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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。

御苦労さまです。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の欠席の届け出議員は、17番石橋達八君

であります。 

────────────────── 

   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

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。１番菊池巳喜男君。 

   〔１番菊池巳喜男君登壇〕 

○１番（菊池巳喜男君）  おはようございます。

清風会の菊池巳喜男でございます。通告に従い

まして、市長に対し、大項目３点について一般
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質問を進めてまいります。 

 さて、質問に入る前に、昨日同僚議員でござ

います菊池民彌議員と重複する点もあるかと思

いますが、協調性をもって取り組んでいきたい

と考えておりますので、御理解をいただきたい

と思います。 

 現在、宮崎県で発生している法定伝染病の口

蹄疫について、まず、質問させていただきます。 

 質問に入る前に、この口蹄疫による甚大な被

害に対しまして、心よりお見舞いを申し上げま

す。また、宮崎県民一帯が大変な努力と感染対

策に講じられていることに対しまして、及ばず

ながら声援を申し上げる次第でございます。 

 この口蹄疫、今や宮崎県全域に拡大しており

まして、宮崎牛ブランドの種雄牛49頭も殺処分

され、５月30日現在で疑似患畜は238例の16万3,

500頭余りとなっております。去る５月18日に

は、東国原知事が非常事態宣言も出されており

ます。東国原知事は、「拡大をとめることがで

きない状況であり、九州や全国にも感染が拡大

する可能性を否定できない」と話されておりま

す。このことは畜産農家ばかりでなく、発生地

域外でもイベントや大会の延期することも求め

ていて、事態の深刻さ、そして日本全体の不安

さをあらわしております。また、口蹄疫の感染

拡大が続いている問題で、農水省は、移動制限

や殺処分といった、これまでの対策にもかかわ

らず、感染ペースが衰えないということから、

ワクチンにより感染防止を検討実行して、宮崎

県は５月26日、発生地から半径10キロ圏内の家

畜へのワクチン接種がほぼ終了したと発表して

おります。 

 国会でも衆議院農林水産委員会において５月

26日、ワクチン接種後などの家畜の殺処分を国

や都道府県が強制的に行えることを柱とした

「口蹄疫対策特別措置法案」を可決し、衆参本

会議を経て、28日、全会一致で可決成立してお

ります。この成立により、今月より対策特別措

置法を施行して、蔓延防止対策をとることとし

ているようです。新聞報道によると、この法案

は2011年度末までの時限立法として、政府はワ

クチン接種を含め、畜産農家の同意がなくても

健康な家畜を予防的に殺処分できる最終権限を

持ち、殺処分した家畜は生産に要した費用も含

めて国が補償することや、これまで各農家が確

保することと規定されていた殺処分後の埋却用

地を国や自治体が用意することも盛り込んでお

ります。この必要経費を約1,000億円と見込む

としたものであります。その反面、初動のおく

れが感染拡大につながったとの批判もあるとの

ことでありました。 

 さて、岩手県内の動きや対策はどうかという

と、既に報道にあったとおりでありますが、葛

巻町もしくはＪＡ新いわてでは、いち早く消石

灰や消毒液の畜産農家への配付を決めて実行し

ておりました。その後、岩手県では５月27日に

市町村や農協などの担当者約70人が出席して口

蹄疫防疫対策会議を開催し、関係機関との役割

分担や県内にウイルスが侵入した際の具体的な

対応手順などを確認し、家畜に異常を見つけた

ならすぐに通報するよう、農家への指導の徹底

を確認しています。「関係機関の協力がなけれ

ば、防疫は成り立たない。総力を上げて対応す

るしかない」と強調をしております。 

 当市においても、去る５月24日の議員全員協

議会で、口蹄疫対策費として事業費100万円を

この６月議会に提案することとし、市内畜産農

家700戸に消石灰を配付する方針を示しました。

報道によると、県、市、花巻農協などでつくる

遠野地域家畜伝染病等防疫対策連絡会が既に前

倒しで各戸に20キロ入り消石灰を配付したとの

ことであり、配付数は遠野市より２袋、農協よ

り１袋とのことでありましたが、このことは迅

速な対応として評価できますが、さらなる対策

として踏み込んだ、関係機関・団体等の指導や

より細かなチラシ配付などの対策が必要ではな

いでしょうか。また、消石灰の配付についても

一度限りでなく、宮崎県の感染状況や全国の状

況を把握しながら、再度の配付も視野に入れて、

万全の対策を講じていくことが肝要と思われま

すが、どうでしょうか。また、宮古市では畜産

関係機関と畜産農家の代表による、市による
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「口蹄疫対策会議」を設置したとのことであり

ます。感染の媒体は畜舎に出入りする人間やハ

エなどの昆虫類も考えられますが、判明が難し

いとのことのようです。一方では野生鳥獣にも

疑いがかけられ、近年、市内でも増加が見られ

るシカ等に対する点検や対策が必要ではないで

しょうか。このことは当市の農業総生産の半分

を占めている畜産分野において重要なものであ

り、何らかの対策本部等の設置が求められると

考えますが、見解を示していただきたいと思い

ます。 

 次に、２番目の質問、「過疎法延長と限界集

落」についてに移ります。 

 限界集落という表現で通告しておりましたが、

限界集落というのは確たる定義があるわけでは

なく、また、その地域に対しての言葉の表現と

して適切かどうかという全国的な反響を考慮し

て、基礎的条件の厳しい集落、または維持が困

難な集落等々あらわしながら質問をしてまいり

ます。 

 この３月末で更新期を迎えた過疎法は幾つも

の曲折もありましたが、当時総理大臣の「過疎

対策は切れ目なく講じていくことが必須だと考

えており、延長をしたいと思っている」との答

弁から前進され、議員立法として提出されまし

て、国会において全会一致で可決されて、去る

３月17日に公布されましたが、従来の10年間の

延長とは異なり、６年間の延長としてスタート

いたしました。さらに、内容においても「ハー

ドからソフトへ」ということで、時代の転換と

しての革新的な内容となっているようでありま

す。報道によると、この過疎債のソフト事業の

内容は、「地域医療の確保、住民の日常的な移

動のための交通手段の確保、集落の維持及び活

性化、その他の住民が将来にわたり安全に安心

して暮らせることのできる地域社会の実現を図

る」と示され、集落支援員の配置等により地域

の新たな方向性を模索することも計画されてい

るようであります。 

 財政規模的には、対象の776市町村に対して、

約660億円がソフト事業の上限枠とされており

ます。１市町村当たりの単純平均で8,500万ほ

どの規模になる計算でありますが、このソフト

事業の具体的内容を規定するには「市町村過疎

計画」とありまして、今回は、目的・分野別手

段・プロセス等を地域の思いを込めた計画が求

められるとあります。遠野市といたしましては、

どのように展開していくのかをお伺いいたしま

す。 

 また、現在、遠野市の人口における高齢化率

を見ると、この５月31日現在で３人に１人の割

合である33.6％となっております。各町単位で

はさらに比率の高い地域もあり、50％を超える

と集落を結束させてきた恒例行事や冠婚葬祭は

言うに及ばず、ライフラインの維持にも支障を

来し、社会共同体の維持が困難な状況に置かれ

ている集落と称されております。全国的に見る

と、過疎集落から、こういう集落に移行して行

く例が見られますが、遠野市としてはどのよう

にとらえ対策を講じていくのか、あわせて伺い

いたします。 

 最後の質問に入らせていただきます。「産業

振興と雇用対策」についてに入ります。 

 遠野市総合計画の前期基本計画も今年度が最

終年度となっております。取り組み前段の「基

本構想」では、基本理念「遠野スタイル」の創

造に基づき、将来像「永遠の日本のふるさと遠

野」を実現するため、５つの大綱を定めるとあ

り、その「大綱３」には、活力を創造で築くま

ちづくりとして、「おもしろさとやる気を感じ

る元気ある産業のまち、ぬくもりともてなしの

心でつくる交流のまちを創ります。」とありま

す。その政策として、農畜林業の振興・商工業

の振興・観光と交流のまちづくりの３つが掲げ

られ、特にも商工業の振興では、４つの施策の

中に内発型の産業振興・外発型の産業振興が列

記されております。 

 その中の外発型の産業振興では、本市にとっ

て製造業は農業と並び中核的な産業であり、雇

用の観点からも重要な役割を担っている。特に

も新規学卒者を中心とする若年層の人口流出を

抑制するためにも雇用の場の確保は喫緊の課題
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と述べられております。 

