昨年末に制定された、

遠野市景観資源の保全と再生可能エネルギーの

活用と調和に関する条例の趣旨にのっとること

は当然として、後世に禍根を残すことのないよ

うに、さまざまな事案と整合性や調和を図り、

これらの高原、牧場の本来の姿である放牧地、

採草地としての機能を最大限引き出して、本市

の重要な１次産業である100億円アクションプ

ランの最大の生産額を担う農林業、特にも畜産

業や畜産農家の安心できるバックボーンとして

フル活用されることを願うとともに、あのすば

らしい景観を後世に引き継いでいかなければな

らないと多くの人が感じるところではないでし

ょうか。 

 その上で、永遠の日本のふるさと遠野の大自

然と牛馬の文化と眺望のすばらしさを生かして、

それぞれの特徴を発信し、ネットワークを構築

するならば、都会の殺伐とした生活から癒やし

を求め、アウトドア志向の大自然の眺望や解放

感を求める人などをはじめとして、一定の観光

客を呼び込むことができるのではないかと考え

ます。 

 澄み渡る青空、吹き抜ける爽やかな風、緑織

りなす草原のじゅうたん、そこに牧草をはみ、

戯れ集う牛や馬の姿、夜には宝石を散りばめた

満天の星、目をつむるとそんな情景が浮かぶ高

原牧場は、特に都会の人の心の洗濯の場となり

得るかもしれません。 

 遠野は観光資源に恵まれています。高原単独

での魅力や知名度もそれなりにあるかもしれま

せんが、私は、これらの高原や牧場の魅力や特

徴を、観光情報誌やネットを通して今まで以上

に発信するとともに、ネットワークを図って相

互に連携しながら、永遠の日本のふるさと遠野

の原風景である大自然をテーマにした観光地づ

くりができるのではないかと考えていますが、
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これらのことについて市長の御所見をお尋ねい

