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────────────────── 

   午前10時00分 開議   

○議長（河野好宣君）  おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

────────────────── 

   諸般の報告 

○議長（河野好宣君）  日程に入るに先立ち、

諸般の報告をいたします。 

 市長から議案第46号平成22年度遠野市下水道

事業特別会計補正予算（第１号）にかかる正誤

表の送付がありましたので、お手元に配付して

おきましたから御了承願います。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

────────────────── 

   日程第１ 一般質問   

○議長（河野好宣君）  これより本日の議事日
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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。８番菊池邦夫君。 

   〔８番菊池邦夫君登壇〕 

○８番（菊池邦夫君）  おはようございます。

新和会の菊池邦夫です。 

 ことしの春先は低温が続き、農家の方々を初

め大変心配でありました。生活者第一を掲げて

の安定対策として、子ども手当がスタートしま

した。 

 米軍普天間飛行場の移転問題、宮崎県の家畜

伝染病の口蹄疫問題など、いろいろ大変であり

ます。 

 通告に従いまして、３点について質問いたし

ます。 

 １つは、合併による新市の現時点における評

価について、２つ目は、第三セクター等の見直

しについて、３点目は、2016年に開催される岩

手国体についてであります。 

 まず、１点目の新市の現時点における評価に

ついてでありますが、新しい遠野市は歴史や文

化、地理的に一体性を有し、広域行政の共同運

営など密接に連携関係を築いてきました。 

 旧遠野市と旧宮守村は、さらに地域の特性を

生かしたまちづくりを進めるため、平成17年10

月１日に合併し、スタートしました。５年目を

迎えております。 

 少子高齢化への対応、人口減少時代の到来に

よって、広域的なまちづくりの取り組みなど、

行財政基板の強化や行政サービスの維持拡大と

いうことをねらいとされています。まちの活気

は、住民の活力であると言われます。住民が、

仕事に、暮らしに目を輝かしている地域には活

気がある。 

 ところで、合併によって顔の見えない関係に

なると、行政には住民の目の輝きも見えないし、

住民は意見や知恵を反映しにくくなる。だから、

住民と行政の顔の見える関係が大事であります。 

 中心部だけがよくなって周辺部が寂れた、役

場が遠くなって不便になった、住民の声が届き

にくくなったなど否定的な評価もあり、世論の

合併への評価が分かれていることは事実であり

ます。 

 合併は、地域の将来を見据えて行われたもの

であり、その効果は一朝一夕にあらわれるもの

ではありませんが、合併効果は長期的に見ない

とわからない、総合的な効果は10年程度の期間

が必要だという意見も耳にしますが、しかし、

それはどうかと思うのです。 

 行政は、一日も休まず続いているし、毎日毎

日新しい地域社会の課題も生まれます。５年も

過ぎたら、その後の変化が合併による影響なの

かどうか判別しにくくなるからであります。 

 そこで、合併検証を踏まえて合併の記録を残

すことを望むものであります。合併の経緯や結

果に関する資料や文書を大事にしながら、合併

誌の刊行する体制を備えることであります。 

 歴史から学ぶことも重要な要素の一つですが、

そのためにも現代の記録を歴史として記録し、

検証作業を進めるべきと思うがいかがでしょう

か。市長の考えをお尋ねいたします。 

 次に、第三セクター等の見直しについてお伺

いいたします。 

 遠野市三セク存廃の仕分けは、どのような状

況にあるかであります。地域経営という流れの

中で、活性化を図ろうと努力をされ、それなり

に成果、効果を上げられてきましたが、大きな

経済社会情勢も変化してきたという中で、これ

までもさまざまな見直し作業に努力してこられ

ましたが、なかなか思うとおりにいかない現状

でもあります。 

 これまで、一次評価として第三セクター各団

体の自己評価と、二次評価として市の評価をま

とめ、進化まちづくり検討委員会に諮問、その

結果を市民に公開しながら存続、見直し、廃止

の方針を決めるということで作業が進められて

いると理解しています。 

 行政とのかかわりを持つ機関団体も含め、見

直し再編を進めているわけだが、市が出資して

いる法人等は現在どのような方向性になってい

るのかをお聞きいたします。 

 セクターは、地域活性化や地域振興事業を推
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進するために立ち上げた組織でありますが、新

しい時代に対応できる健全な経営体制の確立が

基本でありますが、ただただ赤字だから黒字だ

からではなく、遠野としての地域資源、こだわ

りの中における知名度等を評価して、設立の趣

旨、目的達成度を検証しながら、総合的な総合

力を発揮できるような組み立てを期待するもの

であります。 

 事業そのものの意義、採算性、事業手法の選

択等についてで、可能な限り広範に、そして客

観的な検討を行い、最終的な費用対効果をもと

に判断されるだろうが、市長の見解をお尋ねい

たします。 

 次に、2016年、平成28年に開催される岩手国

体について質問いたします。 

 ２度目の岩手国体は2016年に開催され、遠野

市は少年サッカー競技の会場と決まっています。

６年後は遠い先ではないのです。 

 県体育協会は、基本構想の素案を練る県準備

委員会をスタートさせたようであります。これ

からは、大会運営、選手強化などの具体的な内

容を検討されていくことでしょう。ついては、

施設の整備についてお伺いいたします。 

 第25回国民体育大会は、1970年、昭和45年に

岩手国体として開催され、遠野市はサッカー競

技会場であったわけであります。40年前とは様

変わりしておりますが、当時は学校の校庭も大

会グラウンドに活用された記憶がありますが、

聞くところによると芝張りグラウンドも条件の

１つとなっているようですが、プランはどのよ

うになっているのでしょうか。 

 また、運動公園が主会場になると思われます

が、隣接に今着手されました消防庁舎整備とあ

わせ、三陸沿岸地域と周辺市町村の後方支援活

動拠点施設として、多目的利用施設の整備計画

があります。 

 平常時は、文化活動等の交流やレクリエーシ

ョン、スポーツなどの健康づくりに活用し、市

内の災害時においては、地域防災計画に位置づ

けられる収容利用施設として使用される。 

 そして、最も切迫しているのが政府の地震調

査研究推進本部の調査による、ことし１月１日

を評価基準とした公表によると、宮城県沖地震

の発生確率は10年以内に70％程度、20年以内に

は90％程度以上、30年以内には99％となってお

り、その災害時には支援部隊の指揮本部などと

して使用できる施設ですが、この際、いつ起こ

り得る災害対応もさることながら、国体にも利

用できるように早期プランを持つべきと思うが

いかがでしょうか。 

 また、選手、役員等の受け入れ態勢について

でありますが、おおよそどのぐらいの人員が予

想されるのでしょうか。40年前の岩手国体の際

は、遠野の当時の宿泊は収容能力が最大300人、

約1,000人の選手が民泊に頼らざるを得ない状

況で、約120世帯の家庭が選手を受け入れ、ま

ち全体で大会を盛り上げたことを思い出されま

す。 

 私の知っている人で、そのとき民泊協力をさ

れた方で、広島県高校選抜チームをお世話した

そうだが、今でも交流を続けられ、家族以上の

愛情を注いでもらったことや、遠野は第２のふ

るさとで、遠野ほど人情味あふれたところはな

いなど人情国体を忘れられず、当時選手だった

方から結婚披露宴にも案内をいただいたりで、

きずなも深く大変うれしい話を聞いたことがあ

ります。 

 遠野市での宿泊可能数は、民宿も含めおおよ

そ800人ぐらいと理解していますが、今から対

応策を検討し、市民の協力を得ながら成功させ

たいと願うのだが、市長の考えていることをお

伺いいたし、一般質問といたします。 

○議長（河野好宣君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  菊池邦夫議員の一般質

問にお答えいたします。 

 大きく分けて３点でありまして、合併による

新市の現時点における評価という中で、合併の

記録誌、そういうのをきちんと残しながら検証

していく必要あるんじゃないかというような形

でのお尋ねでありました。 

 それからまた、第三セクター、今進化まちづ
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くり検証委員会を立ち上げながら、身の丈の中

における第三セクターのあり方、そしてまた、

それに伴うさまざまな委員会、協議会のそのあ

り方などもいろいろ検証していかなきゃならな

いていうことで、今見直し等を進めております。

その具体的な今の現状、あるいは方向性につい

てお尋ねをしたいということでありました。 

 それから、2016年、平成28年になるわけであ

りますけども、この２順目の岩手国体に当たっ

ての少年サッカー大会における会場地、受入態

勢の状況等についてのお尋ねであったわけであ

ります。 

 まず、この合併による新市の現時点における

評価の中にございまして、それぞれ平成17年10

月１日に合併しスタートし、５年目を迎えたと

いうことであります。この合併の問題は、平成

の大合併というのは明治の大合併、それから50

年後の平成の大合併、そしてまた50年、半世紀

を経て平成の大合併ということで、さまざまこ

れをいろいろ検証もされているわけであります。 

 その中にございまして、この3,232あった全

国の市町村がもう1,700台に再編されたという

中にございまして、全国の各地で、この検証が

行われ、まさに合併がよかったのか悪かったの

かという、よいとか悪いとかという議論の中は

果たしていかがなものかというように思うわけ

でございますけど、評価がいろいろ、それぞれ

取りざたされておるという部分にあるわけでご

ざいます。 

 国においても、この平成の大合併はもう一段

落したと、これ以上合併は推進しないというよ

うな、ひとつの方向性も示し、新たな概念とし

て地域主権といったような中における基礎自治

体のありようについて、きちんとした一つの体

制をというような方向にもなってるわけであり

ます。 

 その中で、今菊池邦夫議員の中にもありまし

たとおり、中心部だけで周辺部がいわゆる寂れ

てしまったんではないかといったような一つの

現状であるとか、あるいは役場が遠くなってし

まってるんじゃないかとか、さらには住民の声

が届きにくくなった、そのような否定的な評価

もあるんだと。これは、その評価が合併の評価

が分かれてることは事実だというような、その

ような質問の中であったわけであります。 

 その中にございまして、私も合併を進めてき

た当事者の１人であるわけでありますけども、

この部分が果たして一概に遠野市と、旧遠野市

と旧宮守村１市１村の合併にあっては、この一

般的な合併を評価する、合併を検証する場合に

おいては必ずこの言葉が出てきますけども、果

たしてそれが１市１村のこの遠野市の合併にあ

っては、それがそのまま当てはまるというよう

な認識は、私は必ずしもそのような形での認識

は持っていないということであります。 

 ちなみに、昨日宮守町民運動会に参加してま

いりました。1,200人参加しております。そし

て、それぞれ上鱒沢、それから下鱒沢、そして

迷岡、下郷、それから鹿込、上宮守、塚沢、達

曽部、それぞれの各地域のきずながきちっとな

り、それぞれのチームが編成されておりまして、

本当に最後まで、閉会式はちょっと時間の関係

で閉会式には出席できなかったんですけども、

競技は最後まで見てまいりました。 

 みんな笑顔で、本当に好天気の中、懸命なそ

の地域のきずなを大切にしながら、宮守町の元

気を発信していこうじゃないかという姿勢が、

本当に各地域の応援団の席にも、あるいは選手

の皆さんにも、そのはつらつとした意気込みと

いうものは感じとることができたわけでありま

す。 

 中には、その中にあっても岩根橋地区が、ど

うしてもチームは編成できないということで、

参加できなかったということも一つの現実とし

てありました。 

 そういったような一つの地域の中にあって、

でも私は1,200人近い、あるいは多分その他の

関係者も入れると私は1,500人ぐらいになって

るんじゃないかなというように受けとめたわけ

でありますけども、それぐらい盛り上がったも

のとして、何とか宮守町の元気といったものを

発信していこうという姿があのグラウンドいっ
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ぱいに繰り広げられておったわけであります。 

 したがいまして、ああいった現実をきちんと

とらえながら、じゃ何が課題なのか、どうすれ

ばいいのかということをやはり考えながら、文

字どおりプラス思考で物を考えていくというの

がやっぱり合併の議論には必ず私はなきゃだめ

じゃないのかと、マイナス評価の中で、だから

だめだ、合併しなれけばよかったんだと議論し

ておったんでは、この人口減少社会の中にあっ

ては、はっきり申し上げますと何も得るものが

ないと。 

 じゃないんだと、やっぱり与えられた今の環

境の中で、どのように頑張っていけば活力を見

出していくのかという部分を住民一人ひとりが、

またそこを行政がきちんときめ細かくフォロー

する中で、そのようなものが私は見えてくるん

ではないのかなというように思っているところ

でございまして、そのような意味にございまし

てただいま菊池邦夫議員から御提案でありまし

た、合併の記録誌をきちんと残しながら、プラ

ス評価マイナス評価、何がよくなって何がだめ

になったかということもきちんと客観的に記録

として残す必要があるんじゃないかということ

は、私はこの提案はやっぱり大事なことだとい

うように受けとめているところであります。 

 もちろん、ただ単にその元気出せ元気出せだ

けの号令だけでは、その合併の効果というのは

出ないわけであります。現実はやはり厳しいも

のがあるというものは、きのうも岩根橋地域で

はチームが出せなかったというの、これも一つ

の現実なわけでありますから、やはりそのよう

なこともきちんと現実は現実で踏まえながら、

やっぱり合併の効果というものをその中に見出

すような努力を私はしてかなきゃならない、ま

た私の立場としてもそれをきちんときめ細かく

やってかなきゃならない立場じゃないのかなと

思っております。 

 それぞれの地域のテントを回って歩きました。

いろいろ、お年寄りの方も含め、ござを敷きな

がら懸命に応援しておりました。綱引きが始ま

りましたらば、旗を持っておじいさんがその自

分の地域に懸命に旗振って応援しておる姿など

は、ほほえましいというよりも本当に感動その

ものであったわけであります。運動会であった

わけであります。 

 したがって、そのような一つの中から、合併

効果というものを一つ一つ見出しながら、一つ

の地域づくりといったものを行っていくことが

極めて大事じゃないのかなということを思って

いるところでございますので、そういった点に

つきましてのそのような記録も残しながら、一

方においては統計的にどのようになってるのか、

そういうようなこともきちっと踏まえながら、

一つの合併記録誌というよりもこの部分の記録

といったものを大事にしていきたいというよう

に思っておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 なお、この記録に当たりましては、毎月それ

ぞれの統計、あるいはさまざまな広報誌、とお

の広報も含めまして、いろんな印刷媒体、ある

いは遠野テレビの電波媒体、映像媒体といろい

ろあるわけでございますから、そのようなもの

の中でこの合併の５年の歩み、あるいは次の10

年の歩みといったものをきちんとその中で客観

的に検証しながら、次のまちづくりにその部分

を生かしていくというようなことを対応したい

というように思っております。 

 当然でありますけども、総合計画は27年度ま

での10カ年計画としてもってありますから、前

期５カ年計画の実施計画が今年度が最終年度で

ありますので、23年度を初年度としての27年度

までの後期実施計画、５カ年計画が始まるわけ

でございますので、その５カ年計画の中にも実

施計画、そして健在財政５カ年計画、これから

９月までにまとめなきゃならない、改正過疎法

に基づく過疎振興計画といったものとリンクし

ながら、宮守町のその合併といったもの、また

遠野地域における遠野町にあっても、町場と在

っていうものがあるわけでございますから、そ

の辺のネットワークをどう構築するかといった

ことを、きちんとそのような計画の整合性の中

から打ち立ててまいりたいというように思って
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おります。 

 それから、第三セクターの見直しということ

で御質問をいただきました。 

 これは、この御質問にありましたとおり、今、

進化まちづくり検証委員会というの立ち上げて、

いろいろ進めております。これは、菊池邦夫議

員と全く認識が一致してるわけでございますけ

ども、拙速に廃止だ、あるいは統合だというこ

とじゃなくして、やっぱり身の丈の中でどのよ

うな組織としてあったらいいのかと、いろいろ

な第三セクターもありますしいろんな組織、委

員会、協議会も立ち上げております。 

 これは、言葉としては慎重な言い回しをしな

きゃならない部分あるわけでございますけども、

いろんな組織があり団体があっても、顔ぶれが

常に同じような顔ぶれだという現実もあるわけ

であります。 

 次の遠野市を支えていく、あるいは遠野市の

これからの次を担っていくような新たな人材も

その中で育ていかなきゃない。育てて育成する

というのは、そういう団体とかあるいは委員会

に入って、それぞれの方が姿勢の中身を、ある

いはいろんな団体の活動を通じながらさまざま

そこに調整していくというようなそういうよう

な世代もどんどんどんどんそういう団体に、は

っきり言えば引っ張り込んでですね、その中で

人材として育ててもらうと、育てていくという

ことも私は必要じゃないかなと思っておりまし

て、進化まちづくり検証委員の山田委員長には、

単なるこの現状だけでもって廃止とか見直しと

いう結論じゃなくして、将来遠野にとってのど

のような形で進化させる組織としてあったらい

いのかということをひとつ慎重に検討してもら

いたいというような形でお願いをしてあります。 

 そのような形でございまして、この存続、見

直し、廃止というひとつの単純に結論を出すん

じゃなくして、そのプロセスを大事にしながら

ひとつの一定の方向性をその中で見出していく

というような中にありまして、この部分におき

ましてこの進化まちづくり検証委員会も６月23

日にはもう６回目の委員会に予定となっており

まして、第三セクターの検証もこの６月23日で

一応一巡するというところまでこぎつけました。 

 しかし、この文字通り各委員のほうからは極

めて建設的な意見も出ておりますし、しがらみ

がないという部分においては、私もはっとする

ようなこのような意見もいただいております。 

 それは、すべて遠野テレビでライブでもって

全部公開をしておりますし、会場もすべてオー

プンにしておりますから、多くの皆さんに見て

いただくというような体制もとりましたし、そ

の会議録もホームページで公表するような形を

とっておりますから、その市民の皆さんのいろ

んな意見もその中に盛り込んでいきたいなあと

いうように、反映させていきたいなあというよ

うに思っておりますけども、回を重ねるごとに

傍聴の方も実は少なくなってきております。非

常に残念に思っております。 

 ですから、事務局のほうにはもっともっと

ピーアールしながら、といってもやっぱり働い

てるという部分にあっては昼間、その時間を割

いてそこに来るという部分はなかなかこれも大

変ではないのかなと思っておりますから、だけ

どもやはりそういった部分においての多くの市

民の皆さんの関心も持っていただきながら、こ

の第三セクターのありよう、あるいは委員会、

協議会のありよう、そして最終的には市の行政

のありようといったものにも一定の方向性を見

出すというような中におけるこの進化まちづく

り検証委員会の一つの機能を担っていただこう

というように思っております。 

 ただ、この中にございまして検証委員のほう

からも出ましたけども、現状はどうですかとい

うような御質問であったわけでございますけど、

出ましたけども、畜産振興公社特に馬の里事業

につきましては、議員各位も御案内のとおりさ

まざま、いろいろもがき苦しみながらこの経営

をどのように健全化を図るかということで進め

ております。 

 しかし、やはりこの競走馬の預託頭数が安定

的に確保できないという部分も現実にありまし

て、この部分での資金繰りといったものも極め
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て緊迫した状況にあるというのも事実でありま