 さらには、企業立地協定については、19年度

より最終年度の今年度までに４件の協定を目指

すとなっておりますが、工場等の企業誘致の実

績はいかなるものになっているのでしょうか。

そして、今年の計画はどのぐらいの進捗状況と

なっているのでしょうかをお伺いいたします。 

 また、４月以降の求人倍率は改善されてきて

いるのでしょうか。５月28日の岩手日報紙によ

ると、岩手県下での統計として岩手労働局は４

月の本件有効求人倍率が前月比0.03ポイント低

下し0.38倍になったと発表しております。全国

的には43位で前月の39位から下がりました。５

カ月ぶりに前回を下回ったものの、４月は例年、

年度末の前月に比べ定員充足や契約満了など、

季節的要因で落ち込む時期と述べており、同局

は「製造業や卸小売業などで求人が出ており、

緩やかな改善基調にもある」と記載されており

ます。遠野市においても、同様な内容となって

いるものでしょうか。 

 近ごろ、ある集会の場での会話でも、現在失

業中であり、ハローワーク通いを余儀なくされ

ていると話される市民の方が多く聞かれました。

昨年度末までは各種の失業対策が全国規模で打

ち出され、遠野市でもその効果も示されており

ましたが、現在の状況はどのようになっている

のでしょうか。 

 このことは、さきに質問した、過疎集落や維

持が困難な集落等のキーポイントともなりうり、

しいては遠野市の人口減少対策にも大きくかか

わる問題に直結するものであり、財政の硬直化

や住民サービスにも大きく左右する基本的な問

題でもあります。 

 以上、大きく３点をお聞きいたしまして、私

の一般質問を終わらせていただきます。 

○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）  菊池巳喜男議員の一般

質問にお答えいたします。 

 それぞれ大きく分けて大項目３点ということ

で、口蹄疫問題、過疎問題、あるいは産業振興

と申しますか、雇用問題等を含めて大きく分け

て３つの質問で、それぞれ御質問を承ったとこ

ろであります。 

 まず、第１の質問の口蹄疫の問題につきまし

ては、菊池巳喜男議員の質問の中にもありまし

たとおり、昨日、菊池民彌議員の質問にお答え

する中で、状況、あるいは取り組み、そのよう

なことをお答え申し上げているところでありま

す。したがいまして、私のほうからは昨日の答

弁との繰り返しになろうかというように思って

おりますけども、口蹄疫対策につきましての特

にも口蹄疫対策に係る対策本部の設置について

の考え方につきまして、私のほうからお答えい

たしまして、それから、指導の強化やチラシ、

あるいは消石灰等の追加のさらなる充実図るべ

きじゃないかという部分。あるいは野生鳥獣か

らの侵入にも対処が必要ではないかというよう

なことでの質問もございましたので、これにつ

きましては、実際現場で仕切っております畜産

担当部長のほうからお答え申し上げますので御

了承賜りたいというように思っております。 

 それから過疎対策につきましても、もうまさ

に、これも改正過疎法ということで、当市にと

りましても、大変大きな関心事である法律であ

ります。これが切れることなく議員立法で延長

になったということで、正直なところ、ほっと

してるわけでございますけども、これを受けて、

９月までには当市としても、この改正過疎法に

基づく計画を立てなければならない。そのよう

なプログラムが迫っておりますので、当市とし

ての取り組みの状況につきましては、経営企画

室長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。 

 それから雇用対策。これにつきましても産業

振興と雇用対策という形での質問ありました。

これは既に年度も改まって、もう２カ月たって

るわけでございますので、どのようなマンパ

ワーを結集しながら、少しでも雇用の場という

ことで取り組んでいるかということにつきまし

ては、私から答弁申し上げますけども、この雇

用対策のこの現状、失業者対策は継続している
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のか、どのような状況なのかということでのお