たします。 

 きょうは早朝から梅雨入りを思わせる久しぶ

りに本格的な雨の一日となりましたが、多彩な

緑の鮮やかさが一段と感じられる雨であり、農

作物にとっては恵みの雨でもあります。万物に

自由であらんことを祈り、私の質問を終わりま

す。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  瀧本孝一議員の一般質

問にお答えいたします。 

 一括方式ということで、大きく分けて２点御

質問を承ったところであります。 

 遠野高校情報ビジネス校の跡地利活用に絡め

まして、宮守まちなか再生という中におけるプ

ロジェクトとしてという中における基本的な考

え方、これまでの経過等も踏まえて、かなり詳

細にこれまでの経過についても質問の中に述べ

られておりました。 

 また２つ目は、高原という一つの遠野ならで

はの資源をどう生かしていくのかという中にお

いて、今日的な課題でありますさまざまなプロ

ジェクトとどう整合性をとっていくのかという

中における一つの思いと考え方を踏まえた中に

おける御質問と承ったところであります。 

 質問の冒頭、日本列島、あるいは地球規模で

さまざまな地震、火山、災害が起きているとい

う中に、仮設のないような、そのような災害の

ないまちづくりといったことも進めなきゃなら

ないという思いが述べられておりました。 

 私も先般、遠野に被災し、避難して来ている

方々と懇談会を開催をいたしました。もうほと

んどの方が年配者の方でありまして、震災から

もう５年目に入っているということで、時間が

ないと。１年ごとに年とっていくと。このまま

遠野に住みたいというような思いが強く感じた

ところでありました。 

 そういった中にございまして、現在検討して

いるところでありますけども、この災害救助法

に基づく仮設住宅として位置づけました、市の

中心部に建設しております希望の郷「絆」のこ

の仮設をどのように今後持っていくかというこ

とにつきまして、市営住宅というものの中にお

ける一つの取り組みも選択肢の一つだという中

で、皆様が安心して生活できるような環境とし

て、遠野市としても取り組みたいと、国や県と

も協議をしたいという、そのような私なりの思

いを懇談会の席上申し上げたわけであります。 

 仮設に住んでいる方で、懇談会に臨んだ被災

者の方から、思わずと申しますか、拍手が起き

ました。これだけ望んでいるんだなというよう

な思いを強く受けたところでありますので、現

在、担当のほうに具体的にどのような手法の中

で、あそこを市営住宅化持っていける、いわゆ

る仮設から本設にするということでありますし、

本設にするということになれば、その財源をど

うするかということになりますし、法的なさま

ざまなものをクリアしていかなきゃならないと

いうことがあるわけでございますから、現在そ

れをいろいろ検討をしてもらっているという中

で、県や国との本格的な協議がこれから始まる

のではないかなというように思っておりますの

で、一日も早く安心で、そしてまた安定した生

活ができるような環境を遠野としてもつくって

いきたいなというように思っているところでも

あります。 

 もう５年に入りました。70歳で被災を受けた

被災者の方は、もう75歳になっているわけであ

りますから、どんどん時間がたっていくという

話もされておりましたので、そういった方々に

対する一つの思いといったような、寄り添うと

いうんであれば、どういう形で寄り添うことが

できるのかということを、やっぱり形として見

せていきたいものだなというように思っている

とこでございますので、冒頭、質問ではござい

ませんでしたけども、そのことに触れられたと

いうことを踏まえまして、そのような中にいる

んだということもちょっとお知らせを申し上げ

たいというか、経過としてお話しを申し上げた

いというように思っているところであります。 

 さて、この質問の一つの大きな質問でありま
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した遠野高校情報ビジネス校の利活用という問

