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   午前10時00分 開議   

○議長（新田勝見君）  おはようございます。

これより本日の会議を開きます。 

────────────────── 

   日程第１ 一般質問   

○議長（新田勝見君）  本日の議事日程に入り

ます。 

 日程第１、一般質問を行います。順次質問を

許します。４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  おはようございます。

２日目、最初の質問者であります市民クラブ所

属の瀧本孝一です。通告に従い、市長と教育長

にそれぞれ１項目ずつのテーマで一問一答方式

にて質問をさせていただきます。 

 残暑が恋しいと思う気候でありますが、質問
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に入るに先立ち、あと３日で東日本大震災大津

波から４年６カ月の月命日を迎える時節となり

ました。沿岸被災地は、少しずつではあります

が、復興の歩みやこれからのまちづくりへのつ

ち音がその響きを大きくしつつあります。その

ような中で、県知事選挙や県議会選挙が終わり

ましたが、これを機に、より一層県民や沿岸被

災者に寄り添う県政運営を願うとともに、犠牲

となられた皆様の御冥福をお祈り申し上げ、被

災された皆様や、今なお仮設住宅などで厳しい

生活を余儀なくされている多くの皆様に、この

場を借り、改めてお見舞いを申し上げる次第で

あります。 

 戦後70年、高齢化が進み、戦争という地獄を

かいくぐり、言葉に言いあらわすことのできな

い悲惨な経験をされた方々が年々少なくなって

います。先般、市主催による戦没者追悼平和祈

念式が戦後70年という冠をつけて厳粛のうちに

挙行され、改めて平和の尊さをかみしめたとこ

ろでありました。戦争の不条理さ、悲惨さ、愚

かさを直接みずからの言葉で後世に伝えること

ができる人はさらに少なくなり、終戦から70年

という時の流れと、高度経済成長などによって

これまで平和というものをごく当たり前のよう

に享受してきたことを深く重く受けとめ、この

恵まれた時代に生きてこられたことに、私は感

謝の念でいっぱいであります。 

 しかし、戦争というものを言葉や概念でしか

知らない戦後生まれの自分を含めた若い世代が

ふえている中にあって、私にとって、ことしは

元旦の初詣でに盛岡八幡宮と隣の岩手護国神社

を参拝して、戦火に散られた犠牲者のみたまに

深くこうべを垂れるとともに、いかなることが

あっても戦争をしてはならない、戦争に巻き込

まれてはならないと世界の平和を強く祈願した

年の初めでもありました。 

 そして、ことしの夏は先祖への感謝や供養と

ともに、政治を取り巻くさまざまな内外の情勢

などもあり、特にも平和というものを考えさせ

られる追悼と祈りの８月でありました。国の安

全保障は極めて重要な問題であることは誰もが

認めるところだと思いますが、あえて申し上げ

れば、周辺諸国のさまざまなプレッシャーと我

が国の対応、総理大臣の戦後70年談話、国民の

理解を得られたとは思われない法治主義、立憲

主義を否定するかのような集団的自衛権行使容

認の一内閣による解釈変更、そして多くの学者

や専門家が憲法違反と指摘する中での数の力に

よる安全保障関連の審議のあり方などとも鑑み、

私は一人の国民として戦争に巻き込まれる可能

性を秘め、我が国の進路の分かれ道となるかも

しれないこの法案の行方に大きな懸念を抱きな

がら、冷静にこの平和というものをかみしめ、

安全保障のあり方を考えていきたいと思う昨今

です。 

 さて、若干前置きが長くなりましたが、最初

の項目、地区センターの役割と体制の見直しに

ついてと題し、市長へ質問をさせていただきま

す。この議会が終了するころには、遠野盆地の

黄金に実った水田も稲刈りの時期を迎え、神楽

や獅子踊り、南部ばやしの音色もにぎやかに、

遠野まつりをはじめとして、そちらこちらの鎮

守の森で五穀豊穣に感謝し、地域や遠野郷の安

寧と発展を祈ってにぎやかな秋祭りのシーズン

となります。これらのお祭りや伝統芸能がいに

しえより受け継がれ、次の世代へと継承されて

いくためには、永遠の日本のふるさと遠野はも

とより、それぞれの集落や地域に元気があるこ

とが極めて大事であるということは言をまちま

せん。 

 その地域がいかに元気であるべきか、少子高

齢化と人口減時代におけるこれからの遠野市の

地域コミュニティーのあり方について、８回に

わたる委員会等を経て、先般、第２次遠野市進

化まちづくり検証委員会の山田晴義委員長から

最終答申がなされました。最終提言は、１、地

域・住民が主体となるコミュニティーの実現、

２、人口減少を見据えた地域コミュニティーの

維持、３、地域コミュニティーを支える行政の

役割の見直し、４、まとめの４項目から構成さ

れており、その内容については広報遠野の概要

版で８月臨時号に特集され、各家庭に配布され
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ているところであり、多くの市民の皆様がこれ

からの遠野のまちづくりについて関心を持たれ

たのではないかと思われます。 

 私は、１年前の９月議会において、これから

の本市の地域づくりのあり方に関して、少子高

齢社会人口減少時代における地域づくり、まち

づくりについてと題して市長に一般質問をさせ

ていただきました。最近では、さっぱり存在が

見えなくなりましたが、一時は政権与党の総裁

候補でもあった方の地方創生省の就任に期待を

し、中心市街地はもとより、周辺中山間農村部

の地域力の保持や遠野郷のアピールと交流人口

の拡大等について質問をしたと記憶をしていま

すが、あれから１年、検証委員会の最終提言を

受け、今回はその中の地区センターの見直しに

絡んで、順次質問を進めてまいります。 

 最初に、市民センター、地区センターは、約

40年前からカントリーパーク構想として実施、

継続をされ、現在の形になってきたと伺ってお

りますが、この間、地域づくりの支援に果たし

てきた市民センターを核とする地区センターの

役割は大きいものがあったと思われます。また、

時代の流れとともに実情に合わなくなり、手を

加えてきた部分も少なからずあると思いますが、

これまで行政に果たしてきた成果や貢献度をど

のように認識をし、評価されているのか。そし

て、現時点で問題点や不都合があるとすれば、

どのようなものかについて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）  瀧本孝一議員の一般質

問にお答えいたします。 

 一問一答ということでありますので、その中

でこの地区センターのあり方、また、これまで

の役割をどう評価し、これからどのような形で

この地区センターの仕組みをつくっていくのか

という中で、第２次進化まちづくり検証委員会

での提言、そしてまた、その中に盛り込まれた

内容、その部分を広報を通じ全市民に配布をし

ているというようなこと、あるいは遠野テレビ

を通じ、その提言の趣旨を市民周知を図ってい

るといったようなこれまでの経緯については、

御質問の中でそれぞれ述べられておりました。 

 この第２次進化まちづくり検証委員会に、こ

れからの地区センターのあり方を含めて、地域

の望ましい姿、いうところの限界集落、あるい

は消滅集落という言葉までありました。しかし、

その言葉が、今度は消滅市町村といったような

大変ショッキングな名前の中で、この基礎自治

体としての市町村のあり方がそれぞれ問われて

いるというような現状にあったわけであります。 

 そして、これまで明治以降ふえ続けてきた人

口が、人口減少という一つの少子高齢化の流れ

をまともに受けて、日本全体も人口減少に転じ

ると、2007年、2008年、平成17年、18年ごろか

ら減少という一つの流れが加速されていったと

いう中にあるわけであります。 

 遠野市もそういった意味においては、この全

国的な流れの中に、地方として典型的な中山間

地域としての遠野市もこの人口減少の荒波をま

ともに受けるというような状況にもなったと。

確かに10年前、合併はいたしました。３万2,00

0人ほどでもって新遠野市を立ち上げました。

この10年近くの中で3,000人近い人口が減った

というような現実の中で、このコミュニティー

をどう維持し、その中で、いうところの地域の

活性と限界集落がどうしたと、消滅集落などあ

り得ないといったような強い意気込みの中で、

この問題には立ち向かっていかなきゃならんだ

ろうという中における第２次進化まちづくり検

証委員会の議論であったわけであります。それ

は、ただいま瀧本議員が述べられた一つの提言

の中にもそれぞれ３つのポイントという中にお

けるものとして示されたということは御案内の

とおりであります。 

 したがって、このただいまの御質問の中で、

これまでのという部分を考えれば、半世紀前、

旧遠野市ではカントリーパーク構想、遠野ピュ

ア構想、市民協働という中で、市民センターを

中心に地区センターのネットワークの中から地

域づくりを行ってきたと。旧宮守村も役場を中

心に、それぞれ旧３村の合併しての中におきま
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して、50年間さまざま地域といったものを大事

にしながら、まちづくり、地域づくりに取り組

んできたという経緯があるわけであります。 

 その中には、この遠野スタイルという中に、

今、評価されております。地域をいかに大切に

し、そしてまた、その地域に対する熱い思いを

持っている地域住民の方々の力をどのように吸

い上げていくかという部分においては、この地

区センターの果たした役割というものは非常に

大きいものがあったんではないかなと思ってお

ります。 

 それが、図らずもあの４年５カ月前の東日本

大震災、あのときの官民一体、市民協働という

力の中で、私は、底力が発揮できたのは、ただ、

ああいう構想があったから後方支援を行ったと

かじゃなくして、ここ半世紀以上にわたる、あ

るいは100年という歴史の中における遠野の地

域づくり、まちづくり、そしてまた一方におい

ては地域に対する熱い思いといったような、そ

して人と人のつながりを大切にするというその

ような思いが、私は後方支援といったものにも

官民一体という仕組みの中で、全国モデルとま

で言わしせしめるような一つの対応につながっ

たんではないかなというように思っているわけ

であります。 

 したがいまして、今後におきましては、この

提言の趣旨をきちっと踏まえ、丁寧な地域住民

の皆様へ、市民の皆様への説明、そして第２ス

テージとしての新しいネットワークとしての地

区センターをどういうふうに再構築していくの

かと、再構築というよりも新たな発想の中で展

開していくのかというようなところが、これか

らのこの提言の趣旨を踏まえての活動に、とい

うよりも作業になるのではないかなというふう

に思っているところでございますので、御理解

と御支援をいただきながら、いいネットワーク

を、遠野スタイルという中におけるキーワード

の中でつくり上げていきたいものだなというよ

うな思いを強くいたしたところであります。 

○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）  半世紀にわたる地域づ

くりが震災時の後方支援につながったというこ

とでありましたが、私も大きな力を感じた一人

ではあります。 

 次に、旧宮守村の場合には、地区センターと

いうものがなく、それぞれの小さな集落で自治

会とか自治振興会などを組織して、自分たちで

地域づくりを進めてきた経緯があります。現在

でも、小さい集落単位で敬老会や宅老所などを

開催しているところもあります。そのやり方が

いい悪いは別にして、合併時における地域づく

りの認識の違いが尾を引いているというか、い

まだにちょっと温度差があると感じられるとき

も少なからずありますが、そのあたりを市長は

どう認識されているのかについてお伺いをいた

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）  集落をどのように認識

されているかということであります。 

 集落があり、そしてその中に地域があり、そ

してその地域がまとまって一つの行政区が形成

され、それが遠野の場合は、かつての１町10カ

村という一つの区切りとなってあるという一つ

の対応にあるんではないかなと思っております。 

 そしてまた、消防団組織、ちょっと見ますと

11分団ある。すると、この１町10カ村と11分団

が完全に重なり合うという中における仕組みと

してあるわけでありまして、ただいま御質問の

ありましたとおり、この集落、それをきちんと

形成するというか維持をするということが、や

っぱり遠野の底力といったようなものを示す。

そしてまた人口減少社会の中にあって立ち向か

う、そのような安心安全といったものも確保で

きる仕組みになるんではないかなと思っており

ますので、やはり集落はきちんと、そして、特

にも自治会組織、これは見守り、そしてまた応

援してやる。応援してやるというのはちょっと

言い過ぎかもしれません。応援しなければなら

ない。一緒になって取り組まなきゃならない。 

 これは一つの例の中で、今、瀧本議員も話し
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ておりましたけども、例えば旧遠野市と旧宮守

村の中にあった敬老会、この敬老会、私も先週

も先々週も敬老会に行きました。本当に小さな

集落の中で30人、40人のお年寄りの方が集まっ

て、地域の方々が手づくりの料理の中で非常に

和気あいあいと敬老会を行っているわけであり

ます。非常に和やかな家族的な雰囲気の中で行

っているという中で、あるお年寄りの方が、宮

守村でも村一カ所で敬老会をやったことがある

んだよなと、でも、なかなか顔見知りと申しま

すか、なくて、それで１回だか２回でやめたこ

とがあるんだよなと。また、自治会単位で敬老

会をやったんだよなと、このほうがいいよなっ

ていうような中でしみじみと語っていたお年寄

りの方が、その敬老会の中で話を聞くことがで

きました。 

 その辺の中にも、この集落というものに対す

る物の見方、考え方の一つのヒントが、という

よりも、どう、その集落を守っていかなきゃな

らないのか、どのようにして集落を維持してい

かなきゃならないのかなというようなヒントが、

そこに私はあるんではないかなというように、

その言葉を受けとめたところでございますので、

このことも一言つけ加えて、ただいまの集落に

対する認識に対する御質問の答弁とさせていた

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）  私は、ちょっと宮守村

が１カ所で敬老会をしたということについては、

ちょっと認識不足で知りませんでした。地域力

の保持、集落の力の保持が大事であるというこ

とはそのとおりだと思います。 

 現在の地区センターの職員体制は、所長、主

事に加え、地域活動専門員が在籍しているとこ

ろとそうでないところの２人から３名体制と、

１名程度の違いがあると認識をしています。今

後、地区センターへの体制を見直す場合、現在

の職員数に増減はあるのかないのか。また、ど

のような職員体制の中身の充実を図っていくの

かについて考えをお尋ねいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  もう、この地区セン

ターの第２ステージということになった場合に、

マンパワーをという部分は、当然きちんと検討

しながら、それこそいい加減な配置はできない

わけでありますから、対応しなきゃならないと。 

 ただ、現時点では、今その作業をいろいろど

のような体制が一番望ましいだろうかという中

における、今、検討作業を急がせております。

そういった場合におきまして、一つの考え方と

すれば、正職員だけでもって対応するのか、い

わゆるそれとも、そのいうこの市職員のＯＢも

含め再任用という形、あるいは外部人材をさま

ざま投入するといったような方法、あるいはＮ

ＰＯのような組織とどう連携をとるかといった

ような手法、さまざまな角度から、どのような

配置が一番適正なのか。 

 また、それぞれ地域によっても、地区によっ

ても規模から、世帯数から、人口から違うわけ

でありますから、その辺をどのように弾力的に

捉えて、柔軟なその適正な配置をするかという

ことについて、鋭意ただいま検討中である。 

 また、これは検討し、その結果をただ示すだ

けじゃなくして、地域住民の皆様との十分な合

意形成もそこで図っていかなきゃならないとい

う丁寧さが必要でございますから、そのような

方向で作業を進めたいというように考えている

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）  現在検討中ということ

でありますが、今の市長の答弁の中身にもちょ

っと触れますけれども、現在の地区センターの

所長の身分といいますか肩書というか人事管理

の部分において、センターによってさまざまな

就労形態があると思っております。現職の市役

所正職員、職員ＯＢ、民間人、さらには外部団

体、ＪＯＣＡへの委託など、統一された形とは

なっていません。このことは、それぞれの地域

住民に、なぜ、うちのセンターは正職員ではな
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いのかとか、うちのところは民間人なのかとか、

無用の心配を招いているという声も耳にします。 

 役割や体制を見直すに当たり、安心して職務

に専念できる環境づくりを含めて、所長をはじ

めとする職員体制の統一化も必要と思われます

が、このことについて市長の見解をお伺いいた

します。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この問題は、このこう

いったこの時代の流れの中でのさまざまな手法、

あるいは人材をどのように課すのかというよう

な発想の中で考えていかなければならないかと

いうように思っております。 

 先ほど御質問の中で、このこれまでの地区セ

ンターの果たした役割の中でという部分での御

質問がありました。その中で、この第２次進化

まちづくり検証委員会のこの検証結果として、

これまでのこの地区センターを中心とする対応

は、行政主導の面も強く出てきたという部分は

あったんではないかというような、そのような

記述もあったわけであります。これは、私は素

直に認めてもいい、一つの検証結果としては受

け入れてもいいんじゃないかなと思っておりま

す。 

 これからの地域は、地域住民が主体だと、市

民が主体だと。そして、特にも市の正規職員で

なければということじゃなくして、さまざまな

ノウハウを持った、そしてまた、この情報通信

技術と申しますか、インターネットのさまざま

なこのネットの構築等によりまして、さらには

携帯電話どころかスマートフォンのような、そ

のような情報通信技術もどんどん進化してきて

おります。そういったようなものをどう生かし

ながら、そして、その中で限られた人材をどの

ような中におけるノウハウを生かしていくのか

という部分を視点に置きながら、そういった場

合においては、多種多様な人材をその中に取り

込むというような方法も私はあっていいんじゃ

ないのかな、十分地域住民の皆様には受け入れ

てもらえるのじゃないのかなということを思っ

てるところでございますので、その市役所の正

規職員云々という、その発想ももちろん否定は

しませんけども、もっと次のステージに向けて、

次の時代に向けて、地域住民の皆様、市民の皆

様と一緒になって一つの地域を活性化しようと

いう中における思いを大切にした者同士のその

ような一つの組織といったものを位置づけてい

っていいんではないのかなというようなことも

考えているところでございますので、これもさ

まざまな角度から検討したいと思っております

ので、これからも御意見、御提言をどんどんい

ただければということもお願いいたしまして答

弁といたします。 

○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）  地域との合意形成を図

りながらということであります。よろしくお願

いいたしたいと思います。 

 最終提言では、地区センターは住民自治の支

援拠点として位置づけ、自治会計画、あるいは

市、地区まちづくり計画策定の支援、計画に基

づいた地域づくり活動に係る支援策の検討を図

るなど、地域運営、自治の原則に基づいた役割

に改めるべきであるとされています。これらを

具体化するため、これからの地区センターには、

これまでとは違う新たな機能や役割を持たせよ

うとしているのか、どのようにパワーアップを

図り進化させていくのかについて、御所見をお

尋ねいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  このこういった人口減

少社会という中にはございまして、それぞれの

地域におきましても高齢者ひとり暮らしである

とか、あるいは高齢者二人世帯であるとかとい

ったような高齢化社会というよりも高齢社会を

現実そのものとして、さまざま安心安全を確保

しなきゃならない環境づくりが求められてきて

おります。 

 そういった中で、地域づくり、そしてもう一

つは人づくり、さらには健康づくりといったよ
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うなこの３つのキーワードを中心とした一つの