尋ねでありましたので、この部分につきまして

は、担当の産業振興部長のほうから答弁申し上

げるということにいたしますので御了承いただ

きたいと思っております。 

 では、まず、この口蹄疫の問題についてであ

ります。御質問の中に、国の動向、あるいは、

それに伴う県の対応、さらには宮崎県の現状、

そしてまた当市における取り組みにつきまして

も、質問の中でかなり丁寧に述べていただきま

した。まさにそのとおりであるわけであります。

その中にございまして、きのうの質問等の部分

でのだぶる、だぶると申しますか、重複する分

もあるわけでございますけども、菊池巳喜男議

員の言うなれば、これは一つの危機管理だと、

大きな危機感を持ってやんなきゃならないとい

うことであるわけでありまして、これは私も全

く同じ認識であります。したがいまして、部長

のほうからも取り組みの状況については具体的

に御答弁申し上げますけども、この「遠野地域

家畜伝染病等防疫対策連絡協議会」ということ

で、この東南部農業共済組合のほうで立ち上げ

ました家畜診療センターですね。この中に約９

名近い、10名ほどの獣医師集団がいるというの

は、これは大きなマンパワーの一つの遠野にと

ってのあれでございますから、県南家畜保健所

のほうとの連携の中から、この連絡協議会の中

で常に情報を共有しながら、専門家の意見もそ

の中で聞きながら、タイミングを失しないよう

な形で議論し、方針を出してきているところで

あります。したがって、これは専門的な分野の

方々の意見というものは、非常にこれは大事な

わけでございますから、素人判断で、例えば、

さまざまな対応したとしても、今度は、一方に

おいては、一つの風評被害といったものも大き

く懸念されるわけでございますから、最大級の

危機意識を持ちながら、一方においては、専門

の方々の意見を踏まえた冷静な対応っていう、

このバランスの取り方が私は非常に難しいと。

であるがゆえに、これが危機管理だということ

になる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、改めて、ただいまの質問

の趣旨に事を踏まえまして、いい意味でのきち

んとした緊張感持ちながら、情報の収集、分析、

そしてまた、いろんな国県の動向把握。さらに

はそれぞれ個々の畜産農家の方々に対する周知

といったものに、なお一層、意を用いながら取

り組んでまいりたいと思っておりますので、改

めて別な組織あるいは会議をつくるということ

なく、今のこの組織の中で対応しながら考えて

いくということで、まず当面はいいのではない

かなというようにも思っているとこであります。

もちろん、これはそれぞれの状況によっては、

直ちに対策本部っていうことにも当然なるわけ

でございますから、そのようなことにならない

ように祈るような気持ちでもいるっていうこと

も事実であります。特にも、畜産農家の方々に

も、例えば、こういった協議会なり、何かにも、

オブザーバーであり、何であり、参画してもら

いまして、個々の畜産農家の方々の意識の啓発、

あるいは、ある意味での危機管理。また、この

口蹄疫といったものに対する一つの大変大きな

問題であるんだというようなことに対する意識

啓発と申しますか、周知活動なども必要だとい

うように思っておりますので、そのような面に

つきましては、この組織の中できちんとした対

応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、２つ目の過疎法の延長と、質問の

冒頭に、限界集落という言葉は使わないという

お話ありました。これは私も、心情的にも、た

だいまのそのような形での切り口で質問を承っ

たことにつきましては、ある意味においては、

本当にほっとしてるというか、そのような認識

を持っていただいたんだなという部分で、これ

また、その御配慮にも感謝しなきゃならないか

というように思っております。 

 と、申しますのは、この改正過疎法がこの22

年３月で失効するという中で、ちょうど４年前

でございますけども、総務省のほうで「過疎問

題懇談会」という12名ほどの委員が立ち上がり

まして、それぞれ学識経験者、あるいはマスコ
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ミ関係者、それぞれ市長会、全国市長会、それ

から全国町村会のほうから委員が出まして、１

カ月に１回ほど、この改正過疎法の議論がされ

たわけであります。私もその委員の１人に選ば

れまして、指定を受けまして、１カ月に１回

ペースで、今後の過疎法をどのように持ってい

くかということについて議論の場に参加させて

いただきました。町村会のほうからは四国の、

やはり、これは「葉っぱビジネス」で有名であ

る馬路村の村長さんも参加されておりまして、

その中で現場の声といったものをその中で届け

てきたわけであります。その中で感じましたの

は、いかに、こういった地域の問題に対して、

国の、役所の言うところのバリアが高いものな

のかなというようなことをそこで痛切に感じた

わけであります。過疎対策となれば、まさに総

合的な形の対策なのにもかかわらず、国交省は

国交省、文科省は文科省、そしてまた、総務省

は総務省という中における、厚労省は厚労省と、

それぞれの各省庁の担当者が来まして、この過

疎対策についての取り組みについて、私どもも

その委員としてレクチャーを受けたわけでござ

いますけども、何てこんなにさまざまなことが

いろんな形で重なってるのかなということを痛

感もするということを感じたわけでありますけ

ども。その中で各委員とも共通したのは、限界

集落とか、消滅集落という言葉をもって一つの

集落を定義づけて、そして対策を講じるってい

ったのは、いかにもこれは言うなれば、これま

での発想の議論だと。そこに住んでる人の立場

になって、やっぱりこれからの物事っていうの

を考えていかなきゃならないんだよということ

で全委員が一致いたしまして、この懇談会では

限界集落とか消滅集落という言葉は使わないと

いう申し合わせも行ったという一つの経緯があ

ります。その中で、ただいまの質問の中で、そ

のような認識を示されたということにつきまし

ては、そういうことを今思い出しておりまして、

大変、そのような理解をいただいたという部分

につきましては、私も正直ほっとしているとこ

ろでもあります。 

 それで、この22年３月末で改正過疎法が議員

立法ということで、一時は政権交代ということ

もありまして、議員立法そのものがもう無理だ

ということになりまして、事務局で担当してお

りました総務省の過疎対策室では、正直なとこ

ろ途方に暮れた状況でありました。それが、さ

まざまな経緯がありまして、それぞれ超党派で

合意ということになりまして、これまでは10年

間の刻みでもって議員立法で過疎法が成り立っ

ておったわけでありますけども、６年というこ

とで、これは原口総務大臣の最終的な判断があ

ったというように後で聞きましたけども、６年

ということで、ソフト対策も組み込んだ形で、

私どもこの過疎問題懇談会の中で議論してきた

ことが、ほぼそのまま法律の中に生かされる中

で、「過疎地域自立促進特別措置法の一部を改

正する法律」といったものが議員立法で成立し

たわけであります。 

 それにつきまして、衆議院は３月２日、参議

院は３月10日、いずれも、これも全会一致とい

うことで決まったわけで、可決なったわけであ

りますから、やはり、過疎問題っていうものは、

文字通り、総合行政の中で取り組むんだという

ことが国会の場でもきちんと確認されたという

ことになるんじゃないかなと思っております。

したがいまして、改正過疎法という中で、一つ

ソフト事業も組み込んで、言うなれば、あえて

申し上げますけども、限界集落あるいは消滅集

落に近い、そのような定義に近いような集落も

全国でどんどん生まれてきてることは、これは

紛れもない事実なわけであります。したがいま

して、そこに少しでも活力をという部分におけ

る、今度は私ども過疎地に指定されております

市町村の言うところの力量が試されるというこ

とに私はなったんじゃないかなというように思

っておりまして。そのことにつきましては、経

営企画室のほうにおきまして、今後どうするの

かという御質問でありましたので、具体的なプ

ログラムを、工程表をつくりながら、今、作業

を進めておりますので、その具体的なプログラ

ムというか、工程表につきましては経営企画室
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長のほうから答弁を申し上げます。いずれ、22