す。 

 私も、畜産振興公社の理事長という立場の中

で、今月はどれぐらいの預託馬が確保されたの

かということを常に数字を持ってるんですけど

も、70頭、80頭70頭という部分が、もう夏状況

になると60頭台にもなるというような現状であ

りますから、安定的な競走馬としての預託頭数

が確保できないという一つの現実もあるわけで

ありますから、そういったことも踏まえて進化

まちづくり検証委員会のほうからは、この間も

現地も見ていただきました。 

 そして、その中におきまして６月中を一つの

めどに、この馬の里については一定のあるべき

姿、どのような形でこの組織を持っていくのが

一番ベターなのか、ベストということはないわ

けでございますからベターなのか、馬文化、馬

事振興という部分の遠野のこだわりをこの馬の

里にどのように、言うなれば発揮してもらうよ

うな環境として何をどうすればいいのかにつき

ましては、最終的な報告書にまでだと一定の時

間はかかるので、ひとつ分離いたしまして中間

報告としてこの６月中には一定の方向性のもの

を、報告書を進化まちづくり検証委員会のほう

からいただくという形で今調整を行っていると

ころでもあります。 

 これまでの検証の経過から、当市の将来ビジ

ョン、馬事文化、馬文化、馬事振興、馬文化と

いうものの中における馬の里の位置づけといっ

たもの、その中から意見としてちょうだいした

いというように思っております。 

 いずれ、この馬の里に限らず他の団体、法人

につきましても、いずれは公益法人のいろんな

見直しといったものも法律によって、言うなれ

ば期間が決められてるわけでございますから、

そういったことも含め順次早目の報告をちょう

だいするという中における一つの作業を進化ま

ちづくり検証委員会の皆様にもお願いをしたい

というように思っているところであります。 

 いずれも、８人の委員の皆様でありますけど

も、大変忙しい方でありますけども、ほぼ全員

が毎回遠野に駆けつけて、本当に熱心な議論を

していただいておりますから、私は必ずや一つ

の遠野における一つの第三セクターの今後のあ

りようにつきまして、縮小、あるいは再編、さ

らにはその中にはあるいは廃止というのもある

かもしれませんけども、そういうような方向性

は見出してもらえるんじゃないかなと思ってお

りますから、その結果、経過等につきましては、

議員各位にも情報を提示申し上げながら、さま

ざま御教授、御指導をまたいただかなければな

らないし、また議論もしていかなきゃならない

かというように思っておりますので、よろしく

お願いを申し上げたいというように思っており

ます。 

 また、先ほどの、合併のときにも人づくりと

いう部分の中におけるものもあったわけであり

ますけども、この多く、これの今でも少子高齢

化となると2025年問題という一つの大きな、団

塊の世代が後期高齢者世代に入っていくと、後

期高齢者という言葉も今使わなくなったわけで

ございますけども、それなってる。まさに高齢

化社会になってる。 

 2030年ということになると、遠野市の人口も

もう２万5,000台にもう入るではないかという

ことも、ある程度シミュレーションもされてる

わけであります。そういった中にあって、遠野

市のこれからのあるべき姿はどうなると。今20

歳だけども、20年後には40歳になると。30歳だ

けども20年後にはもう50歳になるという中にあ

って、20代30代の方々にもやはり遠野市のこれ

からのこの時代を、どのような形での誇るべき

まちづくりを進めるのかという部分において、

特にも若い方々のそのような意見、あるいはさ

まざまな市政課題に対する認識を深めてもらう。 

 それを、この検証委員会の議論の中からひと

つ若い方々の意見もそこに反映するということ

で、その進化まちづくり検証委員会の組織とい

たしまして、遠野スタイル青年会議、通称2030

会議といったのを立ち上げました。 

 2030、20代30代、そして2030年を見据えた20

代30代の皆さんの意見もいろいろ聞いていこう
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じゃないかという中で、この11日にそのような

組織も立ち上げるということにいたしまして、

今準備も進めているところであります。 

 そのような若い方々の、20代30代の皆様も、

みずからの問題として遠野の地域づくりに参画

するんだと。そして、その中でいろんなことに

挑戦していくんだというようなそのような環境

もつくってまいりたいというように思っている

ところでもあります。 

 見直しをすればいい、あるいは再編をすれば

いいじゃなくして、その中から我々は何を得て、

それを次の世代にどうつないでいくのかという

ことも私は大事なことじゃないかなと思ってお

りまして、第三セクターの見直しはそういう視

点にも立って議論しておるということもひとつ

御理解いただければというように思っておりま

す。 

 それから、この2016年、平成28年岩手国体、

これカウントダウンが始まっております。ただ

いまの御質問にありましたとおり、その準備も

してかなきゃならないわけであります。 

 政権交代ということで、一時は心配いたしま

したけども、釜石秋田線の釜石自動車道、東

和・宮守間、順調に工事が進んでおりまして、

平成24年度中には宮守の沢田橋までは間違いな

く供用開始になるということがこれも確定いた

しております。 

 そしてまた、議員各位も現場を見てて多分気

がついてるというように思っておりますけども、

宮守の鱒沢から遠野の愛宕までも、これは今般

の公共事業の18％、約２割カットの影響を受け

まして、予算配分は大きく落ち込んだわけであ

りますけども、難工事がない箇所であると。二

日町の二郷山付近がちょっとトンネルの部分が

あるだけで、トンネルといった難工事がないと

いうことで、この愛宕橋までについては前倒し

で工事できんじゃないかというようなお話も国

交省のほうからいただいておりますし、またぜ

ひそのようにしてもらいたいとなれば、この20

16年、平成28年には愛宕橋から遠野インター、

そして遠野バイパスといったようなひとつのこ

の釜石自動車道もある程度見えてくるというよ

うに思っておるわけであります。 

 何とかそれに合わせたいというように思って

おりまして、施設整備っていうのはそのような

インフラ、道路整備も大きな影響というか大事

なことなわけでございますから、そのようなも

のともあわせながら、特にもこの少年サッカー

が遠野市が主会場として決まってるということ

になれば、御質問にありましたとおり国体の開

催条件として、最低４面のグラウンド、芝グラ

ウンドが必要だということになってるわけでご

ざいますから、あと１面グラウンド整備をしな

きゃならないと。 

 ことしの３月に、市民の皆様から人工芝をつ

くる会という形でこの基金も寄せられておりま

す。したがいまして、必要とされる１面のグラ

ウンドは、できればというよりもこれは将来見

据えれば人工芝で整備するという方向性でいい

んじゃないかなというように私は思っておりま

して、このグラウンド整備は国体開催年の２年

前の平成26年度までには整備する必要があると

いうことになりますので、既存の天然芝グラウ

ンドのほか、この芝の張りかえなど等の改修と

あわせながら、この人工芝グラウンドにつきま

しても後期実施計画の中に位置づけた中で、26

年度までには人工芝も整備する方向で受け入れ

態勢を整えていきたいというように思っており

ます。 

 財源の問題がいろいろあるわけでございます

から、幾分でも有利な財源をその中から引き出

すということも一つ大事なことだというように

思ってますし、県も岩手国体という中にあれば、

財政難ではあるものの何らかの形で私ども市町

村にも少しは支援をしてくれるんじゃないのか

なということも期待してるわけでございますの

で、そのようなことを連携取りながら対応して

まいりたいと思ってます。 

 また２つ目は、後方支援拠点施設のかかわり

ということでありました。 

 これは、御質問の中にも後方支援拠点整備と

いうことで、先般のチリ大地震の際においても、
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遠野市における後方支援中継基地構想が自衛隊

関係者、あるいは警察関係者、さまざまな関係

者に広く理解をされたと。 

 これは、遠野市だけが取り組んだじゃなくし

て、沿岸市町村と協議会をつくって４年がかり

で、三陸沿岸に大津波が襲来した場合において

は沿岸地域の市町村はそれぞれ孤立し、また大

変だろうと。そこで、遠野市がその部分におけ

る中継基地構想を担うんですよというような、

４年間の提案活動行ってきたことがさまざま今

形として見え始めてきております。 

 国のほうにおいても、一定の理解をするよう

な方向性が見えてまいりました。県のほうにお

いては、消防における緊急初動班が、まずもっ

て三陸沿岸に津波警報が出た場合は指示がなく

とも遠野の運動公園にまず集結しろというよう

な形で、ことしの３月に方向性を出していただ

いております。 

 そして、先般の２月28日のチリ地震に伴う大

津波警報の際は、東北管区の警察の部隊が遠野

に集結いたしました。それから、東北電力がラ

イフラインの復旧ということで、これも遠野運

動公園に自発的に集結いたしました。 

 そして、岩手防災航空隊はドラム缶で20本ほ

どでございますけども、航空燃料、ジェット燃

料を遠野総合運動公園に運び込んだという中に

ございまして、大津波が襲来したときに備える

ことを、言うなればそれぞれの機関が遠野市の

運動公園に集結する中から体制を整えたと。 

 それもありますので、大津波警報が襲来にな

ったときに遠野市も警戒本部を立ち上げまして、

その受け入れに当たったという中で実質検証さ

れておりますので、この後方支援拠点整備とい

う部分における取り組みは、質問にありました

とおり平常時と災害時をどうするかという部分

あるわけでございますが、平常時は文字通り総

合運動公園としての一つの機能を担う。万が一、

三陸沿岸大津波のような大災害が発生した場合

においては、あそこそのものが後方支援中継基

地になると。消防署の部分も、間もなくあそこ

にも消防署が形が見えるわけでございますから、

そうしますと一つの機能がそこで果たせるのか

なと。 

 ただ、これは遠野の身の丈であっても大変な

ものがあるわけでございますから、国のほうで

ある社会資本整備総合交付金、あるいは防災広

域連携と、さらには国体に係る施設整備などに

係る一つでも有利な財源をその中で見出しなが

ら、そのような環境整備を図ってまいりたいと

いうように思っているところでございますので、

よろしくお願いいたします。 

 なお、この選手、役員等の受入態勢につきま

しては、昭和45年の例も引き合いに出されて質

問あったわけでございますけども、今いろいろ

市民センターのほうでこの受入態勢に当たって

のさまざまシミュレーションしながら数字を検

証しておりますので、担当の市民センター所長

のほうからそれについてはお答え申し上げます

ので、御了承いただきたいというように思って

おります。 

○議長（河野好宣君）  細越市民センター所長。 

   〔教育次長兼市民センター所長細越勉君

登壇〕 

○教育次長兼市民センター所長（細越勉君）  

命によりまして、選手、役員等の受入態勢につ

いての答弁をさせていただきます。 

 サッカー競技少年男子では、監督、選手を合

わせ約400人が来遠すると予想されます。本市

の宿泊収容人数は約800人ですが、監督、選手

のほか役員及び応援団も含めると、宿泊者は1,

000人を超えると予想されます。 

 したがいまして、基本的に監督、選手、役員

の受け入れは市内に確保しながら、収容人数を

超える来遠者への対応は近隣の宿泊施設等とも

連携を取りながら、多くの方を受け入れるよう

関係機関、団体と協議をしてまいりたい。 

 また、市民の協力をいただきながら、遠野な

らではのもてなしの気持ちで迎えるよう、今後

検討してまいりたいと考えております。 

○議長（河野好宣君）  10分間休憩します。 

   午前10時42分 休憩   

────────────────── 
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   午前10時53分 開議   

○議長（河野好宣君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 次に進みます。９番、菊池民彌君。 

   〔９番菊池民彌君登壇〕 

○９番（菊池民彌君）  正心会の菊池民彌であ

ります。通告に従いまして、私は市長に対しま

して、大項目３点について質問してまいりたい

と思います。 

 まず、第１点目、今宮崎県で広がっている家

畜伝染病の口蹄疫対策について伺います。 

 急激的に被害が拡大したこの口蹄疫について

は、宮崎県当局を初め多くの被害を受けている

畜産農家の皆様方に対しまして、衷心よりお見

舞いを申し上げる次第であります。 

 一日も早く、この伝染病の撲滅対策に励まれ

被害の阻止に努められて、畜産農家に対しまし

て早く元気を取り戻させていただけるように、

国、県の早急な対策を講じ、安心して生活を営

める方向を見出していただくことを心より切に

願うものであります。 

 この伝染病は、牛や豚など偶蹄類が感染する

ウイルス性の急性伝染病と言われているもので

ありまして、国内で確認されたのは2000年以来

10年ぶりと言われておりますが、その当時とは

比較にならない大惨事となり、ただただ驚愕の

念でいっぱいであります。 

 この爆発的な伝染拡大の理由といたしまして

は、３点ほど上げられているようでありまして、

１つには、埋却地の確保に手間を取り、殺処分

がおくれた豚から感染が広がったということ、

２つには、農場等に出入りした人や車両の消毒

が不徹底だったということ、３つには、宮崎県

が発生確認の３週間前に口蹄疫を見逃していた

などが考えられるということであります。 

 本県も、畜産振興に力点をおいて推進を図っ

ているところでありますが、その中でもとりわ

け遠野市も畜産を大きな柱として取り組んでい

るところでありまして、この大惨事をただただ

対岸の火事のようにとらえて楽観的な気持ちで

いるとしたなら、後ほど大きなツケとなってく

ることを想定しなければならないと思います。 

 この事態を重く受けとめ、市として感染防止

対策に万全を期すべきものと思うのであります。 

 宮崎県の場合、口蹄疫の最初の陽性が確認さ

れてから、１カ月余りで殺処分対象の牛や豚は

約30万頭とも言われており、過去最悪の惨事と

言っても過言ではない出来事であります。 

 畜産県宮崎は、隔離されていた宮崎畜産の宝、

エース種牛も殺処分となったということであり

ます。東国原宮崎県知事は、去る５月18日非常

事態宣言を発令し、感染拡大防止と早期撲滅に

取り組む姿勢を示してるところでありますが、

いまだ楽観できる状態ではなく、特にも経営体

力の弱い畜産農家は壊滅的打撃を受けているも

のと存じます。 

 そこで、まず第１点目の質問は、この口蹄疫

という家畜伝染病に対し、本市の牛や豚を飼育

する700弱の畜産農家に対する遠野市の危機管

理体制は万全なものとなっているものかをお伺

いいたします。 

 さきの新型インフルエンザは、メキシコで発

生し、未知のウイルスにより感染が世界じゅう

に短期間のうちに、しかも爆発的に大流行とな

り、水際対策が必要と判断し、国外からの感染

者の流入防止等に力を注ぎましたが、これを防

ぐことができませんでした。 

 結果的には、本市の場合にあっても感染を阻

止することができず、結果的に市内の小中学校

にあっては学級閉鎖や臨時休校などの対応に追

われたところでありましたが、幸いに大事に至

るような状況にならなかったことが不幸中の幸

いでもあると思っております。今回の口蹄疫対

策に当たりましても、畜産農家が苦しむことが

ないような対策を希望するものであります。危

機管理意識を持って対応することを願うもので

あります。 

 また宮崎県から本市にあっても、子牛の導入

がされているものではないかと思っております

が、導入の状況と、この口蹄疫との関係につい

ては、心配することがないものかどうか、その

状況をお伺いいたします。 
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 次に、消毒薬について質問いたします。 