題の中にございまして、それこそこれまでの経

過がかなり詳しく触れられたという中で、昭和

23年に岩手県立遠野第一高等学校定時制分校と

して発足したと。昭和46年には全日制に移行し

て、遠野高校宮守分校として校名を変更したと。

さらには、昭和63年４月には、情報ビジネス科

に学科転換をし、平成元年３月にはアメリカの

高校との交換留学なども開始したと。それが本

当にそれぞれ質問の中で詳しく経過が述べられ

ておった。 

 私も、独立運動に当時の宮守村がいろいろ活

動しておったときに、当時の村長の照井春雄村

長が、県教委に独立という中で働きかけにしょ

っちゅう参ってきたとというときに、必ずとい

っていいほど私のところに立ち寄っていただい

て、お茶を飲みながらいろいろ懇談したことを

思い出しておりますけども、そのときにも、独

立をなし遂げるために何としても全村挙げて取

り組むんだというような強い思いの中で、当時

の照井村長さんが陣頭指揮をとっていたことを、

ついきのうのことのように思い出すわけであり

ますけども、それからもう二十数年、もう30年

近くたったという中にございまして、平成17年

４月に示された県立高等学校の整備計画の中で、

分校の取り扱いについては、「入学者が募集定

員の半数を下回る状況、または当該分校に進学

する者のうち分校所在地の中学校からの進学の

割合が半数以下となる年が２年続いた場合には、

原則として翌年から募集停止とし、統合する」

とされ、平成19年４月をもって募集停止となり、

そして平成22年３月、61年の歴史に幕をおろし

閉校になったという一つの経過があるわけであ

ります。 

 こういったことを踏まえながら、閉校後の地

域の活性化への影響を克服し、市民との協働に

よる今後の新たな地域づくりに向けて、情報ビ

ジネス校の跡地活用の検討を進めるため、これ

は平成22年でありますけども、市役所内に若手

職員16人による検討会、そして６月には、宮守

町内の自治会等から推薦された若手17人による

検討会を設置いたしまして、新たな活用策を検

討したということになるわけであります。 

 これは、それこそ61年の幕を閉じということ

になりましたけども、その中で一貫として地域

の熱い思いといったものが、あそこの校舎の中

にあったんだということを、今改めて振り返っ

ているところでもあります。 

 そういった中でございまして、この平成23年

３月でありますけども、御質問にありましたけ

ども、全部で５つの選択肢の中から、５つの選

択肢というのは、保健・医療・福祉関係の誘致

があるではないかと、企業誘致はできないだろ

うかと、さらには交通事犯等の矯正、いわゆる

交通事犯等の方々を矯正するための機関の誘致

はできないだろうかと、あるいは自然体験、そ

ういったような宿泊施設としての活用はできな

いだろうかと、あるいは宅地・建て売り住宅と

して販売しながら、公営住宅整備といったよう

なものもその中に見出せないだろうかというよ

うな５つの活用策が掲げられたわけであります。 

 中には、この議論の中ではよろしいけども、

女性専用の交通刑務所と──今交通刑務所とい

うことは余り使っていませんけどもね、交通刑

務所のような全国にも存在しないようなものの

切り口の中から、そういったような誘致につい

てはどうだろうかということになりまして、こ

れにつきましては、さまざま具体的検討に入ろ

うとしたところに、いうところの平成23年３月

11日という東日本大震災が発災をしたという一

つの、そしてその中においては、体育館、ある

いは支援物資センターとして活用されたという

一つの経過もあるわけであります。 

 震災当時は、私も何度も情報ビジネス校を訪

ねましたけども、体育館あるいは講堂に本当に

いっぱいの救援物資が運び込まれておったとい

うことも、今きのうのことに思い出しますし、

体育館には大量の、これも思い出すと本当に切

ない思いするわけでありますけども、棺おけが

大量に保管されたというのも、その情報ビジネ

ス校の体育館、講堂にそのようなものが求めら

れたということもあったわけであります。 
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 そのような経過を踏まえまして、この東日本