年度から27年度までの６カ年でございますから、

これから作業を進めます総合計画の後期実施計

画の５年、健全財政５カ年計画の５年と、それ

ぞれがきちんと整合性をとれる中で、この改正

過疎法の自立計画を立てなきゃならないという

ことになりますから、改正過疎法に基づく自立

振興計画はそれだと。実施計画はそれはそれだ

と。健全財政５カ年計画はこれはこれで別だと

いうことじゃなくして、これをきちんとしたセ

ットにして、きちんと市民の皆様、あるいは議

員各位にお示しするということが、これから

我々に課せられた大きな責務でもありますので、

その部分につきましては、工程表に基づき、き

ちんとした検討作業を行ってまいりたいという

ように思っておりますので、よろしくお願いを

申し上げたいと思っております。 

 それから、この最後の過疎法の中で、社会共

同体の維持が困難な状況に置かれてる集落への

そのような対策はどうなのかという部分。当市

にあっても現実的には集落単位で見ますと、言

うところの高齢化率が50％越えてる集落がもう

出てるわけであります。これが学者の方が定義

している限界あるいは消滅集落というものにそ

のまま当てはめれば、当市にもそのような定義

に当てはまる集落は出てきてるということは、

これは認めざるを得ないということになるわけ

でございます。ただ私は、これはこれからの議

論になるわけでありますけども、国のほうに対

しては、世界で最長寿国の中にあって、さまざ

まな高齢化社会をひとつ活力あるものにしなけ

ればならないといったときに、一律にと申しま

すか、65歳という中ですべて高齢化率を言うっ

てことについてはいかがなものでしょうかねっ

て話もちょっと申し上げております。そのよう

な話題を言いますと、皆さんは必ず一たんは頷

いてくれます。そうだなって言ってくれます。

したがいまして、そのような部分の中で、この

高齢化率をとらえ、実際50％越えた、60％越え

た、大変だっていっても、そこの地域に集落に

入ってみますと、大変元気な方々がまさに元気

に頑張っているという姿もあるわけであります。

したがいまして、そこをどう行政の立場で、あ

るいは国や県や市町村の立場で、そういった

方々に誇りを持って、自信を持って、頑張って

ほしいというような形での仕組みを、私はやっ

ぱりつくっていくということが大事ではないだ

ろうかと。そのようなもの、維持が困難な状況

に置かれるから、これは仕方がないんだじゃな

くて、それを維持してもらう。維持してもらう

ということは高齢化率がどんどん進むわけでご

ざいますから、維持をするということは、それ

だけ、言うなれば、活力がそこにたもたれると

いうことにもつながるわけでございますので、

そこで一つの仕組みとすれば、やはり、この地

区センターや過疎法に位置づけられました集落

支援員の生かし方や、その人と人と、あるいは

地域と地域をつなぐ。言うところの情報通信技

術といったような、このＩＣＴを利活用した、

この情報ネットワークの構築といったのも新た

な仕組みづくりとしては極めて大事になってく

るんじゃないのかなというように思っておりま

す。したがいまして、この遠隔医療の中で、遠

野も先進的な取り組みをしてるっていうのは一

定の評価をいただいてるわけでありますけども、

これは医師確保だけではないと。やはり、それ

ぞれの地域、そしてまた安心して生活してくだ

さいと。何かあったらば、すぐ飛んで行きます

よというような、そのような仕組みもつくると

いうことも、これから我々市町村に求められて

くることではないだろうかということも考えて

いるところでございますので、そういった点で

の一つ取り組みも進めてまいりたいと思ってお

ります。 

 ３つ目の産業振興と雇用対策についてであり

ます。質問にございました。新年度がスタート

し２カ月がたちました。外発型の産業という中

における取り組みという中で、実績はどうなの

かというようなこともありました。これにつき

ましては、やはり、雇用問題。大きな一つの、

当市にとっても大変な大きな市政課題であった

わけであります。議員各位からも大変な御理解
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をいただきまして、離職者対策につきましては、

国の対応もあったわけでございますけども、臨

時議会等も、あるいは補正予算等も措置しなが

ら、緊急雇用対策ということで、さまざま取り

組んでまいってきております。そこがどこまで

実効性のあるものに上がったのか。やっぱり、

正規職員、ちゃんとした言うところの非常勤じ

ゃなくして、あるいは臨時じゃなくして、ちゃ

んとした雇用の場として確保してほしいという

切実な声もありました。その形の中で、21年度

末現在では新規誘致３社。それから、この総合

計画の目標には示しておりませんけども、言う

ところの市内企業の工場を増設するという一つ

の動きが６社ほどになってきております。 

 先般でありますけども、市内の企業の方々、

社長さん方集まっていただきまして、懇談会を

行いました。約20社の社長さん方集まりまして

懇談会を行ったわけでありますけども、社長さ

ん方みずから、非常に最盛期の、受注の最盛期

の８割、９割まで受注が戻ってきてるという話

をしておりました。したがって、この状況で行

くと、来年の新規学卒はもう少しふやせるかも

しれないというような動きも出てきておりまし

て、景気回復といったことが少しは遠野のほう

の企業にも出てきているのかなという一つの話

をいただいておりまして、正直なところ、新規

雇用を考えたいというようなお話いただいたと

きは本当にうれしい気持ちでありましたけども、

そして、その中で社長さん同士の情報交換、交

流が行われまして、改めて、それぞれお互い企

業同士も情報交換しながらやっていこうじゃな

いかというようなことをそれぞれの社長さん方

で懇談されておりましたので、これも非常にい

いことであったなというように思っております。

それから、やっぱり、マンパワーの中で、情報

収集しながら、タイミングを失しない形で、言

うところの企業誘致に当たるということも、こ

れも必要なわけでありますから。 

 実は、この３月まで東北経済産業局と２年交

代で交流人事を行ってまいったわけであります

けども、６年続いてきたということで、ことし

は一応見合わせるということにつきまして、経

済産業局との人事交流は一応打ち切っておりま

す。しかし、この６年間で３人の国の職員が遠

野の産業振興の責任者として、産業振興課長と

して活躍をいただいたわけでございますから、

これはもう、それで終わりじゃなくして、先般、

東北経済産業局長を訪ねまして、この３人の課

長経験者に、これからも遠野の産業振興、企業

誘致、そのための一つの力をいただきたいとい

うことでお願いをいたしました。快諾をいただ

きまして、その３人には遠野の産業振興、企業

誘致のいうなれば助っ人として、さまざま活用

していいですよっていうようなお話もいただい

てまいりましたので、この３名の方に改めて、

全くの無報酬のボランティアにはなりますけど

も、遠野の産業振興にこの２年間在職したとい

う経験を生かして、さまざま応援していただく

というような体制も今組んでいるところでもあ

ります。 

 そのような形で、マンパワーを結集しながら、

そして、その中で情報をきちんと踏まえながら、

各地域の工業適地なり、あるいは空き工場なり、

そういうようなことを利活用しながら、新たな

雇用の場としての企業誘致にもさらなる喝と申

しますか、力を入れてまいりたいというふうに

思っておりますので、よろしくお願いを申し上

げて、私からの答弁は以上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）  

命により答弁いたします。 

 まず、最初の指導の強化やチラシ、消石灰の

追加等、さらなる対策についてでございます。 

 予防対策等のチラシにつきましては、既に２

回ほど配付しています。さらに６月10日からＪ

Ａを通じて配付される予定の県の消毒薬と合わ

せて、さらなる注意喚起のチラシを配付する予

定であります。配付されましたチラシの内容に
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つきましては、遠野テレビでの５月24日の「今

