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   午前10時00分 開議   

○議長（新田勝見君）  おはようございます。

これより本日の会議を開きます。 

 これより本日の議事日程に入ります。 

────────────────── 

   日程第１ 一般質問   

○議長（新田勝見君）  日程第１、一般質問を

行います。順次質問を許します。14番菊池民彌

君。 

   〔14番菊池民彌君登壇〕 

○14番（菊池民彌君）  おはようございます。

新興会の菊池民彌でございます。去る10月24日

の執行によります市議会議員選挙におきまして、

厳しい戦いを経て３たび当選の栄に浴させてい

ただきましたこと、市民の皆様に本席からであ

りますが、御礼を申し上げる次第であります。

どうぞ今後とも御指導御鞭撻のほどよろしくお

願い申し上げます。 
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 前置きはこの程度にいたしまして、通告に従

いまして順次質問してまいりたいと思います。

私は市長に対しまして、大項目３点についてお

伺いいたします。 

 第１点目、上郷産直の取り組みについて質問

いたします。 

 上郷地区民が待望しておりました上郷産直の

施設整備もいよいよ実現化に向け、一歩前進の

感を抱いたところであります。なぜかと申し上

げますと、今期定例市議会の議案で一般会計補

正予算に施設の実施設計委託費といたしまして

551万円が計上されているからであります。本

年３月の定例市議会において、地元産直組合員

が施設建設についていつになるのかとやきもき

している様子を踏まえまして、一般質問に取り

上げ、当局と質疑を交わしたところであります。 

 その内容は、組合員の皆様は22年度にビニー

ルハウスから新しい施設でオープンできること

を期待していた様子でありましたが、結果とい

たしまして、その方向性が見えていないことか

ら、建設の方向性について伺ったところであり

ました。 

 しかし、市長からの答弁では、建設以前の話

となり、まだまだ詰めなければならない課題が

あるとして５点ほどが挙げられたと記憶してい

るところであります。この課題の方向づけをす

るために整備検討委員会を立ち上げ、先進的に

取り組んでいる方、行政側、そして緑峰高校で

取り組んできた方などの知恵を借りながら、問

題点とする課題について浮き彫りにし、その課

題に対応していくとの考えを答弁としていただ

いたところであります。 

 ついては、約８ないし９カ月の間で検討委員

会委員の議論が交わされ、今の産直の厳しい姿

を踏まえつつ、一定の方向性が確認され、この

たびの予算計上となったものと思いますが、そ

の課題となった５項目について、委員会で協議

確認された事項等の内容について、この際地域

民の期待の大きい事業であることと産直組合員

100名程度の皆さんの理解を得るためにもお聞

かせ願いたいものでありますが、いかがでしょ

うか。 

 次に、施設整備年度を平成23年度とし、後期

基本計画に搭載されましたので、来年度には整

備されるものと受けとめましたが、そこで整備

費の捻出については、いわゆる国の補助金等の

活用を図るものなのか、あるいは起債を充当す

るものなのかお伺いしたいと思います。このこ

とは次の質問とも関係してまいります。 

 過日の議員全員協議会の際にオープン時期を

いつかと伺ったところ、24年１月以降という答

弁をいただいたところであります。このことは

財源の捻出の問題もありましょうが、建設時期

がおくれる見込みがあるのではと想定されます

が、いつごろの完成を見込んでいるものでしょ

うか。私の考えでは、できるだけ早い時期に建

設し、販売する品物の多い時期をよく見計らっ

て華々しく、しかも景気よく開業することが運

営上求められる最大の配慮と思うものですが、

いかがでしょうか。 

 次に、２点目の質問、第２次健全財政５カ年

計画についてお伺いいたします。 

 新市が誕生して５年を経過いたしましたが、

この間、新市まちづくり計画から遠野市総合計

画に移行し、地方分権が推進される中で、平成

18年度を初年度として22年度までの５年間を前

期基本計画期間とし、あわせて第１次健全財政

５カ年計画を立て、事業計画と財政計画がかみ

合った形で運営され、遠野物語発刊100周年の

記念事業を実施するなど数々の事業を展開して

個性ある遠野市としてのまちづくりに取り組ま

れ、市の内外にアピールされるなど、その業績

は本市の発展をあらわしているものと理解して

いるところであります。 

 特にも前期基本計画の推進に当たっては、ま

ちづくり指標の各年度の実績について、平成18

年度から各年度ごとにその評価が公表されてお

り、達成・おおむね達成を含めた成果は18年度

83％、19年度80％、20年度76％、そして21年度

は77％との状況となっているところであります

が、本年度は最終年度でありますことから締め

くくる意味で好成績が期待されるものと思って
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いるところであります。 

 これらは健全財政５カ年計画に沿った形で事

業が推進された結果であろうと理解するもので

あります。来年度から27年度までの間は、新た

に後期基本計画が策定され、先般示されたとこ

ろでありますが、課題は山積されているところ

であり、これらを消化するためには言うまでも

なく長期的財政計画を必要とするところから、

来年度から27年度までの第２次健全財政５カ年

計画もあわせて示されたところでございます。 

 一般的に健全財政とは、経常的収入で経常的

支出を十分に賄い、なお残った相当額の一般財

源を投資的経費である建設事業などの臨時支出

に充てることができる状態を言いますが、本市

の場合は健全財政とは言い難い状況とも言える

感がしないわけでもありません。しかし、過去

の状況から見ても、堅実な財政運営がなされて、

市政発展に寄与してまいったことを理解しなけ

ればならないと思うものであります。第２次健

全財政計画にありましても、当然にして前期計

画と同様の推移をもって事業計画と財政計画が

かみ合った形で進められるものと存じます。そ

こで５点ほどになりますが、質問したいと思い

ます。 

 まず財政見通しについてであります。これか

ら先、長引く経済の低迷と円高により、とりわ

け地方の中小・零細企業の活力が衰えつつあり

ますし、農業にも変化が生じつつあります。よ

って、市税にあっては、企業に係る法人税に減

収が見込まれるものと予想されますし、個人市

民税にあっても基幹産業である一次産業を見る

とき、生産物の販売額の下落や企業に働くもの

の給与等の引き下げなどによって、これも減収

の要素を抱えているところであります。 

 一方、地方交付税にあっても、人口の減少な

どを加味すると減額されること必至と思われる

ところでありますが、それでも普通会計にあっ

てトータル的に見るとき、多少の変動があるも

のの、５カ年の平均的収入額は約188億円規模

となり、大型予算と思われます。この中身を見

ますとき、基金からの繰入金や平均的に見て、

年間30億円を超す市債に頼った長期見通しと考

えられますが、そのように理解してよろしいで

しょうか、お伺いいたします。 

 次に、今申し上げました市債についてであり

ますが、市民１人当たりの額が年々増加する傾

向にあり、平成27年度になりますと、65万1,00

0円の見込みとなる旨が示されております。こ

のことは、第２次健全財政計画期間中は大型事

業の推進を図る上でやむを得ないとしても、後

年度の公債費としての支払いをする段階に入っ

たときに、かなりの苦慮することが予想される

と思われるものでありますが、５年経過後の財

政運営はどんな予想をたどるものかお伺いいた

します。私は、過去の経験からして、公債費の

膨張によって事後の事業推進に係る予算編成に

当たり、大変な苦労をしたことを思い出すので

あります。 

 次に、繰出金について触れますが、年々微増

の傾向にありますが、なぜなのか、その理由を

お伺いします。 

 次に、扶助費も年々増加の道をたどっている

ところであります。本市は福祉のまちづくりと

して、他の自治体にさきがけて取り組んでおり、

評価の高いことは市民ひとしく理解されている

ところでありますが、支出予算がうなぎ上りに

上ることだけがよいというものではないと思わ

れてなりません。市民が幸せな気持ちを抱くた

めには、扶助費が大事でありますが、しかし他

の事業への支出があっても幸せ感を抱くことも

あり得るものと思うのであります。 

 扶助費については、市民の既得権ということ

にもなりかねませんが、支出の抑制の立場から、

メスを入れることも必要ではないかと思います。

第２次健全財政計画の中で、歳出の抑制を掲げ

られております。実際上、至難のわざとも思え

るわけでありますが、私はこのことに大きな期

待を寄せるものであります。つきましては、こ

の見直しについて、この健全財政計画実施の中

でどのような事業から着手をしようと考えてお

られるものなのか、お示しをしてほしいもので

あります。 
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 次に、５カ年の財政見通しの中で、財政運営