 本県では、口蹄疫防止対策といたしまして、

県内畜産農家に対して、消毒薬を配布すること

とし、既に実施されているように伺っておりま

すが、本市においても配布することとして、今

回の議会に補正予算として100万円が計上され

ているところでありますが、畜産農家には県と

市から重複しての配布となるものと理解してよ

ろしいかお伺いいたします。 

 なお、この配布の際、県や葛巻町では炭酸ナ

トリウムを、本市の場合は消石灰を配布すると

のことのようでありますが、せっかくでありま

すので、県市とも消毒として薬効のあるものを

当然配布するものでしょうが、県と市との配布

する２種類の消毒薬は薬効上どのような効果の

あるものなのか、お伺いいたします。 

 次に、ワクチンの投与についてお伺いいたし

ます。 

 宮崎県の場合、感染し、殺処分する前にワク

チン投与がなされているように受けとめたとこ

ろでありますが、本来ワクチン投与は、感染予

防としての投与と素人は理解するところであり

ますが、本市の場合、感染を早目に阻止する対

策といたしまして、このワクチンの投与を実施

しようとしているものかについて、お伺いいた

します。 

 次に、大項目２点目、都市計画の促進につい

て質問いたします。 

 遠野市は、昭和、平成と２度の合併を経験し

たところであります。この間において、都市計

画事業に積極的に取り組み、旧遠野町を中心と

した区画整理事業や街路事業に取り組んでまい

ったことは御案内のとおりであります。特にも

中心部の整備されている街路にありましては、

すべてが２車線となり、車の往来の便がよくな

っているところであり、また下一日市地区、稲

荷下地区は区画整理事業によって町並み形成を

図ってまいったところであります。最近では、

稲荷下第２地区が区画整理の真っただ中で事業

の促進中であり、特にも予算の前倒しなどによ

って進捗率の向上に努めていることとしており、

地区民にも事業促進について一定の理解を得て

いるものと推察しております。 

 さて、平成の合併に伴って作成されました遠

野市総合計画前期基本計画を見るとき、都市計

画事業という表現を自分は見つけることができ

ませんでした。しかし、現実に事業の推進がな

されていることでありますが、こうした事業の

推進は何を基本に進めているのかを疑問とする

ところであります。 

 そこで、平成８年３月に作成されました遠野

都市計画マスタープランは、平成の合併以前の

作成とはいえ、このプランは現在も歴然として

生きたプランではないかと思っておりますが、

そのように理解をしてよろしいかお伺いいたし

ます。 

 次に、この都市計画マスタープランは、当時

住民の意向を反映しつつ、まちづくりの将来像

や土地利用を明らかにしたものであり、その区

域は3,420ヘクタールと定められ、道路や公園

等の都市施設整備の計画が伴うことから長期目

標を掲げたもので、平成27年を目標年次と定め

ているものであります。下一日市地区と稲荷下

地区は、住環境の整備を実施したところであり

ますし、一方、道路基盤整備については、まだ

まだ課題が山積していると思っているところで

あります。市として、生活道路は、生活に身近

な道づくり事業として先行されて進められてい

る状況と理解しておりますが、都市計画事業と

しての街路整備事業も重要なものと位置づけら

れておるものであり、これを促進すべきものと

思います。 

 遠野病院を中心とした松崎・白岩地区は、国

道283号バイパスを起点として、北側地区と南

側地区には住宅の建築が進められている傾向に

あるということは当局も同じ認識でいることと

思います。特にも南側地区にあっては、スプ

ロール化の現象が進んでいると思っております。

住宅が建ってからの後追いの道路整備は多大の

経費が要することになることは、当然当局も経

験上からして十分認識していることでありまし

ょう。 
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 よって、地域民が嘆いている市道消防署北線

は、普段でも狭隘な道路でありますが、冬季間

になると雪道となり、側溝にはまっても不思議

ではない状態となる危険な市道に早変わりする

ところであります。この市道は、都市計画事業

による街路整備とかかわる補助幹線道路、下早

瀬踊鹿線とほぼ重複している線となっているこ

とから、今のうちに本路線を街路事業の整備路

線として取り上げ、促進を図るべきと思います

が、市長としてどのように取り組むか、その考

えをお伺いいたします。 

 もしも都市計画街路事業で取り組む考えがな

いとするならば、過去に市道新張羽根通線の拡

幅整備を図ったように、地権者の協力をいただ

き、拡幅整備も一つの方法と思いますが、取り

組む意思があるのかどうかお伺いいたします。 

 つけ加えますが、近い将来、消防署が新張地

区から移転することになりますことから、市道

消防署北線は路線名の変更も余儀なくされるも

のと思われます。 

 次に、都市計画事業の見直しについてお伺い

します。 

 市長はさきの議会において、都市計画の見直

しを検討しなければならない旨を発言している

ところであります。その理由として、今まで社

会経済情勢などにより、工事着手がなされてい

ないために、見直しをすると受けとめたところ

であります。しかし、これから改めて計画を樹

立するということになりますと、市の手法とい

たしましては、まず検討委員会などの設置を図

り、答申を受け、計画案を定め、県や国に上げ

てとなりますと、またかなりの時間と経費と、

そして事業年数を要することになるのではと思

います。よって、それよりは現在の計画を強力

に県や国に訴え、事業の促進を図るべきと思い

ますが、どうしても見直しにかかろうと考えて

いるものか質問いたします。 

 次に、大項目３点目の遠野テレビの加入金に

ついて質問いたします。 

 テレビ放送は2011年４月24日までにアナログ

放送が終了し、地上デジタル放送に移行するこ

とになりました。このことにより、遠野市内に

デジタル放送にかかわる中継局は物見山にのみ

設置されることになり、この遠野中継局から電

波を受信できない地域は難視地域となります。

この難視地域の遠野テレビ未加入世帯は約885

世帯と予想されております。内訳といたしまし

て、遠野中継局の電波の受信できない新たな難

視地域は、附馬牛地区約50世帯、遠野中央地区

が約250世帯の計約300世帯、デジタル中継局が

整備されない難視地域は、達曽部中継局約94世

帯、宮守中継局約270世帯、小友中継局約109世

帯、そして綾織中継局が112世帯で、計約585世

帯となる状況とのことであります。 

 市では、これらの地域に対して、遠野テレビ

による地上デジタル難視解消対策を進めること

とし、その対策として、遠野テレビ加入による

難視解消を図り、加入金について加入しやすい

環境整備を図り、平成22年４月１日から９月30

日までの６カ月間を推進期間と定め、この間に

新たに遠野テレビ加入世帯に対しまして、通常

の加入金６万3,000円に対して5,000円の加入金

とするとしております。 

 この裏には、国やＮＨＫ及び民間放送関係の

支援策も受けてとのことであり、難視解消を図

り、市民ひとしくその恩恵を受けることについ

ては市の施策に対して理解もし、評価もするも

のであります。 

 しかしながら一方で、今までも、あるいはこ

れからも当然にして支障を来さないその他の地

域というところの世帯にあっても、このたびの

デジタル難視解消対策にかかわって遠野テレビ

加入推進に当たり、加入金5,000円に減額する

方針に対して、市民から余りにも今までの加入

した世帯との加入金に格差があり過ぎるとの不

公平感、不平等感をあらわにしているところで

あり、私も市民から強力に詰問されたところで

あります。このことについては、さきの議員全

員協議会の席上においても、私も公平性に欠け

る旨を申し述べた経緯もあったわけであります。 

 ついては、その他の地域に含まれる世帯で、

このたびの遠野テレビによる地上デジタル難視
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解消対策として、加入金を5,000円とすること

について、遠野テレビ開局以来、一般世帯にお

いて、最低でも２万1,000円の加入金が支払わ

れているところであり、これが一番低い額であ

ります。 

 よって、この地域の加入金については、最低

でも２万1,000円として加入促進をすべきと思

います。市長は、政治姿勢として公平・公正・

公開をモットーとして市民から負託を受けてい

る立場上、このたびの加入金について、不公

平・不平等ととなえる市民に納得が得られるそ

の対応が必要かと思われるところであり、その

ことを市長に訴えたいと思いますが、市長のお

考えをお伺いいたしまして、私の一般質問とい

たします。 

○議長（河野好宣君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  菊池民彌議員の一般質

問にお答えいたします。 

 口蹄疫対策、都市計画事業の促進、遠野テレ

ビの加入金についてということで、３つの項目

で御質問をいただきました。 

 口蹄疫対策、御質問にありましたとおり、非

常事態宣言も出すような形で、宮崎県の惨状は

本当に大変なものであるというように承知して

おります。この６月の12、13と遠野物語発刊10

0年祭ということでいろいろ準備もしておりま

して、友好都市を結んでおります宮崎県西米良

村の黒木村長さんも、村民の語り部の皆さんと

一緒に遠野を訪問したいということで大変楽し

みにしておったわけでありますけども、先般、

電話が鳴りまして、「多分テレビでいろいろ報

道されてるから知ってると思うけども、遠野市

も畜産を柱にしてるんだよな」という中で、

「100年祭に行くと宮崎県から来てるのかとい

う形で遠野市民に不安を与えかねないので、せ

っかくの御招待だけども自粛したい」という村

長さんのお話がありました。「改めて、村民と

語り部、いろいろ交流をしている村民と一緒に

機会を改めて持ってお邪魔するので、ひとつ今

回は」という話がありまして、その際も大変な

状況であると。町そのものが消えてしまうよう

な状況で、出るな、入るなと人の動きまで全部

制限を受けてるというような話をされておりま

して、電話越しでありましたけども、大変な状

況であるんだなということも改めて私も感じ取

ったところでありまして、ただいま御質問にあ

りましたこの問題につきましては、ただただ人

事ではないと、当市にとっても大きな危機管理

をもって対応しなきゃならないという部分を改

めて感じているところであります。 

 その中で危機管理という部分で、菊池民彌議

員のほうから危機管理に対する体制、それぞれ

４項目ちょうだいいたしました。この４項目の

うち、この宮崎県からの子牛の導入があったの

かということを質問がありました。 

 それから、県が配布する消毒薬と市が配布す

る消毒薬は、農家に対してきちんと整理されて

配布されているのかというようなこともありま

したので、これは直接現場で仕切っております

畜産担当部長のほうからこの状況については御

答弁を申し上げますので、御了承いただきたい

というように思っております。 

 まずこの危機管理に対する体制であります。

これは、これに限らず行政にあってはこの危機

管理というような意識を持ちながら対応すると

いうことは極めて基本であるわけであります。

そして、こういったことも踏まえまして、昨年

の11月25日でございますけども、遠野地域家畜

伝染病等防疫対策連絡協議会というのを立ち上

げております。 

 これは馬パラチフスがまさに風土病として発

生し、41頭もの愛馬が、まさにこれも殺処分さ

れたというような、大変大きな痛手と犠牲を伴

った形での我々も教訓を得たわけでございまし

て、これを淘汰したからというんじゃなくして

ということで、この県南家畜保健衛生所、県南

広域振興局、遠野普及サブセンター──農業

改良普及所の普及サブセンター、それから県南

家畜衛生推進協議会、県獣医師会遠野支会、Ｊ

Ａ花巻遠野統括支店、東南部農業共済組合、そ

して遠野市畜産振興公社、それぞれが構成メン
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バーとなりまして、そしてこの会長には農業活

性化本部畜産担当部長をその会長といたしまし

て、通常この連絡協議会の中でいろいろ議論し

ながら危機等の対応に当たっているということ

にいたしております。 

 この中で、実際に悪性の家畜伝染病が発生し

た場合はということで、対策本部を設置すると

いうことにちゃんと位置づけられておりまして、

万が一、そのような状態になった場合は、市長

を本部長に、副市長、農業活性化本部長、畜産

担当部長のもとに、それぞれ総務・広報班、防

疫班、健康管理・環境班、物資等支援班を配置

しながら、県南家畜保健衛生所の指導、あるい

は協働にともに対策に当たるというマニュアル

はきちんとつくっているところであります。 

 口蹄疫が実際に県内に発生した場合は、これ

はもう全県的な対応になるということは、これ

当然であります。県知事を中心に、各市町村の

役割分担のもと、この対策本部を中心に市内の

防疫体制に当たるということになっておりまし

て、この宮崎県で発生した口蹄疫の対応としま

しては、５月の13日に第１回目の連絡協議会を

開催いたしまして、それぞれ農家に対するチラ

シの配布やら、その内容について方針を決定し

ておりますし、22日からは実際にチラシの配布

を行い、予防対策の周知を図ったということで

もあります。 

 そして宮崎県知事が、非常事態宣言を宣言し

たことを受けまして、21日には２回目の連絡協

議会を開催いたしまして、さらなる意識啓発、

注意喚起といったものを行いながら、消石灰も

配布する方針もこの場で決定しております。 

 それから24日には県で開催した防疫会議、あ

るいは県南家畜保健衛生所主催のこの口蹄疫に

関する会議の場で、当市も担当者も出席いたし

まして、さまざま情報収集しながら対応に当た

ってるというような状況であります。 

 ただこれは口蹄疫に限らず、悪性の伝染病は

畜産農家にとどまらず、地域経済に冒頭申し上

げましたとおり、黒木村長の電話での言葉では

ないんですけども、大変な状況であるんだと。

市民生活そのものが脅かされているというよう

な状況にまでなるわけでございますから、余程

の危機管理意識を持ちながら、現実に則した対

策っていったものを、もちろん文字通りタイミ

ングを失しないで対応していかなきゃならない

かというように思っておりまして、終息宣言が

出るまでは、文字通り緊張感をもって対応して

いかなければならないかというように思ってい

るところであります。 

 それで、先ほど申しましたとおり、子牛の導

入の状況やら、あるいはこの薬の消毒薬の配布

状況につきましては、担当部長のほうからお答

えいたしますけども、予防のためのこの事前に

ワクチンを予防投与することについても、いろ

いろ質問の中で話がございました。 

 これは人の新型インフルエンザもそうでござ

いますけども、予防のため、あるいは罹患した

際の症状軽減のための事前にワクチンを接種し

ているということで、これは人のインフルエン

ザ等についてはＡ型、Ｂ型等幾つかの型がある

わけでございますけども、混合ワクチンという

のもあると。ただ口蹄疫のウイルスの型は非常

に数多くあり、対応するワクチンの接種もかな

り難しいというようにも、専門的ではあります

けども聞いておりまして、例えば、今度もワク

チン接種の中からもう殺処分するということに

なったわけでございますけども、ワクチンを接

種すると、牛、豚、すべて保菌牛となりまして、

いわゆる殺処分しかないということになるわけ

でございます。 

 これはただいまの質問にありましたとおり、

世界中で恐れられている病気であると。非常に

ワクチンの接種によって、仮に蔓延を抑えたと

しても、なかなかそれがこの純粋な清浄国とい

うか、国際的にはワクチン清浄国──清浄国と

いうのはワクチン非接種清浄国から外れ、ほか

に蔓延したとしても、ワクチン接種清浄国とし

て別な区分として管理されるというような極め

て厳しい管理状態に置かれているようでござい

ますから、ワクチン接種にあっても、かなりの

英断のもとにああいう対応になったんだなとい
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うように思ってます。 

 とにかくすべて殺処分しなきゃならない、そ

れが最近の情報によりますと、その一定の効果

があらわれ、爆発的なまん延には一応治まって

きてるのかなというようなことも情報としては

聞いておりますから、非常にそれ一つとってみ

ても大きな何と申しますか、伝染病であるんだ

なということでございます。 

 今回の場合も発症からして淘汰するまでの時

間を稼ぐための手段として、やむを得ず接種し

ておると。これも国の方針としては淘汰によっ

て清浄国の区分を維持するという国の方針とし

てやむを得ないものではなかったのかなという

ように承知しております。 

 このワクチンの接種が、根本的な問題の解決

にはならないということもあるようでございま

すから、日ごろから畜産農家のみずからの防疫

意識の向上と、この衛生管理が、非常に大事で

はないかということも改めて私ども感じとりな

がら、遠野の畜産といったものも守っていかな

きゃならないし、またそのような危機管理のも

とにその体制整備も敷かなきゃならないかとい

うように思っているところでございますので、

幸い当市には家畜診療所も整備されておりまし

て、獣医師集団も他の地域よりはある程度マン

パワーとしては確保しているわけでございます

から、そういった面においては、ある程度のも

のとしては対応が可能な環境にあるわけでござ

いますけれども、余程の緊張感を持っての対応

が必要だというように思っておりますので、よ

ろしくお願いいたしまして答弁とさせていただ

きます。 

 失礼いたしました。大変失礼いたしました。

もう一つ、まだありました。あと２つありまし

た。大変緊張感が欠けておりまして大変申しわ

けございませんです。 

 次に、都市計画事業の促進についてでありま

す。遠野都市計画マスタープラン街路事業、そ

れからその見直しということで、これは菊池邦

夫議員からも前にも御質問いただきまして、こ

の場でも答弁を申し上げておりますし、また予

算と委員会の中におきましても、この問題につ

いては議論されているということでございます

から、ただ今も菊池民彌議員のこのマスタープ

ランの位置づけ、あるいは街路事業のその進め

方、整備手法、それから見直しという部分につ

きましても、ある面においては繰り返しの答弁

になろうかというように思っておりますけども、

質問の中にございましたとおり、遠野都市計画

マスタープランは、平成４年の都市計画法の改

正に基づき、平成８年３月に策定されておると。

これは質問の中にもありました。 

 そしてこのマスタープランは、遠野都市計画

区域、これは面積、これも3,420ヘクタールと

いうことで対象に基本的な方針を定めておると

いうことで、そしてこれの実施に当たっては、

この基本的な方針に基づく具体的な計画を立て

て行われるという、そういう流れになっている

わけであります。これはもう御質問にあったと

おりであります。ただ御質問にありましたとお

り、この旧宮守村は都市計画区域は定めていな

かったということでありましたので、合併に伴

いまして、旧遠野市のマスタープランを現在も

継承しておるというような、そのような位置づ

けになろうかというように思っております。 

 そして、この遠野の当市の都市計画道路、こ

れはこの旧遠野町時代の昭和26年に決定された

ものが骨格となっておるということも、またこ

れは重要なことではないかなと思っております。

あくまでも骨格となっているということで。都

市計画とは、そのような非常に時代の大きな流

れの中で進めていくという部分がありまして、

この都市計画法そのもののこの社会経済情勢が、

今この21世紀の時代に入って急激にあれしてる

ときに、この都市計画そのもののあり様につい

てもいろいろ見直しなりさまざまな位置づけな

どについて、国のほうでも大きく議論されてい

ることは、議員各位も御案内のとおりだと思っ

ております。 

 そしてこの骨格となっておるとはいうものの、

その後の社会状況と社会経済情勢等の変化に応

じて見直しを行ってきていることもこれも事実
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な、そのとおりなわけであります。これまた手