日の遠野」ですか、ニュースや26日のＡＳＴ通

信でも放映し、予防対策の周知を図っておりま

す。消石灰の追加配付につきましては、設置し

ている「遠野地域家畜伝染病等防疫対策連絡協

議会」の中で、そのときどきの状況等をかんが

み、専門的意見をもらいながら判断をしていき

たいというふうに考えています。 

 今回の消石灰等の配付につきましては、各畜

産農家におきまして配付された数量で間に合う

ものではありません。ありませんが、口蹄疫に

限らず、農家戸々におきまして、日ごろの防疫

意識が大切であり、自主防疫の喚起という、そ

のきっかけとなることも目的としております。

今後も各機関と連携しながら、先を見越した指

導等を進めていきたいと考えております。 

 次に、野生鳥獣からの侵入対処についてでご

ざいます。口蹄疫は偶蹄類の動物に発症しまし

て、野生鳥獣であるシカやイノシシにも感染し

媒体となるものであります。市内のシカにつき

ましても例外でもありません。ただし、現在の

ところ発症区域は九州の宮崎県区域だけであり

ますから、市内のシカにつきましては感染して

いないと推測されます。ただ、ふえ続けている

有害鳥獣被害の対策は、同時に家畜伝染病の防

疫対策として重要項目であると考えています。

感染リスクの軽減を図るため、駆除等の対策も

あわせて、しっかり対応していきたいと考えて

います。 

 以上で終わります。 

○議長（河野好宣君）  平野経営企画室長。 

   〔経営企画室長兼総務部長平野智彦君登

    壇〕 

○経営企画室長兼総務部長（平野智彦君）  命

によりまして、過疎地域自立促進計画策定に係

ります具体的なプログラム、この部分について

御答弁をさせていただきます。 

 まず、先ほどの質問者がお話した中で、対策

に係るソフト事業、これを単純計算すると、一

つの市町村で8,500万となるという内容の話が

ございました。それで遠野市の今年度平成22年

度の過疎対策のソフト事業分、これを試算をし

てみますと、約１億7,000万ほどが対象事業に

なるというふうに試算をしているところでござ

います。 

 今回の新たな過疎法。これはソフト事業、そ

してハード事業、これを一体となって取り組む

ことによっての自立促進に当たるというのが、

今回の計画の柱だというふうに思っています。

また、この過疎指定。これは遠野市の特定の地

域が指定を受けるということではなく、遠野市

全体の事業、遠野市が取り組む事業がハード、

ソフト全般にわたって指定をされるということ

であります。そうしますと、５年間の後期の計

画ということがございます。これもハード、ソ

フトにわたっての計画でございます。過疎法の

自立促進計画。これは６年間という、この１年

間の差がございますけれども、総合計画による

遠野市の発展振興計画。そして過疎法による、

この自立促進計画。これを一体的に一つのもの

として整備することが、策定することが肝要だ

というふうに思っております。もちろん、その

計画に当たっては、健全財政５カ年計画。ある

いは今盛んに議論をしていただいておりますけ

ども、進化まちづくり検証委員会の検証経過、

これらも踏まえながら、整合性あるいは連動性

を持った計画を策定しなければならないという

ことで、また、この計画につきましては、９月

の定例会に提案すると、議会のほうに提案する

ということで作業を進めております。その策定

の推進に当たっての体制でございますけれども、

庁内に若手、中堅職員によるソフト事業検討

チーム、これを設置しましてですね、今、盛ん

に作業を行っております。特にも、この検討

チームの中には県南広域振興局の職員もメン

バーに入っていただいてですね、大所高所から

のアドバイスもいただくという形の作業を行っ

てるところでございます。この作業は具体的に

は今月の下旬までに各課からのニーズを取りま

とめ、それをもとに計画案を策定し、７月には

広域振興局及び岩手県との計画調整作業を行う

という形になってございます。これを踏まえて、
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８月上旬には計画案の協議書を県に提出をしま

して、県からの回答を踏まえ、９月の定例会に

提案をするという運びになっています。もちろ

ん、その際には、議員全員協議会の場で詳しい

説明をしながら、提案するという運びで進めた

いというふうに思ってますので、御理解を賜り

たいと思います。 

○議長（河野好宣君）  運萬産業振興部長。 

   〔産業振興部長運萬勇君登壇〕 

○産業振興部長（運萬勇君）  命によりまして、

雇用情勢の厳しい中、失業者対策は継続してい

るのかという御質問に対しまして、御答弁申し

上げます。 

 ことし４月の有効求人倍率は、当市は0.31倍

となっております。最悪でございました平成21

年５月の0.16倍と比較するとほぼ倍になっては

おりますけれども、県平均の0.38倍には届かな

い状況となっております。月間有効求職者数が

788人。これは求職者が最も多かった平成21年

４月の912人に比べますと124人ほど減ってはお

りますけれども、それに対しての月間有効求人

数は246人となっております。このような雇用

情勢の中で、国の基金事業を活用し雇用対策に

取り組んでおります。 

 まず、「ふるさと雇用再生特別基金事業」に

つきましては10事業で雇用12人、「緊急雇用創

出事業」では13事業で雇用40人、新たに追加さ

れました「重点分野雇用創出事業」は２事業で

雇用16人、それから「地域人材育成事業」は２

事業で雇用11人。合計27の事業で79人の雇用を

目指しております。これを順次実施していくこ

ととしておりまして、これは当初予算に計上済

みでございますが、事業費で１億9,000万円と

なっております。 

 なお、５月25日でございますけれども、さら

なる基金事業実施に向けた市内部の事業企画会

議を開催したところでございます。現在、その

計画策定実施に向けた詳細を詰めているところ

であります。これが詰まりますと、さらに追加

をするということで予定をしてございます。ま

た、平成20年度から実施しております「地域連

携型緊急雇用創出事業」、これは「雇用安定助

成金制度」でございまして、８割に対して、市

がさらに１割をかさ上げしてつなぎとめるとい

うこと。それから次の仕事への資格修得支援と

いうことで、これも引き続き実施しております。

これらの継続に加えまして、本年度は新規事業

として「ふるさと就業奨励事業」を実施いたし

ます。これは新規卒業者を採用した場合には、

１人当たり15万円の奨励金を事業所へ支給する

こと。それから新規卒業者が同一事業所に３年

間働いたときに、「石の上にも三年事業」とし

て５万円の継続勤務奨励金を支給することとし

てございます。 

 平年30数名程度の新規卒業者が市内に就職し

てございますけれども、これを地元就職を50人

程度目指して、さらなる雇用拡大に向かって進

んでまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（河野好宣君）  １番菊池巳喜男君。 

   〔１番菊池巳喜男君登壇〕 

○１番（菊池巳喜男君）  再質問をさせていた

だきます。 

 ただいま、るる丁寧な説明をいただきました。

私はこの中で新過疎法と言うんですか、改定過

疎法に関しまして、さらなる質問をさせていた

だきます。 

 私の質問の中で集落支援員、ソフト事業の中

でございますけども、その配置を特にも要望し

ておりましたけども、現在町内で、作業チーム

の中で、県の職員の方も入って、７月には岩手

県と調整、８月に提出を受けて、９月の議会に

提案するという運びになっていると言われまし

たけども、その中で特にも今申した集落の支援

員の配置につきまして、特に強く私は求めて行

きたいものと思っています。こういう時期だか

らこそ、地域の新たな方向性を模索しながら、

活性化につながるものと、そして地域の方々が

ともに知恵を出しながらできる唯一のものでは

ないのかなと思っておりますし、現在の行政、

もしくは自治会の組織の中とも連携しながらで

すね、できるのではないかなということでござ
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いますので、何とかその辺を考えていただきた