地域のあり方というものを考えていかなきゃな

らないかというように思っておりますので、や

はりこの地域づくり、地域をいかに活性化して

いくのか、伝統、文化あるいはさまざま地域の

思いといったようものの中におけるものをどの

ようにきちんとつないで、次の世代に伝えてい

くのかという部分、さらには人づくり、これも

次の世代に対するいろんなリーダーを養成して

いかなきゃなりません。地域では、やっぱりそ

ういうようなリーダーをつくり上げていかなき

ゃならないという部分はあります、人づくりで

あります。 

 そして３つ目は、やはり健康づくりと、健康

寿命をいかに延伸していくのかということによ

って、医療費とか介護の問題とか、安心安全の

ような問題もその中で形づくられるということ

になるわけでございますから、この３つのこの

地域づくり、人づくり、健康づくりといったも

のをきちんと踏まえたたて糸、よこ糸の地区セ

ンターのネットワークを構築していきたいとい

うように考えているところであります。 

○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）  地域づくり、人づくり、

そして健康づくりということは、そのとおり大

事であります。しかし、しかしといいますか、

これまで以上の、これまでの地区センターに加

えて、さらなる充実を図るためには、職員と地

域が一体となって進めていくということが、本

当にこれから大事になっていくと思われますが、

次の質問に移ります。 

 最終提言の中で、地区センターは旧１町10カ

村における住民自治の支援拠点として位置づけ

るとされています。地区センターが存在する他

の地区と同様に消防団の分団があり、社協支部

や各種団体支部があって、同じように活動をし

てはきているものの、10年前の合併協定により、

これまで地区センターのなかった宮守町の達曽

部地区と鱒沢地区に、検証委員会の提言により

地区センターが新設されると期待をしていると

ころでありますが、その提言をそのまま実現し

ていただけると信じていいのかどうか。 

 また、現時点で答弁が可能であれば、その時

期や場所、使用する建物などについて、一定の

方向性を市長の口から直接明言していただけれ

ば、当該地区民の理解と安心が得られるのでは

ないかと思われ、従来からの課題解消に大きな

期待を寄せているところですが、いかがでしょ

うか。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この地区センター、１

町10カ村という一つのくくりを大切にしながら

という部分の中における最終提言の中において

もそのようなことが盛り込まれております。 

 やはり、私は、この一つのコミュニティーを

維持するという部分にあっては、やっぱり歩ん

できた歴史、そしてまた一つの地域の思いとい

ったものを考えれば、そのくくりの中で一つの

コミュニティーを維持するというような中にお

けるものを、しっかりしたものの仕組みにする

ということが大事だというように思っておりま

す。 

 そうしますと、地区センターは旧遠野市のほ

うには、それぞれ旧町単位で地区センターがあ

るわけです。宮守のほうにはその部分がないと

なれば、鱒沢、達曽部、この辺をどうするかと

いうことになるわけであります。今、そのよう

につきましては、達曽部はどのような中で、あ

るいは鱒沢地区はどのような場所に、どのよう

な中の、どのような規模のものをという部分に

つきましては、それぞれ地域住民の皆様の一つ

の合意形成も図っていかなきゃならないわけで

ありますから、一方的に市の考え方あるいは市

長の考え方を一つ示して、それでもってありき

ということになっては、やはり処方を間違うわ

けでございますから、いろんな選択肢の中から、

どれが一番地区センター化を図るんであればと

いう部分の中で対応を進めていきたいと。 

 したがって、１町10カ村という一つのくくり

の中で地区センターの拠点を設けるという一つ
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の方針は、そのとおり一つの大きな方針として

は、その方向で行きたいというように私は考え

ております。 

 ただ、具体的にそれぞれの、特にも旧宮守村、

宮守町にどのようなという部分におきましては、

やはりさまざまな角度から検討してみなきゃな

りません。 

 そしてまた、一方においては財源の問題もい

ろいろやりとりをしなければなりません。今、

きのうも多田勉議員の質問の中で、公有財産、

いうところの公共的施設をどのように利活用す

るのかという部分における取り組みがすごく大

事ではないだろうと。行政財産、普通財産とい

った取り組みの中で、仕組みの中でどのように

考えているんだというような御質問でのやりと

りをいたしました。 

 そういったことを考えれば、いうところの達

曽部あるいは鱒沢といった部分は、あるものを

利用するのか、それとも、さらにそこに使える

のか、使えないのかということも含めながら、

やっぱりどのような中にというなれば、今度は

財源もどのように捻出するのかということも出

てくるわけでございますから、慎重に地域住民

の皆様の、あるいは関係者の皆様の意見を聞き

ながら、慎重にその部分における対応は進めて

まいりたいというように考えております。 

 ただ、１町10カ村、11地区に地区センターを

という方向につきましては、おおむねその方針

で行きたいという私の考えでありますので、そ

のことは申し添え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）  地区センターの設置は、

おおむねその方向で行きたいという御答弁であ

りました。そして、残念ではありますが、その

時期や場所、建物等については慎重な住民との

合意形成を図ってからという内容でありました

が、ぜひ、私は早目に合意形成を図っていただ

きながら進めていただきたいというふうに願っ

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

 さて、これまでの地区センターのなかった達

曽部、鱒沢両地区に待望の施設が新設されたと

した場合、それと引きかえに、現在の宮守総合

支所の行政機能サービスの低下が出てくるよう

なことがあっては、宮守町民は納得できかねる

と思います。10年前の合併時から見れば職員が

半減以下となり、支所長も市民センター所長と

の兼任で常駐体制ではなくなったことなど、宮

守町民の間では総合支所の機能や人員体制がま

すます縮小され、行政サービスの低下を心配す

る声もあります。 

 総合支所には、これまで携わってきたさまざ

まなイベントについては、現行どおり維持して

いただくとともに、これからもより一層地域住

民に密着し、３つの区域の行政サービスをつか

さどる気概で頑張ってほしいと願っています。 

 地区センターは地域づくり、自治会活動の支

援、総合支所は行政サービスの窓口としての充

実と地域課題の解決など、それぞれの立場と役

割で連携、協力し合い、地域の活力を引き出し

ながら、検証委員会の提言に沿うまちづくりを

進めていただきたいと願うところであり、市長

から総合支所機能を今後もしっかりと維持して

いくという力強い答弁をいただけるものと確信

をしておりますが、見解をお尋ねいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この宮守総合支所機能、

低下するのではないかというような部分の中に

おける御心配の中における御質問と承りました。 

 この部分につきましては、これからの、先ほ

ど集落といったものをどのように考えているの

かというような御質問をいただきました。その

中で、その集落は、やはり基本的には大事にし

なきゃならない、そしてまた維持をしていかな

きゃならないということを基本とするわけであ

ります。したがいまして、この地区センターの

機能はといった場合におきましては、例えば自

治会機能をきちんとフォローする、そういう役

割を地区センターには担っていただくと。 

 そしてまた、宮守総合支所の機能は、この地
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区センター、達曽部、鱒沢ということになるわ

けでありますけども、なる方向で検討している

わけでありますけど、そういった場合において

は、それをコーディネートする一つの役割を総

合支所に持ってもらうということになるので、

したがって、宮守産業まつりであるとか、柏木

平におけるレイクリゾートまつりであるとか、

あるいは、もう今や東北全体の大イベントとな

っております馬力大会であるとか、そのような

さまざまな全庁を挙げての取り組みなどは、総

合支所がトータルコーディネートをするという

役割はきちんと持つ。 

 そしてまた、この安心安全ということになれ

ば、保健師であるとか看護師であるとかってい

ったようなマンパワーをどのようにっていうこ

とにはなるわけでありますけども、現状からす

れば、そのような健康づくりという部分におき

ましては、そのマンパワーの配置にはおのずと

限界があるわけであります、専門職であります

から。そういった場合においては、これは総合

支所にそのようなマンパワーをきちんと配置し、

鱒沢、達曽部ときちんとしたネットワークを構

築して、健康づくりの一つのトータルな、一つ

の仕組みをその中に見出していくというような

ことも一つの配置というか総合支所の機能とし

ては考えられるんではないかなというように思

っておりますし、あるいは社会福祉協議会の組

織ともどのような連携をとるかということが極

めて大事であります。 

 その場合においては、それらの社会福祉協議

会の宮守支部は総合支所の中にありますから、

そこときちっと連携をとりながら安心安全とい

ったような中における仕組みをその中に見出し

ていくというようなことも宮守総合支所の役割

としては出てくるんじゃないのかなというふう

に思っておりますから、低下するということは

ない、進化していく。 

 さらには、その中でネットワークという力の

中で総合力を発揮できるような総合支所として

位置づけるということに持っていきたいという

ふうに考えているところでございますので、御

心配された分については、十分その辺を踏まえ

ながら、そういうことがないように、やっぱり

町民の皆様に「あっ、そうか」と「安心だな」

と「よかったな」というような中における、そ

れよりも身近なところでさまざまなフォローを

してくれるセンターがあるんだなというような

ところをきちんと理解できるような、そういう

ような仕組みに持っていきたいものだなという

ように思っているところであります。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  ただいまの答弁を聞い

て本当に安心をしました。ぜひ、現行のサービ

ス体制を維持して、そして進化させていただい

て、よりよい宮守町をつくっていただくように

お願いをしたいと思います。 

 これで、市長の質問は終わりにして、次は、

教育長に２つ目の項目の質問、学校教育現場に

おけるいじめの把握と対策についてと題し、教

育長に質問をさせていただきます。 

 この質問に関しましては、以前にも同僚議員

が質問したと記憶しており、また、きのうの一

般質問で小松大成議員が市内小中学校のいじめ

の問題の状況を問う、伺うとして取り上げられ

ました。小松先輩議員は、あしたの同じような

テーマの質問者に細かい部分の質疑は任せると

いう旨のプレッシャーを残して再質問は市長へ

向けてのみ、教育長にはなさらずに御配慮をく

ださいましたが、多少、内容が重複する部分も

あり、きのうの答弁を繰り返していただくこと

になるかもしれませんが、御容赦をいただきた

いと思います。 

 私からもあえてこの問題を取り上げさせてい

ただきたいと思う背景には、申し上げるまでも

なく、全国的にも県内においても児童生徒がみ

ずから命を絶ったり、悲惨な事件に巻き込まれ

たて尊い命を失う衝撃的な事案が多発している

実態があることを見過ごすことはできないとい

う思いからであります。 

 さて、全国的にもテレビ、新聞、週刊誌等で

大きく報じられましたが、いじめが原因と思わ
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れる矢巾町の中学２年生の男子生徒が駅のホー

ムから迫りくる列車に飛び込んでみずから命を

絶った衝撃的な事件から、先日の５日で２カ月

が経過しました。矢巾町長は、県内初となるい

じめ防止条例の制定化に向けて取り組む旨を町

議会の答弁で表明され、また弁護士や医師で構

成される第三者委員会による調査もきのうから

始まったようですが、改めて亡くなった男子中

学生の安らかなる御冥福をお祈り申し上げる次

第です。 

 これとは別に、昨年の５月末に滝沢市でも同

じ中２の男子中学生が、やはりいじめが原因で

の生徒の自殺が同じ県内において繰り返され、

認知や把握のあり方、情報の共有のあり方など、

今回の事案に教訓として生かされなかったこと

が悔やまれてなりません。このようなことから、

本市の学校現場でのいじめの実態はどうなのか、

認知や把握はどうしているのか、対策について

はどうなっているかなど、順次伺ってまいりま

す。 

 最初に、全国的にも中学生や高校生がいじめ

によると見られる原因で、みずから尊い命を絶

つ事例がふえていると言われています。これに

加え、本年２月に川崎市で起こった、友人と思

っていた先輩からの多摩川河川敷リンチ殺人事

件や、先般の大阪府寝屋川市であった獲物を狙

う鬼畜の手中に落ちて殺害され、短い生涯を閉

じなければならなかった中学生などのように、

以前なら考えられなかったような理不尽な事件

や事故に巻き込まれ、犠牲になってしまう衝撃

的な事案もときどき報道される現実があります。 

 県内においては、このような事件はありませ

んが、前述したように、いじめが原因と断定し

てもいいような心痛む衝撃的な男子中学２年生

の自殺が２年続けて発生したことは、子どもた

ちの世界に確実な変化があると思われます。 

 教育長は、このような現実を、どのように認

識され、いかなる思いで、これらの事案の報道

に接してきたのか、まず、そのあたりの気持ち

からお聞かせ願います。 

○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）  昨年の５月、そして

ことしの７月と、多感期の中学生が友を離れ、

家族を離れ、そして学校の先生方を離れて一人、

14年という人生の幕をみずからおろしたという

案件につきましては、非常に痛ましく思ってお

りますし、無念であります。 

 それと同時に、本市の場合を考えた場合に、

決して対岸の火事とはせず、絶えずそういう場

面も想定しながら、日々教育に担っていかなけ

ればならないとう思いを強くしているところで

ございます。そして、どの子どもにとっても安

心で安全である学校をつくっていかなければな

らないと改めて心に誓っているところでござい

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）  わかりました。ありが

とうございます。 

 次に、学校になじめない、いじめがあって行

くのがいやだなどとさまざまな原因があると思

われますが、本市の小中学校における不登校の

児童や生徒の実態と、繰り返しになるかもしれ

ませんが、きのう遠野テレビを見ることができ

なかった方のためにも、いじめの把握の実態や

件数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）  本市における不登校

の児童生徒についてお答えをいたします。 

 まず、不登校についてでございますが、昨年

度は小学校で１人、中学校で８人でした。これ

を率にあらわしますと、小学校は0.08％でござ

います。国や県の数値を見ますと、0.2％から0.

3％となっていますので、その率からすると下

回っているという状況にございます。 

 本市の中学校においては、1.13％でございま

す。昨年度の国や県の数値を見ますと0.9％か

ら2.7％でございます。今年度につきましては、

７月末現在で不登校の児童生徒は小学校で１名、

それから中学校で４名となっております。 
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 次に、いじめの状況ですが、小松大成議員と

重なりますけど、昨年度は小学校で48件、中学

校で21件ということで、合計69件でありました。

今年度は、先月末、８月末現在で、小学校で41

件、中学校で32件、合計73件となっております。 

 内容については、冷やかしやからかい、それ

から仲間外れなどが主でございまして、全ての

案件において、既に解消しているか、解消の方

向に向かって継続観察中という状況であります。 

○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）  不登校につきましては、

昨年度もことしも１名ということで、全国平均

や県の平均からは低い割合である。そして中学

校につきましては、昨年度８名、今年度は７月

末で４名ということで、パーセント的には平均

の中に入っているのかなという部分であります。 

 いじめにつきましては、きのうもお尋ね、御

答弁いただいたわけですけれども、これが多い

か少ないということになれば、少なくはないな

というふうに認識をするものですが、解消の方

向に向かっているということで安心をしました。 

 それでは、次に移ります。 

 毎年実施されているいじめの認知調査に関し、

６月ごろに本市でも一旦県教委にその実態を報

告したと思われますが、矢巾町の事案を受けて

再調査をするという報道がありました。その矢

巾町では、当初いじめはゼロ件という報告をし

ていたものが、再調査の結果、三十数件と大幅

に訂正されたと地元紙の記事になりました。 

 当市においても再調査がなされ、その数や中

身について増減や変更などがあったのかについ

て伺います。もし、あった場合には、その理由

などについてもお知らせ願います。 

○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）  冒頭に、先ほどの答

弁の中で、ちょっと数値に間違いがあったよう

でございますので、訂正させていただきます。 

 中学校の不登校の県や国の数値が0.9と申し

上げたかと思いますが、1.9でございます。お

わびいたします。 

 それから、今お尋ねの再調査についてですが、

先ほど申し上げた数値は、その再調査の分の新

しい数値でございます。 

○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）  それでは、再調査をす

る前の数値はいかがか、変わりはなかったので

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）  若干ふえてございま

す。見直しを吟味したということで、数値的に

は十数件ふえて、先ほど申し上げた数値になっ

てございます。 

○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）  精査の結果、十数件ふ

えたということでございますね。了解しました。 

 いじめの捉え方は、いじめるほうと受けるほ

うによって大分違いがあるのではないかと思わ

れます。ふざけやからかいなどの日常生活では

よくあることですが、悪意がなくても受ける側

からすれば、それもいじめになってしまい、苦

痛に感じたり傷ついたりすればなおさらです。 

 矢巾町の事案においても、亡くなった生徒は

生活記録ノートを通して、担任教師に「死にた

い」というシグナルを何回にもわたって発信し

ていたにもかかわらず、あのような事態に至っ

てしまいました。これは生徒間同士、生徒と先

生、教師間相互でも同じことが考えられ、いじ

めとふざけやからかい等の区別や認識の違いの

有無について、本市の学校現場でもあるのかな

いのか、教育長はどのような見解をお持ちでし

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）  いじめの定義は、当

該児童生徒等と一定の人間関係にある他の児童

等が行う心理的・物理的影響を与える行為であ

って、当該行為の対象となった児童等が心身の
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苦痛を感じているものとなっております。その