上支障なく進められるものと存じますが、健全

化判断比率の実質公債比率及び財政指標につい

て、年度別の目標数値をお示ししてほしいもの

であります。いかがでしょうか。 

 次に、一括交付金制度についてお伺いします。

この交付金については、最近新聞等で報道され

ているところであり、この制度は地域主権改革

の大きな目玉の一つと言われ、ひもつき補助金

から一括交付金化を図ると言われておるもので

あります。この制度が実施されますと、本市の

財政にもかかわりがあるものでありますが、去

る11月30日の新聞によりますと、政府は一括交

付金１兆円を決定として報道されたところであ

ります。本市としてどのぐらいの配分が期待さ

れるものでしょうか。 

 この一括交付金については、すべてがよい制

度というものでもなく、この制度に対する批判

勢力もあるようでありまして、一括交付金化の

行き着くところは地方交付税の解体につながる

との見方をしているようであります。もしこの

ことが本当であるとするならば、再考を願いた

い気持ちにも駆られるところであります。本田

市長は、この一括交付金制度についての岩手日

報社のアンケート調査に対して、総合的な地域

政策が可能となるとの見解から、賛成の立場を

とっているようでありますが、現行の補助金の

見直しによって一括交付金制度となった場合の

メリット・デメリットについて詳しく御説明を

願いたいとものでありますが、いかがでしょう

か。 

 次に、第３点目、博物公園都市構想について

質問いたします。本田市政になって、古いもの

を大切にする行政推進に力を入れているように

拝見いたしているところであります。その取り

組みの例として、遠野物語の初版本の有形文化

指定を初めとし、遠野遺産認定制度を定め、歴

史・文化・風土・自然など市のあらゆる分野に

おける宝を特定し、今後活用していこうとする

ことや、また荒川高原や駒形神社を含めた国重

要文化的景観指定、ふるさと村の曲がり家等の

６棟と、中央通り仙台屋店舗兼主屋が登録有形

文化財に指定を、そして千葉家曲がり家の国重

要文化財指定など、市内全域にわたっての文化

財が掘り起こされているところであります。史

跡では、綾織町新田の縄文遺跡もあります。ま

た最近になりましては、水木しげる氏が会長を

務める「世界妖怪協会」が認定する「怪遺産」

に認定されたところでもあり、まさに市全体が

博物的な存在感を発揮する素材が整っていると

ころと思慮するものであります。 

 私が今回一般質問として取り上げたこのテー

マにつきましては、本田市長もご存じのことと

思いますが、工藤千蔵市長時代の昭和52年３月

に「遠野市総合計画基本構想」、いわゆる「ト

オノピアプラン」が策定され、その基調となる

都市像を次の３つに定め、積極的に取り組んだ

時代を思い起こしたところであります。 

 その１つに、大地と光と緑がいっぱいの生産

加工都市、２つに、明るく人間性豊かな健康文

化都市、３つ目には、自然と歴史と民俗の博物

公園都市でありました。 

 そこで今回質問したいことは、この３つ目の

都市像であります自然と歴史と民俗の博物館公

園都市の具現化についてであります。トオノピ

アプランに基づき、整備されたものとしては、

博物館の建設、伝承園の整備と佐々木喜善記念

館の建設、昔話村の整備がその特徴的なもので

ありますが、トオノピアプランにある理想とす

る都市像を確立できないまでも、その成果は今

の観光の中心的施設などになっているものと理

解をしているところであります。今や合併に伴

い、新市となったことにより、トオノピアプラ

ンの継承は途絶えているものでありますが、こ

の都市像をただ眠らせておく手はないものであ

ろうと考えた次第であります。 

 そこで、この構想を生かしてくれるのは本田

市長以外にはないのではないかと思うものであ

ります。この構想が実現いたしますと、全国に

もないユニークな事業として取り上げられるこ

とになり、個性豊かなまちづくりの観点から観

光や交流人口の増大や文化財保護にも大きな波
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及効果をもたらすものと期待するものでありま

す。 

 ついては、本田市長が在職中、文化財専門委

員や有識者からなる仮称博物公園都市構想検討

委員会を設置し、検討していただき、この構想

の具現化を図っていただくことを提起するもの

でありますが、市長の御所見をお伺いします。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  菊池民彌議員の一般質

問にお答えいたします。 

 改選後の初議会ということで、きょうからの

一般質問でさまざまな市政課題が議論されるわ

けでありますけども、私もこの新たな構成にな

った各議員と、きょう一般質問、あす一般質問、

それから続いての予算等審査委員会等続くわけ

でございますけども、それぞれの市政課題につ

きまして、真摯にそれぞれの議員の皆様の質問

を受け、そしてまた誠実をもってお答えをしな

がら、改めて市政課題に解決に向かって取り組

んでまいりたいというように思っておりますの

で、よろしくお願いを申し上げたいと思ってお

ります。 

 前置きはこの程度にいたしまして、お答えに

入らせていただきます。 

 まず１つは上郷産直の取り組みについてであ

ります。整備に向けた５つの課題を３月議会で

市長は言ってるではないかと。これについては、

その中で、その後どうなんだろうというような

お話がありました。３月議会でお答えした際に

は、販売メニューの話、あるいは運営体制をど

うするのか、さらには財源はどう確保するのか、

建築規模、場所等をそれぞれ挙げて、もう少し

詰めなきゃならないと、その必要性そのものに

ついては私も十分認めておりますし、上郷の産

直にかかわる皆様の、特にも女性パワーのその

熱意といったものには私も十分認識しておりま

すから、であるがゆえに失敗は許されないと、

十分詰めて、そしてまさに小さくてもきらりと

光る産直を、そしてまた他にない特徴のある産

直をつくり上げよう、立ち上げようというよう

な思いでいっぱいなわけでありまして、そのこ

とについてはまさに関係者の皆様と気持ちを１

つにするんではないかなというようにも思って

いるわけであります。 

 そういったことを踏まえまして、３月議会後

におきまして、「産直かみごう整備検討委員

会」をこの４月の16日に立ち上げました。これ

まで４回の検討委員会を開催をして、さまざま

な切り口から、そしてこの中には、このメン

バーには上郷農産物直売組合の関係者の皆様、

それから県の農業改良普及サブセンターの皆様、

それからＮＰＯ法人遠野山・里暮らしネット

ワークのスタッフ、それからこれはやはりいろ

んな先進事例から学ぼうじゃないかということ

で、小友町農産物産直組合、産直ともちゃんで

すね──の関係者、それから上郷の地域づくり

連絡協議会、消費者、有識者、そして市の担当

者も入って12名で構成いたしまして、４回の議

論を重ねてきたということであります。 

 これまでに建設用地の選定、産直の運営方法、

販売目標、施設の内容や規模、特徴的な産直の

ありようについて検討を重ねてまいりまして、

その結果、主なものを挙げますと、次のような

意見が出されております。建設予定場所はその

地目、面積、形状、アクセス等５つの観点から

評価し、選定する必要があると。それから建物

は、産直ともちゃんの規模、レイアウトを参考

にしながら、必要最小限にする。用地面積につ

いては、子ども夢産直のこのコンセプトの農園

利用も加味しながら考えていっていいではない

かと。 

 またほかには特徴的なものとして、野菜に、

野菜ソムリエといったような切り口はどうだろ

うかと。休日は地元の中学生、あるいは高校生

等も参加するような、子ども夢産直のようなも

のとしての位置づけはどうだろうかと。あるい

は、手軽に利用できる食堂の整備、これにはし

ょいこにぎりであるとか、あるいは気まぐれカ

レーといったような旬の食材を使用したカレー

のようなのもいいんじゃないかと、まさに特徴



－ 12 － 

的なもの。それから遠野産の食材を使ったジェ

ラートの製造販売といったようなものが特徴的

な産直として、このようなものとしての意見が

出されております。 

 運営については、この直売部門と、それから

飲食加工部門と直送部門といったような３部門

で位置づけてはどうかというような話で。また

この市内全域を対象に100名ほど組合員を再度

募集を行いながら裾野を広げていこうというよ

うなさまざまな意見が検討されてきております。 

 なお、この建設予定地については、ただいま

申し上げました条件等を踏まえまして、検討委

員会が絞り込んだ３つの候補地のうち、第１候

補地として上がった土地につきまして、市も積

極的にこれにかかわりながら、借用できる見込

みということで地権者とは合意を得ております

ので、第１候補地に地権者の皆様の協力をいた

だきという中で、ひとつの結論を見たというこ

とは、本当によかったなというように思ってい

るところでもあります。 

 なお、今後この用地全体の活用方法も含めな

がら、県やＮＰＯ法人との協力も得ながら、こ

ういったさまざま出された意見について、一つ

一つクリアをしていきたいというように思って

おります。 

 なおこの整備検討委員会、４回の委員会で検

討された内容につきましては、中間報告といた

しまして、12月１日でありますけども、それぞ

れ上郷産直の役員会のほうにきちんと報告をし

ておるということでもございますので、つけ加

えさせていただきます。 

 そこで今１番もありました施設整備について

はどうなんだろうということでありました。や

はりこれは市の財政事情、あるいは産直組合に

とってもそうであるわけでございますけども、

可能な限り財源負担の少ない手法をとりたいと

いうように思っておりまして、国県の補助事業

を中心に検討を進めてきておりまして、東北農

政局ともさまざま意見交換を重ねてきておりま

す。上郷産直の建設目的に沿う農林水産省の農

山漁村の活性化を支援する事業の活用が見込ま

れるということにもなっておりますので、その

活用を図りながら、財源の確保を図っていきた

いということで、ただいまこの事業の申請に向

け、それぞれ準備を進めているところでありま

す。 

 なお10月15日に佐藤東北農政局長が１泊２日

で遠野を訪れて、さまざま遠野の事情を現地調

査と申しますか、視察をしてまいりました。 

 それから東北農政局でこのほど立ち上げまし

た６次産業化の行動推進会議っていったものを

立ち上げるということで、東北６県の６次産業

化を進めるというようなものにつきまして東北

農政局が立ち上げまして、そのメンバーにも遠

野市、私も指名をされているところでございま

すので、そういった部分をまさにフルに活用し

まして、こういった財源確保にも取り組んでま

いりたいというように思っております。 

 なお、そうは言いながらも限られたこの補助

枠を確保するためには、文字どおり特色のある、

やはり他と違った差別化された非常にレベルの

高い計画といったものが必要であります。ただ

産直をつくりたい、だからつくればいいんじゃ

なくして、本当にどう違うのか、どう差別化さ

れるのか、どのように地域の特性を生かされて

いるのかということがきちんと明確になってな

ければ、今なかなか交付金も補助金もつかない

というようなそういう時代になってきておりま

すので、地元を中心とした組合の体制づくりを

同時に進めながら、この整備計画のさらなる精

査をそれぞれの関係者ともども行いながら、事

業の採択を目指していきたいというように思っ

ております。 

 そういったことを踏まえますと、この上郷産

直の建設については、平成23年度の事業採択と。

それを受けての計画ということになりますので、

国の交付金の採択スケジュールを考えますと、

平成23年の夏前の建設着手、そして年明けの完

成ということになろうかというように思ってお

りますので、いうところの先ほど華々しく景気

よくという話もありましたので、プレオープン

を１月か２月ごろ行ったとすれば、雪が溶けて、
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まさに遠野郷に春といったものが来たこの４月、