いと思います。 

 あと１つは雇用問題でございます。来月の７

月からは来年３月卒業されます高校の就職活動

が始まるわけでございます。きょうの岩手日報、

もしくは前の新聞にも出ておりますけども、関

東自動車の岩手工場を中核とした将来のハイブ

リット車の生産を視野に入れた対応を高めると

いうニュースが出ておりました。地場企業とい

うことで、この自動車関連の企業、現在1,108

社があるそうでございますけども、これを1,30

0社に引き上げる方針も新聞に載っていたわけ

でございまして、東北のこの地を自動車産業の

集積の推進地としていきたいということをキャ

ッチフレーズにしていきたいということを載っ

ておりましたので、この二、三年、遠野地域に

も高速道路が延びている関係もございますので、

何とか１社でも２社でも誘致ができないものか

なと私なりに思っているわけでございます。そ

して１人でも２人でもですね、新卒者、そして

若者が遠野から離れないような施策、企業立地

をさらなる力で進めていただきたいということ

でございます。 

 以上で２回目の質問にさせていただきます。

よろしくお願いいたします。 

○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）  菊池巳喜男議員の再質

問にお答えいたします。 

 過疎法に基づく集落支援員をということ。そ

れから、新聞等で自動車産業の動きが出てきて

るようだがということの２つでありました。質

問というよりも要望になるのかなというような

形での受けとめ方をしたわけでありますけども、

それぞれ具体的であれば、担当部長のほうから

具体的にお答えしようかなと思いましたけども、

今の御質問をお聞きいたしまして、私のほうか

ら考え方を答弁として申し上げたいと思ってお

ります。 

 集落支援員の問題。支援員があればじゃなく

して、私はやはり、それぞれの地域がどのよう

な形で、地域のきずなを深めながら、どのよう

な地域づくりを行うのかということをやはり地

域住民みずからも考えるという中に、この計画

の中にどのような支援をするかということが、

どうマッチングするかということが大事だとい

うように思っております。集落支援員が配置さ

れたから、その集落が言うなれば活性化するっ

ていうことに、必ずしもその方程式じゃなくし

て、やはり、お互い思いをしながら、そこにど

ういうマンパワーを得るかということがマッチ

ングしなかったならば、集落支援ありきでは、

私は地域の活性化にはならないというように思

っておりますので、ぜひ、それぞれの地域の思

いといったものを今般の改正過疎法の中におけ

る自立振興計画の中に位置づけ、よし、ここを

応援しようと。ここにこういうマンパワーを配

置しながら、連携をとってやろうというような

仕組みづくりにぜひ参画いただきたいというこ

とを私のほうから逆に要望しておきたいという

ように思っております。 

 それから、この自動車産業に基づく、このさ

まざまな動向。これはもう当然のことながら、

インターネットの世界であり、毎日、新聞等の

情報の中から、どう動けばいいかということに

つきましては、担当も、担当職員も、いろいろ

日ごろから情報収集には努めておりますので、

この動向については、当然のことながら、もう

既に承知してるというように私も認識しており

ますので、そのような情報に、いかに、それこ

そタイミングを失しない形でアプローチするの

かと。ただ、その場合は、ただお願いするとい

うわけにいきませんので、どこに、どのような

形の受け皿を、あるいは労働力を、さらにはい

ろんな支援策をどのようにという形でのそれぞ

れの組み合わせをセットにして、やはりもって

いかなければ、言うなれば企業にアプローチし

なきゃならないかというように思っております

ので、これからもそういった部分における戦略

と申しますか、活動計画と申しますか、そうい

ったものの中で、それこそご質問にありました

とおり、１人でも２人でも雇用の場を確保する
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ように全力を上げて取り組んでまいりたいと思

っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（河野好宣君）  10分間休憩いたします。 

   午前10時59分 休憩   

────────────────── 

   午前11時09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。11番浅沼幸雄君。 

   〔11番浅沼幸雄君登壇〕 

○11番（浅沼幸雄君）  正心会の浅沼幸雄でご

ざいます。通告に従いまして一般質問を行いま

す。 

 私からは市内中学校の再編成問題についてお

伺いいたします。 

 質問に入る前に、中学校再編成計画のこれま

での経過について、かいつまんで復習してみた

いと思います。 

 まず、市村合併前の平成17年２月25日の第１

回審議会定例会において、遠野市教育行政推進

の基本方針で中学校再編成の検討を示しており

ます。そして、市村合併後の平成18年２月17日

には遠野市立中学校内部検討委員会が設置され、

同年９月から11月にかけては、中学校再編成に

ついての教育懇話会が述べ３回。その後、平成

19年１月には市内11会場において中学校再編成

についての市民懇談会が開催され、同年６月４

日に遠野市立中学校再編成検討委員会が設置さ

れ、学校数、学区設定、校舎位置、校名、再編

成時期の５項目が諮問されております。８月に

は９地区において区長説明会、９月から10月に

は11会場においてＰＴＡ説明会が開催されてお

ります。そして、翌平成20年３月28日には14回

の検討会議を重ねた再編成検討委員会からの答

申があり、その後、答申に係る小中学校説明会

や内部検討委員会、政策会議、教育委員会、委

員協議会等を経て、平成20年７月23日に計画原

案が確定し、その計画原案が議員全員協議会や

小中学校ＰＴＡ説明会、市民説明会で説明され

ました。その後、平成20年12月に小友町や附馬

牛町の有志の方々による再編成計画反対の要望

書が提出され、議会でも、平成21年１月９日に

遠野市立中学校再編成調査特別委員会を設置し、

３月定例会に中間報告、６月定例会には、次の

ような最終報告がなされました。 

 １つ目として、市内８校の中学校を３校に再

編成する計画案は、既存校舎及び用地の有効活

用を図る上でやむを得ないように思われる。２

つ目として、地域間の温度差の解消も含め、な

お、住民合意を得るための努力が必要と思われ

る。３つ目として、再編成時期の３校とも平成

23年４月１日の同時スタートについては次期尚

早と考えられる。４つ目として、住民の合意形

成のための時間の確保も不可欠であり、もっと

時間をかけて慎重に検討すべきと考えられる。

以上が最終報告の要旨であります。 

 教育長は３月定例会で同僚議員の一般質問に

次のように答弁されております。「私が１月22

日から２月５日にかけての各町ごとの市民懇談

会で最も強く感じたことは、目標として進めて

いた平成21年３月の計画決定の時期が延びてい

ることで、多くの市民、保護者の方々が今後計

画はどのように進むのか不安な状況にあり、そ

れを早く払拭しなければならないということで

あります」と答弁されております。また、３月

３日付の岩手日報紙朝刊には、「附馬牛地区が

統合要望書、中学再編で父母ら提出」という見

出しの記事が掲載され、その中で附馬牛中ＰＴ

Ａ会長が「ＰＴＡの合同懇談会で統合やむなし

という結論になった。いつ統合になるかわから

ない状況では親も子どもも不安だ。スケジュー

ルをなるべく早く示してほしい」とコメントし

ております。 

 そこで、私の質問ですが、教育長は附馬牛地

区の父母の方々が提出した要望書のその後の対

応を含め、中学校再編成の現状をどう把握し、

それを踏まえて、今後どのような展開を図って

いく考えなのか。そしてまた実現に向けた決意

についてもお伺いいたします。 

 次に、同じ問題を市長にも質問いたします。

市長は先月24日の議員全員協議会のあいさつの

中で、中学校再編成問題について、「この６月
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議会等での一定の議論を踏まえながら、速やか