具体として、今、議員からもおっしゃられまし

たが、冷やかしやからかい、それから悪口を言

ったり、おどし文句を言ったり、嫌なことを言

われるというようなこと、それから仲間外れ、

集団による無視などというものから、金品を隠

したり、盗まれたり、壊されたり、捨てられた

りする、危険なことをされたり、させられたり

するなど、犯罪行為まで示されております。こ

れらは、各学校のいじめ防止基本方針の中に明

記されていたり、具体的な指導の中で教えたり

しており、学校の教職員と児童生徒との共有が

されております。 

 ただし、これらの行為を単純に見きわめるこ

とは危険であります。例えば、一見すると悪ふ

ざけと捉えられるものや、いじめられていても

本人がそれを否定する場合、反対に好意から行

ったのが意図せずに相手側の心身の苦痛を感じ

させてしまうというような場合もあります。そ

のため、いじめかどうかの判断は、当事者から

十分な話を聞き、事実を明らかにした上で、組

織で判断することが必要と思います。 

 どれがいじめで、どれがいじめではないかと

いう認識は、入手した情報により、一人ひとり

の教師が断ってしまうことが考えられます。そ

のことを教師自身が認識し、だからこそ教師個

人ではなく、組織の対応が必要となってくるも

のだというふうに認識します。今後も強くその

ことを念頭に、学校と向き合っていきたいとい

うふうに考えております。 

○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）  いじめの定義は、なか

なかこう一言では覚えられない、とても難しい

中身もありますが、しかし組織として対応して

いかなければならないということについて一定

の理解を、安心をいたしました。 

 また、矢巾町の事案を持ち出しますが、生徒

からの生活記録ノートのいじめの訴えを担任教

師はその生徒に対し、励ましの言葉などを書き

込んで対応した様子はあるようですが、深刻な

問題と捉えることなく、ほかの先生に相談をし

たり、上司である副校長や校長にも相談できず

に一人で抱え込んでいたと報道されていますが、

困ったことや難しい事案は先生同士でお互いに

気軽に相談し、特にいじめなどの情報は共有と

連携で対処することが重要ではないかと考えま

す。そうすれば防ぎ得たかもしれない今回の事

案ですが、本市の教育現場での先生同士の情報

の共有と連携のあり方、そして上司への報告や

相談のあり方はどのように構築されているのか、

相談体制や職場環境に心配はないのかについて

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）  学校規模や組織体制

により異なりはありますけど、一般的には日常

の観察やアンケート、それから児童生徒や家庭

等からのいじめと思われる事案があった場合に

は、担任と学年主任等へ連絡がされます。その

後、全校を受け持つ生徒指導主事、それから副

校長、そして最後には校長へとその案件の報告

がされます。 

 いじめと思われる事案については、速やかに

いじめの有無を確認する必要がありますので、

校内で組織されているいじめ防止等の対策のた

めの組織の中で対応の仕方を確認し、対応に当

たると、速やかに当たるという流れになってご

ざいます。 

 当市においては、全ての学校において、この

いじめ防止等の対策のための組織を設置してお

ります。今後とも、この組織を有機的に活用し

ながら、早期発見、早期対応に取り組んでまい

りたいというふうに思います。 

○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）  それを聞いて安心しま

したが、その体制がきちっと機能するようにお

願いをし、次に進みたいと思います。 

 川崎や大阪の事件はいじめとは違いますが、

これから青春時代を謳歌すべく未来ある中学生

の大切な命が失われてしまったということにつ
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いては同じであります。殺人に至るような事件

では、保護者や家庭環境の問題もしばしば指摘

されることもありますが、ＰＴＡはしっかり機

能しているのか、Ｐは我が子をしっかりと見守

り、学校と連携をしているのか、Ｔはしっかり

と児童生徒を指導し、保護者と信頼関係が築け

ているのか、学校は児童生徒、先生、保護者、

教育委員会と確かなコミュニケーションを図っ

て運営されているのかなど、疑念を上げればき

りがありませんが、それぞれがしっかり機能し、

いじめのシグナルに早く気づいて連携・協力す

ることにより、失われなくてもいい尊い命が守

られることにつながっていくと確信をしていま

す。 

 本市の学校ＰＴＡはしっかりと機能し、子ど

もたちの確かな成長を見守っていることがいじ

めの深刻な事態に結びついていないと安心をし

ていますが、そのあたりの教育長の見解をお伺

いいたします。 

○議長（新田勝見君）  藤澤教育長。 

   〔教育長藤澤俊明君登壇〕 

○教育長（藤澤俊明君）  はじめに、いじめの

未然防止の観点から、わかる授業の推進、学級

活動、道徳教育の充実により、生徒一人ひとり

が認められ、充実した学校生活が送れるよう

日々の教育を進めております。 

 いじめの早期発見、早期対応につきましては、

保護者及び児童生徒からのアンケートを、保護

者については年一遍です。それから、児童生徒

については、年２回から３回実施しております。

その結果を受けて、必要な場合は教育相談を即

時に実施しております。 

 いじめと思われる事案を把握した場合、即時

校内の、先ほども申し上げましたけど、いじめ

防止等の対策のための組織において、情報共有

と対応方針の確認を行い、速やかに対応に当た

るとともに、当委員会にも報告してもらってお

ります。必要に応じては、当委員会のほうから

逆に学校訪問し、詳細を聞くということをして

おります。 

 万が一、重大な案件が発生した場合には、担

当指導主事と教育相談員を即時、その学校に派

遣をし、教育事務所、県教委との対応もしてま

いりたいと考えております。未然防止に力を入

れ、積極的な生徒指導を推し進めながらも、早

期発見と早期対応、これに万全を期してまいり

たいと考えております。 

○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）  今の御答弁は、これか

ら聞こうとしたいじめの防止対策といいますか、

それではなかったかなと思いますが、私は今、

先ほどお尋ねしたのはＰＴＡのことでありまし

て、ＰＴＡがしっかり機能しているのかどうか

という部分でお尋ねをいたしました。 

 最後は、今御答弁されたような内容をお尋ね

するつもりでしたが、冒頭にも触れましたが、

先般、市主催の戦後70年戦没者追悼平和祈念式

に出席させていただきました。きのう、同僚議

員も述べていましたが、その中で前大船渡市長

で遺族会会長でもある甘竹勝郎さんの「大切な

命」と題した感動的な講演があり、東日本大震

災大津波で犠牲になられた命、そして第一次世

界大戦や第二次世界大戦で失われたあまたの命

について、戦争というものの悲惨さを語られた

ことを、今この議場にいる多くの人も涙を流し

ながら聞いたと思います。 

 今の子どもたちは、兄弟姉妹も少なく、けん

かをして相手の痛みを知るという機会や、家族

の死をみとる場面を経験することもなく、ある

いはゲームなどのやり過ぎで、アニメやバーチ

ャルの世界と現実がごちゃまぜになって区別が

できにくくなっていると分析する評論家もいま

す。 

 この質問が杞憂に終わることが望ましいわけ

ですが、たった一つしかない尊く大切な命をい

じめなどの要因により、みずから絶つことなど

絶対にあってはならず、さらには、危険な場に

入り込んで他人からも奪われるようなことなど

決してあってはなりません。 

 先ほどの答弁が、今、本市の学校現場におけ

るいじめを防ぐ対策と命を大切に取り組みの現
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状であるならば、そこは割愛していただいて結

構ですが、ＰＴＡのあり方と機能がしっかりし

ているか、そこを聞いて最後の質問にいたしま

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）  案件発生の場合の個

人情報の観点もありますので、全てにおいてＰ

ＴＡに情報を出せるというものでもないと思い

ます。個々によってそれは違うと思いますが、

しかし、具体的な案件は抜きにして、数値的な

ものは、やはり学校ごとに共有し、また、情報

収集の段階でいろいろな角度から意見をもらう、

思いをもらうということは必要だというふうに

思います。 

 やはり、開かれた学校を目指しておりますの

で、ＰＴＡ活動においても、案件によりますけ

ども、開かれた存在を堅持していかなければな

らないというふうに考えております。 

○４番（瀧本孝一君）  以上で私の質問を終わ

ります。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午前11時06分 休憩   

────────────────── 

   午前11時16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。 

 新庁舎建設計画についての経緯と進展状況に

ついてお尋ねするわけでございますが、私、こ

の当初の経緯は連続２回の当選で長期間のこの

場から離れていたものでわかりかねる点がござ

いますのでお聞きするわけでございますが、経

緯は先ほどというよりも、以前に聞いておりま

すけれども、その後の進展状況などに対して聞

いてまいりたいと思っております。 

 新庁舎建設そのものには市民の大抵の方々が

賛同しておりますが、しかし、将来的に市民人

口が減少すると想定されて、市長も昨日も答弁

で市民人口が削減すると悩んでおりましたけれ

ども、その辺を市長は、市の市財政を心配する

市民は、子どもたちの将来に負担が重荷になる

などと心配する声が聞こえてまいります。その

点など、この際、市民の声の一つとして、期待

する声も多くございます。そして、それじゃ仲

町の活性化のために自分とこの事務所を移すと

か、そういう方々の場合は、一切、今回の土地

の買収価格、坪単価などを参考にして計画を立

てる予定だと。ですから、その辺も市長から訪

ねてくれというふうに、市民の方から依頼を受

けております。 

 それで、最初の質問は、簡単でございますけ

れども、実行されていると思いますが、買収土

地の単価を教えていただきたいと思います。 

 それから、２番目の質問は、農業特産物につ

いてでございます。 

 特産物といえば、いろいろの経緯が、それぞ

れの経緯があってできるものだと私は思ってお

ります。例えば、知名度を利用した特産づくり

もあるだろうし、売れるからもあるだろうし、

生産量にもあるだろうし、いろいろあると思い

ます。そして、私のほうは、今までは、当宮守

町のほうの特産物といえば宮守ワサビ、遠野の

ほうに行けば暮坪カブなどがございましたが、

これの取り組みについても、市長の基本理念を

お尋ねするわけでございます。私も、これから

つくる、どういう理念かわかりませんけれども、

その市長の理念に沿って精一杯協力してまいり

たいと思いますので、優しく御答弁願えればあ

りがたいなと、そのように思っております。 

 ３つ目の質問は、幼児の教育について、旧遠

野市では保育協会に移管しているが、旧宮守村

の現状について尋ねるという市民の声がござい

ました。これについて、これもまた、わかりや

すいように御答弁を願いたいと思います。そし

て、なおさら詳細につきましては、予算等特別

委員会にお尋ねするので、きょう一般質問にお

いては、もう簡単でございますが、私にもわか

るように優しくこれもお願いいたします。 
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 それでは、１回目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）  細川幸男議員の一般質

問にお答えいたします。 

 大きく分けて３点でありました。新庁舎問題、

そして農業の特産品に対する考え方、あるいは

保育所、幼稚園、この幼児教育の一元化の問題

についてという中における御質問と承りました。 

 そういった中にございまして、この新庁舎の

この建設問題、特にもこの財政問題、あるいは

この民地を買い上げての移転をしながらの新庁

舎というプロジェクトなわけでございますから、

その移転補償の問題等はどのような状況になっ

ているのかということについてでありますけど

も、新庁舎のこの建設問題につきましては、今

議会でも、あるいは６月議会でも、あるいは３

月議会でも各議員からそれぞれ御質問を承って

おります。そしてまた、その都度進捗状況につ

いても御説明を申し上げております。きのうの

一般質問の中におきましても、どういう状況で

あるのか、組織はどうなるのかといったような

問題もいろいろ交わされたところでございます

ので、議員各位も今の進捗状況については十分

御承知のことというように思っております。 

 特に、この後世にと申しますか、次の世代に

財政の中においての財政負担をという部分につ

いては御心配されているようでありますけども、

これも何度も御説明申し上げていますとおり、

本庁舎の建設プロジェクトに踏み込むという決

断をいたしましたのは、本来、直接な被災地で

はないという中において、この財源はなかなか

見出すことができないんではないのかなという

ように思っておったわけでありますけども、復

興特別交付税の手当、あるいはそれに伴う起債

の充当といったようなことが認めるという国の

方針が出まして、額にいたしますと約18億円ほ

どでありますけども、そのような財源が特別交

付税と、それから起債でもって18億円でありま

すけども、そういったようなものが手当てされ

るということになって、いうところの分散した

庁舎を、そしてまた、この議会機能も20キロ離

れた中で市のとぴあ庁舎と、20キロ離れたこの

宮守総合庁舎の中で市議会が機能しているわけ

でありますけども、これも、やはりさまざまな

利便性を考えれば集約したほうがいいという中

における一つの結論を見出すことがある。 

 また、その結論もそれぞれの市民の皆様、そ

してまた一方においては有識者の皆様、そして

また各地区に出向いていろんな御意見を聞きな

がら集約をしていったと、そこに財源というも

のを手当てできたということであります。 

 そして、それに伴っての移転補償につきまし

ても、対象となる地権者の方々の本当にこのプ

ロジェクトに対する積極的な協力をいただきま

して、また御理解をいただきまして、順調に移

転補償をしながら、今その作業を進めていると。

これにつきましても、それぞれの価格、あるい

は移転に係る補償といった経費につきましても、

きちんと所定の手続をとりながら進めていると

いうことで、公平公正といったことをきちんと

踏まえながらの手順を大切にしながらとり進ん

でいるということでございますので、御承知お

きいただきたいと思っております。 

 それから、農業の特産品の問題につきまして

も、これも大事な大事なプロジェクトでありま

す。遠野ならではという言葉の中で果敢に、例

えばホップ、これなども非常に大きな大きな産

業であります。あすでありますけども、ことし

収穫したホップ農家の方々が、まさに丹精込め、

愛情込めたホップがビールとして10月末には発

売されるというその仕込みがありまして、議長

のお許しをいただきまして、あすは仙台のほう

まで行きまして、ホップ農協の組合長とともに

仕込みのほうに参加しようというように思って

おりますけども、そのようなホップであるとか、

あるいはその他にもさまざまな特産品がいろん

な形で農家の方々が、生産者の方が取り組んで

おりますので、これ、やっぱり遠野ならではと

いう部分がその部分にあって、遠野の活力、農

業振興ということにつながるわけでございます

ので、そういった面につきましても全面的に支
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援、農家支援室アストといったようなことを中

心に、こういった取り組みについても積極的な

支援活動を強めてまいりたいと思っております

し、先般、中間報告の中で申し上げましたけど

も、この第２次のタフ・ビジョン、通称タフ・

ビジョン、農林業振興ビジョン、その中にも特

産品開発等につきましても、明確に引き継ぎな

がら、これを支援してまいりたいというふうに

考えております。 

 ３つ目のこの幼児教育の一元化につきまして

は10年かかりました。おかげさまで関係者の皆

様の本当に精力的な、幼児、子どもの視点に立

ち、そしてその保護者の方々の気持ち、あるい

は家族の方々のその子どもに対する厚い愛情と

いったものを踏まえながら、どうすればという

中における話し合いを進めてまいりました。 

 この10月１日の合併10周年記念式典におきま

して、遠野市と保育協会の中におきまして、保

育協会でもって一元化するという形での協定を

締結する運びとなりました。これにつきまして

は、本当にこの10年間、それぞれの熱い思いの

中で、この幼児教育をどのように充実、強化す

るかという中におけるものが結実をいたしまし

たので、私は本当に喜んでおります。まさに、

子育てするならば遠野という環境がその中に導

き出すことができたということで、関係者の皆

様に心から敬意を表しながら、市といたしまし

ては、この新たな第２ステージを全面的に遠野

保育協会と連携を図りながら、ソフト、ハード

の環境整備に努め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、よろしくお

願いを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）  14番細川幸男君。 

   〔14番細川幸男君登壇〕 

○14番（細川幸男君）  私のこの言葉が聞こえ

ずらい点がございます、だったろうと思います。

１番目の質問の庁舎移転にかかわる土地買収の

坪単価を私はお尋ねしました。これはなぜかと

言いますと、仲町の活性化に協力したいという

ある業者の方が、事務所なり店舗なりを構える

のに計画を立てるのに、まずは坪単価などを基

本にして計画を立てないとというわけでお尋ね

したわけでございましたので、ひとつその辺を

よろしくお願いしたいと思います。 

 それから、特産物に対する思いは、まさに市

長とも私どもとも共感する思いで、何とか遠野

の農産物を全国に広め、その方法として、いろ

いろ私どもも今後とも提案してまいりたいと思

っております。 

 昨日もふるさと公社とかいろいろ赤字の話も

ございました。これを何とか黒字にするために

はいい方法がないわけではございません。いろ

んなものを商品開発、このノウハウは意外と高

齢者の方がいっぱい持っております。例えば、

みそに例えますけども、これを毎朝、遠野のみ

そを食べると、女性の方には多いと思いますが、

便秘が薬よりもよく効くというそういう方法な

どを組み合わせながら、遠野の名産づくりをす

ればいいのではないかと私は考え、ぜひ、その

効き目のほどは食べてみればわかるんですけれ

ども、そういう考えで、ぜひ今回の特産物は、

農産物そのものよりも、農産物の組み合わせに

よるというような、加工食品といいましょうか、

そちらのほうにも特段の市長の配慮をしていた

だきたいものだと、そのように思っております。 

 ２回目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）  細川幸男議員の再質問

にお答えいたします。 

 この農業の部分、あるいは新庁舎の問題、そ

れから農業の部分と、それぞれ再質問があった

わけでありますけども、先ほども答弁申し上げ

ましたとおり、庁舎問題につきましては、その

ような所定の手続を踏んで粛々と進めていると

いうことと、合意形成はきちんと丁寧に行いな

がら進めているということでありますので、こ

の点については、そのような方向で御理解をい

ただきたいと思っております。 

 特産品の問題につきましては、それぞれ、例

えば先ほどホップの話をいたしましたけども、

暮坪カブであるとか、今、それぞれ新規就農者
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の方が果敢に、これもまた挑戦の気概で取り組