大震災、そういったようなことを踏まえまして、

経営企画部に、これは平成25年からであります

けども、平成25年度になりまして、経営企画部

にまちづくり再生に取り組む体制を新たに整え

ました。そして、その中で旧情報ビジネス校の

利活用について検討を再開したという流れにな

っております。 

 で、５つの選択肢の中で再開をしたという中

で、その中で、先ほど申し上げました交通事犯、

あるいは女性ドライバーがどんどんふえてきて

いるということで、女性専用の交通事犯に基づ

く矯正施設──これは刑務所という言葉ではな

い、矯正施設だという中におきまして、そのよ

うなものはどうなんだろうというところの、こ

れは言葉としては刑務所という言葉を使わずに、

社会復帰促進センターという言葉で総務省は言

ってるわけでございますけども、自立更生促進

センター──これは国立による法務省所管の

施設でありますけども、そのような総務省保護

局所管のそのような自立更生促進センターとい

ったようなものはどうだろうかと。 

 これは全国的に見て、千葉とか広島の中にお

いてはＮＰＯがそれを運営しているという事例

もあったものでございますから、そのようなＮ

ＰＯ法人等に委託し、運営するというような自

立準備ホームと申しますか、そのような構想も

あっていいのかなというような中から、法務省

矯正局のほうに、あるいは本省のほうの法務省

保護局のほうに、あるいは千葉県の市原といっ

たようなとこにも具体的なケースがある。茨城

県にも就業支援センターというのがある、ある

いはそのようなところも出向きながら調査を行

ったという経緯はあります。 

 その結果といたしまして、どうなんだろうっ

て、可能性はどうなんだろうっていうことでい

ろいろ情報収集に当たったわけでありますけど

も、こういった施設は一時はオーバーフローす

るというか、受け入れができないような満杯状

態であったというのが、その後順次増設、ある

いは定員増加というような、一つの対応してき

たことによりまして、法務省の本省のほうから

は、現在、全国のこういった方々を受け入れる

施設は新規のニーズはもうないと、今の既存の

施設で十分対応できる状態になったというよう

なことを確認できましたので、この切り口から

による利活用はちょっと無理だなという中にお

ける一つの結論を出したところでもあります。 

 これは26年３月であります、昨年、そういっ

たことはこれは無理だなという一つの形で、そ

れは一応終止符を打ったわけであります。 

 そして、そういった中でございまして、今ま

さに御質問がありましたけども、点から線、線

から面という中において、まち・ひと・しごと

総合戦略を立てなきゃならない。総合計画も第

２次総合計画として、28年度を初年度とする新

たな前期５カ年、後期５カ年の10カ年計画を立

てなきゃならない。そうすれば、点で議論する

のももちろん大事でありますし、それぞれのプ

ロジェクトをどう利活用するかということもも

ちろん大切であるけども、このまち・ひと・し

ごと地方版総合戦略、総合計画の実施計画にま

で持ち込むという分であれば、それを整合性を

とりながら、宮守町中心市街地の町なか再生と

いう中における取り組みとして、ひとつできな

いだろうかというようなところでその議論を進

めてきておったということになるわけでありま

す。 

 宮守町の活性化に向けた宮守まちなか再生事

業といった中で、このまちづくりを総合的かつ

集中的に進めるために、まちづくり再生担当

チームを立ち上げておったということなわけで

あります。そこに、いうところのまち・ひと・

しごと総合戦略を立てれば、少なくともインパ

クトのある事業であれば交付金、あるいは補助

金、あるいは特別交付税といったものは措置で

きるかもしれないというような一つの方向性が

見えてきたわけであります。 

 再生プロジェクトという中でございまして、

その中ではまちなか再生担当チームには、全部

で５つのプロジェクトを担っていただいており

ます。 
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 １つは、本庁舎整備の問題であります。２つ

目は、遠野駅舎の駅前通り──駅舎というより

駅前通りの、そこの中心市街地の再開発であり

ます。これも一つ大きなプロジェクトでありま

す。５年、10年、あるいは20年というスパンの

中における取り組みとして考えていかなきゃな

らない大きなまさに課題であります。 

 さらには、今進めております市民センターの

大規模改修といったことを踏まえながら、この

地域コミュニティーをどのように維持していく

のかとなれば、地区センターのその中にどう連

動させるのかと。ハードだけ整備してもならな

い。であれば、ハードをまず整備するんであれ

ば、そこをソフトとしてどういう第２ステージ

をつくっていくのかということも検討していか

なければならないという中における３つ目の課

題として、そこに位置づけております。 

 ４つの問題は、８校が３校に再編されたとい

うことで、５つの廃校をどのように利活用する

のかというのも、これも一つの大きな課題であ

るという中で、未来づくりカレッジとして旧土

淵中学校、あるいは上郷はというところの郷土

芸能なりスポーツ振興なり、さらにはグローカ

ルと申しますか、国際化という中における拠点、

あるいはスポーツ振興といったような拠点とし

て上郷中学校、学びのプラットホームとして綾

織中学校をという中に、さまざま見えてきてお

ります。 

 附馬牛中学校は、附馬牛小学校としてよみが

えらせることができました。今、小友中学校に

ついては、懸命にこれも活路をどのように見出

していくかということに検討しているという中

にございまして、これもまちづくり、地域づく

りの一環として考えようという中における位置

づけをしております。 

 そして、この中において、５つ目が「みやも

りｍｍ１・道の駅及び周辺整備」というプロジ

ェクトもまちなか再生担当チームに担ってもら

っているということになるわけであります。 

 この宮守町におきましては、「みやもりｍｍ

１・道の駅及び周辺整備」を今５つ目のプロジ

ェクトとして位置づけという話をいたしました。

当地域、御質問がありましたとおり、唯一の観

光スポットでありますめがね橋、そしてそこが

ＳＬ銀河が走っている、全国に発信されている

わけです。大変な方々がこのｍｍ１を中心に、

全国からＳＬファンが集まってきているという

状況の中で、２年目に今既に入っているという

ことになるわけでございますけども、めがね橋

のたもとの隣接する「ｍｍ１・道の駅」を地域

の活性化に欠かせない重要な観光及び交流施設

であるというような認識、それからもう一つは、

地域住民の、宮守町民の生活の利便施設として、

非常に大事な核機能であるというような一つの

位置づけの中から、そのリニューアルに向けて、

平成25年度から宮守まちなか再生事業の検討に

取り組んできたという経緯があるわけでありま

す。 

 これは前後いたしますけども、こういった検

討を加えてきた中に、まち・ひと・しごと総合

戦略といったようなもの、あるいは総合計画の

基本計画、実施計画といったものはそこが重な

ってきたということにつながるわけであります

から、このタイミングを失した形ではやっぱり、

それこそ将来に禍根を残すことになりかねない

という中で、宮守まちなか再生事業、国土交通

省から平成26年度に「宮守まちなか再生地区都

市再生整備計画」といったような形で認定を受

けているということも、これも大きな強みであ

ります。 

 それを受けたことによりまして、ｍｍ１・道

の駅の整備事業、宮守駅前トイレ・広場整備事

業、そして宮守子育て支援住宅整備事業、宮守

保育所・幼稚園整備事業、市道粡町２号線道路

改良事業、そして６つ目といたしまして、観光

情報案内板整備事業、７つ目として、ソフト事

業としてめがね橋周辺にぎわい創出事業と、こ

ういった７つのプロジェクトを文字どおり点で

あったものをその中で結んでいこうというのが、

この国土交通省から認定を受けた宮守まちなか

再生地区都市再生整備計画といったものの中に、

この７つのプロジェクトを位置づけておったと
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いうことなわけであります。 