に一つの方向性を市長としての立場としても示

さなければならない」と述べられましたが、そ

の方向性とはどのようなものなのかについてお

伺いいたします。 

○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）  浅沼幸雄議員の中学

校再編成についての質問にお答えをいたします。 

 最初に、中学校再編成に対する市民の状況を

どのように把握しているかということについて

お答えいたします。 

 私が、昨年11月に現職に就任する以前に開催

された100回を超える説明会や懇談会において、

市民の皆様からいただいた御意見、御提言を踏

まえ、ことし１月から２月にかけて各町を一巡

して開催しました懇談会での直接の声を通じ、

さまざまな御意見を新たにいただきましたが、

総じて、教育委員会が提示している市内８校を

３校に再編成にする計画案について、小友町を

除けば、温度差はあるものの御理解をいただい

ていると受けとめております。 

 特にも、附馬牛町の状況においては、ちょう

ど市議会３月定例会の開催中でありました３月

２日に、これまでの計画案の見直しを求める要

望を行っていた附馬牛地区の保育園父母の会、

小学校ＰＴＡ、中学校ＰＴＡから、父母の意向

を受け、今後は再編成計画を進めていく前提に

立って要望書が提出されました。この要望を受

けて、５月31日には、要望書に記載されており

ます23項目の要望事項について回答するととも

に、再編成に向けた意見交換を行うため、懇談

会を開催したところであります。 

 教育委員会といたしましては、要望の一つ一

つに対して、場合によっては市や県の担当課と

の協議や実地調査も行いながら、できること、

できないことをはっきりとお答えしたところで

したが、その回答を受け入れていただきながら、

再編成に向けたもう一歩、もう一段踏み出した

形での「再編成に向けた学校間・子ども同士の

積極的な交流の機会について」、「制服や体操

着、運動着の統一について」、「スクールバス

の運行体制について」、「校舎の跡地活用策に

ついて」など、新しい学校づくりへ多くの御意

見や御質問を承り、とても充実感を感じた懇談

会でありました。 

 これら御質問や御意見は、まさしく、再編成

計画の決定後に学区単位で組織いたします「学

校づくり協議会」で具体的に話し合っていく内

容そのものであり、この「学校づくり協議会」

を効果的に運営していくための体制づくりにつ

いても御意見をいただいたところでありました。 

 この懇談会の様子につきましては、今月３日

に附馬牛町の区長会を初めとする各団体の代表

の方々にも報告をいたしました。町として、中

学校再編に向けた一定の御理解をいただき、再

編成計画の成案に向けて、まさしく大きく前進

したものという思いを強くいたしました。この

ことからも、再編成計画を策定する時期はもう

目前に迫っているという実感をいたしておりま

すし、現在、教育委員会では、中学校あり方内

部検討委員会など、内部検討組織において再編

成時期の見直しや再編成後に残された学校の活

用策の方向について検討を行っておりますが、

できる限り、早い時期において再編成計画を策

定したいと思っております。 

 なお、小友町につきましては、昨年８月に開

催した各町関係団体代表者懇談会において、

「ゼロから考える時間がほしい。単独なのか、

再編成なのか、計画案でよいのか、これから出

発点として、住民の意見交換を始めたい」との

要望があり、教育委員会ではこの要望を了承し

たところではありましたが、まだ具体的な提案

がなされていない状況にあります。話し合いの

窓口になる「中学校再編成計画を考える会」と

の積極的な話し合いの場をつくっていかなけれ

ばならないと考えております。 

 さて、私の中学校再編制の必要性の考えとそ

の決意ということでありますが、私は、「遠野

市わらすっこ条例」の前文のおいて述べている

ように、子どもたちは生まれながらにして一人

ひとりがさまざまな個性や能力や夢を持ったか
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けがえのない存在と考えております。大人は真

に子どもの視点を大切にするとともに、子ども

にとって最善の方法は何かを常に考え、育ちを

見守り、寄り添い、支えていく責務を負ってい

るものと思います。そして教育委員会は、子ど

もたち一人ひとりが持つ個性や能力や夢を生か

し、伸ばすために、子どもたちに関する取り組

みを推進しなければならないと思います。 

 私は、小中学校の教職生活を通して、小学校

は日常生活に必要な基礎的・基本的な内容を繰

り返し学習させ、習熟させることを重点に教育

活動を行う場所であり、日常生活圏の中で地域

とのかかわりをもって教育課程を進めることが

望ましいと考えておりますが、中学校は小学校

とは異なり、社会生活に必要な基礎的・基本的

な内容を確実に収得させるとともに、選択する

学習、部活動などの活動の幅を広げ、一人ひと

りの個性を伸長させることを重点に教育活動を

行うことが必要と考えております。したがって、

小中学校、そして保育園まで数えれば十数年間、

少人数の同じクラスメートと過ごすことよりも、

社会人として生きていくために基礎を培う重要

な発達段階にある中学生は、多くの友人や先生

方と出会い、触れ合いながら、刺激と切磋琢磨

の体験を通して、じっくりと自己を見詰め、よ

りよい自己発見、自己確立を促すことのできる

環境を整え、社会性や協調性をはぐくむことが

何よりも大切と思っております。 

 私は、過日開催されました体育祭や学校訪問

を通して、固定化された少人数の中で生徒の一

人ひとりの役割が大きくなり、それぞれに生徒

の意味づけはあるものの、負担は大きくなって

いる現状を痛感いたしました。それらの状況は

生徒みずからが自己を高める努力をし、成果を

上げているという認識を持ちながらも、子ども

たち一人ひとりが持つ個性や能力や夢を生かし、

さらに伸ばすためには、一定の学校規模を確保

し、中学生がより大きく成長することのできる

教育環境を整えるためには、中学校再編成は必

ず実現しなければならない使命と強く認識して

おります。 

 保護者の皆様や地域の方々の御理解や御支援

が一層深まるよう、誠心誠意、全力を傾け、中

学校再編成に取り組んでまいりますので、よろ

しくお願い申し上げます。 

○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）  浅沼幸雄議員のほうか

ら、この中学校再編成についてということで、

市長が先般の全員協議会であいさつの中でこの

問題に触れたんだけども、どのような立場と申

しますか、この問題にどのように対処するのか、

具体的に聞きたいということであったわけであ

ります。 

 ただいま藤澤教育長のほうから、これまでの

経緯も踏まえて、この中学校再編に係る遠野の

子どもたちの中学生の教育環境をどのように確

保するのかという部分におきまする平成17年か

らのこの取り組みの状況。これは浅沼議員のほ

うも、その経過を整理して質問をいただきまし

た。 

 改めて、この間、市民の皆様あるいは関係者

の皆様も含め、さまざまな形でのこの問題に対

して、真剣に立ち向かっていただいたんだなと

いうことも、この経過を振り返る中で感じたと

ころでもあります。 

 この全員協議会の中でも、ちょっと私も触れ

させていただきましたけども、この連休中に、

これまでの長い間に係る、もう100回以上を超

す、そして2,000目を超える皆さんとのさまざ

まなこの議論。そしてまた意見交換があったわ

けでありまして、その記録を教育委員会から届

いたものにつきまして読ませていただきました。

それぞれの思い、あるいはこれからの子どもた

ちをどのように教育していくのかという、まさ

に崇高な教育理念に基づくさまざまな意見。あ

るいは地域が寂れてしまうんではないかという、

その地域に対する熱い思い。そのようなものが

さまざま交錯した中におきまして、それぞれの

地域住民の皆様の切実な声といったものがいろ

いろ反映され、そしてまた議論されてきたので

はないかなというように思っております。そし
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て、その中にございまして、この質問の中にも