５月に、まさに華々しく、そして景気よくグラ

ンドオープンができればなというようにも思っ

ているところでございますので、それまでに品

ぞろえ、集客等をどのように図りながらという

ことで、さらに協議検討をしていきたいという

ように思っておりますので、よろしくお願いを

申し上げます。 

 続きまして、第２次健全財政５カ年計画につ

いてであります。質問の中におきましては、前

期５カ年計画、18年度を初年度とし、今年度、

平成22年度を最終年度とする前期５カ年計画の

進捗につきましては、菊池民彌議員の質問の中

で、一定の評価をいただいたのではないかなと

いうように思っておりまして、これは私は謙虚

に受けとめ、さらなる緊張感をもって次の５カ

年計画の着実な推進ということに取り組んでい

かなければならないかなというように認識して

いるところであります。 

 そして健全財政５カ年計画の目標とした財政

指標の状況ということで、この財政見通しとい

うことについてありました。これは経常収支比

率は、これは毎年度目標値となってる90％を下

回り、今年度末には86％ということになってお

ります。公債比率も、これも毎年度目標値とな

ってる20％を下回り、今年度末には12.7％とい

うことになる見込みということになっておりま

す。 

 市税収納率も18年度決算から毎年度0.02ポイ

ント以上増加させることを目標としております

が、これは残念ですけども目標を下回っている

状況にもあります。 

 それから市債残高、これは22年度末には199

億円台となる見込みでありまして、この一般財

源となる臨時財政対策債及び減税補てん債を除

く建設事業に充当する市債残高は145億円とい

う見込みとなっております。 

 それから財政調整基金、市債管理基金及び公

共施設等整備基金からなる、いうところの主要

３基金につきましての残高は、計画額の1億6,0

00万円台を大きく上回る27億1,000万円台とな

る見込みということで数字をとらえております。 

それぞれのこのただいま申し上げました財

政指標につきましてでございますけども、21年

度決算では財政健全化法で定められております

実質公債費率は15.3％、将来負担比率は89.4％

ということになっておりますので、健全財政が

保たれてるというように認識しておりまして、

これは議員各位にも、また市民の皆様にもさま

ざまな形での立場から御支援と御協力をいただ

いた中で一定の厳しい財政事情の中にあっても

それぞれの指標が一応目標値を確保できるか、

あるいは上回るかというような部分の中におけ

る財政運営ができたんではないのかなというよ

うにも思っているところであります。 

 であれば、ただいまの質問にありましたとお

り、この第２次健全財政５カ年計画にあっては、

ということは23年度を初年度とし、27年度まで

の５カ年計画になるわけでございますけども、

先般お示ししましたとおり、後期５カ年計画も

提示したわけであります。その中におきまして

は、これまでのいろいろ我慢していただいた施

設等のいうところの整備等も入ってきたと。い

うところのハードの施設整備もその中に盛り込

んだということになるわけでございますので、

財政運営上はかなりしっかりとした形でもって

の財政運営を計らっていかなきゃならないとい

うように認識いたしております。 

 その計画をしっかりと実行するというために

次の財源を計画的に有効に活用するという姿勢

を、スタンスをとりたいと思っております。一

つは合併に伴う財源としての普通交付税の合併

算定替分、これは年間約５億円であります。そ

れから合併特例債、これは約42億円という、そ

れから過疎対策事業債、それから前期の５カ年

で蓄えてきた主要３基金、先ほど27億円ほど主

要３基金を持つことができたとお話ししました

けども、そのようなものを財源として、主要財

源として位置づけたいというように思っており

ます。 

 そういったことを踏まえますと、後期５カ年

計画の歳入総額は、５カ年計画における歳入総
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額は939億円台となり、その割合がこれは脆弱

な地方自治体における財源構成ということにな

ろうというように思っておりますけども、地方

交付税が42.9％、約43％になるわけであります。

それから市債が16.2％、それから市税が11.4％、

繰入金が3.6％という構成となりまして、自主

財源と依存財源の割合はいうところの３対７と

いうことになりまして、３が自主財源で７が依

存財源ということになるわけであります。 

 なお、この繰入金は自主財源として位置づけ

ているわけでございますけども、この３対７と

いう部分にあっては、国のまさに今いろいろ取

りざたされております国がこの交付税も含めて

どのような動きになってくるのかということが

非常に強い関心を持たざるを得ないという部分

の中で、後期５カ年計画の財政運営もそういっ

た中で対応していかなきゃならない。正直なと

ころ余り振り回されずきちんとした形で地方頑

張れと、基礎自治体というんであれば頑張れと

いったような形で、安定した財源のひとつの手

当といったのも国の責任として行うということ

が極めて私は大事じゃないのかなと思っており

ますけども、それがなかなか見えてこないとい

う部分においては、後期５カ年計画もかなりの

緊張感で進めていかなきゃならないんじゃない

のかなというように思っております。 

 そしてこの後期５カ年計画の中で27年度末の

市債残高、これは251億円台となる見込みであ

りまして、この21年度末の市債残高よりも67億

円ほどふえる見込みという予想を立てておりま

す。 

 なお、この251億円のうち72億円については、

これは一般財源となる臨時財政対策債及び減税

補てん債で位置づけておると、そのような形で

確保している。このように市債残高が増加する

ことに伴い、公債費が増加する見込みでありま

す。これはもう当然といえば当然のわけでござ

いますけども。ただ御案内のとおり、この公債

費の約３分の２は、いうところの普通交付税に

算入されるというように見込んでおるわけでご

ざいますから、ただただふえるなというだけじ

ゃなくして、そうした仕組みの中でひとつのシ

ミュレーションをしたということになるわけで

あります。 

 なおこの繰り出し金、これにつきましては、

この高齢社会を迎えておりまして、医療費の増

加、介護費用の増加が予想されると。あるいは

国民健康保険特別会計や後期高齢者医療特別会

計、あるいは介護保険特別会計の繰り出し金が

増加するものと見込んでおりまして、そういっ

たことも踏まえまして、第２次健全財政５カ年

計画では、市が単独で行っておる歳出の抑制と

いたしまして、人件費の抑制、補助金の見直し。

先ほど菊池民彌議員から大胆にメスを入れるこ

とも、扶助費等にメスを入れることも必要では

ないだろうかと。これはやはりある程度の一定

の期待も寄せておるという話でありました。こ

れは私はいうところの切り捨てという形ではな

いというように、そうとらえておりまして、そ

の意味においては、このような部分と申します

のは、市が単独で行っている福祉施策につきま

しても、時代の流れ、状況の変化あるいは国等

のそれぞれの政策のいろんな対応等もありまし

て、これをやはり冷静に内容を検証しながら、

いうところの必要であれば見直しをするという

ような形でとらえていかなければならないのか

なと。菊池民彌議員のこのメスを入れるという

のも、そういうような認識でというように私は

とらえているところでございますので、これは

やはり必要なことではないかなというように思

っております。今までの事業は事業としてその

ままにし、そして次々と新たなニーズに対応し

ておったんでは、これは財政運営は文字どおり

できないわけでございますから、そのようなこ

の市単独で行っているいろんな事業、扶助費に

係る福祉施策についても、やはり冷静に現在の

社会状況、あるいはそういった事業の原点に戻

って、その必要性や有効性を検証しながら施策

の検討や見直しを行っていくということになる

わけでございますけども、この見直し、あるい

はその検討に当たっても、文字どおり市民の皆

様の理解は得なければならないわけであります
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し、当然ながら議会議員各位の了解もいただか