 そういった中にございまして、整備エリアの

中で、これは順次これを形にしていかなきゃな

らないということは当然でありますけども、こ

の整備計画エリアには、冒頭申し上げました情

報ビジネス校の跡地利活用問題も当然入ってま

いります。 

 そして、宮守総合支所周辺のエリアの再構築

もしていかなければなりません。みやもりホー

ルがある、宮守総合支所がある、ＪＡ花巻宮守

支所がある、あるいは消防署の出張所がある、

宮守体育館がある、診療所があるといったよう

な一つのエリアをゾーン、面として捉えれば、

この辺をどのような形でああいうとこのリニ

ューアルをしていくのかということも、一つの

大きな課題であるというように、決して点で考

えてはならない。それを線で結びながら面的な

開発をしていかなきゃならない。 

 それは３年かかり、５年かかり、10年かかる

ということになるかもしれませんけど、なけな

しの財源をやりくりするというのは、そういっ

た長期的な展望に立って、やっぱりまちづくり

というものは行っていかなきゃならないという

ことになろうかというように思っておりますし、

「古くて新しいものは光り輝く」という遠野の

まちづくりのコンセプトがあるわけであります

から、そういったことを踏まえれば、このｍｍ

１も含めて一つのリニューアルというような切

り口の中における取り組みも大事じゃないのか

なというようなことで検討を進めてきたと。 

 そういった中にございまして、ｍｍ１の中に

ひとつ出店をしてという中における大手の量販

店が進出してもいいというような一つの話があ

ったということを踏まえまして、これにつきま

して、慎重かつそれそこさまざまな関係者との

情報収集を図りながら進めてきておったわけで

ありますけども、先般、お盆前にはｍｍ１の中

のほうに出店をし、そして、お盆前にはリニ

ューアルし開店をしたいと、オープンをしたい

と。そして民活を利用しながら、例えば一つの

例としてでありますけども、買い物弱者と言わ

れる方々に対する宅配制度の中で地域貢献をし

たいと。 

 そしてまたさらには、防災の拠点として備蓄

といったものについて、宮守町の安心安全のた

めにも、そういった防災拠点として協定も締結

するというような考えも持っていると。大変地

域貢献という分において、地域とともに歩むん

だという強い意思が示されたわけであります。 

 これは、本当に私の立場にとっても願っても

ないお話だったということも踏まえまして、繰

り返しになりますけども、慎重に検討を進めて

きたという中に、今一般質問が終わった段階で、

追加提案という形で申し上げることで提案し、

審議いただくことにしておりますけども、所要

の経費を６月市議会に提案をしようということ

で、そこに決断するに至ったということであり

ますので、あすから始まる予算等特別委員会の

中におきまして、慎重な審議をまたお願いを申

し上げたいと思っておりますし、このタイミン

グを失した場合においては、それこそ民活を活

用しながら宮守の中心部の再開発と、そしてｍ

ｍ１をよみがえらせる、そして地域住民の福祉、

そして安心安全、さらにはさまざまな拠点とし

て、めがね橋といった圧倒的なロケーションの

中からいろんな誘客、交流人口をふやすといっ

たような仕組みがその中に出てくるんではない

のかな。 

 そのことによって、冒頭ございました点から

線ということになれば、情報ビジネス高校の利

活用の問題も何か展望がその中で開くことがで

きるんじゃないのかなというような形で位置づ

けているところでございますので、そういった

ことを踏まえながら、ひとつ御理解と御支援を

賜ればというように思っております。 

 で、この宮守まちなか再生事業といったもの

を考えてみた場合に、都市再生整備計画認定の

社会資本整備総合交付金、これはもとよりであ

りますけども、これも繰り返しになりますけど

も、地方創生、その他国のソフト・ハードにま

たがる支援につなげ、いうところの総合戦略が

目的としている人口減少といったものに歯どめ
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をかけるという一つの目的にも近づくことがで