んでおりますけども、パドロンというスペイン

を原産とするそのようなものが、これからどの

ように、あるいはワサビ、これなどはことし10

0周年でありますから、遠野にワサビが導入さ

れて100年というのは一つのことではあります

し、平成29年ですか、全国大会も予定されてい

ることもありますから、これなどは宮守ワサビ、

これは遠野ワサビという中におけるブランドと

して大きく伸ばしていきたいと。その中には葉

ワサビのような問題も取り組む生産意欲の非常

に高い方々が出てきておりますので、この辺な

ども大いに伸ばしていくというような手だての

中で対応していくということになるんではない

のかなというように思っておりますので、その

ようなことを、繰り返しになりますけども、い

ろんな計画の中に位置づけ、そして生産活動に

意欲的に取り組んでいる方々をアスト、ここを

中心に県の農業改良普及所の普及専門員の普及

員の方々とも十分連携をとりながら、専門的な

視点もその中に入れながらバックアップをして

いくというような取り組みが一つの遠野の農業

の底力ということになるんじゃないかなと思っ

ておりますので、これまた、今の御質問に対す

る、必ずしも明確な答弁にはなってないかもし

れませんけども、そのように御理解いただけれ

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）  14番細川幸男君。 

   〔14番細川幸男君登壇〕 

○14番（細川幸男君）  これをもちまして、こ

れ以上の詳細については特別委員会でお尋ねい

たしますことにして、これで私の一般質問を終

わらせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  次に進みます。２番菊

池美也君。 

   〔２番菊池美也君登壇〕 

○２番（菊池美也君）  政和クラブの菊池美也

です。 

 先日、「わたしの主張遠野地区大会」が開催

されました。この大会は、昭和35年に第１回が

開催された防犯弁論大会が名称を変更し、受け

継がれ、ことしで54年目の歴史を紡いだ中学生

の弁論大会です。 

 中学生らしい感性と新鮮な主張を遠野西中学

校の生徒を中心とした聴衆の方々と一緒に宮守

ホールで聞きました。弁論者は皆堂々とした口

調で、態度で自分の思いを伝えています。市内

３中学校のそれぞれの代表９名による弁論は、

その内容がいじめ、介護・看護、震災、戦争、

ペットの飼育問題と多岐にわたっており、今日

社会で問題になっていることを自身の体験や身

近な話題から語りかけ、そして自分が考えたこ

と、気がついたことを素直に訴えていました。

遠野の中学生を頼もしく感じました。 

 私の中学生当時を振り返ると、彼らのように

社会を広く観察し、深く考え、世のためを思い、

そして具体的な目標を持って生活していたんだ

ろうか。中学生に負けないように、自分なりに

思いを表現したいと思います。 

 ことばの教室、きこえの教室のこれからのあ

りようについて、考えをお尋ねいたします。 

 ことばの教室は、発音がうまくできない、言

葉が出にくい、年齢に比べて言葉の数が少ない、

指示を理解することが苦手など、言葉に悩みを

持った子どもとその親御さんに対して、言葉や

話し方についての指導や相談をする教室であり

ます。 

 言葉の問題は、以前は言語障害という用語で

呼ばれていたこともあり、非常に重大なものだ

と考えられがちですが、そのほとんどは練習、

訓練によって改善を期待することができます。

子どもは、話しはじめのころは、「サ行」が

「シャ行」に置きかえられ、「おさかな」が

「おしゃかな」と発音したり、音がひずむこと

がしばしば見られます。個人差はあるもの、発

育とともに改善し、多くは小学校に入学する前

には正しい発音になりますが、中には舌に癖が

ついているなどの要因のために発音が直りにく

いこともあります。練習を通じながら、こうし

た要因を改善し、正しい音に近づけていこうと

いうのがことばの教室です。 

 遠野では、昭和49年に遠野小学校ことばの教
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室が初めて開設されました。61年には市内の幼

稚園児、保育園児を対象とした言語検査が始ま

り、平成３年遠野北小学校言葉の教室が開設、

平成５年に幼児を対象とした教室が遠野小学校

校舎に開設され、平成15年に宮守村にも幼児こ

とばの教室が開設されました。そして、平成21

年には県内に先駆けて児童生徒みずからが指導

を受けるために、ことばの教室のある小学校に

移動するという、これまでの方式ではなく、先

生が各小学校に出向くいわゆる巡回指導教室が

新たに始まりました。 

 この結果、遠野小、遠野北小以外の小学校で

も児童は自分たちの在籍する学校の校舎内で、

言葉の指導を受けられるようになりました。こ

れは、子どもたちの学習権の保障をするととも

に、通級に対しての親御さんの負担軽減にもつ

ながっています。今考えられる最もよい方法と

して巡回指導教室が位置づけられています。子

どもたちは通常は普通学級で授業を受け、週１

回から二、三回ぐらいことばの教室で指導を受

けます。音の聞き分けをする耳の訓練、舌や唇

の動かし方を学ぶ口の機能訓練などを通して、

正しい音をつくり発音を捉えていく、必要に応

じてグループでの指導もありますが、お子さん

１人に先生１人の１対１の個別指導が主となっ

ています。早くて６カ月、場合によっては二、

三年の治療、指導が必要になりますが、短期的

に治すことができ、統計的には矯正後は再発し

ません。言葉に悩みを抱えた子どもたちはうま

く話ができないために内向的な性格になりがち

であると言われています。 

 小学校へ入学して授業での質問や発表等の場

合に困ってしまう。不得手な単語を使いたがら

ずに別の言葉で話すなど、コミュニケーション

上の種々の制約から集団にうまく適用できず、

学校、社会生活の上でも不都合を来しているこ

とも少なくはありません。細やかな感情や微妙

はニュアンスを正確に伝達して、意思疎通を図

り人間関係を円滑にしていくためには、どうし

ても話し言葉によるところが大であります。友

達のように同じように話せるようになりたい、

言葉に課題を持つ子どもたちは教室を通して

日々努力し、言葉の理解力を高めながら正しい

発音による豊かな表現力を養い、それぞれにた

くましく成長しています。 

 ここ数年間は、子どもの全体数が減っていく

のは現実であろうかと思います。ですが、変わ

らずに巡回指導教室を含めた現行の仕組みを維

持存続し、言葉にニーズを持ち子どもたちが誰

でも、いつでも、どこでも適切な教育を受けら

れ続けることを望みます。あわせて、担当する

先生の計画的な要請や研修の充実を深く望むと

ころですが、お考えを伺います。 

○議長（新田勝見君）  藤澤教育長。 

   〔教育長藤澤俊明君登壇〕 

○教育長（藤澤俊明君）  議員の一般質問にお

答えをいたします。 

 議員がおっしゃるとおり子どもの学習権の保

障と保護者の負担軽減を考慮し、本市では非常

勤職員の学習指導講師を配置し、言葉の巡回指

導を行っております。巡回子ども教室のニーズ

は減少してはおりません。特別支援教育の充実、

特にも子どもたち一人ひとりのニーズに応えた

支援の一つとして実施しておりますので、今後

もこの体制は継続してまいりたいと考えており

ます。 

 また、遠野小学校と遠野北小学校に開設して

おります子どもことばの教室についても、対象

児童がいる限り継続していく方針であります。

指導教員の研修につきましては、地区の研修会

が年に３回から４回、県段階での研修が年２回

実施されておりますので、その研修に担当職員

を派遣し、技術の向上に今後とも努めてまいり

たいというふうに考えております。 

○議長（新田勝見君）  ２番菊池美也君。 

   〔２番菊池美也君登壇〕 

○２番（菊池美也君）  健康の仕組みを継続す

るという前向きな答弁をいただきました。今、

教室に通っている子どもたちのみならず、未来

の言葉にニーズを持つ子どもたちもきっと喜ん

でいるはずです。安心できたかと思います。 

 次の質問項目に移ります。幼児ことばの教室
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は、小学校入学前のお子さんの言葉やきこえ、

行動、そして保育についての相談や支援をする

ところです。子どもが話始めたころ母親が異常

に気づくというケースが多いと思いますが、検

診や幼稚園、保育園などで指摘、発見される場

合もあります。言葉の悩みは早期発見、早期療

育ほど効果があると言われ、就学前に訓練を始

めれば治りやすいはず。しかし、多くの家族が

小学校に入学するまで言葉に悩みを抱えたまま

過ごしているのが現状ではないかと考えます。

なぜなら、指導を願っても保護者の仕事の都合

や交通手段がないなどの理由で、幼児ことばの

教室への通級を断念しているからです。 

 就学前の幼児への言葉の指導は、親御さんが

一緒になって傍らにいながら、子どもの心持を

落ち着かせた状態での指導でなければなりませ

ん。ここが小学生とは異なり、児童と先生のみ

のいわゆるマンツーマンの指導では幼児の場合

は効果が上がりません。教室には保護者の同席

が必須です。ゼロ歳から小学校１年生ごろまで

は、言葉を確立する最も大切な時期、繰り返し

になりますが、言葉の課題解決は早期発見、早

期教育が大切です。 

 当市では、児童が発熱等の急な病気になった

場合に、看護師が一時的に保育を行う病児及び

病後児の保育施設として遠野市病児等保育施設

わらっぺホームを開設し、社会福祉法人遠野市

保育協会に委託して運営することにより、保護

者の子育てと就労の両立を支援しています。わ

らっぺホームは平成25年は延べ533人の子ども

たち、１日平均２人以上の利用実績がありまし

た。また、共働き家庭などの留守家族の児童に

対して、市内11カ所、全ての小学校区にそれぞ

れ１カ所設置している児童館、児童クラブを活

用し、放課後や長期休業に適切な遊びや生活を

提供し、児童の健全育成を図っています。平成

25年度は992人の児童が登録、無料で学童保育

を行っています。 

 わらっぺホームや放課後児童館、児童クラブ

に大きなニーズがあるというのは、裏を返せば

子育て世代の親は仕事を休みづらい、休めない、

事業所側から見れば休まれたら困るというあら

われではありませんか。言葉に、配慮や支援を

必要としている幼児がそこにいるのに、でも親

御さんは現実として仕事を休んで通級させるこ

とは困難な状態です。一般に言葉に悩みを抱え

る子どもの出現率は５％という見方がされてい

ます。26年度の３歳から５歳児はおよそ560人、

５％は約30人になります。知育・徳育・体育の

バランスのとれた人間を形成し、ふるさと遠野

や日本、世界の発展に貢献する人材を育成する

ためにも、幼児への言葉の指導体制をさらに充

実してほしいと考えます。 

 幼児ことばの教室の休日指導体制の確立を要

望いたしますが、土日の教室開設に対するお考

えを伺います。 

○議長（新田勝見君）  藤澤教育長。 

   〔教育長藤澤俊明君登壇〕 

○教育長（藤澤俊明君）  幼児ことばの教室に

つきましては、小学校就学前の児童のうち、言

葉の発達に課題が見られる場合、またその疑い

のある幼児及び保護者に対して、言葉の発達の

程度に応じた個別指導等を行うとともに、その

保護者との教育相談を実施する教室として平成

５年に開設されました。 

 現在では、遠野小学校及び宮守小学校に設置

されております。平成26年度には12名の子ども

が通級し、うち指導を終了した児童が７名、引

き続き小学校において指導が必要な児童は５名

と、小学校での指導を継続させるなど、児童の

正しい発音に向けた指導の早期発見、早期指導

に努めております。 

 御指摘のように、昨今では就労状況の多様化

に加え、核家族化が進行しているほか、祖父母

世代の就労も一般的に見られるようになってお

ります。就労と子育ての両立は、わらすっこプ

ランにおいても最重要課題の一つとなっており

ます。一方、心身において発達のおくれが認め

られる幼児に対する養育指導支援事業の一つで

ある遠野市のびっこ教室では、今年度から定期

開催のうち１日を日曜日にあて、就労等のため

平日通えない保護者のために試行期間としてこ
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の１年取り組んでおります。日曜日開催には平

均６組の親子が参加しており、通常の活動日と

比較しても参加率が高いことから、幼児ことば

の教室においても日曜日等の開催日設定はより

多くの児童への支援の幅が広がっていくものと

考えております。 

 今後は、養育支援教室の日曜日開設の参加状

況を参考としながら、現在、幼児ことばの教室

に通われている保護者への意向も伺うことも含

め、開催日の設定を検討していきたいと考えて

おります。 

○議長（新田勝見君）  ２番菊池美也君。 

   〔２番菊池美也君登壇〕 

○２番（菊池美也君）  12名の幼児が通級して、

７名が頑張って自分の言葉、お友達と同じよう

な発音ができるようになって、５名の子どもた

ちが引き続き小学校で頑張っているということ

でございました。その土日開設に向けての親御

さんへのニーズの把握ということでございまし

たけれども、隠れたニーズ、実際幼児の教室に

通っている親御さんのみならず、通えない、通

うことが難しいという親御さんに対しても、も

し土曜日だったらいかがなものか、通級が可能

なのかどうかというところまでぜひアンケート

なりニーズ把握に努めていただければと思いま

す。 

 ３つ目の項目に移ります。言葉の不自由な子

どもがそんなにいるの、多くの方には別世界の

ことかもしれない子どもの言葉の問題でありま

すが、親御さんにとって通級させることがどん

なに不安になっているのか、そして職場でどん

な立場にいて、どんな思いでいるのか、もしか

したら子どもたち自身が冷やかしやからかいの

対象になっているかもしれません。言葉に悩み

を抱えた子どもたちが、周りのお友達と同じよ

うに話せるようになるためには、先生の指導は

もちろんのこと、保護者同士、学校や幼稚園、

保育園、そして地域の連携、協力も必要です。

ですが、まだまだ知られておりません。ことば

の教室について理解をより深めてもらうために、

これまで以上の啓発が必要ではありませんか。

より広い周知が必要であると思われますが、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）  啓発活動についてお

答えをいたします。 

 通級が適しているのではないかと思われるお

子さんでも、保護者の都合により通級に至らな

いケースが存在していることは確かであります。

その全てが就労に関係するかどうかは定かでは

ありませんが、そういう方もいらっしゃるとい

うことを踏まえて、議員がおっしゃる啓発活動

も確かに必要ではないかというふうに考えます。

どのような形で啓発を行うか、ことばの教室の

父母の会と相談しながら、今後前向きに検討し

てまいりたいというふうに考えております。 

○議長（新田勝見君）  ２番菊池美也君。 

   〔２番菊池美也君登壇〕 

○２番（菊池美也君）  ４つ目の項目に入りま

す。 

 きこえの教室は、難聴児が聞こえにくさから

生じる困難を解決し、学習や諸活動に参加して

いくことを支援する教室です。耳は音を伝える

部分とその後に脳に伝える神経の部分に分かれ

ています。そのどこかの部分に障害が起こり聞

こえにくくなるため難聴になります。特徴は音

が小さくなるだけでなく、ゆがんだり不鮮明に

なったりすることです。聞こえ方は個人によっ

て異なりますが、補聴器や人工内耳をつけるこ

とで、音が大きく聞こえたり、ある程度はっき

り聞こえるようになります。補聴器をつけての

聞き取り練習をし、正しい言葉を学習すること

が大切になります。言葉の意味を理解しづらい

ことが多く、根気よく言葉のイメージを伝えな

がらの指導となります。教室では聴力検査を行

い、聞こえの変動がないか確かめます。音や言

葉を聞き取る練習をし、聞き取りの力を高めま

す。勉強や遊びの中でやりとりを楽しみ、言葉

をふやし、言葉の使い方を学習します。文章を

読んで理解し、書いて表現する力を身につけま

す。自然な声の出し方、発音の仕方の練習をし
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ます。 

 個別指導が中心ですが、さらに小集団指導や

行事などを通して積極性やコミュニケーション

の力を育てます。児童生徒一人ひとりを正しく

診断検査し、指導方法を組み立てなければなら

ないので、先生方にはより専門的な指導、知識

が求められてきます。当市では、わらすっこの

育ち療育支援事業として補聴器具の高額の購入

費の一部を補助し、保護者の経済的負担軽減を

図っています。現在、きこえの教室は市内にあ

りません。恐らく治療と教育を必要とする児童

生徒がいないからでしょうか。 

 将来的に軽中度の難聴児が出現した場合、新

たに求められるであろうきこえの教室での教育

を開始するためには、教育ニーズに即応するた

めには教室や設備の整備、指導教諭の養成等で

何年も前から事前に動き出していなければなり

ません。指導が早ければ早いほどもちろん本人

の努力もあってのことですが、健常児とのハン

ディを埋めることも可能となるはずです。ニー

ズを捉えたら早急に取り組むことが大切である

と考えます。難聴のため、言葉に悩みを持つ児

童生徒が遠野にいるとわかったとき、どのよう

な手だてを講じますか、きこえの教室を開設す

るという考えはありますでしょうか。 

○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）  議員おっしゃるとお

り現在きこえの教室は本市では設定しておりま

せん。該当する児童がいないという現状でござ

います。これまで、当委員会では視覚障害、聴

覚障害、知的障害、自閉症・情緒障害など特別

な支援が必要な児童生徒へのニーズに応じた教

育環境を提供できるよう常に保護者とともに考

え、対応してまいりました。この姿勢は今後も

変わりありませんので、きこえの教室への通級

が必要なお子様がいらした場合は、速やかにき

こえの教室が設置できるよう県との連携を強め

ながら、その対応にあたってまいりたいという

ふうに考えております。 

 また、幼児段階からの情報を得ることにより、

計画的な指導教諭の要請も可能になりますので、

子育て支援課と連携を図りながら適切な対応が

できるよう進めてまいりたいと考えております。 

○議長（新田勝見君）  ２番菊池美也君。 

   〔２番菊池美也君登壇〕 

○２番（菊池美也君）  全体的にというか、と

ても前向きな答弁をいただいたと受けとめます。

ニーズに応じて教育対応を適切な対応をしてい

くという旨の御答弁文言がございましたので、

確認を含めた意味で質問をさせていただきます。 

 子どもの教育に対するニーズがあるとかない

とか、多いとか少ないとか、そしてそのニーズ

に応えるとか応えないとか、その判断基準、

ボーダーラインはどういったところにあります

か。どこに置きますか。その教育を必要とする

子どもの人数の多さ、30人いるよ、50人だよと

いう総数での判断になりますか。それとも割合、

パーセンテージ２割とか、30％という数字での

判断になりますか。必要とする子どもがいるか

いないかが私の考えです。１人求めていれば

ニーズあり、こと教育に関しては支援を求める

子どもが１人しかいないということであっても、

手を差し伸べるべきだと思っております。教育

という分野に限ったことで結構でございます。

ニーズのとらまえ方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）  ９年間の義務教育に

かかわっておりますので、１人でもニーズがあ

った場合は大人として、機関として動かなけれ

ばならないというふうに考えております。 

 それから、幼児に関しては今、保育園、幼稚

園との定期的な会議、協議もありますので、早

目に情報をつかみながらその子に一番適した方

法をできる範囲でつくってまいりたいというふ

うに考えております。 

   〔２番菊池美也君登壇〕 

○２番（菊池美也君）  子どもたちの未来が遠

野の未来になります。 

 終わります。 

○議長（新田勝見君）  午後１時まで休憩いた
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します。 

   午後０時03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。８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  市民クラブの菊池巳