なきゃならないというそういう手順は大切にし

なけりゃならないかというように認識しており

ます。 

 続きまして、この財政指標の状況ということ

でのお話がありました。この第２次財政５カ年

計画につきましては、ひとつ前提を置いており

ます。というのは、人口減少に伴い、市税収入

や地方交付税が減額するということは、これは

ちょっと避けて通れないのではないのかなとい

うように思っておりまして、そのようなひとつ

の認識のもとに、現年分の市税等の収納率は9

6％以上とすると。それから人件費は定員管理

計画に基づいて減少すると。扶助費は先ほど言

ったような基本的なスタンスを踏まえながらも

少子高齢化により増加するではないだろうかと。

それから公債費は市債残高の増加によりこれも

増加すると。後期基本計画に搭載された事業は

着実に実施するといったような中で、そういっ

たことを踏まえまして、最終年度となる27年度

末のこの財政指標の目標値は、経常収支比率は

85.5％、実質公債費率は17.0％、現年度の市税

等の収納率は96.4％以上と、主要３基金の現在

高は11億円台という形で一応この第２次健全財

政５カ年計画の最終年度の平成27年度において

は、そのような目標値を設定したということに

いたしておりますのでよろしくお願いを申し上

げます。 

 それから一括交付金制度について御質問があ

りました。これは私も大変注目をいたしており

ます。また菊池民彌議員の質問の中にもありま

したとおり、岩手日報社のアンケートでは賛成

の立場をとっておるという話もありました。そ

のとおりであります。これはこの地域主権改革

に関する施策を実施するということで、昨年の

21年の11月の17日でありますけども、閣議決定

されております。これは政権交代がして、いう

ところのこういった閣議決定がされたというこ

とで、地域主権戦略会議も設置されてるわけで

あります。 

そして、この地域主権戦略会議において取

り上げられているのが、いわゆるひもつき国庫

補助金の一括交付金化であるわけであります。

そしてこのついこの間でありますけども、11月

に公表されたこの制度の概要によれば、地域の

自由裁量を拡大するため、投資的経費について

は都道府県分23年度から5,000億円程度、市町

村分は24年度から、5,000億円規模とし、地域

活性化きめ細やかな交付金を参考として、極力

国が関与しないで地方が地域の実情に応じて自

由に使える交付金制度としておるというひとつ

の情報があったわけでありますから、私はやは

りこの今の地域活性化きめ細やかな交付金を参

考として国が関与しないでというような中で、

地域が実情に応じて使えという部分には、やは

りこれはこれからの地域主権、あるいは基礎自

治体に対してやらなきゃならないこと様々ある

わけでございますから、そういった部分におい

て、その情報に基づいて賛成という形のほうに

丸をつけたということであります。  

 ただこの制度設計と申しますか、詳細がまだ

わからないわけであります。ただその中でよく

報道もされておりますけども、一括交付金化さ

れることで、いうところの現行の補助金が減額

されるということも可能性もある。あるいは交

付税といったものがどのようにきちんとという

よりも明確に手当されるのかということもまだ

いまいちきちんとした形では示されてない部分

もありまして、まだ未確定な状況にあるという

ことから、今後も県市長会とも通じながら、こ

の国の動向に注意を払いながら情報収集にも努

めていき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。 

 最後の、博物公園都市構想についてでありま

す。これは古いものを大切にのスタンスをとっ

ておると。遠野の持つ自然・歴史・文化・風土

といったこの資源を掘り起こしながら、市全体

が活気づくような形で取り組んでいるというよ

うな形での、これも一定の評価をいただいたの

では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、私はいうところの遠野スタイル

のまちづくり、あるいはこの「日本のふるさと
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遠野」といったようなひとつのキーワードの中

から取り組んでいるというこの遠野のまちづく

りは、先ほどの質問にありましたとおり、昭和

52年３月なわけでありますけども、いうところ

のこの大自然に、52年３月に大自然に息吹く永

遠の田園都市といった３つの都市像をひとつ掲

げ、自然と歴史と民俗の博物館公園都市を掲げ

て、これまでそれぞれの先輩市長、そしてまた

先輩各議員も含め、多くの市民の皆様がこの一

つのキーワードをそれぞれこだわりながら、引

き継ぎながら、また大事にしながらまちづくり

に取り組んできたというのが私は今の今日の遠

野ではないのかなというように思っておりまし

て、私もそういった意味においては遠野遺産認

定制度であるとか、あるいはそれぞれのこの文

化政策部を立ち上げながらのいろんな取り組み、

あるいはちょうど遠野物語発刊100周年という1

00年に１度の節目の年にこうして市長という職

をいただき、その中から遠野物語の持つ意味と

いったものを全国にも発信をしながら、多くの

市民の皆様の協力をいただき、この遠野の元気

は一体どこから出てくるんだと。１冊の本がこ

れまで元気なものにするのかというような、そ

のような評価までいただいたというのは、私は

ただいまの質問にありましたとおり、52年３月

のこの田園都市構想と申しますか、この３つの

まちづくりというか都市づくりといったものの

キーワードがその後もきちんと引き継がれ、受

け継がれ、今のこの遠野にあり、また合併した

ときも新市まちづくりにあっても、そのことが

一つのコンセプトとしてまちづくりの中におい

ても合併にも生かされたのではないかなという

ようにも思っているところであります。 

 こうした後世に伝えるべき遺産、地域住民の

存在感こそが私は遠野市全域がいうところの自

然と歴史と民俗の博物公園都市として着実に具

現化されてきているのではないかととらえてい

るわけであります。その中にございまして、先

ほど文化財専門員や有識者からなる仮称であり

ますけども、博物館公園都市構想策定委員会を

立ち上げて、そのようなものをより具現化する

ような取り組みはいかがなものかというような

御提言もありました。これは本当に大事な切り

口だというように思っておりますけども、この

ことがまさに今度立ち上げようとしておる、仮

称でありますけれども遠野文化研究センターと

いうものに私は位置づけられるんではないかな

というように思っております。 

まちづくりのシンクタンクでもある、幅広

くいろんな分野の市民が参加できる研究セン

ターでもある、そしてだれでもがその中で入り、

市内外の方々が遠野をフィールドとしながら、

さまざまな形での研究もできる、あるいは調査

もできる、あるいはそこで一つのまちづくりの

一つの知恵と工夫もその中に出てくる、また発

信もすると。そしてまたそれを中に行ったもの

については、それぞれ市民の皆さんの協力をい

ただきながら具現化していくということに私は

なってくるのではないかなというように思って

おりますので、今後立ち上げる遠野文化研究セ

ンターに、ただいま御提案があったような機能

をきちんと柱にして、そのようなものの中にお

ける発信力と推進力と、そしてまた市民の皆様

の力を示す一つの拠点として位置づけてまいり

たいというように思っておりまして、これが52

年３月以降着々と進めておる遠野ならではのま

ちづくりといったものの一つの柱になるのでは

ないかなというように承知しておりますので、

そういった点でのなお一層の御理解と御支援を

いただきたいという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（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午前10時47分 休憩   

────────────────── 

   午前10時58分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き、会

議を再開いたします。 

次に進みます。４番菊池由紀夫君。 

   〔４番菊池由紀夫君登壇〕 

○４番（菊池由紀夫君）  ４番。新興会の菊池

由紀夫です。通告に従いまして、最初の一般質

問を行います。 
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 最初に、本年３月に作成されました農林水産

振興ビジョン、いわゆる「タフ・ビジョン」で

は、７項目の目指すべき姿を明示し、かつそれ

を具体的に実現するためのビジョンを設定し、

平成27年を目標年度と定め、農業関係機関・団

体が連携し、一体的組織体制が確立され、農業

振興にかかわる主要事業22事業、畜産振興にか

かわる主要事業９事業、林業振興にかかわる主

要事業14事業の合計45主要事業を推進しており、

その成果に大きな期待が寄せられているところ

であります。 

そうした中、去る11月24日に開催された第

２回遠野市農林水産振興大会においては、６名

の皆さんが長年にわたり地域農業の振興に貢献

された功績により、功労表彰されました。そし

て経営部門で３団体と２組の夫婦、村づくり部

門で２団体、生活文化部門では１団体と３名の

個人の皆さんが表彰され、さらにこれからの遠

野農業を担う５名の皆さんが、青年農林水産奨

励部門において表彰されました。意欲にあふれ

た大会は、これからの遠野農業がどのように進

展していくのかをしっかりと示唆する極めて意

義のある大会でした。 

そうした中、今、農・畜・林、そして水産

の生産現場で額に汗して一生懸命働く多くの

人々から、農業を何とかしてくれ、農業で飯が

食えるようにしてくれと悲痛な悲鳴が上がって

います。こうした農家の声を背に、私自身農業

の発展なくして遠野市の発展なし、遠野市のさ

らなる発展なしと言い、また市街地の活性化な

しと訴え、今ここに立っております。急落した

米価に落胆し、さらに戸別所得補償制度ではそ

れを補えないことを多くの人が今実感として受

けとめております。 

さらに環太平洋戦略的経済連携協定、いわ

ゆるＴＰＰ交渉への参加など、言葉を強くして

表現すれば、この状況はまさに平成の農政飢饉

であると私は思います。 

かつて遠野市では、遠野農業高校の卒業生

を中心に１年間スイスに農業研修で派遣した経

緯があります。それは市内で保育園の園長先生

をしておられるマックス・エンデルレ神父さん

の紹介で市の派遣事業として実施されました。

スイス農民連合に加入している農家に入り研修

したものです。新田勝見議長、小松大成議員、

そして私もその一人です。 

今なぜスイスの話をするか。それは永世中

立国・アルプスなど山岳観光国であると同時に、

食料の自給率が極めて高いこと、農業が果たし

ている役割に多くの国民の合意形成ができてい

ること、ちなみに先ほどお話ししたスイス農民

連合の統一標語は、「農業はすべてのために」

でした。山岳酪農が存在することで、景観を維

持し、国土を守り、観光に寄与しているとか、

そうした多面的に農業が果たしている役割が、

農業を守るという大きな国民の当たり前の合意

になっていることをお話ししたかったのです。

それが「農業はすべてのために」なのです。海

抜200メートルで酪農を営む農家も、海抜2,000

メートルで山岳酪農を営む農家も所得がしっか

り補償されているのです。 

こうしたしっかりとした国策があって、初

めて貿易のルールができていることをメディア、

あるいは経済界に強く訴えることが今後地方政

治の重要な課題であると私は思います。過度な

競争社会をつくったセクターに警鐘を鳴らし、

生命産業である農業のすばらしさとその重要性

がわかる国民をふやし、合意を形成することが

重要なのです。今こそ私たちは地域で共に生き

る共生セクターであると胸を張って市長、主張

してください。そうした意味では、本市におい

て積極的に実施している武蔵野市の親子体験交

流をはじめ、都市との交流事業、中高生の修学

旅行の受け入れが盛んに取り組まれており、我

が家でも年間三十数名を農家民泊として受け入

れ、農業をしっかりと伝えています。そうした

取り組みが大事であり、治山治水・農村景観維

持など第一次産業が果たしてきた計り知れない

役割を地方から発信すべきと考えるものであり

ます。 

 さらに農村は、今後到来する超高齢化社会に

おいて、相互扶助精神のもと、福祉の分野でも
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その機能が大きくクローズアップされてくるも

のだと確信しております。今まで見失ってきた

本当の価値が見え始めています。今実施されて

いる価格補てんは、どんどん下落する数値を基

礎に算出され、結果的にマイナスのスパイラル

現象となることを農家は知っているのです。意

欲ある人が目標を見失うこと、それは地域経済

を脅かすことになります。タフ・ビジョンの確

実な実行、そして守るべきものはしっかりと守

る政治姿勢が必要であり、まさにその先頭に立

つ本田市長の所見を伺いし、永遠の「日本のふ

るさと遠野」から、農業をしっかりと守ると宣

言していただきたい。 

 以上で私の一般質問を終わります。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  菊池由紀夫議員の一般