きるんじゃないの、産業振興・子育て支援、さ

らには自然豊かで快適な住環境といったものを

形成しながら、「子育てするならば遠野」、

「子育てするならば宮守」といったようなこと

が具体的な形で──具体的なものとして形にで

きるということにつながるんじゃないかなとい

うように思っているところでございます。 

 そのようなことも踏まえまして、ぎりぎりま

で関係機関との調整を行った上で、所要の経費

を予算という中で計上することに決断したとい

うことでございますので、その点は十分御理解

をいただきまして、あすからの予算等審査特別

委員会では、一つの審査をあるいは審議をお願

いを申し上げたいというように思っている次第

であります。 

 それから、２つ目の質問でありますけども、

２つ目の質問、市内の高原や牧場の魅力を生か

した観光地づくりについてということでござい

まして、これは今般の本会議でも自然景観、農

村景観、都市景観といった景観といったものを

切り口にしながら、さまざまな地域活性化をと

いう部分のお話がありました。 

 これは本当に私は大事であり、またこだわっ

た形でのまちづくりは進めていかなきゃならな

いかというように思っております。 

 質問の中に、高原相互の連携とネットワーク

化で誘客を図る観光地づくりといったものに取

り組んではどうかと。荒川高原、貞任、高清水、

寺沢といったようなものがあるんだと、それを

うまくつなげないだろうかというお話がありま

した。 

 非常に質問の最後の中に、遠野らしさ、ある

いは遠野のこだわりといった中における瀧本議

員なりの思いが述べられておりまして、私もま

さに認識を同じくするという思いで質問を聞い

たところでありますけども、もちろんさまざま

な産業振興を行っていかな、そこに雇用も見出

していかなきゃならない。これは当然でありま

す。やらないわけにはいかない。 

 その中で、何としても遠野として調和のとれ

た一つの観光振興などはできるんではないのか

なというように思っております。 

 本会議場でありますから、余り言葉としては

慎重に選ばなきゃならないかと思っております

けども、余り厚化粧した観光地は私は遠野は必

要ないと。それこそ素肌の健康な観光地といっ

たものが遠野の魅力じゃないかなというように

いつも思っているところでございますので、そ

ういった点では４つの高原といったものは、ま

さにそれに全て要件を満たしているという捉え

方をしていい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。 

 特に荒川高原は、平成20年に国選定の重要文

化的景観として認定をいただいておる。 

 貞任高原には、ウインドファームが見応えの

ある爽やかな風を受けた環境に優しい風力発電

といったような一つのプロジェクトを起こして

いると。 

 さらには、高清水高原の展望台は、まさに遠

野ピア、満々と水をたたえた遠野といったもの

はこうだったのか、太古の昔はこういう遠野だ

ったのかということを思い出させるに十分な一

つの展望、眺望の中に高清水高原が位置づけら

れておると。 

 さらには、寺沢高原、昭和62年から平成元年

まで、宿泊施設としてバンガローなども整備さ

れ、当時はキャンプで訪れた方々でにぎわった

と。平成８年には展望台が整備され、その頂上

に広がる標高1,000メートルの360度の大パノラ

マは、まさに大変な地域資源であります。その

早池峰山や岩手山、あるいは天気がよければ鳥

海山まで見えるぞといったような大パノラマで

あります。 

 かつてそれぞれ高原イベントが開催されてお

ったわけでありますから、まさにこの資源をど

のように生かしていくかという分においては、

これからの遠野の取り組みの一つの大きな地域

資源あるいは観光資源としても位置づけること

はできるし、観光資源、地域資源ばっかりじゃ

ない。 

 畜産振興の一つの大きなよりどころにもある
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ということにもなってくるわけでありますから、