喜男でございます。通告に従い、今回は一括方

式の一般質問を行ってまいります。質問に入る

前に一言、お祝いを申し上げたいと思います。 

 それは、市民舞台40年目の勲章の見出しで、

さる地方紙に紹介のあったまちづくり賞受賞で

あります。まことにおめでとうございます。こ

れは、遠野市民手づくりの総合制作舞台遠野物

語ファンタジーの制作委員会に第５回自治体学

会賞の田村明まちづくり賞の受賞がこのたびあ

ったとのことであります。遠野物語ファンタ

ジーは、昭和51年からスタートし、遠野の昔話

を題材に全てが市民の手づくりでスタッフなど

で参加して、その参加した市民は約１万5,000

人近くであり、計算上は市民の２人に１人は何

らかの形で携わった計算にもなります。また、

観客はこれまで９万4,541人となっているとの

ことで、近い将来10万人を突破することになる

でしょう。このことは遠野市の人口の3.3倍で

ありまして、根強いファン層があることを証明

しており、遠野市の年間行事の１つとしても定

着している証になるものでございます。制作委

員会の菅原伴耕さんは、これまで頑張ったスタ

ッフ、応援していただいた市民に感謝をする。

これを土台に一つ一つ積み重ねていきたいと意

欲を新たにしておりますと話されておりました。

これまでの御活躍を機にこれからの遠野の活力

の原動力になることを御祈念申し上げます。 

 では、質問項目に入らせていただきます。今

回の質問事項は大きく４項目について質問を進

めさせてまいります。１項目めは遠野の山々か

らの水資源の保全についての認識について、２

項目めは畜産販売額が米の販売額を上回ってい

る中、畜産の生産の上で問題視されている死亡

家畜の処理方法について、そして３項目めには

遠野市社会福祉協議会における平成26年度決算

での赤字の発生と影響についての３点を市長に

質問させていただきます。最後の４項目めには、

全国学力テストを実施と結果公表から見えるも

のと対策についてを教育長に質問させていただ

きます。 

 それでは、最初の項目である水資源の保全を

どのように認識しているかについて、質問をス

タートしてまいります。現在、日本各地では外

国資本による水資源の森林の買収が相次いでい

るとのことでありますが、この遠野市ではこの

ような実態はあるのか、把握はしているのか伺

いたいと思います。 

 林野庁の調査によると、全国では北海道と９

つの県において92件、1,153ヘクタールが外国

資本と見られる森林買収事例があるとのことで、

うち東北では山形県米沢市で１件、10ヘクター

ルが実態として上がっているとのことでありま

す。このことは、世界的に見れば人口が増加し

ている中、水資源確保の必要性が高まっており、

豊富な資源を抱えている日本の森林が外資の買

収対象になっているとのことでもあります。国

では、平成24年４月から森林法を改正し、森林

所有者に売買が行われたときには届け出を義務

づけることにしましたが、それだけでは取引情

報の把握が難しい現状でもあります。そこで、

自治体の中には自己防衛として売買の事例に届

け出の義務化を課す監視条例を制定する動きが

広がっており、現在17道県で制定されておりま

す。東北では予防的に制定した秋田県、そして

山形県がございます。担当者はこの事が起きて

からの対処をしても遅いと話をしておりますが、

自治体によっては温度差も生じている感じもい

たします。岩手県、その中での我が遠野市の認

識はどのように対処していくものなのかをお伺

いいたします。 

 次に、２項目めに入ります。東北農政局の調

べによると、大家畜の頭数は昨年度において岩

手県が東北管内では一番多く、肉用牛と乳牛の
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飼養頭数は13万6,200頭でありまして、２番目

に多い宮城県は10万4,900頭と差は３万1,000頭

余り上回っております。また、遠野市の頭数も

農業センサスの統計では6,700頭余りで、県下

でも有数の頭数となっており、遠野市の農畜産

物の販売高を見ても畜産物の販売高が米穀の販

売高を上回っている現状でもあります。 

 その畜産物の生産の上で問題視されているの

が、何らかの病気や事故などによって死亡した

家畜の処理方法についてであります。現在、畜

産農家にはＪＡいわてはなまきの遠野畜産販売

課を通じて死亡牛の処理方法についてと題した

チラシがわたっておりますが、何らかの理由で

死亡牛が発生した場合は、産業廃棄物として指

定された業者のみが搬入処理できることになっ

ており、畜産農家みずからの搬入はできない仕

組みとなっております。このことは、ＢＳＥ検

査もあることから家畜保健所での検査も実施さ

れるとのことで、より複雑化かつ費用がかかる

仕組みとなっております。 

 この中で、岩手県下の対応は県北地区と県南

地区では統一がなされていなく、県北地区では

死亡牛の一時保管施設が５カ所も設置されてお

り、青森県八戸市の処理会社に搬入する仕組み

となっています。その一方で、県南地区の対応

はこれは遠野市も含みますが、一時保管施設は

現在、一つもない状態であり、直接２人の業者

がＢＳＥ検査のほかの県である群馬県内の処理

業者に搬入する仕組みをとっております。現在、

計画では県南地区に一時保冷施設を建設する予

定と伺っておりますが、具体的な進捗状況が見

えず、県南地区の生産者に不安を抱えさせてい

る現状でもあります。このような中で、現在県

南地区の死亡牛の受け入れをしている群馬県内

の業者においては、東北管内の死亡牛を一手に

引き受けている中で、岩手県内からの受け入れ

もふえたとのことから、処理頭数が急激に増加

しており、さきの受け入れ業者の事例のように

突如受け入れ停止の事態に陥る場合も考えられ

ることから、他の県の業者に頼っていての処理

には危惧をしており、岩手県自体もほかの県に

丸投げの状態ではなかろうかと。このような事

態をどのように考えているのか、不透明の状態

で生産者に不安が残ることにもなります。 

 このことから、この一大畜産県の産地の責任

として死亡牛の処理施設を整備する計画はない

のか、また一時保冷施設についても複数建設し、

畜産農家の便宜を図りリスクの低減を行い、よ

り安心して畜産物生産を行い、より高品質な畜

産物の生産を目指すべきと考えますが、これか

ら先、未来に向けての対策をお伺いしたいとこ

ろでございます。 

 市長に伺う３点目として、遠野市社会福祉協

議会の平成26年度決算で赤字の発生と影響につ

いてを質問させていただきます。遠野市社会福

祉協議会の平成26年度決算の概要が、とおの社

協だより7月号に掲載され、事業活動収支差額

において、2,636万4,000円の赤字が計上した旨

の発表がなされております。赤字の要因として

は介護保険事業の大幅な減収、減益を述べてお

り、介護報酬の平均利用単価及び利用者１人当

たりの利用回数が漸減としたことによると分析

しているとのことでありました。このことは、

介護施設利用者数の頭打ちではないかとも危惧

されていますが、遠野市で作成したハートフル

プランでは右肩上がりであるので、遠野市にも

この旨を分析依頼しているとのことでございま

した。そこで、詳しい分析は遠野市ではなされ

たものなのかを伺いしたいと思います。 

 このような決算の中で、平成27年度収支改善

策では基金の取り崩しや人件費や事業費の経費

の縮減に取り組んでいくとのことであります。

その人件費の具体的な計画では、定期昇給の凍

結、賞与や役員報酬、管理職手当の縮減が図ら

れるようであります。このことにより、職員の

意識低下による介護保険事業等の質の低下がな

されていないか心配のところもあり、対策とし

て遠野市のバックアップが期待されるところで

もありますが、このことについて遠野市として

はどのような対策を講じていこうとしているの

かをお伺いいたします。 

 それでは、最後の質問事項として全国学力テ
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ストから見えるものと、今後の取り組むべく課

題についてを教育長にお伺いをしてまいります。

文部科学省は去る８月25日、全国小学校６年生

と中学３年生を対象に去る４月に行った全国学

力テストの結果を公表いたしました。各新聞で

報道されたとおり、岩手県の中学３年生の平均

正解率が全教科で全国を下回り、特に数学Ａと

Ｂはともに全国で下から３番目だったことであ

ります。一方で、小学６年生では算数Ｂ以外は

全国平均を上回る堅調な結果だったと伝えられ

ています。 

 この報道の中では、新聞をより多く読む生徒

は回答率に比例してよい成績につながる旨を述

べていたことが特記されていたことが目を引き

ました。また、今回の全国学力テストでは小中

学校で児童生徒がみずから課題を発見して解決

するアクティブ・ラーニングと呼ばれる課題解

決型学習の実施状況を調べられ、小中学校とも

に６割以上の学校が事業に取り入れており、熱

心に取り組んだ学校は行っていない学校より平

均正解率が高かったことが書かれておりました。 

 学力調査と同時に行われた学校側への質問調

査の中で、前年までの事業で児童生徒みずから

学級やグループで課題を設定し、その解決に向

けて話し合い、まとめ表現するなどの学習活動

を取り入れたかどうか尋ねたところ、よく行っ

たと答えたのは小学校で17.4％、中学校が12.

7％、どちらかといえば行ったとの回答を加え

ると、それぞれ73％、63.6％という数字で増加

するとのことでございました。よく行った学校

と全く行っていない学校とでは、最大で算数Ａ

において小学校6.7ポイント、中学校では数学

Ｂにおいては7.9ポイントの差が生じたと言っ

ており、アクティブ・ラーニングは平成32年度

以降に小中学校で全面実施される次期学習要領

に本格的な導入が検討されているとのことでご

ざいました。 

 今回の結果を受け、文部科学省は今回の結果

のみではアクティブ・ラーニングを行っている

から結果がよかったとは判断ができないが、学

力が伸びているところをみると、確かにそうし

た指導を行っている傾向があるとしており、さ

らに検証を進める考えと述べております。 

 このように、今回の結果を見ても課題が多い

と考えるところでございましょうが、遠野市教

育委員会としてはどのような課題があり、今度

どのような取り組みを行っていくのかをお伺い

いたします。 

 一方、岩手県教育委員会では県内で学校別の

成績公表を予定している市町村はない旨を述べ

ていますが、遠野市としても同様と見てよろし

いか、あわせてお伺いをいたします。 

 以上で、第１回目の質問を終えさせていただ

きます。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  菊池巳喜男議員の一般

質問にお答えいたします。 

 私のほうには大きく分けて３点、この水資源

の確保というか、保全をどのように考えている

のかと。それから、これは畜産振興にとっては

本当に大事なことであります。遠野市も畜産振

興大きな力を入れているわけでありますけども、

この死亡牛の取り扱い、いろいろ御質問の中で

現状が述べられましたけれども、それに対して

どのように対処しているのかという形での御質

問でありました。それから、３つ目はこの社会

福祉協議会の経営の問題という中における地域

福祉との関連についてバックアップという中で、

市はどのようにこの問題を捉えているのかとい

う中における３つの質問でありました。 

 私のほうから、この水資源と社会福祉協議会

のほうについてはお答えいたしますけれども、

この死亡牛の問題、これはさまざま現状につい

ていろいろな質問の中で触れられておりました。

青森県の状況であるとか、あるいはそれぞれの

各地域の状況なども述べられておりましたので、

今岩手県の中で関係機関があるいは団体が、ど

のような市町村も含めて、どのような取り組み

の中でいるかということについて、取り組み状

況を答弁として申し上げたいというように思っ

ておりますので、これについては担当の農林畜
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産部長のほうから状況について御説明申しなが

ら答弁といたしますので、ひとつ御了承いただ

ければというように思っております。 

 では、まず１つ目の水資源の問題についてで

あります。これは本当に御質問の中にありまし

たとおり、大事な大事な課題であります。この

森林を適正に管理するということが、それぞれ

の森林の所有者を把握する、それが一番大事な

わけであります。そういった中にございまして、

特に不在所有者の増加、さらにはこの森林の相

続等によりまして、森林所有者が不明になる、

わからなくなってきているという事例が全国的

に出てきているということは御承知のとおりか

というように思っております。このような中で、

この森林法が改正されました。平成24年４月か

ら新たに森林の土地の所有者となったものに対

して、市町村への届け出が義務づける制度が開

始されたということであります。 

 これによりまして、１ヘクタール未満の小規

模な森林の土地所有者の移動も把握することが

可能となりました。そのほかに、この森林所有

者に関する情報を行政機関内部で利用するとい

うこともできるようになりまして、他の行政機

関に対して森林所有者の把握に必要な情報の提

供を求めることもできるようになったという中

におきまして、大きく変わったわけであります。

そして、届け出によると遠野市においてはこの

ような制度がなったというわけでありますけど、

この届け出によると当市におきましては平成24

年４月から27年８月現在まで、御心配の外国資

本の関与した森林売買は行われていないという

ことを確認をいたしております。 

 また、この森林そのものの売買とは別に森林

内から水をくみとり、海外輸送を行う事例がい

ろいろ述べられておりましたけど、海外輸送を

行うというような場合には、ある程度まとまっ

た水量を必要となります。これは当然でありま

す。そうなれば、ある程度まとまった水量が必

要となるとなれば、そのために森林内への大規

模な施設の建設もこれは想定されるわけであり

ます。これは、北海道などではよくあるという

ことはよく私も聞いております。そういった中

にございまして、１ヘクタールを超える森林の

開発を行うために森林法により都道府県知事の

許可が必要となっているということであります。

いうなれば、法律によってかなりの規制をかけ

てきているということ。 

 そして、もう一つはさらには水源地として潤

沢な水を蓄える森林は水源涵養林として保安林

ですね、保安林として各種保安林がいうところ

のを指定しているわけであります。市内の保安

林は約３万4,000ヘクタールに上っております。

この保安林に行う立木の伐採等にも都道府県知

事の許可が必要だという、そのようになってき

ておるわけでありますから、これらの制度とあ

わせれば所有者変更提出の適正な管理、そして

遠野の財産である森林や水源などの自然が壊さ

れることがないように、これからもこういった

制度をきちんと、そして各関係機関は密接な連

携をとりながら、きめ細かくフォローしながら

こういった御心配のようなことがないように、

きちんとした体制の中で、仕組みの中で守って

いきたいと申しますか、この水源を守っていき

たいというように思っているところであります。 

 ただ、御質問の中にありましたとおり、この

水資源といったものに対する関心が非常に全国

的に高まっているということでもありますし、

したがって水資源の、それぞれ水資源というか、

水源の町というか、そのような中における市町

村同士の組織なども立ち上がっておりますから、

そういった自治体の動きなども十分情報を把握

に注視しながら、さらに取り入れるものは取り

入れるという中におけるきめ細かい対応をきち

んとした、これはやっぱりとして非常に大事な

取り組みでありますから、この部分については

さらに注意をしてまいりたいというように思っ

ております。 

 それから、もう一つは水源ということを考え

れば、水道水源なんですね、遠野の場合は。こ

れをちゃんと踏まえなければならないというこ

とで、小規模給水施設を含めて現在18カ所あり

ます。水道水源、これを表流水を利用している
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９カ所のうち、４カ所は国有林内にあるという

一つの現状にあります。民地にある５カ所も国

有林と隣接しているということにありますので、

土地取り引きについてはかなりの規制があると

いう、ただいま申し上げたような状況でござい

ますから、外国資本等が乱開発といった中にお

ける取り組みについては、十分チェックできる

んではないのかなというように承知いたしてい

るところであります。 

 水源の水質の悪化なども懸念されております。

水源涵養、これは大事な取り組みであります。

したがいまして、平成15年から17年度にかけま

して、上水道の水源であります琴畑水源、ここ

に多くの市民の皆様の参加をいただきまして復

元という中における水道復元というか、水源涵

養保安林の指定を受けている琴畑水源に対する

植樹を行いました。植樹祭を行いました。いう

ところの鹿の食害で心配だなという部分はあっ

たですけども、この間、担当部を通じまして見

事に水源として涵養林として育っているという

部分を現地には直接行ってみてないんですけど

も、写真を通じまして鹿の食害からまさにそれ

をはねのけてすくすくと育っている状況を確認

いたしまして、ほっといたしているところでご

ざいますけども、ただほっとばっかりしていら

れないと。中におきまして御心配なことを十分

踏まえながら、この水源という問題に対する対

応もきめ細かくやってまいりたいというように

思っているところであります。 

 それから、２つ目のほうについては担当部長

のほうから取り組み状況についてお答えをする

ということにいたしまして、社会福祉協議会決

算を踏まえてという部分での御質問でありまし

た。このいうところの介護といったような問題

も社会福祉協議会の収支に影響しているんでは

ないだろうかというような御指摘もあったわけ

であります。そういった部分ももちろんこの介

護サービス事業、これ利用者の量にそれぞれ見

込みを立てて経営しているわけでありますけど

も、３年ごとに市町村で策定する介護保険事業

計画に掲載している中におきまして、ことし３

月に遠野ハートフルプラン2015、この中で今後

のこれまでの実績と今後の推計を示しておりま

す。 

 それを見ますと、利用者数の見込みの基礎と

なる認定者数は高齢人口の増加に伴い、24年か

ら32年度まで増加傾向、32年から緩やかに減少

に転じるというように予測をしております。こ

れは、大体そういう傾向になるんじゃないかな

というようには思っているわけで、これに伴い

この介護サービス利用者数も年々今増加で推移

しておりますので、それにあわせてのサービス

利用の給付額も増加してきているというように

捉えているわけでありまして、そういったこと

も踏まえながら一応数字的には把握をしている

と。であれば、この社会福祉協議会、御心配さ

れております社会福祉協議会、７月号の社協だ

よりで赤字だということが公表されたという話

でありました。私も報告を受けております。詳

細にわたって報告を受けました。 

 その中で、さまざまこれからの地域福祉のあ

り方、これいうところの収益事業というものと

収益というものを想定しない、まさに市民の安

心安全という中における１つの事業の社会福祉

協議会は持っているわけでありますから、その

辺をどのように組み立てていくかということは、

やっぱり行政とすれば大きな課題であるわけで

ございますので、現在、社会福祉協議会では経

営改善計画の策定作業を進めている。そして、

この10月には計画としてまとまるというように

聞いておりますので、市の立場といたしまして

は、経営改善計画の内容の報告をいただき、そ

れを市の立場として精査をしながら、市の委託

事業については先ほど申しましたとおり、特に

は地域福祉にかかることについては、きょうの

瀧本議員との一般質問の中でもありましたとお

り地区センターの位置づけなども安心安全とい

うことになれば、その部分において地域の安心

安全をこの地区センターの中において、社協と

どのような連携を図っていくかということも極

めて大きな課題であるわけでありますから、そ

のようなことも踏まえながらいうところの委託
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料といったようなもののあり方、あるいはその