質問にお答えいたします。 

 農業問題に絞ってのお話であり、また私の一

つの立場と申しますか、スタンスとしてのその

姿勢を問う質問であったというように受けとめ

たところであります。 

 「思いを形に」という言葉がありますけども、

私はただいまの菊池由紀夫議員の質問をお聞き

いたしまして、文字どおり農業にかけるその情

熱、それを何とかこの遠野のまちづくり、地域

づくりといったものにきちんと柱として据え、

その中に起きるいろんな課題、またいろんな矛

盾、そういったものを自信をもって主張しろと

いうことを言うなれば叱咤激励をいただいたの

ではないかなというように受けとめたところで

あります。 

 私のこの手元に担当課のほうから届いた資料

があります。会員名簿と書かれてあります。こ

の中には昭和48年から昭和53年、55年まで続き

ました、ただいま菊池由紀夫議員が質問の中で

触れておりました、スイス留学をした方々の名

簿であります。それを見ますと、御質問の中に

ありましたとおり、今私の後ろにいる新田議長

もその名簿に入っております。またこの議員の

中におります菊池由紀夫議員、あるいは小松大

成議員等も今こうして議員として遠野の農業を

守るという先頭に立っての活動をしておるとい

うことなわけでありまして、この昭和48年から

始まったこの事業が、いうところの遠野の農業

を守る一つの人づくりでもあったんだといった

ことを強く印象づけられ、また人づくり、農業

を一つとってもすぐに人は育たないわけであり

ます。そういった中にございまして、ただいま

タフ・ビジョンの確実な実行、そして守るべき

ものはしっかりと守る政策が必要であり、それ

を声を大にして発信するということが非常に大

事なんだというお話もあったわけであります。 

 遠野は、先ほどの菊池民彌議員の質問にもあ

りましたとおり、まさに永遠の日本のふるさと

を標榜し、そしてまたその中における遠野スタ

イルとして遠野が持つ自然・歴史・文化・風土

といったものをしっかりと支えながら、そこで

まちづくりを行っていくと。荒れた、いうとこ

ろの耕作放棄地があってはならないと。その中

によってはやっぱり多面的な機能という部分を

充分踏まえた形での農業といったものも位置づ

けなければならないかというように思っており

ます。 

 いろいろ資料を調べてみますと、スイスなど

ではまさに農業政策が、これからの遠野に──

遠野というよりも我が国にとって非常に参考に

なるものがスイスの中には位置づけられている

んじゃないのかなということも、私も改めて知

るところとなったわけであります。農家の平均

農業所得の８割が連邦政府からの直接支払いと

言われておるというようなことも私も改めて知

ったわけでありまして、そのような中に、この

手厚い農業農村保護といったもの、ただこれは

収益性、言うなれば利益だけを追及するんじゃ

ないんだと。その中におけるいうところの多面

的農業の持つ機能としての農地及び国土が健全

に守られ、それが農村景観といったものにつな

がり、それが観光振興にもつながるといったよ

うな、そのようないろんな機能を持っておるん

だということが、この中にもきちんと明確に国

民合意として位置づけられているという部分が、
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これは非常に大事なことではないのかなという

ように思ったわけであります。 

 先ほどの質問を聞いて改めて思い出したこと

があります。四、五年前でありましたけども、

スイスから来た文化財の関係の方で、文化庁か

ら来た方とお話することがありました。そのと

きにまさに黄金色に、一面黄金色になったこの

遠野の農村風景を見て、その方は、「これこそ

大事にしなきゃならない景観なんですよ」と、

「これが農業なんですよ」と言われたことを今

思い出しておりまして、ただいまの菊池由紀夫

議員の質問を聞きながら、彼があのとき話した、

「これが農業なんだ」といったものは、この今

の質問の中にも通じるものがあるんじゃないの

かなというように思っているところであります。 

 ＴＰＰの議論も今非常に厳しい議論になって

きております。一つの国際協調時代の中にあっ

て、農業をどのように守るかという部分におき

ましては、まださまざまな大きな課題を背中に

突きつけてるということになるわけでございま

すけども、やはりこの多面的機能が維持され、

市民協働により農村文化の保存、伝承と、そし

て農村景観が保全されるということは、これは

農業にとっても非常に大事なことだということ

も踏まえながら、このことを訴えて、さらなる

この遠野の農業振興の充実強化、タフ・ビジョ

ンの確実な実行といったものに私も先頭になっ

て取り組んでまいりたいというように思ってい

るところでもあります。 

 このタフ・ビジョンの中におきまして、それ

ぞれ７つの目標を定めて掲げておりますけども、

つい11月の30日でありましたけども、遠野緑峰

高校にこのタフ・ビジョンの具現化という中に

おきます担い手育成研修事業としまして、遠野

ふるさとあぐりスクールが開校いたしました、

県の農業農林振興センター、そして普及サブセ

ンター、そして市のアスト、それから遠野緑峰

高校の関係者が集まる。受講生が48人というこ

とで、私も学長をやれということであったわけ

でございますので、学長としてあぐりスクール

のこの開校式に臨んだわけであります。当日都

合があって来れない方もありましたけども、名

簿上は48人が登録をしたということであります。

いわゆる入校したということであります。 

 その中で、若い方々もかなり見えました。女

性の方もおりました。非常に目も輝き、まさに

やるぞというような意気込みに燃えておったわ

けであります。遠野緑峰高校、そして県の機関、

市の関係機関、それが一体となってこの担い手

の意欲を持っている方々を後押しするというこ

の取り組みは非常に大切でありますし、また11

月24日、タフ・ビジョンを具現化するための大

会があったわけでありまして、その中でもただ

いま御質問にありましたとおり、青年農林水産

奨励賞をいただいた若い方々も、その中で本当

に張り切っておったわけであります。皆様の顔

を見ておりますと、これは本当に真剣になって

取り組めば、まだまだ遠野としてもできること

があるんではないだろうかといったことも私も

強く感じたところでありまして、今後このＴＰ

Ｐの国際協調と申しますか、国際的な流れの中

に遠野もいろいろ考えていかなきゃならないと

いうようなことを考え、また先ほどお示ししま

した昭和48年、49年台のいろんな参加された

方々のこの人材リストを見ておっても、いかに

この国際感覚を身につけながら、この農業とい

ったものに取り組んでいくかというのは、人材

養成も私は極めてこれは大事な遠野市としての

取り組みではないかなということを感じており

ますので、できれば23年度の当初予算の中に、

このような過去の──過去のと言いますか、か

つての人材養成としてのこの先進的な取り組み

をもう一度振り返りながらと申しますか、検証

しながら、新たな平成の農業研修としての国際

感覚を身につけて、遠野に戻って、遠野の地に

まさにタフな足腰をもって農業に挑む若い方々

の研修といったものを遠野としてもやってもい

いのじゃないのかなというように思っておりま

して、このふるさとあぐりスクールに参加した

方々、あるいはタフ・ビジョンに計画策定する

ときにいろいろ参画していただいた農業実践者

の方々、あるいはＩターン、Ｕターン者の中で
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も非常に意欲に燃えた新規就農者もふえてきて

おりますので、そういった方々、あるいは遠野

緑峰高校も非常に先進的に、あるいは積極的に

この遠野の産業振興、農業振興にかかわるんだ

というような姿勢を本当に私も熱くなるほど感

じることがあるわけでございますので、そうい

った若い方々も含めてのこの国際感覚、あるい

は国際的な視野に立って、そしてまた日本の農

業を見、またその中における遠野の農業といっ

たものをきちんと考える、そのような研修の場

も設けてもいいのではないのかなという気持ち

を持っているところでございますので、こうい

ったものにつきましては、これからもいろいろ

検討しながら、できれば予算等に思いを形にと

いう部分の中における予算として具現化したい

ものだなというようにも思っているところでも

あります。 

 またこれは、こういった問題につきましては、

ただいま菊池由紀夫議員から言われましたとお

り、やはり国県も通じ、国に対し、この農業と

いったものを単なる言うなればこの収益性なり

コストなりでとらえるんじゃないといったこと

の中における農業という分野もあるんだという

ことも踏まえながら、そういったことについて

のこの農業の持つ重要性、そういったことにつ

きまして、政策としてきちんと打ち出し、そし

てまたいろんな方へメッセージを地方にも発し

ていただくように私も先頭に立ってこれからも

発言し、行動し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

いというように思っております。 

○議長（新田勝見君）  次に進みます。９番菊

池充君。 

   〔９番菊池充君登壇〕 

○９番（菊池充君）  通告に従いまして一般質

問を行います。私は公共施設の整備と活用策に

ついて、市長に対して歴史的な背景を含め、３

項目についてお伺いいたします。 

 最初に協働のまちづくりの核となる施設の整

備についてであります。昭和30年２月11日、当

時の宮守村、達曽部村、鱒沢村が合併し、人口

１万と22人の宮守村が誕生しました。当時は町

制にしてはという声もあったわけでございます

けれども、ダム工事関係者が去れば数年後には

１万人を割るということが予想されるというと

ころからして、村として出発したと記述されて

ございます。以降、旧達曽部村役場、旧鱒沢村

役場に支所として新しい村づくりのための住民

サービス機能を維持しながら、村の均衡ある発

展に努めつつ、時代の変遷とともに地域活動に

重点を置いた地区センターに移行してまいった

わけでございます。教育委員会と一体となって

地域づくりの中心的役割を担う自治会組織を育

成強化し、集落単位を基本とした人材の育成、

地域資源の活用、伝統文化の継承、世代間交流

などの地域活動に取り組んできたわけでござい

ますが、平成17年10月１日の合併により新遠野

市が誕生し、新市まちづくり計画に厳しさが予

想される行財政運営への取り組みとして、行政

と市民との協働によるまちづくりを重点施策と

して進め、地域づくり連絡協議会の果たす役割

がなお一層求められてまいってございます。  

 私は、これらに対する対応に対して、今まで

小集落の活動から地域単位の活動に重点を置い

ていくのであれば、まちづくりをサポートする

地区センターの設置を達曽部、鱒沢地区にと訴

えてまいりましたが、市内全体の地区センター

のありようについて、検討中ということであり、

実現には至っておりませんが、今後見直しによ

る人的配置も視野に置きながら、今回はその核

となる施設の整備について、実態とその必要性

について申し上げたいと思います。 

現在、鱒沢地区センターとしての行政上の

位置づけはありませんが、地区センター的機能

を果たしてきた、また果たしてきている施設は

２カ所あります。１カ所は農村地域工業導入事

業で、昭和51年に整備されました就業改善セン

ターでありますが、築34年も経過しており、施

設内の暖房施設の配管は腐食や劣化が進み、使

用困難となっておる状態ですし、調理実習室は

改善が必要であり、十分な機能を果たしてござ

いません。さらには各施設は結露対策が不十分
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で、冬期間は一部使用不可能となっており、ま