続上、当たり前のことであるわけでございます。 

 そして、この都市計画道路の路線形態は、当

初の決定当時のまま現在に至っておるというの

も、これもこれまでも答弁してきているとおり

であります。 

 そして、この社会経済状況の変化を踏まえて、

人口減少も、そしてまた合併といったようなこ

の半世紀に一度の仕組みの、言うなれば再編と

いうのもあったわけでありますから、そのよう

な社会経済状況の変化を踏まえ、言うところの

この都市計画、現都市計画のマスタープランそ

のものも、私は見直ししなければならない時期

に、言うなればもう来ているというように承知

しておりまして、総合計画の後期基本計画、こ

れは実施計画として今年度中に定めなきゃなり

ません。そのような中でありますので、この総

合計画後期基本計画の中で、マスタープランと

都市計画道路も見直しを行うということで、や

っぱり一応の社会経済情勢の中にマッチングし

たものとして、やはり多くの皆様の意見を聞き

ながら作業していかなきゃならないのかなとい

うような認識でおります。 

 それに伴いまして、２つ目として、街路事業

についてお話がありました。これは具体的に松

崎町白岩地区における土地利用の状況や、道路

の状況についてを御質問の中で承ったというよ

うに思っております。消防署北線、それから都

市計画街路の下早瀬踊鹿線といったような中に

おける街路事業の整備促進に取り組むべきこと

だという形でのお話であろうかという。これは

前にも菊池邦夫議員にもこの場で答弁申し上げ

ているわけでありますけども、住宅等が立て込

んである道路の拡幅事業は、これは用地費補償

費等が非常にかさみます。事業費が多額となる

という部分で、補助事業等による整備でなけれ

ば、これ事業に着手することは困難だと。これ

は言わずもがなでおわかり、御理解いただける

んじゃないかなというように思っております。 

 ただこのもう一つの悩みと申しますか、ジレ

ンマと申しますか、このような補助事業による

整備でなければ事業に着手することができない

と、困難だと、財源がとてもじゃないが生み出

せないという一つの現実があるわけであります。

であれば、この都市計画街路事業として、言う

ところの補助事業の採択受けれるかとなれば、

これもかなり面倒なんです。はっきり申し上げ

ますけど、かなり面倒なわけであります。 

 したがいまして、街路事業として整備すると

いうことにつきましては、その財源確保の問題

も含めて、社会経済情勢等も踏まえ、そしてこ

う長い年数の中からさまざまな状況変化もなっ

てきていることを踏まえれば、やはりこれはあ

る意味においては冷静な一つの対応を、ただ全

くやらないというんじゃなくして、そこを地域

住民の皆様の御理解をいただきながら、この道

路については、市全体の道路整備の中で、言う

ところの整備手法も考えながら、どうすればこ

の街路事業として位置づけたものと、今のよう

な極めて厳しい財源のやりくりをしながら、少

しでもその地域住民の皆様のその街路事業と位

置づけたと、都市計画街路事業でやったではな

いかといったものの中に少しでも近づくように、

そこには行ってないんだけど、そこに近づくよ

うなものとして何かいい手法がないだろうかと

いうことも、やはり考えなければならないのか

なというように認識いたしております。 

 都市計画法といったものは、そんなに見直す

べきじゃないんだということになってますけど

も、これは政権交代という流れも私はそれを加

速させてるんじゃないですけども、いつまでも

そういったものにこだわってるんじゃなくして、

やっぱり変えるものは変えてっていいんだとい

うような、そのような声もよく聞くわけでござ

いまして、国の国交省あたりでもそういう議論

はもうどんどん行っているという状況にありま

すから、そのようなことも踏まえながら、やは

り一つの現実的な対応の中で一定の御理解をい

ただくというようなことも、また必要ではない

のかなというように思っております。 

 そういった意味におきましては、この都市計

画道路の見直しにつきましては、計画されてい
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ながら長年にわたり着手されてないと。そのま

まになっているという路線が多いと。したがっ

て、県では、都市計画道路見直しマニュアルと

いうものを作成しているわけであります。 

 盛岡市などは戦前の都市計画がまだそのまま

生きてるというのもあるわけでありまして、

「えっ」というような状況なわけでございます

けども、それが一つの現実としてあると。だか

ら見直しのマニュアルも作成しながら、現実に

則したものとしてやっていくべきだと。そして、

都市計画道路というのは、国道、県道、市道が

一体の交通網として計画されたものであります

から、当市にも国道、県道の都市計画道路もあ

るわけであります。 

 したがいまして、この都市計画道路見直しマ

ニュアルに基づきまして、対象路線の検討にも

入っているところでありますので、多くの関係

者の皆様の意見を聞きながら、これは見直しを

しなければならないというようにも思っている

ところでございますので、ひとつ、いい一つの

対応策と申しますか、その辺につきましては、

よろしく、答弁でお願いをするというのも何で

ございますけども、そのような状況も踏まえて

の一つの対応についても御理解いただければと

いうことを申し上げておきたいというように思

っております。 

 それから遠野テレビの加入金の問題につきま

して、これは市長の政治姿勢の公平・公正・公

開のスタンスとはちょっと違うんじゃないかと。

不公平感があるんではないかと。そのような声

が寄せられているけどもというような形での御

質問であったというように受けとめたところで

ございます。 

 平成23年７月の地上アナログ放送の停波まで、

電波がとまるまで400日を切りました。あとき

ょうで言いますと412日ということであるわけ

であります。そうしますと、当市においても新

たに地上デジタル放送の難視、いわゆる見えな

くなる地域が885世帯が言うなれば遠野テレビ

に未加入ということで全くテレビが見えなくな

ると言うような事態が生じるわけであります。 

 こういった背景も踏まえまして、去る１月の

29日に臨時議会を招集をさせていただきまして、

地上デジタル放送難視対策として、遠野テレビ

への加入により対応を進める方針として、加入

しやすい環境を整備するということで一定の予

算を計上いたしまして、議決もいただいている

ところであるわけであります。 

 難視の地域にあっては、遠野テレビに加入す

る以外にテレビ視聴ができなくなるということ

であります。これは現実であります。新たに国

の補助制度、これは３万円、そしてＮＨＫの助

成制度、これは２万8,000円。これを有効に活

用しながら対策を講じようということで、加入

者負担の大幅な権限を図るという仕組みにいた

しまして、加入金を９月末までであれば、5,00

0円に減額しますよという中における仕組みと

させていただいたわけであります。 

 そしてこの部分につきましては、ＮＨＫがア

ンテナを設置するという部分とか、あるいは民

放との関係もありまして、私もＮＨＫのほうの

盛岡放送局に何度も足運びまして、また民放各

局の社長さん方にも直接お会いいたしまして、

遠野の事情等についてお話をしながら、ひとつ

の仕組みとしてつくり上げることが出たわけで

ありまして、ただいま申し上げましたとおり、

この既加入者との不公平感解消については、Ｎ

ＨＫの支援制度の開始基準日である平成20年11

月13日以降の新規加入者、これ約92名でありま

すけども、対象に差額５万8,000円の使用料を

免除する対応としたわけであります。 

 こういったようなものは、仕組みとしてこの

ような仕組みをつくり上げたことは、ＮＨＫと

一体的な取り組みを県内各民放各局も、今、民

放各局も大変厳しい経営状況をしてこられてい

るわけであります。その中にありましても、や

っぱりこの情報格差があってはならないんだと

いう部分で、一定の理解の中でこの仕組みがで

き上がりまして、民放局がこの中継局を設置し

ない地域、綾織、小友、宮守にあっては、これ

も一定の民放局もそれなりの負担軽減への助成

を行うというような理解をいただくことになっ
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たわけであります。これは本当にありがたいこ

とで、全国的にも例がない仕組みとして遠野市

の中に、そのような仕組みを、助成をいただい

たということであります。 

 そしてそのようなことの中から、これは私も、

これもあえて申し上げなきゃないわけでござい

ますけども、遠野テレビの加入金につきまして

は、引き込み工事等に要する費用の一部として、

加入者から６万3,000円を負担していただいて

いるわけでございますけども、条例に推進期間

の規定を設けまして、これまでも平成12年４月

から11月までは２万1,000円にしますよという

ような形で加入促進を図ったわけであります。 

 それから13年８月から12月までは、これは３

万1,500円にしますよということで、これも加

入促進を図ったということでありまして、平成

18年７月から19年６月まで、これは宮守エリア

に拡大をするというような一つの大きな目標を

持ちながら、この場合は２万1,000円に減額い

たしまして、このエリアの加入促進を図ったと

いうひとつの経緯があります。 

 今回の推進期間の加入金が5,000円であるこ

とにつきましては、菊池民彌議員から出ました

とおり、既にこのような制度でもって加入して

いた皆様から不公平はないのかというような声

は確かに寄せられておりますし、そういう声も

私も承知はいたしております。また担当のほう

でも加入促進で現場でいる担当者にもそのよう

な声が寄せられているということは、承知はし

ておるわけでありますけども、難視対策に係る、

ただいまちょっとくどく申し上げたわけでござ

いますけども、このような助成制度や、これま

でもひとつの一定期間を絞って、その期間であ

れば、ひとつのこの減免しながら、減免という

より減額しながら対応しますよという中での仕

組みでありますから、その点については私は一

定の理解はいただいてるんではないかなという

ように承知しております。 

 もう一つの要素といたしまして、非常に複雑

な地域条件もあるということもひとつ御承知を

いただきたいと思います。 

 アナログの中継局とデジタルの中継局の位置

が異なる難視地域、これは遠野中央、遠野の中

心部もその難視地域になるわけです。それから、

附馬牛地域。それから現在のアナログ中継局が

デジタル化されない難視地域、これは綾織、小

友、さらには宮守といったようなところがその

ような形でなります。 

 それから難視と予想される地域でも、条件に

よっては市外の中継局から受信できるというよ

うな、そのような世帯もあるということもある。

電波というのは非常に不思議なものでありまし

て、そのようなこれはデジタルの一つの特異性

なわけでございますけど、そのようなものがあ

りまして、非常に複雑にそのようなさまざまな

ケースが混在しておるというような、これまで

にないような状況としての位置づけとしての理

解をしていただければと思っております。 

 そしてこの難視の調査が進むに連れまして、

地形条件等により、すべての町に数カ所の新た

な難視地域も確認されております。未だもって

そのようなことも確認されておると。そしてこ

のような状況もありますから、難視なのか、よ

く見えないのか、よく見えるのか、その電波の

受信状況を地域別に明確にここからここまで、

ここからここまでという明確に判断できない、

そのような非常に混在しているという中にあり

ますので、これをやはりそういったことも踏ま

えた中で、推進期間中で加入金を5,000円にす

るんで、この市内全域をこの5,000円に統一す

ることによって、ただいまのようなさまざまな

複雑なこの混在しているのを少しでも一定の公

平感をそこに保とうということで、混乱を避け

た意味におきます加入促進の一つの方法として、

このような減免措置をとらせていただいたと。

その背景にはＮＨＫなり民放各局なり、総務省

の助成金なり、さまざまなものが組み合わさっ

て、この額でも市でも対応できるというような

判断に立ったということでございますので、そ

の点は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。 

 今盛んに、この地域スタッフが遠野テレビの
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ほうのスタッフとして戸別訪問による説明や加

入促進を実施しております。議員各位にもその

ような形での声があるいは届いているかという

ように思っておりますけども、おかげさまで６

月２日現在では、新たに遠野テレビに加入し、

この地上デジタルがアナログが停波になっても

地上デジタルで良質の画像を受信できるという

世帯が520件ほど新たに加入しておりますので、

目標の1,200世帯の中におきまして、半分、半

数近くは数字を確保できておりますので、さら

にこの加入促進に取り組みまして、情報格差の

ない、そのような遠野市全体のネットワークと

しての体制を構築していきたいというように思

っておりますので、少々くどくなりましたけど

も、そのような状況があるんだということを踏

まえての一つの5,000円であるんだということ

を御理解をいただき、不公平な中ではないとい

う中においても一定の御理解いただければとい

うことを申し上げて答弁とさせていただきます。 

○議長（河野好宣君）  櫻井農業活性化本部畜

産担当部長。 

   〔農業活性化本部畜産担当部長櫻井収君

登壇〕 

○農業活性化本部畜産担当部長（櫻井収君）  

命により、答弁をさせていただきます。 

 まず最初に、宮崎県からの子牛の導入確認に

ついてでございます。４月の20日に、県南家畜

保健衛生所のほうから口蹄疫発生の報告を受け

まして、４月の21日から23日にかけまして、遠

野市を含めた県内全域で、県、市、ＪＡ、獣医

師等で畜産農家等の聞き取り調査を行いました。

その結果、遠野市管内においては、大規模経営

体も含め感染例がないことを確認しました。ま

た県内全域におきましても、感染例がないこと

を確認しています。 

 御質問の宮崎県からの導入につきましても調

査をしておりまして、３月以降に導入された牛

は遠野市管内にはないことを確認しております。

なお、県内では405頭の導入実績がありました

が、これも各家畜保健衛生所でチェックをして

おり、感染している牛はないという報告を受け

ております。 

 次に、県が配布する消毒薬と市が配布する消

毒薬は、農家に対し、重複して配布されるのか

という御質問でございますが、防疫対策連絡協

議会の方針決定を受けまして、市では５月の26

日から市内689戸の畜産農家に対しまして、20

キログラム入りの消石灰３袋、10頭以上の農家

につきましては４袋の消石灰をＪＡが運搬作業

を受け持ち、畜産農家に配布をいたしました。

現在、配布作業は終了しておりまして、ＪＡも

そのうちの１袋分の経費を負担しております。

合計配布数量につきましては、2,205袋となっ

ております。 

 市内の対象家畜頭数はおよそ和牛が5,500頭、

乳牛が1,630頭、豚が2,820頭の、計9,950頭と

なっております。県からの25キログラム入りの

炭酸ソーダにつきましては、６月の10日以降、

各農家にＪＡを通しまして配布となる予定であ

ります。消石灰につきましては、薬というより

アルカリ性が強い成分ということで、まず一時

予防の対策となるというふうなものであります

し、逆に炭酸ソーダにつきましては、アルカリ

性の強い消毒薬ということで水に溶かして使用

するものであります。消石灰につきましては、

敷地内の出入り口、畜舎内の出入り口等に散布

しまして、待ちうけ消毒するというふうな内容

でございますし、炭酸ソーダにつきましては、

水に溶かして液状にした上で、畜舎入口等の踏

み込み槽等の容器に入れまして、作業靴等の消

毒を直接行うというものであります。この２つ

の薬を併用することで防疫の効果が増すものと

考えられております。 

 以上であります。 

○議長（河野好宣君）  午後１時まで休憩いた

します。 

   午前11時44分 休憩   

────────────────── 

   午後１時00分 開議   

○議長（河野好宣君）  休憩前に引き続き、会

議を再開いたします。 

 引き続き、一般質問を行います。17番石橋達
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八君。 

   〔17番石橋達八君登壇〕 

○17番（石橋達八君）  通告に従いまして、一

般質問を行います。 

 ことしは、我が遠野市の誇りでもあり、大き

な財産とも言える柳田國男の「遠野物語」発刊

100周年を記念して、多士済々の人物交流や事

業の取り組みが行われております。 

 特にも、市民のさまざまな取り組みは新たな

動きであります。遠野市政の歴史に大きな足跡

を残す１年になるものと思います。 

 さらなる波動を期待するとともに、当局の努

力に改めて敬意を表したいと、このように思い

ます。 

 その中で、「語り部」1000人プロジェクトの

事業にかかわり、お伺いをいたします。５つの

部門、「昔話」「食」「郷土芸能」「歴史」

「生業」は、遠野を語り、遠野を紹介するには

どれも外せないジャンルであります。この事業

は平成21年度から始まっているわけであります

が、それぞれの語り部が人に語るとともに、さ

らに自分たちの生活や文化に目を向け理解を深

めることは新たな魅力や誇りを発見し、未来の

発展の礎にもなろうかと思います。 

 現在、どのくらいの方々が「新たな語り部」

になられたのでしょうか。またこの事業は、後

世に語りつなげるべきであります。未来にどう

継承されるのでしょうか。 

 次に、語り部「遠野の自然」のジャンルにつ

いてであります。「語り部」1000人プロジェク

トの部門に遠野郷の景観や動植物の「自然」を

語る部門がないのは、なぜでしょうか。３月定

例会で、遠野の自然の豊かさを熱心に語るある

市民の様子を取り上げさせていただきました。 

 遠野には、例えば早池峰山を語ればだれにも

負けない。六角牛山を語れば何でも知っている。

石神山のことなら、沢の隅から隅まで知ってい

る。猿ヶ石川のことなら俺に任せろなどなど、

どこの地域にもそういう方がおられるはずであ

ります。そのほか、地元の昆虫や動植物の情

報・知識を持った人材も多くいるわけでありま

す。 

 事業の決定時に提案すべきであり、今ごろに

なってはなはだ申しわけございませんが、自然

を語る部門が組み込まれなかったのはどうして

だったのか。また、これからこうした新たな部

門の追加はされないのかもあわせてお聞きした

いと思います。 

 ２項目目の質問は、女性特有のがん予防ワク

チンについてであります。 

 昨年、平成21年度は乳がん及び子宮頸がんが、

がんの無料クーポン券配付による事業が実施さ

れました。このことにより、市町村の委託で集

団検診を行う財団法人日本対がん協会の各都道

府県支部の報告がされております。 

 検診を受けた人がふえたことが明らかになっ

ております。岩手県では、「クーポン対象の検

診が圧倒的に多かった」ことがわかりました。

全国的には初検診で早期にがんが発見され、命

が助かったとの体験もあります。 

 しかし、今年度、平成22年度予算では３分の

１に予算が減額されております。交付税のほう

に回されており、3.3％の自治体でやめたとこ

ろもあるようでありますが、そのほかの自治体

の対応は継続の方向を選択しております。遠野

市でも、６月、今回の補正予算で措置され継続

されますことに安心をいたしております。 

 私は、これまでも市政の推進に当たり、女性

の視点からも、男でありますが発言をさせてい

ただきました。 

 特にも、私が理想とするところは女性が元気

な社会であります。女性が元気で太陽のように

明るくあれば、皆元気になります。母親が病に

伏すようになれば、一家は大変であります。か

のナポレオン・ボナパルトも洞察しております。

「女性に最敬礼を」と。女性の存在と力、活躍

を見逃さなかったのであります。 

 そこで、子宮頸がん予防ワクチン接種の助成

についてでありますが、このワクチンは半年間

で３回の摂取が必要で、５万円前後の費用がか

かり高額になります。経済的理由で接種をしな

いようなことは避けなければなりません。県内
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では、野田村の全額補償、栃木県大田原市の小