額、そのようなものも協議、見直しをしながら、

社会福祉協議会が担うべき役割あるいはそれに

伴う必要な支援策といったようなものについて

組み立ててまいりたいというように思っており

ますので、10月に示される改善計画、それに大

変な関心を持っているということを申し添えま

して答弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  農林畜産部長。 

   〔農林畜産部長兼六次産業推進担当部長 

    大里政純君登壇〕 

○農林畜産部長兼六次産業推進担当部長（大里

政純君）  命によりまして、菊池巳喜男議員の

一般質問にお答えいたします。 

 岩手県の死亡家畜処理についてでございます

が、平成26年の10月10日付の東北油化株式会社

の倒産を受けまして、今まで当社で死亡牛の処

理をしてきた県南地域の畜産農家に負担と不安

を与えている状況にございます。岩手県では、

緊急対策として群馬県の処理業者に依頼をして

代替策を確保して対応しているところでござい

ます。昨年度の10月から３月までの処理実績は、

遠野市内では85頭となってございます。ちなみ

に本年度平成27年度の見込みといたしましては、

県南広域振興局管内で８市５町ございますが、

約2,800頭の処理ということで、うち遠野市と

しては528頭ほどを見込まれているという状況

にございます。 

 このような状況の中で、県が中心となりまし

て関係市町及びＪＡ等が協議をした結果、県南

家畜保健衛生所管内に一時保管施設等の必要性

が確認をされまして、この建設に向けまして最

終的な詰めをしている段階だということで、年

度内にはその計画が示されるということになっ

てございます。運搬体制が２業者の限られてい

る点もこの一事保管施設が、完成するまでの間

の暫定的な対応であるということでございます。

今後生産者がより安心して取り組める体制の整

備をする必要があるという点は、議員御指摘の

とおりと思います。 

 現在は、この緊急事態に際しまして、安定し

た処理形態を確立させることを最優先として取

り組んでいる状況でございます。この件に関し

ましては、本市のみならず県南地域及び畜産県

であります岩手県全体の課題として関係機関、

団体と連携しながら今後協議、あるいは要望を

してまいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（新田勝見君）  藤澤教育長。 

   〔教育長藤澤俊明君登壇〕 

○教育長（藤澤俊明君）  菊池巳喜男議員の一

般質問にお答えをします。 

 今年度の全国学力・学習状況調査は、４月の

21日に行われ、小学校６年生を対象に国語、算

数、理科、それと質問紙調査、また中学校３年

生を対象に国語、数学、理科、それと質問紙調

査を実施しております。国語、算数、数学につ

いては、主に知識を調べる問題であるＡ問題と、

知識技能を活用する問題Ｂ問題と分かれており

ます。 

 今年度の調査については、８月末に結果が届

きましたので現在詳細は分析中であります。よ

って、昨年度調査と現在までにわかっている今

年度の調査を踏まえて答弁とさせていただきま

す。 

 まず、教科調査の状況ですが、文科省の分析

基準に基づき、全国平均正答率のプラスマイナ

ス５ポイント内をおおむね全国平均と見ますと、

昨年度は小学校国語Ａ、Ｂ、小学校算数Ａ、Ｂ、

中学校国語Ａ、Ｂはおおむね全国平均でありま

したが、中学校の数学のＡ、Ｂにおいては、全

国を下回るという結果でありました。今年度は、

全国平均を下回るものが小学校算数Ｂと中学校

の数学Ａ、Ｂという結果でありました。算数と

数学の基礎的、基本的な知識、技能、そしてそ

れを活用する力が継続した課題と本市ではなっ

ております。 

 質問紙につきましては、昨年度は小学校、中

学校とも全国の肯定的回答を上回った項目は、

56項目中32項目ありました。特に、５ポイント

以上上回っている項目は「学級みんなで協力し

て何かやり遂げ、うれしかったことがある」、
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「地域の行事に参加」など小学校では７項目、

中学校では４項目ありました。家族と地域の一

員として生活し、学校へも楽しく通ううれしさ

あふれる小中学生であるという現状がわかりま

した。今年度も生活にかかわる全ての項目で全

国平均を上回っている状況にあります。 

 議員が述べたアクティブ・ラーニングについ

ては主体的、共同的、課題解決型学習であるも

のですが、同様の質問に小学生の81.9％、中学

生の77.5％がそのような授業を受けていると回

答しております。全国や県の数値を上回ってい

るという状況にあります。 

 同様に新聞の活用については、月に１回から

３回以上新聞を読んでいる小学生は51.4％、中

学生は45.6％であり、これも県や全国の数値を

上回っております。アクティブ・ラーニングの

ような授業や新聞を読むなどが、教科調査の結

果に直結しているとは現時点では言いきれない

状況にありますが、これらの取り組みの充実や

拡充が、学力向上に結びついていくものである

と考えておりますので、この点については継続

して推進してまいりたいと考えております。 

 今後の取り組みについてですが、現在取り組

んでおります中学校区ごとの児童生徒の実態に

応じた授業改善の取り組みが今年度で３年目に

なっております。この取り組みを、さらに進化

させて今年度はまいりたいと考えております。

何よりも毎日の学校生活のほとんどを占めてい

るのが授業時間であります。この授業時間を充

実させることが、学校の本務であり、一番重要

なことであるという捉えをしております。算数

や数学の課題についても、中学校区の取り組み

により義務教育９年間の系統性を踏まえた授業

が行われるようになり、小中の教師の研究、研

修を積み重ねて課題が明確でその日何を学んだ

かが明らかになる授業を日々積み上げていき、

そして学ぶべき学年での確実な定着がなされる

ようになると考えております。 

 最後に、学校別の成績の公表につきましては、

昨年度も述べましたが実施する予定はありませ

ん。 

○議長（新田勝見君）  ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  回答ありがとうござ

いました。それでは、２回目の質問を進めてま

いります。最初に、この水資源の保全について

の認識の関係でございます。先ほど市長の答弁

の中では、不在者所有、これから中で遠野市に

おかれましては平成24年から27年度現在、外資

による売買は行われてないという答弁でござい

ました。 

 琴畑湿原におかれましても植樹祭を通しなが

ら鹿の食害もなく、すくすく育っている旨がお

話がございましたけども、この水資源の保全に

つきましては私が遠野市の規則を見た中では該

当するか否かはわかりませんが、準用河川管理

規定というのがあるようですし、これによって

流水、流れる水の占用等についての規則内容で

ございますし、または遠野市森林監視員規則に

よって災害防止や不法投棄等々の監視をする監

視員を設けて監視する体制を構築しているとい

うことでございます。 

 ただ、これはそういう外資とかそういう根本

的な買占めなどの対策とはまた別個の世界でご

ざいましょうが、過日、ちょっとインターネッ

ト等々で調べましたら、アメリカではエクソン

フロリオ条項ということで、国家安全保障上の

問題があれば外資企業等による国内の森林など

の買収にストップをかけられる仕組みとなって

いるということで、隣の韓国におかれましても

2008年に同じような制度を導入しているという

ことのようでございます。 

 全国的に中国を中心といたしました買占めが

あると記事がありましたけども、中国人が帰化

した日本人に金を渡して日本の企業に見せかけ

て土地を買うという方法も広がっているという

話がございます。森林の収得の背景といたしま

しては、地下に豊富に蓄えられている上質な水

源、水資源の存在がございます。国連の報告書

では日本の水資源は世界でのランクで上位の1

0％に入っていると聞いております。世界的に

先ほども述べましたが、人口増で中国、インド
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におかれましては西暦2030年ごろから水不足に

陥るというようなお話もございます。温暖化に

よる水不足で全世界で水不足に直面する人口は

39億人に達するという情報もございます。その

中で、水の獲得競争が激化する可能性を指摘し

ている文面もございます。 

 乱開発、先ほどいろいろな規制が１ヘクター

ル以上であるというようなことでございました

けども、過度な取水、水を取ることによって周

辺の市民、住民が安心安全が脅かされるように

なってからでは手おくれでございますので、森

林行政の対策を徹底的にとっていくことが肝要

かと思っているわけでございまして、北海道の

ニセコ町等々では町自体で条例を策定している

にも伺っておりますが、遠野市ではそういう前

向きにいろいろ連携をとりながら、とっていく

ということが先ほど言われましたけども、その

ような条例を今は考えていないかもしれません

けども、将来的には考えるべきではないのかな

と私なりに思うところでございます。 

 それから、ちょっと時間がなくなってきまし

たが、大里部長のほうから死亡牛の回答がござ

いました。一時保管施設、年度内に示されると

いうことでございましたけども、これは県南地

区に何カ所ぐらい設定しているものなのか、ち

ょっとお伺いしたいし、遠野市このように畜産

の販売物が前回の農林水産振興ビジョン、通称

タフ・ビジョン２で示されておりますけども、

そのとおり27年度は41億円という農業生産額を

示している中で、遠野市内であっても１か所ぐ

らい、それこそ一時保管場所というんですか、

そういうものをつくってもいいんじゃないのか

と、そして他の県に頼ってばかりいるんじゃな

くて、県内に処理施設をつくってくれというよ

うなことを強く求めたほうがいいんじゃないの

かなと、私は思うところでございますが、いか

がなものかその辺再度お伺いをさせていただき

ます。 

 運搬の業者に関しましても、２社ということ

で暫定的だということでしたけども、遠野市に

おいてもそのような業者が１社でも２社でもこ

のぐらいの頭数があれば、農家のそれこそ安定

的なことを考えれば、遠野にも１社ぐらいあっ

てもいいんじゃないのかなと思うところでもご

ざいます。 

 それから、３点目の社会福祉協議会の関係で

ございますけども、ハートフルプラン2015によ

って32年までは緩やかな増が見込まれ、32年か

ら減少されるんだということで、社会福祉協議

会は収益事業と地域福祉の２つに分かれている

中で、地区センター等々地域とも連携しながら

やっていくということでございますけども、そ

の中で委託料も考えながらやっていくというこ

とでございましたけども、地域には地域のそれ

こそ組織する社会福祉協議会、それぞれの支部

がございますので、何とかその体系を整えなが

らきめ細かな体制をとっていただきたいものだ

と思っておりますけども、経営改善計画が10月

にまとまるということでございますから、それ

に期待するところではございますけども、この

今までと違って委託料はどのような形で変化と

いうんですか、見直しの中では大きく変えるつ

もりなのか、単なる額をふやすなのか、その辺

をお聞きしたいなと思っております。 

 教育学力テストの関係にもちょっと及びたい

んですけども、教育長の答弁の中にはまだ分析

も半ばというお話もございましたので、その分

析ができたやにまた質問が、機会があれば聞き

たいなと思っているところでもございます。 

 以上、３点に関しまして市長に再度お尋ねを

したいと、質問を伺ってまいります。お願いい

たします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  菊池巳喜男議員の再質

問にお答えいたします。 

 ３点、それぞれ水源の涵養と申しますか、こ

れをどのような形でという部分でお話がありま

した。それからまた、死亡牛の取り扱いについ

てはこれは先ほど担当部長のほうからお答え申

し上げていますので、再質問につきましても担

当部長のほうから御答弁申し上げますので、御
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了承いただければというように思っております。

それから、社協のこの委託料の取り扱いについ

てということでの３点でありました。 

 まずこの水源という概念、これは御質問にあ

りましたとおり安心安全、まさにライフライン

であります。そして国土の保全ということにも

つながるわけであります。自然災害が日本列島

あちこちで襲っております。そういった場合に、

この森林資源といったようなものは単なる木材

といったような中における対応ばかりじゃなく

して、国土保全そして市民生活、国民生活の安

心安全といったものには、このアメリカ、韓国

の例などもあるいは中国の富裕層のいろんな事

例なども今の質問の中で述べられておりました

けども、それが大きな地球規模の問題になって

いるということになっているわけであります。 

 そういった点では、先ほどの第１回目の答弁

で申し上げましたとおりいろんな森林法が改正

になって、そしていろんなきめ細かく関係機関

連携を図れば、こういったいうところの外国資

本も含めてのさまざまな対応には十分対処でき

るというような中におけるものとしていい意味

での緊張感を持って、法律があるから、制度が

あるから、そのような通知が出たからそれで大

丈夫だということじゃなくして、日ごろからの

監視と申しますか、不法投棄の問題も先ほど質

問の中で触れられてありました。これなども水

資源とすれば、水源とすれば非常にこれも上流

域でそういったものが出れば、安心安全といっ

たものを脅かされるわけでありますから、これ

などもきめ細かい緊張感のあるフォローをして

いかなきゃならないということは当然だという

ように思っておりますので、なお一層そういっ

た意味においての緊張感を持ったこの国土保全、

あるいは良好な水資源の確保そしてさらには森

林資源といったようなものの、さらなる充実し

た環境づくりといったものに遠野市としても意

を用いてまいりたいというように思っておりま

す。 

 ちなみに先般遠野市で市内一斉に防災訓練が

実施されました。私も統監という立場でありま

したけども、花巻から防災ヘリが飛来してまい

りまして、それに乗り込みまして約400メート

ル上空から市内を一巡いたしました。青笹の防

災センターを飛び立ち、松崎、そして遠野町、

それから綾織に入り、綾織から山を越え、小友

に行き、小友から鱒沢を通って宮守のほうに入

り達曽部に行き、達曽部から寺沢の上空を越え

て、そして早池峰山麓の附馬牛、それから土淵、

そして上郷、そして青笹を通り防災センターに

戻ったと、約40分でありました。 

 その中で、この広大なまさに遠野の里、圧倒

的な山のその水資源と申しますか、自然といっ

たものに圧倒されてきました。その中に集落が

それぞれ、皆さんが生活している集落がよく見

えました。そういったためにも、この森林資源、

さらには水源、そして安心安全といったものを

確保するという中における取り組みをなお一層

を、繰り返しになりますけども緊張感がある中

から取り組みを進めてまいりたいと思っており

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。 

 それから、社会福祉協議会のこの問題につき

ましては、収益事業とならない地域福祉とのバ

ランスをどうとるかということにつきましては、

これは答弁とすれば繰り返しになりますけども、

この経営改善計画が示された段階におきまして、

行政側もこの市地域の集落なり地区センターを、

コミュニティをどう安心安全という切り口の中

から守っていくのかということは大きな課題で

ありますから、社会福祉協議会と密接な連携策

の中における対応を構築していかなければなら

ないとなれば、委託料のそのもののあり方、そ

れから額の適正なもの、そして限られたマンパ

ワーのやりくりといったようなことに尽きる新

たなステージをつくっていかなければならない

そのタイミングかというように思っております

から、社協から示される経営改善計画に基づき

まして、それら新たなステージづくりにつきま

して、限られた予算、限られたマンパワー、こ

れをいかに市民の皆様の一つのニーズに応える

仕組みとして持っていくのかということにつき
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まして、集中的な議論と検討を進めてまいりた

いと、改めて思っているところでございますの

で、それをもって答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  農林畜産部長。 

   〔農林畜産部長兼六次産業推進担当部長 

    大里政純君登壇〕 

○農林畜産部長兼六次産業推進担当部長（大里

政純君）  命によりまして、菊池巳喜男議員の

再質問にお答えいたします。 

 死亡牛の一時保管施設の件でございますが、

県南地域に何カ所かということでございますが、

１カ所ということで今進めております。その理

由といたしましては、ＢＳＥ検査施設と保冷施

設を１カ所に整備するとうことの考え方から、

県南部におきましては県有地そして家畜保健所

から20キロメートル以内、そして農家の利便性

がよいという３点を条件として１カ所で整備を

するということで進めているということでござ

います。 

 それから、化製場、いわゆる死亡獣畜の処理

施設を岩手県でもつくるべきではないかという

御質問かと思いました。この件に関しましては、

畜産農家からすれば当然必須の施設でございま

すが、周辺の住民の方々からすると、やはりど

うしても迷惑施設だということから、何回もそ

ういった計画が上がってきても実現でき得ない

状況が各地で起きているということでございま

すが、今後、岩手県に対しましてもあらゆる機

会にそういったことを要望しながら、実現に向

けて努力をしていきたいなというふうに考えて

おります。 

 それから、運搬業者の件でございますが、今

は中央家保に運んでいるという関係で、２業者

に限られているわけでございますが、今後、１

カ所の保冷施設ができればそこまでは農家なり、

農家の代理の方が搬入をするということになり

ますので、現在は暫定的な対応ということでお

答えいたします。 

 以上でございます。 

○議長（新田勝見君）  ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  ありがとうございま

した。死亡牛に関しまして、最後に述べて私の

一般質問を終えさせていただきます。 

 一時保管場所が県南地域１カ所というお話で

ございましたけども、これを遠野市から見てそ

れは果たして適切な数なものなのかというのは

疑問を生じるところでございますし、化製場が

いろいろにおい等々の関係もあるということで

ございますけども、将来的に考えればやはり県

内にも必要だということは私も前から主張して

いるところもありますので、何とかその辺もさ

らに協議をしていただきたいと思います。 

 運搬に関しましては、農家代理がそこまで持

っていくというようなのもいいということでご

ざいましたので、これは何ぼか前向きに農家で

も考えられるのかなと思っております。 

 以上で、私の一般質問を終わります。ありが

とうございました。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後２時02分 休憩   

────────────────── 

   午後２時12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。11番菊池充君。 

   〔11番菊池充君登壇〕 

○11番（菊池充君）  遠野一新会所属の菊池充

であります。質問に入ります前に町の話題につ

いて申し上げたいというふうに思います。８月

の６日の日でございました。私、産直に農産物

や加工品の出荷のために出向いたところでした

けれども、多数の方々が集まっておりました。

前日まではわかっておりましたけれども、当日

は忙しさから忘れてしまって驚いた次第でござ

います。式典後の初売りには身動きができない

ほどの市民の方でにぎわっておりましたいわゆ

る大手ホームセンターサンデーの開所式と開店

でありました。この中で、私はこれだけの興奮

を覚えたのは平成９年、同僚議員が中心になっ

て頑張ってくれました世界初のワサビエールの

ブロイハウスの開店のときを思い出したわけで
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ございます。私たちスタッフはその当時、並ぶ