そういうようなことを踏まえながら、この４つ

の高原、相互の連携を図った一つの魅力あるも

のに持っていくような仕掛けを持っていきたい

というように考えているところでもあります。 

 馬を使っての観光振興として、さまざまなＮ

ＰＯの方々がいろんな仕掛けも行っております

ので、そのような方々との連携、さらには馬力

大会のようなものの中で、立ち寄る方々に高原

を訪れてもらうというような、あるいはそれに

対し広い意味での呼びかけ、そういうようなこ

ともいろいろ行いながら、御提案の趣旨に沿っ

たものとして関係機関それこそ連携をとりなが

ら、知恵を出し、そしてまた工夫をしながら魅

力のある一つの産業振興にし、そしてまた観光

振興にし、交流人口の拡大にする。で、遠野と

いうものの魅力をその中でさらに倍増させるよ

うな、そのようなプロジェクトとして考えてい

きたいというように改めて思っているとこでご

ざいますので、その決意の一端を申し上げまし

て、答弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  大変詳しくといいます

か、丁寧に宮守再生まちづくりの事業について

御説明をいただきまして、情ビの質問がちょっ

とかすんでしまったようにも思われましたけれ

ども、まず、ありがとうございました。 

 情報ビジネスの答弁を聞いていると、まだ具

体的には方向が出ていないというふうに捉えら

れましたけれども、これからの再生事業とあわ

せてやっていくんだというふうに捉えていいの

かどうか、その辺をまず伺いますし、高原につ

いては、今月末に第40回東北馬力大会馬の里遠

野大会が柏木平で開催されますけれども、それ

とは別に、それはそれで馬事振興ということで

定着して、多くの観客を集めるイベントとなり

ました。 

 これとは別に、高原牧場の振興を図るために

畜産振興公社や乗用馬生産組合等とも連携し合

って、牧場でのホースセラピーとか乗馬体験が

できる環境があってもいいのではないかなとい

うふうに私は思います。その辺もお尋ねします

し、もう一つ展望台の改修などは考えていただ

けないものかどうか、寺沢の壊れて立ち入りが

禁止になっているというところもあります。そ

の辺をもう一度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）  この情報ビジネス校に

ついては、ただいまちょっと経過とか現状をち

ょっと申し上げましたけども、具体的な活用方

策を今持っているわけではないということは、

答弁申し上げたとおりであります。 

 しかし、やっぱり私も時々のぞくんですけど

も、１年ごとに建物も、それからグラウンドも

草ぼうぼうになっていますし、建物もやっぱり

傷んできているということがありますから、い

つまでもほっとくわけにはいかないという部分

の中で、何とか全国でもいい事例が、さまざま

なヒントになるようないい事例がありますから、

そういった交流人口の拡大といったようなこと

も含め、そのような形の利活用をする方向を何

とか見出したいと、懸命な努力をしたいと思っ

ておりますけども、行政であり、そしてまた担

当チームが頑張ってもあれでございますから、

議員各位にもいい提案なり、いい知恵があった

ならば、ぜひ一緒になって考えていただければ

ということをまた申し上げたいというように思

っております。 

 それから、高原のほうの寺沢、展望台、これ

も改築するというか、整備するという中におけ

る所要の予算措置等は行っておりますけども、

ただ整備すればいいというわけじゃなく、まさ

にどう利活用するかということ、ただ傷んでお

りますから、やっぱり何か事故があった場合は

困りますから、そういったのは最低限きちんと

整備をしていくという部分と、やっぱり生かす

という部分にあっては、牧野組合の皆様とも、

あるいは関係者の皆さんといろいろ相談しなが

ら、やっぱりいい方向に持っていくような、こ

れこそ知恵と工夫ということになるんではない
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かなというように思っておりますので、ぜひそ

のような、だからこれだけすばらしいものだぞ

ということを見てもらう、そしてまた、それを

感じてもらうというような仕掛けも大事じゃな

いかなと思っておりますから、観光協会あるい

は地域の方々のさまざまな協力をいただきなが

ら、ＳＬプロジェクトと何とかうまく連携をと

るような一つのコースとして開発できないだろ

うかというようなところもあってもいいのかな

と思いながら、なかなかこれはＳＬは週土日祝

日の運行でありますから、なかなかそれはでき

ないのかななんていうことも思いながら、しか

し何か打つ手はあるんじゃないのかなというよ

うに思ってございますから、ぜひこれまたいい

知恵、そしてまた工夫、アイデア、そういった

ようなものの中から活路を見出していきたいと

いうように改めて思っているところであります。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  今の市長の答弁を期待

して質問を終わらさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後２時03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。 

────────────────── 

   日程第２ 議案第48号平成27年度遠野市

一般会計補正予算（第２号）   

○議長（新田勝見君）  次に、日程第２、議案

第48号平成27年度遠野市一般会計補正予算（第

２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27年６月遠野市議会定例会に追加して提案い

たしました議案第48号平成27年度遠野市一般会

計補正予算（第２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、国の都市再生整備計画の

認定を受け、宮守町中心市街地の中核施設であ

るリバーサイドショッピングタウンｍｍ１を公

有化し、周辺整備のリーディング事業として、

より魅力ある商業施設にリニューアルすること

で地域の活性化を図るため、関係事業費を計上

したところであります。 

 歳入歳出予算の補正では、歳入歳出予算の総

額に歳入歳出それぞれ9,359万8,000円を追加し、

予算の総額をそれぞれ213億760万4,000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48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48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。６

月10日及び11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、６月10日及び11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。御苦労さま

でした。 

   午後２時16分 散会   
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