学生６年生の女児を対象に集団接種が報道され

ました。「子宮頸がんは予防できるがん」と言

われております。遠野市としてどう対処される

のかをお伺いいたします。 

 続きまして、ヒブワクチンの接種であります。 

 細菌性髄膜炎は発症すると、知的障害や運動

障害、難聴などの後遺症が残り、約５％が亡く

なるとのことであります。幼い子どもの命と健

康、そして子どもを産み育てられる環境づくり

のためにも、ヒブワクチン接種と助成を求めた

いと思います。 

 ３項目目の質問は、市民相談の充実について

であります。 

 御承知のとおり、市民の多くは大なり小なり

さまざまな悩みや問題を抱えて生活をしており

ます。行政の役割は、それらを取り除くことと

言えるかもしれません。市民の悩みを取り除く

「セーフネット」の１つであります。相談体制

をいかに充実させていけるかが、市民の幸福度

にもつながります。病気、失業、借金、子育て、

そのほかＤＶ、不登校、引きこもり、高齢者の

孤独など、新たな課題も増加しております。 

 地域では、民生委員の皆様が日夜そうした問

題の相談にも尽力されておりますが、今日的に

は、こうした悩みを市民が抱えたとき身近で相

談できる市役所であるべきであり、さまざまな

相談に親身に真剣に、そして親切丁寧に相談で

きる体制が必要であります。ワンストップ的な

総合相談体制ができないものでしょうか。市役

所の関係施設はどこでも何でも相談できる窓口

であるべきであります。いかがでしょうか。 

 自殺予防対策について伺います。 

 近年、全国的に自殺者が増加傾向にあり、年

間亡くなられる方が交通事故を上回る状態のよ

うであります。このことは、個人の問題にとど

まらない社会の問題として位置づけられ、2007

年10月に自殺対策基本法が施行されました。 

 その要因は、先ほど述べました市民のさまざ

まな悩みが背景にあります。大学や民間など新

たな取り組みもされておりますが、遠野市とし

てどのような取り組みが考えられるのかをお聞

きしたいと思います。 

 ４項目目の質問は、エネルギー対策について

であります。 

 エネルギー問題は世界各国の課題であり、人

類が避けて通れない問題であることはだれもが

認識するところであります。 

 遠野エコタウン構想は、自分が勝手にこう言

っておりますが、将来的にはどこの自治体も行

き着くところであります。これまでも太陽光発

電、風力発電などクリーンエネルギーの積極的

導入、省エネ、二酸化炭素の地方でやれる排出

削減策などを求めてまいりました。 

 平成22年度当初予算では、木質バイオマス利

用施設の予算が確保され、自然との共生がまた

一歩前進することは期待しております。 

 エネルギーにつきましては、世界的にも化石

燃料の枯渇は時間の問題になっており、情報に

よりますと、発展途上国のクリーンエネルギー

への取り組みは目を見張るものがあります。今

では、日本はおくれをとっている実態であり、

国策政策の重要性を感じるところであります。 

 国内の各自治体の取り組みを見ますと、ばら

つきがありますが、遠野こそ力点を置くべき施

策と考えます。他自治体ではＬＥＤ（発光ダイ

オード）やナトリウム灯など活用した省エネ照

明器具の導入も進めております。ＬＥＤやナト

リウム灯につきましては、遠野市でも公共施設

等に段階的に切りかえを求めておきますが、エ

コのまちづくりには太陽光発電、風力発電はも

とより遠野の山間部に豊富にある小渓流を利用

した小型発電、家畜糞尿を発酵させメタンガス

を利用するバイオマス、市民の協力による環境

家計簿など将来のエコのまち構想の考えをお聞

きしたいと思います。 

 ５項目目の質問は、遠野市内の農産物直売所

の将来展望についてであります。 

 今年度予算に新たに直売所にかかわる調査費

が計上されました。組合員の皆様の検討を期待

しなければなりません。地元農産物の直接販売

が始まったのは、1990年代後半からでありまし
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た。現在、全国に約１万3,000箇所台になり、

１直売所当たり出荷農家戸数は70戸台、農協経

営になりますと平均200戸以上、多くの農家の

所得機会になっております。 

 その中でも都市近郊農家の実績は目覚しく、

全国各地に繁盛店が誕生しております。年間売

り上げ数十億円規模の産直も出現し、市場を通

さない販路が定着し地域の活性化にもなってお

ります。 

 しかしながら、遠野市内はもとより近隣の市

町村の中で、これから店舗の増加、飽和状態も

考えられ、産直同士の競争が避けられなくなる

と思われます。価格、鮮度、味はもとより、接

客態度や特徴など魅力のない産直は淘汰されて

しまいます。いわゆる顧客満足度を高めていか

なければなりません。 

 本来、農産物の直売所は地域の人に地元の農

産物を提供する地産地消も大きな目的でありま

す。その点では、地元の食材や郷土食が学べる

食育の拠点機能、グリーンツーリズムの交流機

能、「ファームマイレージ」運動のような農業

への理解の場などの機能、また、経営面では明

確な売り上げ目標と企画力、生産技術力と商品

研究、人材の育成力、ネット販売など今後の競

争時代に備えることが収益向上につながろうか

と思います。１つでもほかにない特徴を持つべ

きであると考えます。将来に向け、当市の産直

発展の対策をどう考えるのかをお伺いしたいと

思います。 

 次に、学校教育について教育長に伺います。 

 時代は一瞬もとどまることなく動いておりま

す。変化に対応できたか、できなかったかで成

否の分かれ目になることもよくある話でありま

す。特にも、教育は時代を的確にとらえ、子ど

もたちに提供していかなければならないのでは

ないかと、こう考えるものでございます。 

 １点目は、これからの学校施設整備について、

２点目は教科担任制について、３点目は確かな

学力、豊かな心、健やかな体、体力をどう育む

かということであります。 

 ４月の市政調査会で改修された遠野北小学校

の校舎と新築された体育館、新しいプールを拝

見させていただきました。省エネ仕様の窓、太

陽光発電のパネルが取りつけられ、校舎内で発

電量がデジタル表示されておりました。 

 学校長も改装になった校舎や体育館を大変喜

んでおりました。今後、市内の小中学校も順次、

改修や新築がされていくと思いますが、今、学

校施設の整備に当たって「確かな学力、豊かな

心、健やかな体」をコンセプトに、これまでの

イメージや既成の形態にとらわれない新しい工

夫、柔軟な発想の施設づくりが始まっておりま

す。 

 また、今日的課題の対応として、先ほど述べ

た遠野北小の太陽光発電は既に取り入れたわけ

でありますが、環境や地域とのかかわりを組み

込んだ学校施設の再生が図られております。児

童・生徒、先生、父兄、建築の専門家など多く

の意見、発想でどう今後の学校施設をつくるの

かお聞きしたいと思います。 

 ２点目は、これまで小学校は１人の教員が全

教科を教える学級担任制が基本でありましたが、

各教科をそれぞれ専門の教員が教える「教科担

任制」が群馬県伊勢崎市の小学校全学年で導入

されております。また一部の小学校では、両方

の組み合わせで授業の質を向上させようとして

おります。 

 この教科担任制のメリットは、中１ギャップ

の解消など多くの児童、教員、保護者などに順

調に受け入れられ、評価されているようであり

ます。 

 仮に遠野市で小中一環教育を導入するとする

場合、ブロック型にしろ一体型にしろ教科担任

制がこれからのあり方と考えますが、この教科

担任制型に対して教育長はどうお考えでしょう

か。 

 ３点目は、確かな学力、豊かな心、健やかな

体についてであります。最近、新聞の投稿欄を

見ますと学力テストの是非が論じられておりま

すが、テストの是非を論じ上げるものではあり

ません。あれは、あくまでも手段であり、手段

と目的が混同されているところに議論の混乱も
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あると私は考えます。 

 私は、子どもの学力は、自身の将来のために、

また社会の人々の幸福や世界で活躍するために、

徹底して競い、鍛え、訓練すべきものと考えて

おります。当然、持って生まれた素質や資質、

スポーツが得意な子ども、勉強が得意な子ども、

それはあるわけで、その上での話であります。 

 「百獣の王・獅子は我が子を谷に落とす」と

も言われております。子どもたちの力を過少評

価すべきではないし、またタフで順応性に富み、

もっともっとバイタリティーがあると信じます。

そういう意味で、学力を競うことに反対という

考えに私は立ちません。どう確かな学力を育ま

れるのかお尋ねをいたします。 

 豊かな心につきましては、最近、事件等を見

ましても、頭といいますか、知識だけは鍛えた

が心を育てていなかったのが原因のように思わ

れます。豊かな心を育むには読書運動、一流の

芸術・文化に触れる機会をふやし、美意識や詩

心の醸成など強く要望しておきますが、どう子

どもたちの心を育むのかお聞きいたします。 

 子どもの体力向上については、平成20年度に

全国体力・運動能力、それから、運動習慣等調

査が行われ、その結果が公表されました。 

 全国的にわかったのは、深刻な子どもの体力

低下傾向、運動する子どもとしない子どもの２

極化などであります。 

 遠野市の調査結果はどのようなことがわかっ

たのでしょうか。体力は人の活動の源であり、

健康な生活をおくるにも気力にも深くかかわり

ます。現在も、スポーツ少年団、クラブ活動、

市内継走マラソン等々多角的に行われておりま

すが、さらに高水準を目指して、学校体育の充

実、特別活動や地域と連携等で基礎体力を養う

べきであります。取り組みへの方針を伺いたい

と思います。 

 以上でございます。 

○議長（河野好宣君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  石橋達八議員の一般質

問にお答えいたします。 

 語り部1000人プロジェクトの事業の今後の展

開、５つの部門とあれば自然のジャンルも必要

じゃないかというような提案でありました。 

 それから、また予防ワクチン、これも非常に

命という部分においては大変貴重な提言をいた

だいたと思っております。 

 市民相談のあり方、あるいはエコタウンのこ

の進め方、さらには農産物直売所の将来につい

てということで、それぞれ提案を含めての御質

問を承ったところであります。 

 農産物の直売所の将来につきましては、先般、

策定をいたしましたタフ・ビジョンの中でもこ

の位置づけ等には明らかにしておりますので、

具体的な今後の取り組み方針等につきましては

農業活性化本部長のほうからお答えを申し上げ

ますので、よろしくお願いを申し上げたいと思

っております。 

 では、まずこの語り部1000人プロジェクトの

事業についてであります。 

 ただいま御質問にございましたとおり、遠野

物語100周年という中にあって、まさにこの遠

野の語り部、これ1,000人養成していこうとい

うような構想の中で進めているわけであります。 

 これは内閣府所管の平成21年度の地方の元気

再生事業として位置づけまして、言うところの

100％国費による委託事業として実施すること

ができたわけであります。 

 その結果を踏まえて、22年度も遠野物語100

周年というような１つの節目であるという部分

で議員各位からも一定の理解をいただきながら、

市単独事業として実施も行っているところであ

りまして、それぞれ語り部認定というところで

多くの皆様がこれに挑戦をしながら、認定委員

会を設置し、スクーリングというものを経て、

これは年間37回開催したわけでございますけれ

ども、延べ402人の方が参加いたしまして、１

次、２次認定という形で取り組むことができま

して、21年度は376人認定することができまし

た。 

 この内訳はと申しますと、昔話36人、子ども

語り部102人、歴史73人、食56人、郷土芸能62
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人、生業46人、特別サポーター１人を入れて37

6人という形で、それぞれ役割を持って「おも

てなし」という１つの切り口と、それから伝統

文化の継承者であるんだという１つの誇りの中

から活躍をいただいておるわけであります。 

 特にも、このまちなかの「語り部スポット」、

新しい観光名所といたしましても、このツアー

のコースにも組み入れていただいておるという

ことになりますし、またこの子ども語り部は子

どもたちが地域の伝郷文化の継承者となってい

るんだという中にございまして、全国のマスコ

ミからも大変な注目を集めておるという中で、

子どもたちの教育の場にもなっておるというこ

とになろうかというように思っております。 

 語り部1000人プロジェクトは人の遠野遺産と

いう取り組みだというように私は認識しており

まして、まさに遠野ならでの１つのプロジェク

トじゃないかなあというように思っております。 

 したがいまして、これを「おもてなし」と

「文化の継承」という１つの、この２つの切り

口の中から、さらに内容の充実したものとして

の場をつくっていきたいというように思ってお

りますし、新たなジャンルとして「自然」を加

えるということにつきましてもこれも石橋議員

と認識を同じくするわけであります。 

 市民の皆様にわかりやすいようにと必要最低

限の５つのジャンルでスタートしたという経緯

はありますけども、御指摘のとおり遠野の観光

や文化を語るときに、「自然」といったものの

ジャンルはなくてはならないものでありますの

で、市民の皆さんのそれぞれの要望も聞きなが

ら、自然、植物などの新たなジャンル設定も、

この中でさらに充実するという過程の中におき

まして検討対象としてまいりたいというように

思っております。 

 次に、予防ワクチンの質問についてでありま

す。 

 子宮頸がん予防を含め、公費助成で接種する

市町村もあるが、市としての対応、それから乳

幼児の髄膜炎であるとか肺炎等の重症感染症を

予防するヒブ、これはインフルエンザ菌Ｂ型と

いうこのワクチンの接種にどのように取り組む

かということについての御質問でありました。 

 これも、命あるいはそういう将来のさまざま

な命という部分にかかわる大きな問題であるわ

けでございますので、この問題についても前向

きに取り組んでいく、そのような時期ではない

かなあというように認識しております。 

 国立がんセンターの情報を見ますと、欧米に

おける子宮頸がん検診の受診率は70％から80％

というように聞いておりまして、日本では約2

0％、市における平成21年度の受診率は19.3％、

この部分はこれもまだまだ低いということにな

るわけでございます。 

 がんによる死亡原因を見ましても、子宮頸が

んは第３位、特にも20代、30代の女性に発症す

るがんの中では第１位になっておるという統計

結果も出ております。 

 また、先ほどそのような経緯もございまして、

石橋議員の質問の中にもございましたけども、

今回の補正予算の中にもこういった一定の対応

をしたいということで、今年度から全妊婦、約

210人でありますけども、対象に子宮頸がん検

診への全額助成を行うということにしておりま

すし、昨年と同様に無料クーポン券を配付しな

がら20歳、40歳までの女性、これ約220人を対

象に子宮頸がん検診を40歳から60歳の女性、こ

れは約430人でありますけども、乳がん検診を

実施することで補正予算に計上しているところ

でございますので、議員各位の御理解もまたい

ただければというように思っているところであ

ります。 

 この子宮頸がん予防ワクチンは、がんを予防

できる初めてのワクチンという位置づけをされ

ておりまして、アメリカ、イギリスなどでは定

期の予防接種として取り組まれておるというこ

とも聞いております。 

 全国約1,750市町村の中で約60自治体、3.4％

でありますけども、自治体が助成を決定し、質

問にありましたとおり県内では野田村が既に取

り組んでおるというような事例も出てきており

ますので、この部分に当たりましては、それぞ
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れ接種に当たっての思春期を迎える児童生徒が

女性の成長と健康について正しく理解するとい

うことがまずもって重要であります。 

 したがいまして、教育委員会や学校のほうと

よく相談しながら進めなければならない課題で

あろうかというように思っておりまして、それ

について、またなお一方、保護者に対しても理

解を得ながら慎重に進めることが大切でありま

すので、今年度はこのワクチン接種の必要性、

重要性等を普及啓発していく準備期間として位

置づけながら、そういうようなことをきちんと

踏まえた上で、23年度事業の方向に、実施の公

費助成の方向に向けて位置づけて検討してまい

りたいと思っております。 

 なお、そのような対応を行うとともに、費用

が５万円程度と高額であるということもありま

すから、これは公費助成という１つの切り口の

中で、国、県へその費用負担についてもきちん

と対応してもらうような形での働きかけもあわ

せて行ってまいりたいというように思っており

ますので、ぜひ議員各位にもそのような声を国

のほうにも届くような形での対応をまた、この

場をおかりいたしましてお願いを申し上げたい

と思っております。 

 命、医療といったような問題は格差があって

はなりません。やはり国等の部分におきまして

も、きちんときめ細かく手当てするというのも

私は国の１つの役目としてあるんではないだろ

うかというように思っておりまして、それぞれ

この命・医療の問題で、例えば野田村が公費で

全部助成をやったけども、ほかはやってないっ

て、これは明らかに格差なわけです。 

 じゃあ、野田村がやったんで遠野はできない

のかという問題あるわけでございますから、遠

野も当然そのような方向で検討はしていきます

けれども、やっぱり一方においては、そういっ

た国のきちんとした文字どおりぶれない対応と

いったものの仕組みもきちんとつくっていただ

きたいということも私も強く働きかけてまいり

たいというように思っております。 

 それから、ヒブワクチンの接種の問題につい

ても、これも１つの位置づけといたしましては

中耳炎、副鼻腔炎や気管支炎などの感染症のほ

か、髄膜炎、敗血症、肺炎など全身感染症を引

き起こす乳幼児の病原細菌であるというように

言われておるわけでございまして、この患者数

は年間で約600人ほど、ほとんどが５歳未満で

半数は０歳から１歳まで、５％が死に至るとい

うような、あるいは25％前後が脳性麻痺などの

重症後遺症が残ると言われております。 

 こういうようなことも含めまして、それぞれ

このヒブワクチンの予防接種で重症感染症が激

減しておるというような成果もあるようでござ

いますから、このヒブワクチンの予防接種、生

後２カ月から開始できることとなってまして、

４回の接種が必要で３万円前後の費用負担が生

じるということになっているわけであります。 

 全国では、これも22年３月末現在でございま

すけども、35の自治体が公費助成をする予定で

あると承知しておりまして、県内では野田村、

これは全額助成、それから釜石市が１回当たり

3,000円助成という公費助成を行っているとこ

ろでありますので、当市にありましても、先ほ

どの子宮頸がんワクチンの予防接種と同様に、

この細菌性髄膜炎等に有効な予防接種であると

いうことが言われておりますので、小児科の先

生あるいは市の医師会等とよく相談しながらこ

ういったものにつきましても、これもまた前向

きに対応してまいりたいというように思ってお

ります。 

 子どもや児童・生徒の命を守る１つの施策で

あります。わらすっこプラン、「子育てするな

ら遠野市」というようなことを標榜しながら、

わらすっこ条例も制定しているわけであります。

この理念をきちんと尊重し、それを具体化する

というような１つの位置づけもこの部分にはあ

るんじゃないかなあというように思っておりま

すので、そのような認識のもとに、この課題に

ついては取り組んでまいりたいというように思

っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、ワンストップの市民相談体制について

であります。 
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 ワンストップの市民相談体制ができないかと