ほど準備ができないというような状況で、大変

な感動を覚えたことを、改めて今回のこのとき

もそういう感動を味わったところでございます。 

 その中で、市長に代表者の方の紹介をいただ

きまして、名刺交換ということになったわけで

ございますけども、私は実際のところ作業服姿

で名刺も持参してございませんでしたので、大

変失礼をしてしまったわけでございますけれど

も、このホームセンターサンデーが活力の低下

をしている部分について、光を与えてくれたな

というふうに思ってございますし、消費者の利

便性の向上を期待するものだというふうに、大

きく評価をしたものでございます。さらには、

この核を中心として、今後計画される施設整備

による宮守中心市街地の活性化が図られること

を期待するとともに、これまでかかわってこら

れました全ての方々に、感謝を申し上げる次第

でございます。 

 それでは本題の質問に入ってまいります。 

 私は市長に対して、大項目１点、和牛振興対

策について、小項目３点の内容について一問一

答方式にて質問をしてまいります。 

 ９月２日中央家畜市場において開催されまし

た「第59回岩手県家畜共進会」黒毛和種の部に

応援に駆けつけたわけでございますけども、県

内各支部からの選抜された優秀な牛がそろう中

で審査が行われました。遠野市の肥育牛は過去

の大会でも名誉賞や上位入賞を果たしてきてお

ります。 

 一昨年は第２区１等賞、第５区２等賞、昨年

は第２区１等賞、第６区２等賞となって、その

実績を示してきたところでございます。ことし

も期待をしながら、審査を見守りました。結果

は第１区２等賞、第２区２等賞、第３区３等賞

の成績が発表されました。入賞されました生産

者にはお祝いを申し上げるとともに、今後のさ

らなる活躍を期待するものであります。このこ

とは、今まで優秀な素牛を保留や導入より取り

組んできた成果とともに、生産者のたゆまぬ努

力の結果と評価するものであります。 

 さて、これらのことを踏まえ、１項目目の遠

野牛確立強化対策事業の成果と課題についてお

伺いいたします。 

 平成23年度から優良繁殖素牛の繁殖牛の更新

促進や大規模拡大対策等地域内一貫生産体制の

確立のために、繁殖素牛、肥育素牛の保留や導

入に対する支援を行ってきてございます。和牛

子牛の産地形成と岩手遠野牛のブランド確立の

ため、推進を図ってきておるわけでございます

かけれども、この取り組みの成果と課題につい

て、まず、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）  菊池充議員の一般質問

にお答えいたします。 

 この遠野牛というか和牛、先ほど生産農家の

方々が、いかに懸命に頑張っているかという部

分での御紹介もあったわけでありますけれども、

遠野にとってはこの畜産振興、非常に重要な産

業の柱であります。そういった意味におきまし

ては、御質問のありましたこの遠野牛、確立生

産強化対策事業、この中でそれぞれこの成果と

課題という形での御質問であったわけでありま

す。 

 これ御案内のとおり、これは震災直後と申し

ますか、平成23年の３月の震災であったわけで

ありますけど、その年の10月７日でありました

けれども、この企業との連携による遠野牛の生

産及び販売の連携、そして協力に関する協定と

いったものが締結されました。遠野市とそれか

らエスフーズとイトーヨーカ堂というこの日本

を代表する企業と遠野市との協定であったわけ

であります。10月７日、あの盛岡のほうに出向

いて協定したことを、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、そのような

形での協定を結ばしていただいて、いうところ

の大規模な流通体系が整備されたということだ

ったわけであります。こういったようなことも

踏まえ、この議員御質問のありましたとおり、

この遠野牛確立生産強化対策事業は、この生産

流通の中において、子牛産地である当地域の役
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割として、生産子牛の品質向上及び農家所得向

上を目指してさまざまこの事業に取り組んでい

るということは、これも御案内のとおりであり

ます。 

 この肉用牛子牛の生産団体である遠野地方和

牛生産改良組合は、みずから地域に合った導入

方針を決定し、その計画沿って導入及び保留に

対し、助成をしているという仕組みであるわけ

であるます。 

 このことによりまして、実は農家から企業、

そしてＪＡ及び行政との関係機関が一体となっ

て、遠野牛の生産確立に取り組む体制が整備さ

れたということになろうかというふうに思って

おります。ちなみにこの数字を申しますと、23

年度から26年度まで４年間の実績といたしまし

て、534頭の優良繁殖素牛が導入、または保留

されているということであります。 

 そして、この事業の中で、いうところの遠野

生まれ遠野育ちと、いわゆる遠野牛の供給体制

の強化として、遠野産子牛の肥育素牛導入への

支援も実施しておりまして、これについては31

0頭が導入され、肥育農家経営の一助となって

いるということであります。 

 この取り組みを総合的に一つの成果として見

た場合に、数字で申し上げますと、26年度には

黒毛和牛の子牛の市場出荷頭数は1,735頭、額

にして約９億円の実績となっております。それ

からもう一方、肥育されたいわゆる岩手遠野牛

でございますね、これは約1,247頭、販売額に

いたしまして、これも９億円というものが出荷

されているということであります。 

 したがって、この事業開始時の23年度と比較

してみますと、黒毛和牛の生産に係る販売額に

ついては、10億円ほどの増額となったという形

での成果を得たということでありますので、そ

の一つの課題と成果、そして、その中で今、成

果でございますね、課題としては農業生産の根

幹となるというところの生産人口の減少であり

ますね、これに伴う生産頭数の減少が上げられ

ると、これは一つの大きな課題であります。 

 今般のタフ・ビジョンでも、これに対する対

応をどのようにするのかということを、大きな

課題として上げているわけでありますけども、

ちょっともう一度数字を申し上げますけども、

黒毛和牛の繁殖農家で見ると、市場は非常に高

値で、これは御案内のとおりでおわかりだとい

うふうに思っております。高値で推移している

ものの、平成23年度で612戸、これは繁殖牛で

もって3,252頭であったものが、26年度で488戸、

繁殖牛2,940頭、これは３カ年の推移で見ます

と124戸、繁殖牛では312頭、実は減少となって

いるという一つの数字でありますので、冒頭申

し上げましたこの課題としての生産農家の根幹

を揺るがす生産人口の減少、それに伴う生産頭

数の減少が課題が、ただいま申し上げましたよ

うな数字の中で裏づけられているということに

なろうかというふうに思っております。これは

課題であります。 

 それから、ただ課題だ、課題だというばっか

りじゃなくして、もう一つの数字があります。

１戸当たりの飼養頭数を見ると、23年度では5.

31頭であったものが、26年度では6.02頭という

ことになっていますから、個々の農家では、対

比でみると拡大傾向にあるというこの数字が、

この中から読み取れるんじゃないのかなという

ふうに思っておりますので、これなどはやはり

大事な数字として捉えながら、個々の農家の増

頭に対する支援なども強化していきたいと、い

うようなものがこの中から見えてくるんじゃな

いかというふうに思っているとろであります。 

○議長（新田勝見君）  11番菊池充君。 

   〔11番菊池充君登壇〕 

○11番（菊池充君）  市長から今数字も含めて

の導入の実績と、それから経過について答弁を

いただきました。確かにそのとおりでございま

して、私の押さえている数字がちょっと違いま

すもんですが、ですが流れとしては大体その傾

向だというふうに見ております。 

 一番大事なのは、これからも議論してまいり

ますけれども、いわゆる市内全体の飼養農家の

年齢構成であります。これは市内全体の部分に

ついては、ちょっと私把握してございませんで
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すけれども、宮守町だけに限って見た場合でご

ざいますけれども、８月末時点で65戸の農家が

飼養管理してございますが、その中で65歳以上

の割合が50戸でございまして、全体の占める割

合が76％から77％という高い数字を示してござ

います。 

 この傾向は、宮守町に限らず全体的な傾向に

なっているのではないかなというふうに思うわ

けでありまして、いわゆるその方々については、

なかなか確保されている後継者のいないという

状況になってございます。この方々が65歳以上

の方々、70、80という方々も非常に多いわけで

ございまして、70、80で45％でございますから、

これらの方々が当然リタイアしていくんだとい

うことは、これはもうそのとおりだと思うんで

すけども、これのための施策をしていかなけれ

ば、さきの事業としていろいろ支援を図ってき

た部分の維持さえもできなくなるんじゃないか

というふうにも思うわけでございますけども、

この数字からしてどのように考えられるのか、

市長の答弁をお聞きします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま宮守町の例を

とりながら、いうところのこの生産に取り組ん

でいる農家の方々の高齢化が進んでいるという

中における数字を、それぞれ挙げられての御質

問でありました。 

 これは畜産のみならず、農業全般、高齢化と

いう中におけるものは着実に、これは我々の現

実の問題として、全ての分野に押し寄せてきて

いるわけでありますから、これは畜産部門にあ

っても避けて通れないという部分の中にあって、

この部分、しかし、もう一方においてはものの

見方考え方によって、この高齢化という部分の

中にあって私はこの１次産業、特に、この農林

畜産業といったものについては、大変なこの高

齢化という大きな課題に対する答えを持ってい

る生産現場だというふうに思っております。 

 一つは、こんなことを言えば、ちょっと答弁

にならないかもしれませんけども、定年はない

わけであります。65歳になっても、70歳になっ

ても、75歳になっても、80歳になっても、この

間は宮守町の敬老会で、102歳のおばあさんが

牛をあつかっているという形で、その牛を扱っ

ている手で力強く握手されました。そういった

のが1次産業という生産現場の底力なわけであ

ります。 

 したがって、そのことをきちっと踏まえた中

で、高齢化という問題に対する一つの答えも

我々なりに見出すこともできるんじゃないかと

いう中における弱みを強みに持っていくという、

そのような底力が第１次産業といった生産現場

にあるということを踏まえながら、私はこうい

った数字を見ていくことも必要じゃないのかと

いうふうに思っておりますので、答弁になった

かどうかでございますけども、それは認識であ

る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）  11番菊池充君。 

   〔11番菊池充君登壇〕 

○11番（菊池充君）  前向きな方向で物事を判

断していくのだと、うまく活用しながら頑張っ

てもらうんだという部分については私も否定す

るものではありません。ただ、直面する課題と

して大きなものがあるんだろうというふうに思

っているわけでございます。 

 こうした中で、先ほど市長からも答弁の中に

ありましたけれども、景気低迷する中でずっと

2,000頭を維持した出荷頭数が、26年度は1,732

頭まで下がってきていると状況なわけでござい

ます。それも９億円という、これはいわゆる高

い相場に支えられて部分、あとは消費税の関係

もあるんだろうというふうに思いますけれども、

ただ、一方では頭数が減ってきているという状

況の中で、これからも、この制度を維持継続し

て支援をしていくという部分も含めてお聞きし

たわけでございますが。 

 当初、一律５万円の助成をもって導入、保留

に対して支援をしてきたわけでございます。現

在もそれは進めてきたわけでございますが、た

だ、その23年度から始まったわけでございます

が、23年度のその雌子牛の平均価格が33万7,00
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0円ということでありました。当時、市が始め

た時点でございます。去勢では40万6,000円と

いう形の中で、平均価格があったわけでござい

ますけれども、いわゆる26度は平均価格が雌子

牛で14万6,000円も上がって48万3,000円という

のが平均価格でございます。去勢は16万6,000

円上がりまして、これはもう57万2,000円とい

う状況になってございます。 

 こうした高値の中で、優良素牛を導入すると

いうことになりますと、１頭当たり七、八十万

円というのが相場でございます。ですから、そ

ういう部分に対して保留、導入等で少なくとも

現状維持を防ぐという部分については、私はこ

の今までの支援策を見直していく必要があるの

じゃないかというふうに思うわけでございます。 

 いわゆる遠野ブランド牛が確立に欠けていま

す生産目標を、繁殖素牛で4,000頭、肥育素牛

で3,000頭という目標を掲げて、これは30年と

いうのを掲げて取り組みをしておるわけでござ

いますけれども、それに向かった部分での取り

組みについての考え方があればお示しを願いた

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）  この子牛価格への助成

に係る現状と、それに対する課題という中にお

ける御質問であったというふうに受けとめたわ

けでありますけども。 

 御質問の中にありましたとおり、非常に高値

が、今５万円ほどの助成を行っているという中

で、何とかこの遠野牛の肥育といったような環

境も整えたいという中で、遠野生まれの遠野育

ちという中における仕組みとして、先ほど申し

上げたような仕組みを持っているわけです。 

 非常にこの子牛価格が高値に推移していると

いうことは、私も市場に行って、それからまた

生産農家の方々の話を聞いて、よくそのことも

承知しております。ただ、ここ部分がずっと続

くのか、それとも今の一時的な現象なのかとな

れば、ただ、この高値を喜んでいるわけにはい

かないという話をよく聞きます。 

 購買者である肥育農家の方々は、一つの大き

な肥育するための牛舎、それを整備しなければ

ならない、一つのスケールメリットと申します

か、そういった中で肥育を行っておるわけであ

ります。したがって、それを遊ばせていくわけ

にはいかない、空き牛舎にしておくわけにはい

かない。やっぱり目いっぱいを使って、その中

で一つの採算性を維持していかなきゃならない

となれば、いうところの子牛を買い取りながら

という部分の中で、肥育農家の購買者の方々が

競ってその子牛を買っているという部分の中に、

現状にあるんだという話を市場関係者から聞い

たことがあります。 

 そういったことを考えれば、この景気といっ

たようなものの中で、あるいはＴＰＰ問題も含

め、それの部分はどうなるかということを冷静

に見守りながら、やはりこういったこの助成制

度に対する一つの課題なり、あるいは一つのあ

り方なりも見出していかなければならないんで

はないのかなというように思っております。し

たがってこの素牛の部分などは、大変今、御質

問になりましたとおり、70万、80万円という価

格も出ていると、だからすごいなと。 

 例のＢＳＥ問題があったときになどは、市場

に行くと惨たんたる状態だったんですね。それ

を思えば、すごい今状況になっているなという

ことなんだけど、これが本当に安定した仕組み

の中でできているのかということを、やはりき

ちんと分析もしなければならないだろうという

中で、見直しという部分の中で、一気に今の中

で高値が続いているから見直しということで一

気に行くのか。やっぱりもっと市場の推移を見

なきゃならないの、あるいはこの購買者と生産

者の中におけるバランスを、どのように捉えな

がらこの状況がどうなっていくのかということ

を見極めるということも、やっぱり我々として

は必要な作業じゃないかなというふうに思って

いますので。 

 直ちに見直しということにいくのか、それと

もこれだけの高値が続いているんであれば、そ

れを見直ししながら、また、市場の状況が変動



－ 84 － 

したときに、またそれにピンポイント対応策を

講じるのかという部分は、引くのか進むのか、

あるいは維持するのかという部分については、

非常にまだまだ検討課題はあるんじゃないのか

な。したがって、当分この制度を維持しながら

見守っていくというスタンスなのかなというよ

うな認識でおりますので、それをもって答弁と

いたします。 

○議長（新田勝見君）  11番菊池充君。 

   〔11番菊池充君登壇〕 

○11番（菊池充君）  素牛の減少は全国的な傾

向でございまして、そうした中において一つの

取り組みの例でございますけれども、全国の中

で９道県が増頭に転じております。全体の素牛

そのものが、全国都道府県が四十何ぼあるわけ

ですが、９の道県が増頭に転じていると。 

 その内容は、東北では山形県しか増頭されて

ございません。山形県は繁殖もそうですけども、

肥育に力を入れている県でございまして、肥育

農家が大変だということから、繁殖素牛を入れ

てというような考え方も強い部分があるんだと

思いますけれども、そうした中で山形県自体が、

ＪＡと協議しながら進めているのが、当面１頭

10万円、６分の１と、60万円で導入した場合に

は10万円ですよと。50万円の場合は５万4,000

円というような形に、ちょっと付値が違うんで

すけども、そういうふうな取り組みをして増頭

を進めてきているということが一つの例として

ございますので、それをやれということではご

ざいませんけれども。 

 そうした中で、国はこの減少の傾向に歯どめ

をかけなければならないということから、国が

負担する、現在負担している実施、取り組みを

されております、いわゆる増頭奨励金と、それ

から導入奨励金の活用を促していかなければな

らいと、国が進めている事業でございますけど

も、そのために農水省は今年度の繁殖雌牛の増

頭を緊急の課題として掲げて、都道府県に増頭

目標とその現実の対策についてを求めてきてご

ざいます。県が一つにそれをどのようにするか

まだわかりませんけども。 

 そういうような状況になってきてございます

ので、市だけでどうこうのうじゃなくて、やは

り県、あとは自営ととともに一体となり、この

目標の達成のために今後、進めていくと、いわ

ゆるタフ・ビジョンの中でもそういうふうな取

り組みを一体的にしていただくことを期待をし

ておきたいというふうに思います。答弁は要り

ません。 

 次の、２点目に入らせていただきます。 

 公共牧場再編成整備されました施設の利用実

態と今後の運営についてであります。 

 平成23年度の大野平校区キャトルセンター用

地取得から平成26年度の石羽根校区のキャトル

センター施設整備が完了してございまして、27

年度から本格的に利用が開始されたと理解をし

てございます。哺育・育成で300頭、繁殖で両

センターを合せまして400頭の受け入れ規模が

整備されたわけでございますが、その実態はど

のようになっているのか、まずお聞きします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この増頭も含めながら

冒頭にありましたとおり、国のさまざまな制度、

それから、それぞれの道県でもいろいろ試して

いるんじゃないかというような部分での御質問

でありました。 

 これは、やはり私どもも十分そういったもの

についてはアンテナを高くしながら、動向をき

ちっと見なければなりません。ただ、遠野、さ

まざまな地域づくりの後では、遠野スタイルと

いう部分で、遠野の主体性なり独自性をもっと

もっと打ちだそうと、国がどうした県がどうし

たというような気合でやろうという形で、この

地域づくりに取り組んでいるわけでありますけ

ども、やはりこのような産業政策などは、やは

り国のあるいは県のそういった政策と、ある意

味ではそういった整合性をとっていかなければ

ならない。そして、そことうまく連動しながら、

市としても何ができるかということをそのあた

りを見出していくという部分が、極めて大事じ

ゃないのかなというふうに思っております。 
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 国がどうした県がどうしたといって、例えば