たテラス等は鉄の部分が劣化し、防水対策も必

要となってきており、年間の利用実績は数件に

とどまっている状況でございます。 

 このような実態からして、その役割をかわっ

て担っておるのが、昭和35年３月に生徒募集を

廃止し、その後廃校となっておった遠野高校鱒

沢分校跡地に、昭和40年に整備されました鱒沢

児童館であります。その後、昭和57年に幼稚園、

保育所として現在地に整備した際に、児童館の

利用目的を変更し、老人憩いの家として活用さ

れ、現在は鱒沢３区の集会施設とともに鱒沢地

域全体を対象とした各種説明会や研修会、ある

いは指導会等、中心的施設として利用されてき

ております。 

市長も出席しておわかりのとおりでござい

ますけれども、地元敬老会や地域のひとり暮ら

し老人等の昼食会を初め、多くの方々を対象と

した施設としては、収容能力が限界に達してお

るとともに、建設から45年も経過しており、今

まで床板の交換、畳がえ、屋根の修繕、トイレ

や厨房の改修等を行ってきておりますが、施設

本体が老朽化してきており、建てかえ整備が必

要となってきております。施設を利用するため

の駐車場にあっては、老人クラブの方々が利用

しておるゲートボール場を兼用をし、利用する

など充分なスペースを確保できない状況となっ

ております。行政と市民による協働のまちづく

りの核となる施設の整備が急務となっておりま

すが、現状をどのように把握され、これらの課

題解決のために過疎地域自立促進計画や後期基

本計画においての整備方針について、まず伺い

いたします。 

 ２点目は、子育て環境の充実のための施設整

備であります。昭和54年４月に宮守、達曽部、

鱒沢の３中学校統合により廃校となった鱒沢中

学校跡地に、昭和57年４月に整備されました鱒

沢幼稚園・保育所の施設の一部であります交流

ホールは、当時築17年しか経過しておらず、使

用可能であった鱒沢中学校の講堂を利用し、各

種行事である入園式、親子交流、祖父母交流、

お遊戯会、クリスマス会、卒園式や、天候が悪

く屋外ではできない運動会や冬期間の園児のふ

れあい交流の場所として利用してまいりました

が、施設の老朽化に伴い、現在使用禁止となっ

ており、入園式や卒園式は狭い室内で、落ち着

いた雰囲気とは言い難い状況の中で行われてお

りますし、寒い時期に行われておりますお遊戯

会、クリスマス会は、先ほど申し上げました老

人憩いの家に移動して行っておる実態でござい

ます。 

 また雨天の場合の運動会は小学校の体育館へ

移動しなければならないなど施設の運営や園児

の生活に支障をきたしている実態でございます。

子育て環境の充実のために、先ほど申し上げた

とおり過疎地域自立促進計画や後期基本計画に

おいてどのように取り組もうとしているのか、

整備方針について伺いをいたします。 

 ３点目は、廃校となっている情報ビジネス校

の活用策についてでございます。現在農村部の

少子高齢化や都市部の空洞化現象による児童生

徒数の減少で廃校がふえ、全国で過去10年間に

小中高あわせて2,000校以上もの学校が廃止と

なっており、全国の自治体では廃校を活用した

まちおこしや市民、町民、村民の活動拠点など

さまざまな用途に利用されてきている事例が多

く紹介をされてございます。利用用途は廃校の

施設規模、周辺の環境、交通のアクセスなどさ

まざまな諸条件の中にあって、多岐にわたった

取り組みがなされております。観光客向けへの

体験学習施設、交流宿泊施設、特産品等の販売

施設や地元住民向けの集会施設、スポーツ施設、

芸術や文化の発表や展示施設、高齢者のための

共同住宅施設など、さらには特定の目的を持っ

た人向けの人材育成のための各種専門学校や老

人・障害者のための福祉施設、さらには企業誘

致による生産活動施設など全国では廃校の約8

0％が新たな用途に再利用され、成功している

事例が紹介されております。 

 一方では、改修のための整備費用の確保や維

持管理経費の捻出、受け皿となる組織体制づく

りなどの課題も指摘されております。廃校の活
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用は地域の活性化に欠かすことのできない最重

要課題であると思います。 

 さて、全国の実態について述べましたが、今

年３月に61年の歴史とともに閉校し、廃校とな

っている情報ビジネス校の活用策について、さ

まざまな検討がなされていると認識しておりま

すが、これまでの取り組みの経過と今後の活用

方針について伺いいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  菊池充議員の一般質問

にお答えいたします。 

 公共施設の整備と活用策という一つの項目で

ありましたけども、御質問の内容はそれぞれ鱒

沢地区におけるその施設整備、あるいは子育て

支援における幼稚園・保育所の環境整備、さら

には閉校になりました情報ビジネス校の利活用

といったことについての質問と受けとめたとこ

ろであります。 

 まず質問の中に、このほど示した後期計画の

中に示されていないではないかと、計画されて

いるのかということでありましたけども、既に

御説明申し上げましたとおり、それはされてお

りません。その中におきまして、ただされてな

いという形で突っぱねるというか、それという

んじゃなくして、やはりこの今の質問の中にあ

りましたとおり、宮守町において、先ほど昭和

の大合併のときに１万と22名から村の歴史が始

まったんだというお話もありました。宮守村、

鱒沢村、達曽部村という中にあって、それぞれ

のひとつの地域が文字どおりその地域の実情に

応じて地域づくり、まちづくりを行ってきたと

いう歴史があるわけであります。 

そして平成の大合併にもちまして、今の新

遠野市としてのまちづくりを行っているという

ことになるわけでありますけども、これはこの

本会議場でも私からも何度か申し上げてはいる

わけでありますけども、この合併時に、平成17

年の８月、９月ごろであったと思いますけども、

合併のさまざまなきわどいと申しますか、厳し

い議論が交わされたと。そのときに、１町10カ

村、かつての遠野物語、柳田國男先生が遠野を

訪れたとき、遠野郷としての１町10カ村。その

中には鱒沢村、宮守村、達曽部村もあったと。

その中において、一つの地域のありようという

ものについて、地区センターのあり方について、

いろいろ当時議論した経緯があります。その際

に宮守は一つだという、何度もそういうお答え

がかえってまいりまして、そこで合併時はその

ようなスタートを切ったという事実があるわけ

であります。 

ただその事実をもって、ただそうなんだか

らそのとおりだというつもりは毛頭ありません。

５年たったわけでありますから、その中でいろ

んな検証をしながら、これからの地域のありよ

う、地域が１回壊れてしまったんでは、それを

元に戻すということはこれはほぼ不可能に近い

わけであります。したがって、この地域力、コ

ミュニティー力といったものをどう維持するか

にあっては、やはりこの旧村の鱒沢村、宮守村、

達曽部村といったものの、この原点の中に立っ

て、その地域をどのような形で活性化したらい

いのかということは当然考えなきゃならない、

私は一つの課題であろうというように思ってお

ります。 

 ただ先ほど申し上げましたとおり、合併じゃ

そういう約束だったということをただただ言う

つもりはない。ただそういう事実もあったとい

うことはひとつきちんと受けとめていただきた

いと。私の立場からすると、そのようなことを、

それは一体そんな約束した覚えはないという中

にあったんでは、これはちょっと当時は一体何

だったんだろうなということになるわけでござ

いますから、当時はそのような経緯もあって、

そのような約束もあったということの事実とし

てを受けとめていただきたいということをあえ

てくどいわけでございますけれども申し上げて

おきたいと。 

 しかし、もう５年たちました。いろんな形で

のまちづくり、地域づくり、それぞれの地域で

本当に頑張っていただいております。ここをど

のような環境整備をするかというのはこれから
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の一つの大きな、まさにまちづくり、地域づく