いうことであります。これも特に本庁舎、それ

から庁舎がそれぞれ分散しておるという１つの

対応もあるわけでございますので、この福祉や

介護などについては健康福祉の里、農業に関す

るのは行政センターや農業活性化本部、あるい

は納税や行政相談については本庁舎、多重債務

や消費者問題については市民センターという中

で相談に対応しているのが現状でもあります。 

 また、県や社会福祉協議会等でも各種相談活

動を行っておりますけども、この相談の内容が

近年、非常に複雑になってきておるという現状

もあります。 

 そしてまた、その１つの相談事の中にさまざ

ま内容がまさにいろいろ絡みあっているという

部分の中にございまして、単独では応じられな

いようなケースも出てきてるということを聞い

ております。 

 必要に応じて、他部署や関係する相談窓口と

の連携を図るということを、これも当たり前と

言えば当たり前なわけでございますけども、そ

のような対応を行っているわけであります。 

 いずれこの相談に訪れた市民を、言うところ

のたらい回しにしてはならないというのが基本

であるわけであります。 

 それで、それぞれ担当職員が相談に訪れた、

それぞれの部署に出向くときは、先方ときちっ

と連絡をしろよと、連絡をとりあえということ

は徹底しているつもりですけども、なかなかそ

の部分の対応がちょっと弱かったりすると、何

かたらし回しをされたというような市民の皆さ

んの苦情もあるということも、これもまた認め

ざるを得ない部分もあろうかというように思っ

ております。 

 なお、21年度で相談件数にちょっと報告を受

けておりますけども、消費生活相談件数は21年

度で253件、それから多重債務等法律相談、毎

月２回行っているんですけども134件の相談回

数となっておりまして、消費生活相談は前年に

比べ31件、多重債務相談は９件減少していると

いう状況にはなってはおるわけでございますけ

ども、この件数は200件以上あるいは100件以上

という件数でありますから、多いということに

はかわりないかというように思っております。 

 また、もう１つは、岩手県が設置しておりま

した消費生活相談員が、21年度６月に改正公布

された消費者安全法によりまして相談員の設置

が市町村の役割として明確になったことから、

23年度には遠野市が設置をしなければならない

かということにもなっておりますので、これは

県のほうともよくよく協議をしながら、そのよ

うな対応も継続するという方向で今、調整を行

っているところであります。 

 それから、もう１つは、相談窓口の集約化と

いう部分は１つの流れであります。この集約を

図ってきてる自治体も結構ふえてきておるとい

うように承知しております。 

 ただ、この中で相談内容が非常に複雑多様化

してきておるという１つの現状があるわけでご

ざいまして、専門的な対応がその中では必要に

なってくると。 

 それから、もう１つはプライバシーの保護に

一定の配慮をしなきゃならないということもあ

りますので、その相談窓口を言うところのワン

ストップという中で解決する体制につきまして

は、かなりこれも正直なところ難しくはなって

きてるのかなあというように思っておりますの

で、言うところのインフォメーション、きちん

としたフォローができる、あるいは案内ができ

るというような、そのようなインフォメーショ

ン的な機能をきちんと確立しながら、市役所内

における、あるいは関係機関内における、言う

ところの連携といったものをより緊密にすると

いうような仕組みづくりも大事じゃないのかな

あというように思っておりますので、よろしく

御理解いただければと思っております。 

 次に、自殺対策における当市の取り組みにつ

いてであります。 

 これも非常に大きな社会問題になってきてお

るという状況にあるわけであります。遠野市の

数字をちょっと報告を受けましたけども、これ

は岩手県保健福祉年報に搭載された数字であり
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ます。遠野市の自殺者の数は、18年度が13人、

19年度が10人、20年度が14人、毎年ここ数年10

人以上の方が尊い命をみずから絶っておるとい

う大変極めて残念な結果になっております。 

 これを交通事故による死亡者数と比較すると

いう部分でちょっと数字を比較してみますと、

自殺者の数は交通事故の死亡者の約３倍の高い

数字を示しているということになるわけでござ

いまして、これは県全体で見ましても極めて深

刻な数字になっておるということで、年間約45

0人前後の方がやはり県内各地の中で尊い命を

みずから絶っておるというような深刻な数字が

示されているわけであります。 

 県内の市町村の中で、この遠野市の数字を、

このような深刻な数字をランク付けするような

形で見るというものについては私もちょっと引

っかかる部分あるわけでございますけども、市

町村の中にあっては遠野市の数字は中位にある

という中にありますけども、ここ数年、県の平

均値も上回っておるという状況であります。 

 この中でも働き盛りの40歳後半から50歳代の

男性が多く、よくこの部分は男性が約８割を占

め、女性は60歳から70歳の高齢者の方に多いと

いうような傾向も示しております。 

 全国では３万人台の方がやはり自殺という中

で、みずから命を絶っているわけでございまし

て、この部分の対策といたしましては、特にも

岩手医科大学ではさまざまな自殺未遂者の再発

予防を含めた心のケアに取り組んでおると。秋

田大学医学部では医師による面談や保健師の定

期訪問等の積極的な介入を実施すると、積極的

な介入を実施するという、そして啓発あるいは

地域コミュニティーの信頼感の醸成などをつく

りながら総合的な自殺予防対策に取り組んでい

るという、そのような事例もあるわけでありま

す。 

 市民一人ひとりが個人の尊重と命の大切さを

再認識し、困ったときに身近なところで身近な

人に話や相談ができるような、そのような相談

支援体制の整備と充実が必要とされております

ので、傾聴ボランティア、熱心に注意して聞き

入ること、いわゆる聞き役になること、この傾

聴ボランティアを育成しながら、その活動を支

援するという中で、心のケアの機会づくりに取

り組んでいくことが大事じゃないかなあという

ように思っておりまして、市内には傾聴ボラン

ティア「ひなたぼっこ」というボランティア組

織があります。 

 市の福祉課とともに、「とぴあ」で月２回、

傾聴サロンの開催を行っておりまして、認知症

や話し相手のいない方などを対象に傾聴訪問を

実施しております。 

 この傾聴サロン「ひなたぼっこ」は、21年度

に23回開催いたしまして、延べ101人、１回平

均４人から５人の来所者があったという数字も

含めて聞いておりますので、このような地道な

取り組みといったのも１つの対策としては極め

て大事じゃないかなあと思っております。 

 去る５月17日に、この「ひなたぼっこ」の当

市の傾聴ボランティアを含め、県内の９団体が

ネットワークを組織いたしまして、「さん・Ｓ

ｕｎねっと」というものを設立いたしたところ

でありまして、この自殺防止の活動に広域で始

めたということで、この「ひなたぼっこ」は、

県内市町村ではネットワークに対して協催団体

として遠野市では活動を支援してるという状況

であります。 

 この部分について、それからまたもう１つは、

この７月３日でありますけれども、長野県諏訪

中央病院の名誉院長でありますＮＨＫラジオ第

１放送の「鎌田實いのちの対話」のパーソナリ

ティを務め、「がんばらない」「あきらめな

い」のこの著書で有名な鎌田實先生の講演会を

市民センター大ホールで開催することとしてお

ります。 

 鎌田先生は心の健康づくりに本当に懸命に取

り組んでいる方でありますので、このような機

会も設けながら、市民の心の健康づくりといっ

たものについてもさらに意を用いた対策をして

いかなきゃならないかというように考えている

ところでございますので、よろしくお願いを申

し上げます。 
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 次に、エコタウン遠野構想についてでありま

す。このエコのまちづくりにつきましては太陽

光発電、風力発電はもとより、さまざまなバイ

オマスも含め、いろんなエネルギーを、化石燃

料にかわるエネルギーを用いながら対策をとっ

ていかなきゃならないということがもう国際的

にも、またまた全国的にもさまざまな形で展開

をされております。 

 市にあっては、総合計画あるいは遠野市環境

基本計画で循環型環境調和社会を目指して、例

えばごみの減量化、１家庭１エコ運動などを進

めながら、ごみの削減から節電、省エネ推進な

ど全世帯で取り組む形で取り組んでおりますし、

ごみの減量も一定の効果を示して減少傾向にあ

ります。 

 また、民間施設では貞任山口牧場、琴畑牧場

に風力発電施設が43基設置されておりまして、

これは総出力が４万2,900キロワットで、釜石

市、遠野市、大槌町のほぼ全世帯に匹敵する約

３万世帯の需要を賄う発電量の施設を持ってお

ります。これは単一の風力発電施設としては日

本最大の規模となっているところでありますの

で、こういったのもエコタウンの部分において

は１つ特筆される事業ではないのかなあという

ように思っております。 

 また、それぞれの庁内、例えば市役所内にお

いては環境ＩＳＯ14000といったようなひとつ

の節電、それから、節水といったようなものを

きめ細かく行う。あるいは、クールビズのよう

なものの中における冷房のあれを極力抑えると

いったような対策のほかに、公共施設に木質系

バイオマスなど、あるいは太陽光発電、太陽

光・風力発電による外灯、それから、ペレット

ストーブの整備なども行っておりますし、北小

には太陽光発電も新たに整備をしたと。それか

ら、綾織小学校、今改築を進めておりますけど

も、太陽光発電、あるいは木質系バイオマスの

木質チップボイラー、そのようなものも設営を

準備しておるところでありますし、宮守町のめ

がね橋のライトアップには太陽光発電の整備も

予定をしているという中における取り組みも進

めております。 

 いずれ、これらをこの省エネ機器の導入ある

いはこれから施設の改修・改築、設備の更新時

期等を視野に入れながら、計画的にこのような

クリーンなエネルギーを利活用したものとして

の導入を図りながら、こういったようなエコタ

ウンを現実的には実現する方向に持っていきた

いというように思っております。 

 それから、遠野エコネットが今度ＮＰＯ法人

として活動することとなっておりますので、こ

のＮＰＯ法人遠野エコネットなどとの連携の中

における取り組みなども大事ではないかという

ように思っております。 

 最後の質問であります。農産物直売所の将来

についてでありますけども、この産直は生産者

と消費者を直接結びつける、生産者の顔が見え

る販売方式として非常に重要な切り口でありま

す。 

 先般の３月議会でも答弁で申し上げておりま

すけども、市内産直の全体の売り上げは５億円

以上という数字を記録しております。これは産

直数が14カ所で、無人販売は除いておりますけ

ども、５億円という数字は極めて大きな数字で

あります。したがって、農家の皆様の所得にも

大きく貢献しておるということが言われるんじ

ゃないかと思っております。 

 この部分につきまして、平成16年度をピーク

に減少傾向にあるというのも一つの傾向であり

ます。平成16年度は291カ所あったんですけど

も、これをピークに減少傾向にあるわけでござ

いまして、全体的に競争が激化してるという状

況にもあるんじゃないかなというように思って

おります。県が調べた実態調査によると、「品

ぞろえの確保」、「品質の向上」、「鮮度の保

持・管理」、これが非常に大きな課題だと。そ

れから運営全般の課題とすれば、「参加農家の

確保」、「購入者の確保」、「商品の補充体制

の改善」などが上げられておるというようなこ

とが指摘されておりますし、全国の都市農山漁

村交流活性化機構の調査によりますと、全国の

直売所が抱えている課題の第１位は出品者の高
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齢化問題、第２位は品ぞろえの確保と。これは

当市にあっても同じような共通する課題ではな

いのかなというように思っておりますので、こ

ういったようなことをよく踏まえながら、研修

会を実施する。さまざまな工夫を行いながら販

売展開をする中で、経営力、営業力、人材の確

保、あるいは組織面での課題といったものをき

ちんと関係者と連携をとりながら、特にも、タ

フ・ビジョンの中に位置づけるものとして、こ

れからの一つの遠野の産直のあり方というもの

をそこに見出してまいりたいと思っております

けども、タフ・ビジョンの中でそれぞれこうい

った課題も明らかにし、それをきちんと位置づ

けて、遠野の１次産業の振興に、この産直もき

ちんとしたパートナーとして位置づけようとい

うような取り組みを本格化させようとしており

ますので、この具体的な中身につきましては農

業活性化本部長のほうから答弁申し上げますの

で、御了承いただきたいと思っております。 

○議長（河野好宣君）  菊池農業活性化本部本

部長。 

   〔農業活性化本部本部長菊池武夫君登

壇〕 

○農業活性化本部本部長（菊池武夫君）  命に

よりまして一般質問にお答えいたします。 

 今後の産直運営につきましては、やはり、産

直の原点であります、新鮮で品質のよい物を消

費者の視点で販売すること。これがもちろんで

すけども、やはり、ほかにないような特徴的な

取り組みが必要だろうと。例えば、安心安全な

農産物、これを重視した取り組みなどが必要だ

ろうというふうに考えております。 

 タフ・ビジョンの中では、地産地消と６次産

業化の推進という項目を設けまして、直売所に

ついては明記しております。「地域で生産され

た農産物の地域内での消費の拡大」、あるいは

「生産者と消費者との結びつきを強める取り組

み」、「顔が見える流通の取り組みを推進す

る」こととしております。また、タフ・ビジョ

ンの推進のために６月１日からアドバイザーを

配置をいたしました。この方々に、地産地消あ

るいは６次産業化の推進についても役割を担っ

てもらうこととしているところであります。さ

らに、１つの直売所だけではなくて産直組織同

士がネットワークを結んでですね、連携を強め、

販売力、営業力を向上させるための取り組みに

ついても支援してまいりたいと考えております。 

 なお、「産直かみごう」については、本年４

月に「産直かみごう整備検討委員会」を設置し、

現在販売メニュー、運営体制、建築規模、ある

いは場所等について、詳細な検討をスタートし

ております。検討委員会では大きく分けて、１

つは建設候補地の選定、２つ目は運営方法、販

売目標額の検討、３つ目は施設の内容、規模の

決定、４つ目は事業計画の検討、これらを行う

こととしております。現在まで２回開催をして

おります。この中では産直施設の整備方向を確

認し、建設候補地、産直の特色や運営方法など、

真剣に議論されているところであります。議論

の中では、産直の運営に重要な販売計画や品ぞ

ろえの確保など、詰めなければならない課題も

明らかになっております。今後はタフ・ビジョ

ン推進アドバイザーなどのマンパワーも活用し

ながら、あるいは地元にもハード、ソフトの両

面から支援協力をいただきながら整備を進めた

いと考えております。今後も月１回のペースで

検討委員会を開催する予定としております。７

月末には検討を終えてですね、目標としており

ます詳細な計画を整理したいと考えております。 

 なお、今後、御質問にもありましたように、

産直間の競争の激化が心配されるところであり

ます。したがいまして、この「産直かみごう」

の整備をすることによりまして、市内の産直施

設整備につきましては原則完了するものという

認識をしております。 

○議長（河野好宣君）  藤澤教育長。 

   〔教育長藤澤俊明君登壇〕 

○教育長（藤澤俊明君）  石橋達八議員の一般

質問にお答えをいたします。 

 最初に学校施設整備についてお答えをいたし

ます。 

 学校施設の整備に当たっては、建築関係の専
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門家の意見のみならず、学校、保護者、地域の

方々と十分に意見交換をしながら、地域にとっ

て開放的で親しみのある学校を目指し、地域資

源である木材をふんだんに活用した「ぬくも

り」と「潤い」のある教育環境の整備に努めて

おります。 

 現在、校舎を建築中の綾織小学校では、児童

が地場産材を活用した校舎が完成するまでの過

程に直接携わる生きた教育を実践しながら、環

境問題、地産地消、郷土歴史への理解を深める

ために、昨年度は森林学習会を開催、また校舎

の材料として使われている地域材の伐採、馬搬、

それから加工の木工団地の見学を行っていると

ころでございます。また、バイオマスエネル

ギーの利用、太陽光発電など、自然環境へも配

慮を行っております。 

 遠野北小学校の太陽光発電設備は、真夏の

プール利用時に日陰ができるよう、プールの南

側にひさしのイメージで設置したもので、校舎

内にある太陽光の発電量をデジタル表示する装

置は児童の環境教育にも生かせるものと考えて

おります。太陽光発電設備については、今年度

は、綾織小学校に設置する計画であります。ま

た、校舎の改築に当たっては、設置する多目的

ホールをさらに有効に生かす設計も行われてい

ます。例えば、青笹小学校では多目的ホールに

接続している広い階段を観客席やステージとし

て利用し、各種集会やしし踊りの発表などに使

うことにして、子どもたちにとっては最高の活

動空間となっております。 

 児童生徒、教師、保護者、建築の専門家など

の多くの意見・発想で、どう未来の学校施設を

つくるかとの御質問でありますが、地域資源で

ある木材を活用した学校の木造化、木質化を今

後も進めていく考えであります。木材の特性で

あるぬくもりや潤いややわらかさが子どもたち

の気持ちを落ち着かせる効果にすぐれ、学習面、

情緒面にもよい影響があり、安全性も高いと言

われております。 

 今後も学校にかかわる多くの方々の意見を取

り上げ、子供たちにとって、学習の場であると

ともに、生活の場である学校の魅力ある施設整

備に取り組んでまいります。 

 次に、教科担任制についてお答えします。 

 現在当市では、すべての小学校において学級

担任制がとられております。これは担任の先生

が１日中子どもたちにかかわることで、教師と

子どもの信頼関係が生まれ、子どもたちが安心

して学校生活を送ることができるようにするた

めであります。小学校での教科担任制の導入に

ついては、石橋議員の御指摘の学力向上の観点

や小学校から中学校へのスムーズな移行という

観点、また当市の地域の実態から検討し、有効

と考えられれば、県教委とも協議していく必要

があると考えております。また、教科担任制と

類似するものとして、当市では授業交換という

形で対応しております。授業交換とは、例えば、

１組の先生と２組の先生が体育と音楽を交換し、

授業をするというような制度であります。この

制度ですと、学級担任制は堅持され、学力向上

にもつながるものと考えております。 

 次に、確かな学力、豊かな心、健やかな体を

育てる具体的な方策について３点述べます。 

 １点目は、確かな学力を育成するための具体

的な方策についてであります。 

 確かな学力を育成するためには、まず、学力

の実態を把握する必要があります。教育委員会

では予算を確保し、市内小中学校に標準学力検

査を実施しております。また、全国や県の学力

調査を実施し、それらを分析しながら、児童生

徒のつまずきを把握し、授業や家庭学習等を通

して、繰り返し指導を図っているところであり

ます。 

 学力向上は、その中核をなす授業の改善を図

ることが重要なかぎと考えております。そこで、

各種研修会を実施したり、研修会の参加を奨励

しながら、教師の授業力の向上に努めておりま

す。また、教職員の意識の高揚を図るため、市

教委では学力向上にかかわる通信を随時発行し、

市内全教職員に配付しております。その中では、

学力の分析や具体的な指導法についても提案を

しております。さらには、市単独の事業で、特
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別な支援を要する児童生徒の指導を充実させる