ありましたとおり、この市議会のほうにおきま

しても、この特別委員会を立ち上げまして、議

員各位もみずから地域のほうに入り、地域の皆

様の意見といったものをそれぞれ集約し、また

それを整理したと。そしてまた、それを具体的

に皆さん、議員各位もみずから受けとめたとい

う一つの経過もあるわけであります。 

 「市内８校を３校に再編成する中学校再編成

計画は既存校舎及び用地の有効活用を図る上で

やむを得ないように思われる」と。これは浅沼

議員からの質問にも、特別委員会における最終

報告の概要が披露されたわけであります。改め

て披露されたわけです。その中には、「やむを

得ないと言いながら、地域間の温度差の解消も

含め、住民合意を得るための努力が必要であ

る」と。そして「同時スタートは、これはちょ

っと無理では、次期尚早ではないか」「もっと

時間をかけて慎重に検討すべきではないか」と

いうのが議員各位の特別委員会を立ち上げての

最終的な４つの項目に集約がされたということ

を、私も改めて、そのことを確認いたしました。 

 今、ただいま藤澤教育長のほうから、その後

の状況につきましても丁寧な答弁があったわけ

であります。これは議員各位もそのとおり、そ

の状況については受けとめていただいたんでは

ないかなと思っております。 

 私は市長という立場の中にありまして、地域

にしこりが残ってはならない。今、遠野市が３

万1,000の人口減少社会の中にあって、その限

られた資源、そして限られたマンパワーの中で、

総合力で、そして遠野の活性化を、そしてまだ

まだ地域が頑張れるんだという姿を見せようじ

ゃないかということで、随所でそのような取り

組みが行われております。ある首長から、「ま

だ町民運動会やってんのか」という話もされま

した。まだやってんのかという話の中に、私は

一つの地域のありようについての、一つの考え

方と申しますか、遠野の誇るべきその仕組みが

私あるんじゃないのかなというように改めて思

ってる。それぞれがやっぱり運動会、大変なん

だそうでございます。実施するだけでも大変だ

と。その中においては、学校とのなんかにおけ

る連携策をどのように模索したらいいだろうか

という中で、小友とか附馬牛では新たなシステ

ムもつくり上げながら、地域のきずなを地域の

力を何とか維持していこうという中に学校とい

うものもその中にあると。しかし、一方におい

ては、新たな仕組み、新たなシステムの中で、

一つのこの中における少子高齢化の中には新た

な仕組みもつくっていかなきゃならないとなれ

ば、この学校再編問題も避けて通れないという

ように思っておりまして、百数十回の懇談、そ

して2,300名以上を超える一つの皆様の意見。

そしてまた一方においては、議会議員各位も特

別委員会を立ち上げての意見集約と。それぞれ

の一定のプロセスはきちんと丁寧にと申します

か、それはなされたんではないだろうかという

ような認識に立っております。しかし、それを

そのまま、報告があった。後は教育委員会は何

とか進めるだろうというわけには、やっぱり。

一つの地域、そして遠野市の一つの総合力とし

ての仕組みをつくりながら、１日も早く子ども

たちに安心して、そしてまた保護者の皆様にも

安心した環境を市長の立場としてもそれをきち

んとした確保するような環境もつくるという、

そのような時期にはもう来てるんじゃないだろ

うかなというような認識のもとに、先般の全員

協議会の場の中で私の考えをお話申し上げたわ

けであります。 

 先ほど、菊池巳喜男議員のほうからの質問も

ありましたとおり、改正過疎法も具体的に計画

を立てなきゃならない。経営企画室長が答弁し

ましたとおり、ソフト、ハード、１億6,000万

ほどのそういった過疎債のような財源も少しは

見えてきたと。十分ではないんでございますけ

ども、遠野市にとっては貴重な財源なわけです。

そういったものも見えてきたと。そういったソ

フトということで集落支援員のようなものも、

そのようなものも、この過疎計画の中では、新

たにマンパワーとしての位置づけもするぞとい

うような今までの流れと違うものがそこらに位
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置づけられてきたと。そして、おかげさまで、

前期総合計画、前期５カ年計画もほぼ予定通り

達成できるというような見込みも立ちました。

これは議員各位にも感謝を申し上げなきゃなり

ませんし、市民の皆様にも本当に感謝をしなけ

ればならない。貴重な財源をやりくりしながら、

合併後のこのまちづくりをある程度のものとし

ての約束を果たすことができたという中におい

て、一定の結果も得ることができたわけであり

ます。そして、一方においては、そういった次

の後期計画の５カ年計画といったものにも踏み

出ししなきゃならない。そしてまた、この改正

過疎法を踏まえ、自立振興計画も立てなきゃな

らない。そしてまた一方においては、この部分

においてはまだまだ不安定な部分あるわけでご

ざいますけども、地方財政が今後どうなってい

くのか。交付税がどのように推移していくのか。

一括交付金といったようなものがどのようにな

っていくのか。国の行方がまだ一つ定かではあ

りませんけども、基礎自治体としての、地域主

権としての基礎自治体を応援するという、その

ような仕組みは大きくはぶれないだろうという

ように私は思っておりまして、それがやはり、

これからの平成の大合併後における地域のあり

ようにとって、国と市町村の関係はそのような

ものとして、これはこれから構築されていくん

ではないのかなというように思っております。

そうなれば、一つの財政見通しの中で、言うと

ころの健全財政５カ年計画もその中できちんと

し、担保として、ただ言葉だけじゃないと。間

違いなくやるぞというような意思表示も市民の

皆様、また議会の各位にも示していかなきゃな

らないとなれば、これはそれぞれ後期計画、５

カ年計画、それに伴う健全財政５カ年計画、そ

してそれに伴う新たな過疎振興計画としての過

疎計画、この過疎計画の中で遠野市全域が、地

域をどうするかということをその中で考えなき

ゃならないわけでございますから、中学校再編

問題とは、これは切り離しては考えられないだ

ろうと。となれば、これを教育委員会のほうに、

早く結論を出してまとめるようにというだけじ

ゃなくして、市長の立場としても、そのような

計画の整合性の中から、やはり、それぞれの本

当に血のにじむような思いの中で、地域を思い、

教育を考えてる皆様に、まさにタイミングを失

しないように、少しでも安心で安全で、そのよ

うな教育環境といったものを提示するというの

も市長としての一つの立場ではないのかなと、

その時期はもう既に、もう既にと申すか、その

時期が来たなというような部分の中で、先般も

全員協議会の場の中で、表明を、私の考えを申

し上げたところでございます。 

 地域の活性化なり、コミュニティの活力をど

うするのか。その場合においては、私は日ごろ

から話しております、総合力の中でやっぱりそ

れを構築していかなければ、やはり、地域住民

の皆様、あるいは市民の皆様、あるいは議会の

議員各位からも納得してもらえないんじゃない

のか。きちんとそのようなことをあらゆる角度

から検討して、このような方向にもっていきた

いと。そして先ほど藤澤教育長が答弁しました

とおり、跡地の利活用の問題もきちんとフォ

ローしなければならない。それは後で考えるん

ではないんだと。やはり、地域のことを考えれ

ば、その跡地の問題。あるいは教員配置の問題。

さまざま今いろんな形での制度も法律も、いろ

んな形で見直しが進んできております。すべて

今までどおりの中における、例えばでございま

すけども、これは「学びのプラットホーム」も

実は４年かかったわけであります。文科省のほ

うとの交渉におきまして。先般、文科省の担当

課長さんが来たときに、こういうことであれば、

もっと早く結論出すべきだったんだよなってい

うような話をしまして、市町村がいかにさまざ

まなことで現場の中で苦労してるのかなという

ことを間近に知ったと。その中で、言うところ

の文科省、県教委、市町村教委という一つの流

れの中の問題ですべてが解決するという時期で

はないと。文字通り市町村の現場にあっては、

それを総合力の中できちんと組み立てて、私が

日ごろから申します「遠野スタイル」といった

ものをそこに構築をしながら、教員の配置の問
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題から、さまざまなネットワークの構築から、

郷土芸能をどのように守るのか。そこで地域を

どう維持するのか。であれば、集落支援をどの

ような形で、巳喜男議員からありましたとおり、

どのように配置をすれば１番いいのか。じゃあ、

地区センターはどのように位置づけるんだとい

うようなところをやはり真剣に議論して、余り

遅くない時期に、きちんとした方向性を議員各

位のほうにも御提示申し上げながら、御理解を

いただくという、そういうタイミングにもう来

てるというように認識しておりますので、ひと

つよろしくお願いを申し上げまして、答弁とさ

せていただきます。 

○議長（河野好宣君）  これにて一般質問を終

了いたします。 

────────────────── 

   休会の議決 

○議長（河野好宣君）  お諮りいたします。６

月９日及び10日の２日間は委員会審査のため休

会いたしたいと思います。これに御異議ありま

せんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（河野好宣君）  御異議なしと認めます。

よって、６月９日及び10日の２日間は休会する

ことに決しました。 

────────────────── 

   散  会   

○議長（河野好宣君）  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。 

   午前11時40分 散会   
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