りにとっても非常に大きな課題ではないのかな

というようにも認識しております。 

 特に御質問にありました鱒沢地区については、

就業改善センターが拠点施設として整備され、

これは以前は地区センターとして位置づけ使用

していたということもあります。しかし、あそ

この場所は車を使用するのもなかなか駐車場が

狭いということから、施設の構造もあります。

地形的なこともあります。そのこともありまし

て使いにくくなっているということがありまし

て、元保育所であった老人憩いの家を多く使用

している現状にあるということも、ただいまの

御質問にありましたとおり、私も承知いたして

おります。 

そのほかにも鱒沢地区には、上鱒沢には農

村婦人の家があります。それから川を渡って荒

谷前地区のほうにも就業センターというか、農

村活性化センターのようなものがあります。そ

れから柏木平にはレイクリゾート施設としての

ふるさと交流館などもあるわけであります。そ

のような既存の地区全体として、どうその機能

を維持しながら、それを生かすかということも、

やはり私は一応検討しなければならないんじゃ

ないのかなと。間もなく平成24年度中というこ

とは、24年、23年度中、24年３月には、鱒沢の

沢田まで釜石自動車道が延伸してきまして、い

うところの宮守インターとしてあそこの周辺が

大きく変わるわけであります。地区の状況も多

く変わるわけであります。 

それから、これは具体的なデータの中でも

うちょっと委員会、当時の議論にもなろうかと

思っておりますけども、鱒沢のこの幼稚園・保

育所、入所園児の減少が一つの現実なものにも

うなってきているわけであります。これをどの

ようにこの数字をとらえるのかといったような

ことも含め、この周辺のインフラも変わってく

るということも踏まえ、それから鱒沢地区全体

としての地域の施設のあり方、この地域の活性

化に向けた新たな拠点をどのように位置づける

かということについては、やはりもう一度関係

者の皆様とさまざま、それこそ忌憚のない意見

を交わしながら位置づけるということが必要で

はないのかなと思っております。 

 で、それと踏まえながら、鱒沢保育所・幼稚

園に鱒沢中学校の講堂、これは８月の18、19、

20日と、それぞれの現場を30カ所ほどを回って

歩いた時に、この鱒沢の旧中学校の講堂も見て

まいりました。もう築46年ということで、あれ

はもう私は取り壊すしかないというように見て

まいりました。取り壊しすることが一番、何と

申しますか、安全の面においても大事じゃない

のかなというように思っておりまして、老朽化

が非常に激しいと、著しいと、衛生面でも問題

あると。それから今は鱒沢保育所のほうの倉庫

として使用していますけども、園児や職員の皆

様の出入りも完全に禁止して、子ども達も建物

に近づかないように指導もしているわけでござ

いますから、そのような現状を見れば、やはり

取り壊しというようなことになろうかというよ

うに思っておりますので、取り壊ししながら、

ただ取り壊しにはまだ一定の時間かかりますの

で、施設管理には事故のないように万全を期す

るように担当のほうには指示してあります。 

 そのような中で、この建物の解体費用も、整

地費用を含めると約500万ほど見込んでおりま

すので、これは単に施設の解体撤去のみではな

く、市単独費の持ち出しということにもなりま

すので、そういったものも含めながら、あそこ

の鱒沢保育所・幼稚園に隣接する旧シキボウナ

シスの宮守工場施設、あるいは先ほど申しまし

た鱒沢就業改善センターや老人憩いの家などを

含めた周辺地域の一体的な土地利用の中でいろ

いろ検討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。 

 それから先ほどありました過疎自立促進計画

ですか、このほど作成いたしました過疎自立促

進計画の中においては、地域あるいは地域の活

性化のために活動支援員を設置できるというこ

とで、今般の予算にも元気基金としての基金と

してもちまして、それぞれの地区の地域の活性

化にとって、どういうマンパワーを配置すれば
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いいのか、ミスマッチがないようなマンパワー

を配置し、その地域の活性化をどう図ったらい

いのかということで、今さまざま市のほうにあ

っては総務課とか経営企画室であるとか市民セ

ンター、あるいは地区センターも含めて、いろ

いろ検討しております。この部分にあっては、

地区センターに置くという考え方ももう一つあ

る。それからそれもあるけども、集落という、

あるいは地域といったところにそういった専門

員を配置するという考え方もあると。これは過

疎法、改正過疎法の中でマンパワーに着目し、

その人がその地域を活性化する大きな一つのエ

ネルギーなんだと、施設ではないんだと、人な

んだといったところがこの改正過疎法で明確に

位置づけられたわけでありますから、そのよう

な改正過疎法の理念を受けて、こういった地域

における活性化といったものについても一定の

答えをその中から見出していきたいというよう

にも思っているところでございますので、よろ

しくお願いいたします。 

 最後のこの廃校となっている情報ビジネス校

の活用策についてであります。これにつきまし

ても御質問にありましたとおり、全国でもこの

平成の大合併、あるいは少子化という中にあっ

て、この再編という中から廃校というやむにや

むを得ない選択をせざるを得ない事例がいっぱ

い出てきているわけであります。 

この遠野高等学校情報ビジネス校もその一

つとなるわけであります。これは県の施設であ

りますから、本来であれば県教委がきちんと責

任を持って示すということも私は大事じゃない

かなというように思っておりますけども、地域

の実態はわからないわけであります。そのよう

なこともありまして、手をこまねいておっても

県教委のほうから何ら具体的な案は多分出てこ

ないではないだろうかというような、そのよう

なある意味においては開き直った考え方の中か

ら、宮守総合支所の地域振興課が中心となりま

して、この４月の28日に若手市職員16名による

検討会を、６月の５日には宮守町の地域に熱い

思いを持ってる若い方々を中心に17名の皆様が

現場のほうに入りまして、この学校をどう利活

用したらいいだろうかということから、何でも

いいからアイデアを出せという中における検討

会を開催いたしました。財源だとか、あるいは

既成概念だとか、できっこないってそんなこと

はなくて、夢を持つというような中におけるア

イデアを出してみろという中における検討会を

行ったわけであります。 

７月14日にはこの市民と、あるいは市の若

手職員の合同検討会も開催し、この８月23日に

は中間報告もいただいております。文字どおり

いろんなアイデアが出てきております。体育ス

ポーツ施設、あるいは文化施設、それから教育

施設、福祉施設、産業関連施設、あるいは宿泊

体験施設、まさに中に行ってこれを優先順位を

つけての報告ではなかったものの、いろんなア

イデアがその中に出てきたということなわけで

ございますので、これも県教委のほうと充分連

携を図りながら、県教委との意見交換の中では、

去る10月12日に意見交換を行っております。こ

れは県教委の事務局と宮守総合支所のほうで意

見交換を行っておりまして、その際、処分また

は活用の決定までにはもう少し検討時間が必要

だという形での意見が双方で一致しております

ので、このいただいたいろんなアイデア、ある

いは全国の動き、そういったものも利活用しな

がら考えていきたいというように思っておりま

した。 

 宮守総合支所のほうでは、この跡地活用は宮

守町の活性化にとっても非常に大きな一つのプ

ロジェクトであるという認識のもとに、この14

日というように支所長のほうからは報告を受け

ておりますけども、廃校の際のあわただしさと

いうこともあったと思うんですけども、まだ校

舎の中も、あるいは物置も整理されておりませ

ん。本当に惨憺たると言う言葉はちょっと使い

たくないんですけど、そのような状況でありま

した。 

と申しますのは、先般、ガラスが壊れてあれじ

ゃ大変だと。あれでは防犯上もよくないんじゃ

ないかというような市民の皆様からちょっと通
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告がありました。私は非常に気になったんで、

行ってみてまいったわけであります。やはりか

ぎもかかっていない、物置にもかぎが掛かって

いない。それから旧講堂にはまさにかぎもかか

らず入れると。入って見ました。そうしました

らば、教科書、あるいは優勝旗、あるいは賞状、

まさに宮守情報ビジネス校の歴史の、本当に皆

様の生徒さん方の、あるいは関係者の皆様の思

いのこもったのが、ただ乱雑になっておりまし

た。 

そこで宮守総合支所と連絡をとって、遠野

高校のほうにもそのことを申し入れいたしまし

て、一緒になって片づけようと、整理整頓しよ

うと、そうすればまたいいアイデアが出てくる

んじゃないかと。ただそのまま廃校になったん

だという形で乱雑な状態であったんでは余りい

い意見も出てこない、いいアイデアも出てこな

いと。だから、やろうということで、今宮守総

合支所のほうではそのような準備もいたしてお

りますので、そのようなことも取り組んでいる

んだということも踏まえまして、答弁とさせて

いただきます。 

 終わります。 

○議長（新田勝見君）  ９番菊池充君。 

   〔９番菊池充君登壇〕 

○９番（菊池充君）  再質問を行います。２つ

の施設の整備の関連についてでございますけれ

ども、市長からは過疎計画なり後期基本計画の

中にはその整備については計画されてないとい

うふうなばっさりとしたお答えをいただきまし

た。いわゆる23年３月に高速道の延伸で鱒沢ま

で来るんだと。そうした場合には施設全体の利

活用を含めて整備の考え方を検討していきたい

という答えが示されたわけでございますけれど

も、いわゆる鱒沢地域全体を網羅した施設がな

いということは恐らく認識上わかっていると思

うんですが、先ほどは上鱒沢の婦人の家、ある

いは一区の集会施設、それから柏木平の交流施

設の話もされましたけれども、柏木平の交流施

設についてもそのとおりでございますけれども、

市長には案内をし、いわゆる敬老会も開催して

いるわけでございますけれども、これは御承知

のとおり地区全体で活用しただけでも満杯の施

設だろうということは認識されてるんじゃない

かというふうに思っているわけでございます。

それ以外の５集落の施設についてもそのとおり

でございましてからに、地域全体を網羅した、

カバーしたような形のものは現在ないというこ

とですし、それにかわってるのが、いわゆる大

変老朽化して維持にも大変だという施設である

ということでございますので、この５年間の中

に計画されてないということになりますと、ま

すます維持管理も含め、いわゆる地域全体とし

てのいわゆる核なる施設がなければ、さらなる

地域発展のためには私はマイナス要素ばかりが

出てくるというふうに思ってございまして、一

体的な土地利用を検討する中でという部分はい

つごろをめどとしながらそういうものを検討し

ていくのかということを再度確認をし、伺いし

たいというふうに思うところでございますし、

いわゆる情報ビジネス校の部分につきましては、

確かに施設そのものはそのような状況だという

ことは私も認識してございます。施設にかかわ

らずグラウンドもあるわけでございまして、い

ろんな部分での活用が当然なされる可能性が大

きいというふうに思ってございます。 

ただ施設そのものが大きいものですから、

地元が活用するというようなものではないとい

うふうに思ってございますので、やはり行政と

してそれなりの施設計画というものを持ちなが

ら、地域活性化のために当然活用されるべきだ

というふうに思ってございますので、宮守総合

支所を中心に今検討されているということでご

ざいますけれども、やっぱりスピード感をもっ

てその対応を示していただきたいということを

再度質問して終わります。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  菊池充議員の再質問に

お答えいたします。 

 あっさりとした答弁だというお話でございま

したけども、私は、熱意を持って鱒沢地区の活
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性化を図りたいっていう思いで答弁したつもり