ために、特別支援教育支援員や学校の実態に応

じた児童生徒の支援を目的とした学校生活推進

員を配置するなど、きめ細かい対応をしており

ます。小学校では県平均を越えておりますし、

中学校ではほぼ県平均並みの結果になっている

実態でございます。 

 ２点目は、豊かな心の育成についてです。 

 近年は、家庭や地域の教育力の低下とともに、

規範意識や人間関係の希薄さが指摘されており

ます。このような状況を打開するために、基本

的な生活習慣を身につけ、規範意識を高めると

ともに、みずからを律しつつ、他者を思いやる

心や感動する心など、豊かな心を育成する必要

があると思います。そこで、保護者や地域、各

種団体と連携しながら、道徳の時間や総合的学

習の時間、生活科、学校行事等、子ども自身が

体験する機会を設定し、豊かな心をはぐくむ素

地づくりに取り組んでいるところであります。

また、直接体験ではなく、読書を通して、心を

耕すよう、本の読み聞かせや朝読書等にも取り

組んでいるところであります。また、豊かな心

をはぐくむためには質の高い芸術・文化に触れ

ることも重要と考えています。教育委員会では、

今年度も青少年劇場や各種コンサートを開催し、

児童生徒に芸術や文化に触れる機会を与えてお

ります。また、日本サッカー協会の支援を得て、

今年度も一流のスポーツ選手の生き方に触れる

「夢の教室」を今年度は４校で10教室開催する

予定であります。 

 ３点目は、健やかな体の育成の具体的な方策

についてであります。 

 文部科学省が行っている「体力・運動能力調

査」によると、遠野市の子どもと全国・県を比

較すると、握力、反復横跳び、20メートルシャ

トルラン、ソフトボール投げなどはほとんど全

国・県を上回っておりますが、50メートル走は

下回っております。また、議員御指摘のとおり、

運動の二極化も進んでおりますが、遠野市では

業間体育等でマラソンや縄跳び、中学校におい

ては合同トレーニング等、各学校で体力向上に

向けた組織的な取り組みがなされ、全国・県と

比較すると、運動能力の低下は最小限にとどめ

ていると、それが現状であります。健やかな体

と強健な体を育成するために、教育委員会とし

ては体育実技講習会に教員を派遣したり、市独

自の体力づくりプログラム推進事業として、チ

ャレンジ徒歩通学の推進、学校と連携した走り

方教室なども実施しております。 

 最後になりますが、「確かな学力」、「豊か

な心」、「健やかな体」がバランスよく育成さ

れるとともに、「家庭ではぐくみ、学校で学び、

地域できたえる」という言葉が示すように、家

庭や地域、関係団体と学校が連携しながら、こ

うした力を子どもたちにはぐくんでいくよう今

後とも指導していきたいというふうに考えてお

ります。 

○議長（河野好宣君）  10分間休憩いたします。 

   午後２時07分 休憩   

────────────────── 

   午後２時17分 開議   

○議長（河野好宣君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 次に、進みます。２番照井文雄君。 

   〔２番照井文雄君登壇〕 

○２番（照井文雄君）  清風会の照井文雄です。

通告に従い一般質問をさせていただきます。大

きく分けて３点になると思います。 

 まず、都市間交流の今後について伺います。 

 それぞれの地域の持つ自然や文化、そして暮

らしの中から生まれた食文化、その地域で生き

ぬく術を持つ文化や伝統、伝承芸能などは、地

域を理解する上で貴重な財産となっていると思

います。そういう異なった伝統文化を持つ地域

に接することで本市の魅力と活力を高めて、互

いの地域発展に結びつけることが必要と考えま

す。 

 そこで、本年10月に愛知県大府市との交流都

市締結の調印式が予定されていると聞いており

ます。大府市との関係は平成20年２月に災害協

定を結び、現在に至っております。昨年は、訓

練協会の茅葺き課の皆さんが市役所近くにある



－ 36 － 

大倉公園の茅葺き門の葺きかえをして、大府市

民に大変喜ばれていると聞きました。 

 大府市役所の真向かいに小学校があります。

800人規模の学校に1,000人近くの児童が勉強し

ていると聞きました。「学校を建てたくても土

地がなく困っている」と職員が言っておりまし

た。こういう大規模校の子どもたちとの交流な

ども遠野の子どもたちにはよい体験になるので

はないでしょうか。 

 そこで、調印式の取り組みや調印式後の大府

市との交流はどのように進めていくのか、市長

にお尋ねいたします。 

 次に、当市と交流のあるイタリア、サレルノ

市や東京都の武蔵野市、三鷹市、熊本県菊池市、

隣の宮崎県西米良村との交流について伺います。

特に、イタリアのサレルノ市にあっては、昭和

57年からの交流であると思います。 

 数年前の岩手日報に、盛岡の方がイタリアを

観光で訪れた際に、「日本から来ました」と言

ったら、「遠野から来たのか」、「遠野を知っ

ているのか」と尋ねられ、イタリアでなぜ遠野

が有名なのかわからなかったし、驚いたという

記事が載っていたことを思い出します。 

 昨年は「語り部」を同行し、「語り」の文化

と「永遠の日本のふるさと」を、日本を海外に

発信し、国内でもテレビ放映されるなど、ある

程度の評価をいただき、とても感動を覚えたこ

とはまだ記憶に新しいものです。間もなく30周

年を迎えると聞いておりますが、市長はどんな

お考えをお持ちなのかお伺いいたします。 

 都市間交流を展開していくことで、当市の魅

力や活力を高めて、確かな市民生活を送ること

が目的だと思います。そこで私は将来のことを

考えると、子どもたち、いわゆる小学生から高

校生、若者の交流をもっとするべきと考えます。

国外や県外から、遠野を考え、見つめる機会を

与えて、当市のよいところ、足りないところは

何かを認識して、将来の遠野を考えていく人材

をつくっていかなければならないと、こういう

ことを望むものだが、市長の考えをお伺いしま

す。 

 次に、タフ・ビジョンの振興策について伺い

ます。 

 本年の３月に策定された遠野市農林水産振興

ビジョンを略して、「タフ・ビジョン」という

ことをお聞きいたしました。 

 アストチャレンジ100の中間検証をもとに策

定されていると思います。県の振興局の再編や

遠野市農協の合併、衆議院での政権交代と農業

の取り巻く環境変化があったことは市民みんな

が知るところであります。もし、アストを立ち

上げていなかったら、遠野市の農林水産業がも

っと活力を低下させることになったと、私は思

うのであります。 

 「足腰の強い農林水産業を目指して」とあり

ますが、経営状態が下向き農家や計画性のない

農家、タフ・ビジョンに合わないものは指導し

ていかないものなのか、農家の意向が十分に反

映されるものか、手順や政策はあるのか、この

振興策の時期はいつまでなのか伺いたいと思い

ます。 

 近年、当市においても農業者の高齢化や人口

の減少により担い手不足、後継者不足が叫ばれ

ております。耕作放棄地が年々増加傾向のよう

であります。 

 昨年、綾織中学校の生徒たちが綾織人学習と

いうことで、農業者の調査をして発表会があり

ました。その中で、調査前には農業にあまり興

味がなかった。話を聞くうちに、綾織町は農業

に最適であり、将来は綾織に帰って農業をやり

たいと言った生徒が16人中４名もいたというこ

とは、実に頼もしく、この気持ちを大事にして

応援していきたいと思ったのは私１人だけでは

なかったようです。 

 タフ・ビジョンの中ではだれでも農業ができ

るように見えますが、親身になって相談や指導

をしなければならず、農業できればやめたいと

か、これ以上できないと言っている農家がふえ

ている現状をどのように把握しているのか、具

体策はあるのか、市長に伺います。 

 そしてまた、いろんな団体に入り、進められ

ていろんな作物をつくっても販売までできなか
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ったと言っている農家がおりました。そして少

量作物、珍しい作物など採算が合わない作物で

も販売ができる６次産業の推進がこれからの課

題となると思います。販売までできる団体や企

業に支援をするものかしないものか伺います。 

 次に、当市の風水害の対策について伺います。 

 本年は低温と日照不足が懸念されています。

６月に入り、ここ数日間天候が回復したように

思われます。しかし、マスコミ等では何年ぶり

の異常気象と報道されている昨今であります。

また、県内灯油販売店のお話を聞きますと、

「例年であれば５月に入ると灯油の販売量が極

端に下がるのにことしは下がらない」と言って

おりました。そして2008年の夏にはゲリラ豪雨

と猛暑日の連発でした。そして2009年の夏、昨

年ですが、長雨の梅雨と日照不足と記憶してお

ります。ことしはどんな夏になるのでしょうか。

何もない平年並みの夏であればよいのですが、

市長は常日ごろから、「備えあれば憂いなし」

と言っております。三陸沖地震に備えての後方

支援構想等の備えはある程度できつつあると思

いますが、当市の風水害の備えは万全なのか、

ある程度検証してみる必要があるのではないか

と思うが、市長はどのようにお考えなのか伺い

ます。 

 そしてまた、１級河川の猿ヶ石川と早瀬川の

河川敷、ここに樹木が伸びすぎて、今や大木に

なりつつあるが、この管理者は県と思うが、こ

のままほっといておくわけにはいかないと思わ

れます。早目に県と協議をして対処していただ

きたいと思います。そして、上郷の猫川など、

きれいに整備されているところもあります。遠

野市内の河川の整備状況などを市長に伺います。 

 本年も水害のない年になりますよう、お祈り

いたします。 

 以上で私の質問を終わります。 

○議長（河野好宣君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  照井文雄議員の一般質

問にお答えいたします。 

 都市間交流の今後について、タフ・ビジョン

の振興策について、特にも担い手不足や後継者

育成、そういったようなものにどのように取り

組むのか。農商工連携と、最近よく聞かれてお

ります、古くて新しい言葉、６次産業といった

ものにどのように取り組むのか。あるいは風水

害対策ということで、三陸大津波だけじゃない

だろうと、地元の足元は大丈夫かというような

形での御質問であったかというように承知した

ところであります。 

 タフ・ビジョンのほうに、さまざま担い手不

足、あるいは後継者育成と、これもいろいろ具

体的な御質問あったわけであります。これも計

画がつい４月にまとまったということもござい

まして、先ほど石橋議員の質問の中でも、担当

の農業活性化本部長からタフ・ビジョンの具体

的な今後の取り組みの内容につきまして答弁申

し上げたところでございますので、この担い手

不足、後継者育成、さらには足腰の強いタフな

農林水産業の振興についてのタフ・ビジョンの

中の位置付け等につきまして、農業活性化本部

長のほうから答弁いたしますので、私のほうで

は、このタフ・ビジョン全般のこの振興策等に

つきましての私の認識を御答弁として申し上げ

たいというように思っておりますので、よろし

く御了承いただきたいと思っております。 

 ではまず、都市化交流であります。これは質

問の中にございましたとおり、当市はイタリア、

サレルノ市、さらには東京都武蔵野市、武蔵野

市の場合は「武蔵野市友好都市」ということで、

それぞれ長野県の安曇野市や、あるいは山形県

の酒田市など、それぞれ９つの市長村を武蔵野

を中心としながら交流をしておりますし、熊本

県菊池市、宮崎県西米良村とは、遠野市の

「と」と、菊池市の「き」、そして西米良の

「めら」をとって、バーチャルとしての「とき

めら市」という市をつくりながら、これも歴史

の縁を確認し合いながら交流を続けておるとい

うことは御案内のとおりであります。 

 その中で、御質問にありましたとおり、愛知

県の大府市のほうとの交流をということで、

着々と交流の実績が積み上がってきているとこ
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ろであります。これも大府市に当市出身の議員

さんがおったっていう、そういった人と人との

つながりの中から、東海沖地震といったものも

想定されるという中にありまして、災害にあっ

てはというようなことも一つの切り口としなが

ら、交流の輪が広がってきたわけであります。

産業まつりにお邪魔したり、あるいはこっちの

産業まつりにも来たり、そして御質問ありまし

たとおり、大倉公園の茅葺き門を遠野の技術者

の方々がまさに乗り込みまして、見事に茅葺き

門をよみがえらせたというような実績もあった

わけであります。それからファンタジーにも大

府市民が、30名を超える市民が来るという中で、

確実にこの実績をつくり上げてまいりまして、

「で・くらす遠野」市民制度というのを交流人

口の拡大ということで、これも立ち上げて、さ

まざま遠野市民、遠野ファンをふやそうという

ことで、現在33都道府県で701名が遠野市民、

「で・くらす遠野」市民として登録をしており

ます。この都道府県別で見ますと、東京都が17

0名でありますけども、その次が愛知県の148名、

それはほとんど大府市民であるということも、

これも大府市と遠野市にあって、単なる儀礼的

な首長同士が行ったり来たりするということじ

ゃなくして、本当に市民レベルでの交流といっ

たものが、この数字に私はあらわれてるんじゃ

ないかなと思っております。この実績を踏まえ、

市政施行40周年、それから当市は５周年という、

一つのこの10月が節目の年でもありますので、

大府市の久野市長とは、じゃあ、この10月に遠

野市の市政施行５周年の記念式典の中で、大府

市との友好関係の調印は結ぼうかということで、

久野市長さんとの間では話をしておりますし、

大府市の久野市長さんは、この12、13の100年

祭も議長さんともども駆けつけてくれるという

ことが連絡もいただいておりますから、今度、

おいでいただいたときに、さらに詳細に詰めな

がら、対応してまいりたいというように思って

おります。久野市長さんのほうからは、大出の

早池峰ふるさと学校、旧大出小中学校のこの利

活用にも大府市民として全面的に、大府市とし

て全面的に協力をしたいというような、そうい

うありがたいお話もいただいておりますから、

文字通り、市民レベル、児童生徒も参加した、

そのような交流の一つのきずながこの10月１日

には確認し合えるんじゃないのかなと思ってお

ります。協定を結んで、確認をしたから、それ

でいいんじゃなくして、問題は、その後もきち

んと対応していかなきゃならないということに

なるわけでございますけども、この10月１日、

そして10月の20日過ぎでありますけども、今度

は大府市で産業文化まつりというのがあります。

これは２日間で３万人の入り込みがある大きな

駐車場を活用しての大府市の産業まつりであり

ますけども、大府市のほうでは「一日遠野

デー」という中で開催しながら、遠野の物産、

あるいは芸能、これを大府市民の皆様にという

ような準備もしていただいておりますから、そ

のような相互交流という中における取り組みが

いろいろ始まろうということになっております

ので、いずれも、この身の丈の中から大府市と

の連携をきちっと深めてまいりたいというよう

に思っております。ただ、非常に残念なのは、

大府市と遠野市の交流の中にあって、花巻空港

と中部空港の空路が、路線がＪＡＬのほうでは

休止ということになっておりまして、飛行機は

利用できないと。新幹線を利用せざるを得ない

という部分で、中部空港に着きますと、ほぼ30

分で大府市のほうに行けるわけでありますから、

本当は空路があればよかったなというように思

ってるわけでございますけども、この空路の復

活などに向けても、また友好都市関係の部分は、

一つ取り組んで行かなきゃならない、一つの課

題ではないかなというように思っております。 

 その中で、この交流の中で、サレルノ市との

部分での取り組みについてもお尋ねがありまし

た。御案内のとおり1984年、昭和59年でありま

すけども、８月８日と。これも８月８日、多分、

当時は非常にいい日だということであったと思

いますけども、姉妹都市提携を調印してるわけ

であります。その後、もう25年以上にわたって

交流が続けられて来ておりまして、市民レベル
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での交流と相互理解がこの両市におけるさまざ