市が独自でって頑張っても、やっぱり先立つ予

算なり、あるいは事業なりが組めないというこ

とになるわけでありますから、そういった点で

は、やはり国・県の動向をよく見極めながらと

いう部分は、やっぱり基本としてあるんではな

いのかなということの認識を持っているという

ことを申し上げたいと思っております。 

 さて、もう一つキャトルセンターの中におけ

る、立ち上げたんだけどもという中における状

況についてという一つの状況でありました。御

案内のとおり平成23年から整備を開始した公共

牧場再編整備事業は、総事業費約13億円ほどを

かけて、今年度事業の本格的なというよりも最

終年を迎えたということは御案内のとおりであ

ります。 

 これまで、平成25年度までに大野平キャトル

センターが、そして、この26年度には石羽根の

キャトルセンターの整備が完了しているという

ことであります。今年度は荒川牧野やそれから

及びこの大野平牧野の粗飼料の基盤整備も進め

ているということで、昨年４月から大野平キャ

トルセンの供用が開始されておりまして、現時

点で繁殖牛58頭、それから育成部分の哺育・育

成が37頭、昨年実績では、繁殖牛が延べ１万9,

415頭が利用しているという状況にあります。 

 こういった石羽根さらには石羽根キャトルセ

ンターンについては、10月から越冬牧場として

供用開始を予定しておりますので、それに向け

てさまざまな生産農家の方々に対する周知、そ

ういったような粗飼料の確保に努めているとい

う状況であります。 

 現在、供用されている大野平キャトルセン

ターの利用率は、成牛でもって60％、子牛で3

0％となっておりますので、この28年度までに

当初計画、稼働率80％を目指し、取り組んでい

るということでありますので、さまざまこうい

った課題はありますけれども、一つはこの整備

期間中におきまして東日本大震災、それに関連

する放射性汚染物質汚染に係る除染対策などが

発生しまして、この建設工事及び牧場経営等の

計画に大きな影響が出ました。 

 しかし、本年度から寺沢牧場におきまして放

牧が再開され、28年度には利用が制限されてい

た公共牧場全て稼働できる見通しにもなってき

ておりますので、キャトルセンターの完成、そ

れから牧草地の復旧によりまして、市畜産振興

上の重要な拠点施設がようやくといえばあれで

ございますけども、本格稼働できる状況になっ

たということでございますので、目標設定の数

字に近づくように、さらなる環境整備に、意を

用いた対策を講じてまいりたいというように思

っておるところであります。 

○議長（新田勝見君）  11番菊池充君。 

   〔11番菊池充君登壇〕 

○11番（菊池充君）  今の利用実態について答

弁をいただきました。哺育・育成で37頭、成牛

で58頭ということで、95頭という数字であると

いうことでございます。 

 私もお盆過ぎに施設を見させていただきまし

た。すばらしい施設であります。本当にすばら

しいなと、ただ、冬は行ったことがございませ

んので、ちょっと想像はできませんけれども、

すばらしい施設だなという感じはして見てまい

りました。ただ、その中で哺育が90頭牛房に10

頭しか入っていないという状況であります。 

 最も最新の技術を駆使した機械を導入をして、

そしていわゆるコンピューター管理で乳を飲む

というシステムなわけでございますけれども、

利用率が１割前後であるという状況になってご

ざいます。さらに、育成牛舎は210頭なわけで

ございますけれども、これについても30頭も入

っていない状況だというふうに私は理解してま

いりました。あわせて哺育・育成で37頭ですか

ら、実態はそのとおりだろうというふうに思う

わけでございます。 

 さらには、繁殖58頭といいますけれども、そ

の中には公社所有牛の育成もそうなんですけど

も、公社所有牛の割合がかなり高いのではない

かと、本当の農家の育成はどの程度の実態にな

っているのか、もしおわかりであれば、御答弁

願います。 
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○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  今、公社所有牛という

中における実態はどうなっているかということ

でございましたので、手元に具体的な数字を私

は持ち合わせておりませんので、これについて

は担当部長のほうからお答えを申し上げさせて

いただきます。 

○議長（新田勝見君）  農林畜産部長。 

   〔農林畜産部長兼六次産業推進担当部長 

    大里政純君登壇〕 

○農林畜産部長兼六次産業推進担当部長（大里

政純君）  お答えいたします。 

 私のほうでも、繁殖牛の合計頭数は持ち合わ

せておりますが、公社所有牛との区分について

の頭数は持ち合わせておりませんでしたので、

委員会等の中でしたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  11番菊池充君。 

   〔11番菊池充君登壇〕 

○11番（菊池充君）  26年度の決算書が私たち

に渡されました。この中で、公社所有牛は56頭

利用実施したという実績でございます、これは

26年度ですが。全体として４割５分ぐらいが公

社の牛であるということでありまして、農家自

体の利用が半分強しかないんだという。それで

も、全体の中でも３割も占めない実態にあるん

だということをどのように、いわゆる私は今ま

でもお話をして来ているわけでございますけれ

ども、この事業は公社牧場を主管牧場と補完牧

場に再編整備するんだということで、その調査

事業を受けまして23年度からスタートしたとい

うふうに認識をしておりますけれども。 

 いわゆる私はキャトルセンターそのものの整

備については賛成をして、そして進めてまいっ

た一人でございますけれども、ただ、それを行

うには整備に当たっては、生産者や組織団体等

と十分な協議を行いながら整備場所、整備規模、

利用料金、管理体制等について意見や要望を参

考にしながら実施すべきだというお話を再三申

し上げてきているわけでございますけれども、

農家の方々にしますと、なかなかそういう部分

が伝わっていないというふうに私は受けとめて

ございます。 

 ですから、これだけの利用率が低いというと

ころではないかもしれませんけれども、これを

保護していかないと、なかなか基礎も乏しい、

生産子牛が少なくなる中で大変なことになるん

だなって思うんですが、もし、それなりの考え

があれば、お聞かせ願います。 

○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）  この公社のただいまの

御質問の中で、農家の半分が十分、いうなれば

農家というよりも、これは今の御質問の中にお

いては、十分使われていない、利用率が低いと

いう中における質問でございます。この部分は、

やはり御指摘の部分はあろうかというように思

っております。 

 したがって先ほどの質問の中でもお答えして

いますけども、いろんな形できめ細かく増頭と

いう部分の中において、利用率をどのように上

げていくかという部分が、これは地道なあるい

は愚直なという言葉が適するかどうかわかりま

せんけども、そのような取り組みがやっぱり一

番大事。 

 もっと、もう一つインセンティブと申します

か、どのような預託料も含めてもっともっと経

済的な負担というようなところも考えなければ

ならないのかなという部分は、これからの一つ

の推移を見ながら、やっぱり先ほどの５万円の

支給問題の見直しということもあったわけであ

りますけども、常に状況を見ながら、そのたび

にスピードとタイミングを間違わないような、

一つの対応策といったものが必要ではないのか

なというようにも思っているところであります

から、今、直ちにというよりも、まずもって本

格的な稼働ということになっているわけであり

ますから、その中において一つひとつきめ細か

く、繰り返しの言葉になりますけども、決め手

なという部分は、特効薬という部分はなかなか

ないであろうと。 

 となれば、その一つの負担軽減という部分は、
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体力的にもあれば経済的な部分でもあるわけで

すから、それをどのように一つの対応とすれば

必要なのかということを見きわめるという作業

も大事だというように思っておりますから、ぜ

ひ現場の声といったようなものを、きちんと私

どもにも届けていただければということをお願

い申し上げたいというように思っております。 

○議長（新田勝見君）  11番菊池充君。 

   〔11番菊池充君登壇〕 

○11番（菊池充君）  スタートした部分で、粗

飼料の確保が充分できないとか、さまざまな要

因があれば受け入れ頭数の制限もしなければな

らないということになるわけでございますけれ

ども、もう寺沢もすばらしい乾草も取ってござ

いますし、十分なる粗飼料の生産ができている

ということは、受け入れ態勢に何ら問題はない

わけでありますので、やはりその辺については、

もっともっと農家との話し合いが必要だろうと。 

 まあ、利用料金の設定、これは県内にはキャ

トルセンターが遠野市内にも４つございますけ

れども、大野以外は遠野市の利用料金は低いで、

私は決して高くないと思ってございます。まし

て、この価格高でございますので、農家への利

用料金の負担が、うんと大きくなるということ

は余り考える必要はないんだろうと思うので、

どこに利用しない原因があるのか、それは徹底

した現場での話し合いをする必要があるのでは

ないかと、このように思うわけでございます。 

 もう１点、関連してお聞きしますけども、い

わゆる石羽根の越冬施設でございます。これも

すばらしい施設が誕生しました。300頭規模で

ございます。ちょっと調べてみたところ、公社

の実績を見てみました。いわゆる22年度から５

年間に１度も300頭を超えた実績がないわけで

すよね。震災の前年はどんどん、どんどん減っ

てきて、震災の前年には54頭の利用実態しかな

いわけであります。 

 いわゆる震災前の実績として54頭、震災後の

利用となれば、これはいろいろな原因がありま

すので、利用が下がるということはあるんでし

ょうけれども、震災前で54頭の実績しかなかっ

たと、どんどん、どんどん落ちてきたと。その

中で300頭の規模を整備しなければならなかっ

たというのは、どこにどのような増頭計画が戻

って計画がされたのか、いわゆるこの期間中に

見直しの必要ではなかったのかなと思うのです

けども、終わったものに対してどうこうは言い

ませんが、いわゆるこれからの300頭牛舎をい

かに活用していくのかということについて、私

は、大野平のキャトルを利用するだけでも目い

っぱいで、こちらのほうに回る牛はないのでは

ないかという感じも危惧しているわけですけど

も、そのことについてお聞きします。 

○議長（新田勝見君）  市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいまの御質問の中

で、この受け入れ態勢の中における問題点とし

て、利用が非常に利用率が上がっていないと、

あるいは利用料金にも市の料金、決して高くは

ないけども、どこにミスマッチがあるんではな

いかという中における、それから、またこの石

羽根につきましては、キーワードとすれば震災

前と震災後という中における一つの環境整備の

問題であったという、そのような捉え方でよろ

しいかというように思っておりますけども。 

 この部分におきましては、見込みという部分

についてどうだったのかということを考えなけ

ればならないかというようなことで、特に、震

災前と震災後と、特に、震災後ということにな

れば、あれだけの良質な粗飼料としての、遠野

とすれば典型的な良質な食糧というよりも生産

として、「夏山冬里方式」という中におきまし

て豊富な粗飼料、牧草をという部分の中におけ

る取り決めを進めてきたと。それが福島第一原

発の問題の中で、放牧はしちゃならない、食べ

させちゃならないというような中における大変

大きな影響を、その中で除染作業もしなければ

ならない。 

 しかし、この除染作業もプラス思考でものを

考えようという中で、いうところの土壌改良と

いう切り口の中で位置づければ、もっともっと

いい、さらに良質な粗飼料としての牧草を得る
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ことができるのではないのかなというような、

プラス思考で考えようという中における取り組

みをしてきたと、はっきり言えば試行錯誤して

きたということになろうかというように思って

おります。 

 したがって、震災前と震災後の中におけるキ

ャトルセンターを含めての環境整備について、

それぞれ持った計画あるいは料金、そういった

ようなものについても、先ほどの答弁で申し上

げましたとおり、今は本格的な稼働に向かって

進んでいるわけでありますから、その中におけ

る生産者の皆様の本当のニーズといったような

もの、要望といったものはどこにあるのか、経

済的な負担の部分であれば利用料といった問題

をどのように考えていったらいいだろうかと。 

 それから、またさまざまな預託を受ける場合

における一つのマンパワーの対応も含めながら、

どのような環境整備をしていったらいいかなと

いうことについては、課題をいろいろ掘り起し

しながら考えていく中で、やっぱりこの見込み

数字が本当に妥当なものであったのか、あるい

はさらに加速させなければならないものは何な

のか、あるいは見直しをしなければならないの

は何なのか。 

 特に今、タフ・ビジョンの第２次タフ・ビジ

ョンの中間報告の中における最終報告を、この

11月までにという中におきまして、耕畜連携の

取り組みを大きな柱にしようという中で位置づ

けておりますから、そういった中で関係者の皆

様との意見を十分踏まえながら、ひとつ再構築

するのは再構築する、見直しするのは見直しを

する、充実させるのは充実をさせるというよう

な一つの対応を進め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、御了承賜

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）  11番、菊池充君。 

   〔11番菊池充君登壇〕 

○11番（菊池充君）  私の質問の内容が充分に

伝わらなかったような感じで、市長から答弁が

ありましたけども、やはり震災前にそうした事

業をした、そして震災前の直前までの利用実態

がこうであったと。そうした中で、震災後事業

がスタートしたと、で５年、今年度で終わるわ

けでございますけれども、そうした場合の想定

基盤はさることながら、施設の見直しというの

は、私は必要であったのではないのかなという

ような感じをして申し上げたところでございま

す。これから、施設の利用拡大を期待するとい

うことにして、３点目に入ります。 

 いわゆる後継者、新規就農者の育成確保対策

についてでございます。前段の議論から今後整

備された公共牧場はキャトルセンターの活用が

重要と思われます。これからの飼育とともに飼

養農家、飼養頭数が減少している中にあって、

後継者の新規就農の育成確保や、新たな新規就

農の育成が求められてございます。 

 経営として成り立つには、やっぱり一定規模

の経営が必要であるということになるわけでご

ざいますけれども、そのためには野菜、園芸、

花とかそういうものについても初期投資がかか

るわけでございますが、畜産の場合となれば、

やはり最低でも生活をしていくとなれば、最低

でも20頭規模くらいなるのがなという感じがし

ますのですが、そうなりますと施設整備、牛舎、

堆把舎、管理用機械飼料基盤の確保等に多額の

費用がかかるというのが実態でございます。 

 ただ、後継者が十分に確保できないという状

況の中で、ほとんどなわけでございますので、

やはりそうなりますと新規就農者対策というも

のは、私はこれは畜産に限らず全てのものに言

えるわけでございますけども、ただ、膨大な初

期投資というものを見た場合に、なかなか話は

できても実現するのは大変厳しい部分があるの

かなというふうに思いますけれども、やはりそ

の部分についての対策についてのその辺を、お

聞きしたいと思います。 

○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）  この新規就農という、

あるいはこれはこの後継者問題も含めて極めて

大事な取り組みの一つではないかなというよう

に承知もいたしております。 
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 この新規就農者という中における「新規就農

者給付金制度」、それから「青年等就農資金」

これは無利子貸付金を含めて活用によりまして、

就農支援を行っているということは御案内のと

おりであります。そういった中で、この制度に

よりまして、この15経営体が就農しておるとい

う中で、そのうちの７経営体が肉用牛の繁殖農

家ということになっているという数字が、数字

として押さえております。14のうち７経営体が。 

 それから、この肉用牛繁殖農家の新規就農の

現場では、素牛価格高騰、就農開始からおおむ

ね３年間、所得無収入という期間があるという、

これはどうしてもやむを得ませんですね、そう

いった中においてこのような中におきます無収

入という、どうしてもその一定の期間があるわ

けでありますから、こういうことになっている。

この期間への支援策が一つ大事なわけでありま

す。 

 この支援策といたしまして、新規就農者を対

象とした家畜導入助成及び公共牧場及びキャト

ルセンターの利用料の助成など、経営面での支

援も講じていかなければならないのかな。新規

就農の制度があるからじゃなくして、やっぱり

どうしても一つの生産をするという部分におい

てはスパンがありますね。そういった部分は無

収入だということになるわけでありますから、

そういったところをこういうところの谷間を埋

める、あるいは隙間を埋めるというようなきめ

細かい助成策なども講じていかなければ、新規

就農にしろ、後継者にしろ、やっぱり育たない

ということになるんじゃないかなというように

も思っております。 

 そういった中における、そのほかにもさまざ

まな就農支援アドバイザーの配置によりまして、

いうところの相談、窓口の充実、あるいは公社

による研修事業の実施なり、あるいは組合、青

年部における活動支援など、こういったような

ものもさまざま意欲、あるいは仲間、そして悩

みを語り合うという部分の中におけるソフト支

援も、きめ細かく行うということも、これも一

方においては大事じゃないのかなと。 

 したがって、ハード、ソフト等を組み合わせ

しながら、こういったやる気のある、意欲のあ

る方々を支援していくかということについては、

これも繰り返しになりますけども、きめ細かい

フォローが一つの基本じゃないかなというよう

に思っておるところでございますので、御理解

をいただければというように思っております。 

○議長（新田勝見君）  11番菊池充君。 

   〔11番菊池充君登壇〕 

○11番（菊池充君）  今、整備された施設の関

係の支援策についてもお話されました。震災以

降、公共牧場をはじめ除染工事が進んできてご

ざいまして、広大な草資源がよみがえってござ

います。２つのキャトルセンター等は公共施設

として整備した部分につきましては、私は本州

でも最大規模の施設ではないのかなというふう

に見ているわけでございます。ぜひ、「牛飼い

するなら遠野」というようなキャッチフレーズ

も含めまして、基盤は確立されたわけでござい

ますから、子牛価格の中で、やはり加速的に取

り組みを強化していただきたいというふうに思

います。 

 先ほどから議論をしております。午前中話を

しますけども、子牛価格は天井知らずでござい

ます。ことしに入ってから平均価格が60万円を

超えるという、平均で。８月の市場では雌で、

はじめて61万4,000円、去勢で71万7,000円とい

う、これは子牛頭数の出荷頭数が少なかったと

いう部分もあるかというふうに思われますが、

しかし、それにしても高すぎるという感じは否

めませんけども、そういう心配もないわけでは

ないんですが下落するということも。 

 ただ、今の価格の変動はどうなのかという部

分につきましては、当面、入札になったとして

も大幅な下落にはならないだろうと、素牛その

ものが不足していると、市長が言ったとおり肥

育業者はある程度の頭数を確保してやっていか

なければならないということもありますので、

大幅な下落にはならないという見方が強いよう

であります。 

 過去の下落の大きな要因というのは、３つほ
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どあったわけですけれども平成３年のバブルの

崩壊であります。これ、どんどん、どんどん下

がってきたという部分があったわけでございま

す。で、持ち直して、今度は平成11年の宮崎の

口蹄疫の発生でございます。ただ、このときは

一旦下がったんですが、いわゆる口蹄疫で処分

されたものですから、国の全体の頭数が少なく

なったということで、価格回復は早かったとい

うふうに見てございます。それから19年の米国

のバブル崩壊等リーマン・ショックで、これで

も痛い目に合ってございます。 

 ただ、そうした大きな要因が、今見当たらな

いという状況と繁殖素牛が少ない、子牛市場へ

の出荷が少ないという状況でございますので、

それほど過去のように30万、25万という形には

ならないだろうというのが、大方の見方でござ

いますし、若干下がったにしてもこの価格の推

移は、相場は2020年東京オリンピックまでは続

くんだろうというような見方をされる方も多い

わけでございます。 

 そうした中では、産地確立に向けた取り組み

を加速する重要な時期でもあるというふうに、

私は思っているところでございます。生産者へ

の先ほどもお話がありましたが、ハードも含め

ソフト面の両面を強力な支援を期待を申し上げ

まして、私の一般質問を終わらせていただきま

す。 

○議長（新田勝見君）  これにて、一般質問を

終了いたします。 

────────────────── 

   休会の議決   

○議長（新田勝見君）  お諮りいたします。９

月９日から16日までの８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、９月９日から16日までの８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３時09分 散会   

 