まな形で、特にも、この遠野物語を世界に発信

していく機会としてもとらえながら、ことしの

というか、去年でありますけども、25周年でも

って、語り部を同道いたしまして、荒田文化政

策部長を団長とする訪問団をサレルノのほうに

派遣をしたというところで、遠野の語りがイタ

リアのサレルノの舞台で、直接、この遠野の言

葉で語られたというんで、非常に新鮮な感動を

与えたというような報告もいただいておりまし

て、文字通り、遠野物語、この遠野の世界がサ

レルノの方々にも、言葉は通じなくても、何か

言ってるのはわかるんだというような、そのよ

うなことだったということ聞いておりますから、

文化というものの相互交流といったもので、一

定の成果は得ることができたんじゃないのかな

というように思っております。ただ、この25年

の時の経過の中で、ホルテさんという、国会議

員も務めて、サレルノの方で、私どもの交流の

窓口になって、市民の窓口になっておった方、

それからスカルラートさんていう、これもサレ

ルノ市の幹部の方であったわけでございますけ

ども、その窓口の方々の、言うところの世代交

代も進んできておりますから、その辺もきちん

と踏まえながら、新たな関係の構築、そして30

年に向けて、どのような形での交流の実績をつ

くっていくかというようなことにつきまして、

担当のほうには具体的に指示をしながら、中身

のある交流としての、まさに継続は力という部

分における取り組みをやっていこうじゃないか

と。そのためには一層密接な連携を取りながら、

これ一層密接な連携という部分にとりましては、

非常にこのインターネットっていうのは、大変

すごい威力を発揮するわけでありますので、こ

のインターネットを活用しながら、サレルノ市

のほうとよく連携をとりながら、一つにはマン

ネリ化にならないように、児童生徒の交流とか、

あるいは芸能の交流であるとか、あるいは若者、

御提案にありましたとおり、若者の国際的な視

野を広めるための交流であるとかっていったこ

とにつきまして、やはり、内容を精査しながら、

30年に向けての取り組みを今のうちから行って

いかなきゃならないかというようにも思ってお

ります。そのような認識の中で、この交流につ

きましては考えていきたいというように思って

おります。 

 それから、タフ・ビジョンの振興策というこ

とであります。 

 思い返せば、平成16年の12月に、私も、こう

いう市長という職をいただきまして、１次産業

をこのままにしておくわけにはいかないという

中で、「農業生産100億円達成アクションプラ

ン」、そして市と農業改良普及センターと、そ

れからＪＡの３者が連携する中で、農業活性化

本部「あぐりステーション遠野」、通称アスト

という組織を立ち上げて、これまで取り組んで

まいりました。御質問の中にありましたとおり、

農協合併があのような形で、急速に吸収合併と

いう中で取り組むということにつきましては、

当時はちょっと想定外であったわけであります

けども、このアストを立ち上げたことによって、

何とかかんとか踏みとどまりながら、農業振興

の一つの施策といったものを展開できたんでは

ないのかなと。これにつきましては、照井文雄

議員のほうから一定の評価をいただいたという

部分につきましては、私も正直なところほっと

しております。この２月に若い方々それぞれも

含めまして、農業実践者の方々、あるいはさま

ざまな立場の方々で、「アストの組織をどう思

うんだ」と言いましたならば、評価するってい

う丸が半分、評価しないっていうバツが半分、

私は正直なところ、ある意味じゃ、ほっともし

たという部分あるわけであります。やはり、こ

のとおり、農業というのは非常に難しいと。あ

すにでも発表される新たな内閣でも、農水大臣

がまだ決まらないという話もあるわけでござい

まして、ほどほどさように農業の取り巻く状況

は本当に厳しい状況であると。その中で身の丈

の中で、いろんな議員各位からもさまざま御指

導、御教示、あるいは御指摘を受けながら進め

てきたという部分の中で、このアストが「元気

アップチャレンジ事業」とか、「ＡＳＴチャレ
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ンジ100事業」とかによりまして、農家支援、

９件で400人、約3,000万の事業費の中から、そ

のような農家支援も行ってきたと。あるいは起

農塾による意欲のある農業者の育成で、８人の

新規就農者がその中で言うなれば確保できたと。

それから遠野テレビのＡＳＴ通信などによりま

して、やる気のある農家を支援するということ

で、タラの芽であるとか、ブルーベリーである

とか、さらにはミニトマト、ピーマン、カボチ

ャ、菌床シイタケといったようなものに、さま

ざま挑戦する中における成功事例も見えてきた

という部分もあるわけであります。そのような

ものが一つの評価ということにもなろうかと思

いますけども、やはり、ダイナミックな部分で、

この遠野の一次産業をもっとドラマチックにと

いう部分においては、まだまだ努力も足りなか

ったのかなと。しかし、私はやはりこのような

身の丈の中における小さな取り組みであれ、そ

れをこつこつと積み上げることにひとつの一次

産業のあるべき姿というのをその中から見出せ

るんじゃないのかなというようにも思っている

ところであります。 

 そのような中での認識の中で、今回そういう

こときちんと検証をしながら農林水産振興ビジ

ョン、略称タフ・ビジョンという中での位置づ

けを行ったということで、これも議員各位のほ

うには既にいろいろ御説明申し、またそれに伴

ういろんな議論もこれから交わされるのではな

いかなということも期待もしているわけであり

ます。 

 ７つの目指すべき姿というものを位置づける。

あるいは、そのような中でひとつのあるべき姿、

あるいは羅針盤としての姿もビジョンですから

展望という中でひとつ見出したということにも

なろうかと思っております。そして、これを機

に市それから農業改良普及サブセンター、ＪＡ

との３者の連携であった組織にＡＳＴと県の農

林振興センターも加え４つの関係機関が連携を

するという。そしてまた、そこに農業委員会も

参画するという形が整ったわけであります。 

 展望だ、ビジョンだ、計画だということにな

れば、そのビジョンを立て、計画を立て、それ

でもうよしとしないわけでもなし、またそれが

今まで私ども行政の立場であっては、それが一

つの仕事だという部分があったわけであります

けれども、そうじゃないと。どういう推進体制

の中でそれを具体化していくんだということが

一番肝心なわけでありますから、県のほうとも

さまざま交渉をいたしまして、かつての遠野地

方振興局、現在は遠野地区合同庁舎ということ

になっておりますけれども、そこにただいま申

し上げた組織がマンパワーとして集結をしたと

いうことになるわけでございますので、文字通

り同じ屋根の下で情報を共有しながらワンスト

ップの中でそれぞれの課題を持ち寄りながら、

であれば、それぞれの役割をどう果たしていっ

たらいいのかという部分をその中で見出してい

きたいというように思っておりまして、特にも

農業委員の皆さんにはこのタフ・ビジョンを推

進する役割を担ってもらいたいというような思

いもありまして、農業委員会の会長さんともど

のような形での役割を担ってもらうかというこ

とにつきまして鋭意検討中でありますので、間

もなくその部分の役割分担も示すのではないか

なというように思っておりますし、この６月１

日には農業活性化アドバイザー、農地利用集積

アドバイザー、地域活性化アドバイザー、担い

手支援コーディネーターという形で４人のそれ

ぞれの専門になる職員をその中に、非常勤であ

りますけれども雇用したところであります。そ

ういった方々、経験豊富な方々に文字通り現場

目線の中できちんと対応してもらいたいと思っ

ております。その中の一人は３月31日までこの

ＡＳＴを支えて現場でまさに泥まみれ、汗まみ

れになりまして農家の方々と取り組んでいただ

いた、かつての県職員の農業改良普及サブセン

ターの所長さんも退職後そのまま遠野に残ると

いう中でお手伝いをするというような形で対応

していただいているわけでございますから、そ

のような皆様の力もぜひお借りしたいと。それ

から遠野緑峰高校の中で当時の遠野農業高校出

身で、最後は校長として遠野緑峰高校の中で大



－ 41 － 

変な実績を上げております方もそのまま遠野に

残って手伝ってもいいというような形で、文字

通りそのようなベテランの専門の皆さんのお力

添えもいただく環境が整っておりますので、こ

の平成22年度を初年度する平成27年度までの６

年間のタフ・ビジョンのひとつの具体的な取り

組みをきちんとした形で進めてまいりたいとい

うように思っておりますので、なお一層議員各

位の御指導と御教授もいただきたいというよう

に思っているところであります。 

 そこで、担い手不足、あるいは後継者不足に

対する具体策はということでありましたので、

冒頭申し上げましたとおり、それから６次産業

の取り組みに対する団体企業の支援はというこ

ともありました。特にこの農商工連携は今大き

な課題となっております。かつて私もこの職に

就いたときに総合産業振興センターを立ち上げ

たいということで、総合産業振興センターを立

ち上げた。しかし、ちょっと根気がなかったの

かなと自分でも思っておりますけれども、総合

産業振興センター、言うところの６次産業、２

足す２足す２足すは６で、１掛ける２掛ける３

は６だと。だから６次産業だと。一次産業、二

次産業、三次産業。これがっていうことで、こ

れも古くて新しい切り口の取り組みであります

ので、これをまたもう一度この言うところの農

産物に、いうなればどのような付加価値をつけ、

それを所得につなげるのか。本当にそのような

ことを見えるようにできるのか。流通も含めな

がらやっぱり一つの対応をしていかなきゃなら

ないというのが大きな課題だと思います。 

 私はそのためには、ふるさと公社などもそう

いったもともとの原点に立ち返ってふるさと公

社のあるべき姿などもその中で見出していくと

いうことも非常に大切な取り組みではないのか

なというように思っております。ひとつの例で

すけれども、宮守川上流生産組合などでは、今

度は加工施設にも今着々と取り組み進めており

ますし、どぶろくにも取り組んでもらえるとい

うような話も出てきておりますから、そのよう

な中でこの言うところの生産、そして加工し付

加価値をつけ、それを流通に乗せ消費者にどの

ような形で、言うところの所得につなげるよう

な売り込みをするかというような、そのような

ものにきちんとした取り組みをやはりやってい

かなきゃならないのかなというように思ってい

るところであります。 

 最後の一つの項目、大きく分けて３つ目の最

後でありますけれども、風水害対策についてで

あります。 

 これは昭和22年のカスリン台風、昭和23年の

アイオン台風と河川で大きな被害を受けたと。

それから56災害もこれもまだ記憶に新しいとこ

ろなわけであります。なんか周期説というのが

あって一定の30年、25年周期でくるんだぞとい

うような話もお年寄りの方で言う方もあります。

そのようなこともきちんと単なる冗談じゃなく

受けとめながら、やっぱり文字通り備えあれば

憂いなしというひとつの言葉を大事にしながら

この対応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。 

 昭和56年８月の台風15号による56災害。それ

から最近では平成20年６月の岩手・宮城内陸地

震、それから７月には相次いででしたけれども

沿岸北部の地震が発生いたしました。それから

さらに大雨も重なって、農業施設や土木施設に

も被害が発生しております。 

 そのようなことも含めながら、地域防災計画

を立て、遠野地区の気象警報あるいは洪水警報

が発表された場合には直ちにこの本部、あるい

は情報収集にあたる体制をとっております。 

 それから水防倉庫といたしましては、二日町

舘川原地区の消防センター、鱒沢の沢田地区も

含め市内の３カ所に水防倉庫を配置しておりま

すし、そこにはいろんな機材も、それから土の

うも２万袋ほど備蓄をしておるというような体

制を取っております。特に土のうなどは各消防

屯所にも配布しておりますので、これも各町の

水防用として対応するということになっており

ますし、消防団が水防隊を組織し水防計画に基

づき警戒巡視や災害活動を行うと。それから定

期的に河川水門の点検も行っておると。 
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 それから、これも総合力という部分では遠野

土木センターと市の建設課と消防本部、これが

一体となっての取り組みが必要であります。こ

れはばらばらであっては、言うところの検証に

あたらないと申しますか、どこかで手落ちがあ

ってはならないということで、この３機関が連

携いたしまして、土砂災害警戒区域指定箇所53

カ所を点検、調査も行っております。そしてこ

の部分については周辺の住民の皆様には日常か

らの避難方法についても訓練するなどの指導も

行っているところであります。 

 ことしも昨年同様本格的な雨の時期を迎える、

もう６月で中旬でありますから、これにつきま

してもタイミングを失しないような形で関係機

関による定期点検調査を行うということにして

おりますので、そのような形で文字通り備えあ

れば憂いなしの対応をきちんと急ぎたいと思っ

ております。 

 特にもゲリラ豪雨と申しますか、宮守町では

どしゃ降りだけれども、こっちは晴れていると

か、遠野町内にあってもある箇所はどしゃ降り

だったけれども、こっちは降らなかったとかい

うようなゲリラ豪雨っていうような非常に雨の

降り方が変わってきておりますので、こういっ

た部分もよく踏まえた関係機関の連携といった

ものが非常に大事だというように思っておりま

すし、あるいはこの児童生徒に対する、あるい

はふえる一方の高齢者の皆様に対する、言うと

ころの災害弱者という方々にどのようにタイミ

ングを失しないような形で対応するかっていう

ことも大事かというように思っておりますので、

消防署、それから市の関係機関、さらにはそこ

に遠野の土木センターの方々も参画する中にお

ける総合力としての点検、それからそういった

意識の啓発、いざのときにおける非難といった

ものに対する対応を怠りなく進めてまいりたい

というように思っております。 

 災害は防ぐことはできません。地震も防ぐこ

とはできません。豪雨もこれも防ぐことができ

ないとなれば、やはり被害を最小限にとどめる

という減災という中における取り組みが、私は

極めて大事じゃないかなというように思ってお

ります。 

 その一環としてこの一級河川猿ヶ石川、早瀬

川のこの河川敷の撤去整備と。流木の伐採、撤

去整備の状況はということであります。 

 一級河川の管理者は、これは県であります。

これは御案内のとおりであります。常に要望を

行っておりまして、可能な限り順次この伐採等

の撤去作業を行ってもらっておるわけでありま

すけれども、猿ヶ石川、特に綾織地域にあって

は河川敷にかなりの民地がそのまま残っておる

という状況にもあります。これは先ほど申し上

げましたとおり、22年、23年の未曾有の大水害

があったわけでありますけれども、そのときに

地権者との了解がないまま堤防をという部分を

急がなきゃならなかったという現実がひとつそ

のままの状況になっているということでありま

すで、そのようなことも踏まえながら管理者で

ある岩手県のほうに対しまして、この河川清掃

のときにそれぞれ立木の整備などについても可

能な限り協力をいただいているわけであります。 

 それから赤羽根川においても18年度から19年

度にかけて川底を下げて河川の断面を確保する

工事も行っておりますし、猫川なども文字通り

住民の皆さんの大変な力で清掃もしてさまざま

河川の整備も行っていただいているということ

でございますので、ただいま要望のあった河川

やそういった沢などについても現地を確認しな

がら県との連携の中におきまする、管理整備に

なお一層の、まさに備えあれば憂いなしの視点

でもってこの課題にも取り組んでいかなければ

ならないかというように思っておりますので、

ぜひ御協力をまた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して、そのこと

をお願いいたしまして答弁とさせていただきま

す。 

○議長（河野好宣君）  菊池農業活性化本部本

部長。 

   〔農業活性化本部本部長菊池武夫君登

    壇〕 

○農業活性化本部本部長（菊池武夫君）  命に
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よりまして、照井文雄議員の一般質問にお答え

いたします。 

 まず担い手対策の点であります。 

 綾織中学校の取り組みは、地域から学ぶ教育

という点からも、あるいは将来の農業担い手育

成という点からも大変すばらしい取り組みであ

るというふうに思います。このような取り組み

の中から、地域や農業に対する理解も深まり、

後継者となる人材も育つものと考えます。 

 市内の基幹的農業従事者数は平成17年の農林

業センサスによりますと60歳以上が75％となっ

ており、高齢化が進んでいると思われます。ま

た農業就業人口は3,418人であり、10年前の平

成７年の調査に比べますと1,900人以上減少を

しているという状況にあります。これらのこと

から、高齢化、あるいは後継者不足が背景にあ

るというふうに考えられます。 

 これに対して、私たちはこれまで農業の担い

手の確保・育成のために認定農業者、あるいは

集落営農組織の育成・組織化を大きな目的とし

て取り組んでまいりました。その結果、平成22

年３月末現在の認定農業者は424経営体となり

ました。平成23年３月末の目標値でありました

415経営体を上回ることができたということで、

一定の評価ができると考えております。 

 今後も認定農業者を中心とした担い手や集落

営農組織などを中心とした地域ぐるみの農業を

進めることが大切と考えます。 

 また、地域農業を考えた場合、規模が小さい

農家でも、あるいは女性や高齢者であっても大

きな役割を果たしております。その意味から申

しましてタフ・ビジョンの中でも意欲のある多

様な農業者を積極的に支援してまいりたいとい

うふうに考えております。 

 次に、新規就農者の問題についてであります。 

 昨年は９名の新規就農者が生まれたという県

の調査報告になっております。これまでもアス

ト起農塾を開催しまして、野菜、花き等の栽培

研修を行い、新規参入者の掘り起こしを行って

きました。 

 しかし、新規就農者につきましては農業に取

り組む場合、土地、機械、あるいは施設の確保

という点において多額の投資が必要となります。

ハードルが高いということは承知しているとこ

ろであります。 

 今後、地域活性化アドバイザーが中心になっ

て新規就農希望者の相談に乗り、あるいは国・

県の補助事業を活用して支援していきたいと考

えております。さらには、栽培技術については

関係機関とも連携しながら農業活性化アドバイ

ザーが支援を行うという体制で臨みたいと考え

ております。それから、新規就農者につきまし

ては緊急雇用創出対策事業を活用しまして農業

人材育成事業を実施しているところであります。 

 さらに、今年度から新規事業としまして、遠

野緑峰高校や地元先進農家の協力を得ながら遠

野ふるさとあぐりスクール事業を予定しており

ます。この事業は、年間を通して農業基礎、あ

るいは経営、栽培技術等の学習カリキュラムの

展開、農地の取得、具体的栽培品目の選択など

総合的な新規就農者育成・支援を行い、参入に

係るハードルを少しでも下げながら新規就農者

の堀り起こし、あるいは定着を図ろうという事

業であります。 

 さらに担い手や後継者を含む新規就農者への

支援は、前にも述べましたが、地域活性化アド

バイザーが中心となり、ほかのアドバイザーと

連携をしながら取り組んでいきたいと考えてお

ります。 

────────────────── 

   散  会   

○議長（河野好宣君）  お諮りいたします。本

日の会議はこの程度にとどめ、散会いたしたい

と思います。これに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（河野好宣君）  御異議なしと認めます。

よって、本日はこれにて散会いたします。御苦

労さまでした。 

   午後３時02分 散会  
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