でございますのでよろしくお願いを申し上げた

いと思っております。 

 やはりこれからは、さまざまな形でのネット

ワークといったものを意識しながら対応してい

かなきゃならないかというように思っておりま

す。いろんな施設がいうところの遊休施設とし

て、このような中にあってどう利活用したらい

いのかという部分あるわけでございますから、

この後期計画あるいは過疎計画という部分もあ

ったわけでありますけども、そういった部分に

ついてのこの位置づけがあったかなかったかっ

ていう部分は、それはそれとして計画でありま

すから、あったかなかったかとなればなかった

としか言えないわけでありますから、その中に

おいてじゃあどう考えればいいのかっていう中

におけるひとつの建設的な前向きな議論ってい

ったものを、検討会っていったものをしていか

なきゃならないかというように思っております

ので、ただただこうして地区全体の集まる場所

がないないだけじゃなくして、さまざまな形で

のアイデアも、また知恵もまたいただければな

ということをお願い申し上げたいと思っており

ます。 

 これは同様に、情報ビジネス校についても同

様であります。地元が活用できない施設だって

いうの、あれだけの規模になればもっともなこ

となわけであります。 

 したがいまして、どうすれば利活用できるか

っていうのは菊池充議員もいろんな形での情報

もおありでしょうから、どんどんどんどん宮守

総合支所に寄せて、宮守総合支所のスタッフ、

そしてまたは我々関係者とも含めて、いろんな

形で、えっ、こんな方法もあったのか、こんな

活用法もあるのかっていうことが、私はその中

から出てくると思いますので、何もしてないわ

けじゃないわけでありますから、スピード感を

持ってっていう部分あれば、そのようなアイデ

アもどんどん寄せていただきたいというように

私から逆にお願いをし答弁とさせていただきま

す。 

○議長（新田勝見君）  午後１時まで休憩いた

します。 

   午前11時47分 休憩   

────────────────── 

   午後１時00分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 次に進みます。 

 18番石橋達八君。 

   〔18番石橋達八君登壇〕 

○18番（石橋達八君）  通告に従いまして、一

般質問を行います。 

 平成22年、本年度は、遠野市総合計画の前期

基本計画における最終年度に当たりました。平

成18年から22年まで、永遠の日本のふるさと遠

野という将来像を目指し、その体現化、具体化

が着実に進められた５年間であったと受けとめ

ております。 

 また、各プロジェクトの立ち上げ、取り組み

も道半ばではありますが、さらに挑戦し、それ

ぞれ結果を示していただきたいと思います。 

 これまで５年間の実施事業の中で、公設助産

院ねっと・ゆりかごの開設は、産婦人科のドク

ターのいない地域や離島のモデルケースになろ

うともしております。 

 また、岩手県下で最初の子ども条例、遠野弁

でネーミングされたわらすっこ条例の制定と子

育て支援、愛知県大府市との姉妹都市締結、そ

して遠野遺産の認定制度などなど、重要なまた

かつユニークな取り組みもされてまいりました。 

 また、ことしは遠野物語創刊100周年との事

業の展開はさまざまな方面から注目され、全国

に遠野を発信できたことは願ってもないことで

あり、遠野市政にとっても大きな足跡を残した

のではないかと評価をいたしております。 

 また、ＮＨＫの朝ドラ「ゲゲゲの女房」の劇

中に、遠野市綾織町出身の青年が登場したのも

印象的でありました。改めて柳田國男先生や

佐々木喜善先生に感謝もし、今後とも顕彰をし

てまいらなければならないと思います。 

 文学もまたふるさとの文化も、市民の生活の
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充実や豊かさ、そして幸福に通じてこそ存在意

義があります。政治行政の行き着く先は幸福で

あります。次の100年に向け、ますます市民の

皆様にとって大きく昇華していくことを期待す

るものであります。 

 なお、毎日新聞に載っておりましたマニフェ

スト大賞で、市長が審査委員特別賞や日経新聞

社の日経子育て支援大賞を受賞されたのも、政

策が第三者から評価されたものと遠野市民の一

人として、また議員の一人として喜びたいと思

います。 

 と同時に、反面、全体的に計画の進捗状況を

見た場合、陣立ては万全でも、また体制はでき

たものの課題がないわけでもありません。農畜

林水産業の活性化や販路の拡大、担い手の育成、

企業誘致の実績や地域雇用対策などは後期基本

計画の大きなテーマでもあると思います。特に

も産業振興部門の活動は当事者の経営努力が第

一でありますが、サポートする行政側の担当者

もいうところの経済人的な感覚を持った集団で

あるべきであります。具体的な成果が求められ

ます。 

 過日、議員全員協議会で遠野市総合計画の後

期基本計画が示されました。来年度を初年度と

しての船出となります。ＴＰＰ交渉の問題と日

本農業の将来、グローバル経済の中、日本は貿

易立国であることを再認識させられた円高問題

や貿易の自由化、政治の世界では先行きの不透

明感や不安定感と難問山積であります。ますま

す波高く、厳しい航海になることも容易に想像

されます。市民が結束して難局を乗り越えてい

く覚悟は必要かもしれません。 

 最初の質問は減税についてお尋ねいたします。 

 減税の質問は私にとりまして初めての質問と

なります。本来、税収の確保こそ重要であり、

減税は矛盾した関係にございます。税の確保こ

そ自治体運営の生命線でありますが、しかしな

がら、アメリカ合衆国のリーマンショックが震

源となり全世界に波及して、いまだ完全回復に

は至っておらないのが実態であります。リーマ

ンショック以来、市民の中にも突然の失業や給

料の減額により、市民税等の支払いに困ってお

られる家庭がいないでしょうか。今定例会の補

正予算の歳入で市民税が大きく減額されており

ます。昨年の９月定例会等で聞いてまいりまし

たが、今回の補正では生活保護費が増額をされ

ております。その増額の原因は、これまで市外

で働いていた遠野市出身者が職を失って集まっ

てきている、Ｕターンして生活保護の受給を受

けているというものが原因のようであります。 

 今後、今まで危惧されておりましたものが表

にあらわれないように、市内における就労の場

等が求められます。 

 減税についてでありますが、例えば市民税は

前年の所得に課税されますが、失業中であって

も納税通知は届きます。地方税法では納税義務

者が払えず納付期限が過ぎると二十日以内に督

促をされ、督促から10日内に完納しないと財産

の差し押さえができることにはなっております。

また、延滞金の金利は原則納付期限の翌日から

１カ月7.3％、それ以降は14.6％であります。

担当課でも臨機応変、いろいろ相談に乗ってお

りますが、全国的に見ても住民税や固定資産税

などの累積滞納額が増加傾向にあるようであり

ます。未納の理由はいろいろのケースがあるこ

とでしょうが、悩む市民のサポートをどうする

かであります。景気の回復や仕事の確保がない

限り、また高齢化の進展で限られた収入ではや

りくりが厳しくなることも心配されます。ひず

みがどこに出てくるかわかりません。滞納金の

金利の削減や滞納者の市民税本体の軽減措置や

免除措置の仕組みができないか、無理なまたむ

ちゃな話でしょうか。お伺いをいたします。 

 次に、空き施設や廃校活用についてお尋ねを

いたします。 

 午前中、菊池充議員からも情報ビジネス校の

活用についての質問がございました。また以前、

市内中学校の再編が議論になった際、統合され

た場合の学校施設の跡地利用をお尋ねしました

ら、担当者は、全く考えていないとのニュアン

スでありました。当然と言えば当然かもしれま

せん。再編成が決まってもいないのに何にする
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とか何々に活用するとかということは言えない

でありましょう。 

 しかしながら、議論や対話を重ね今日に至り、

何となくではありますが方向性が見えてきたこ

とから、平成25年度以降の事業として、旧遠野

中学校跡地利用活用事業として後期５カ年計画

にも登載されております。 

 文部科学省の調査によりますと、昨年度の少

子化や平成の大合併に伴う学校の統廃合による

廃校は5,000校台から6,000校台になんなんとし

ております。以前にも申し述べましたが、岩手

県下のある市では、再編はされたものの廃校利

用、また跡地利用がスムーズにいかず、解体費

用の予算や保安上からも問題を抱えております。

先ほど午前中、菊池充議員からもお話がござい

ましたように、また市長から答弁がございまし

たように、跡地の状況が非常に心配な事態も出

てくるわけでございます。解体費用等がなくて

困っている自治体もございます。再建が事実上

になってきたら、当市におきましてはこうした

状態になることは避けるべきであります。現在

再編が決まったわけではありませんが、後手後

手にならないために同時進行で計画を練るのも

必要と考えます。そうした観点でお聞きするこ

とを御理解いただかなければなりません。私は、

個人的には学校の統合は同時スタートが理想的

と考えます。それがだめなら理解の得られる地

域から進めるべきとも考えております。その際、

廃校になった施設や跡地が民間事業者に売却し

たり貸し出しも可能になっておりますことから、

地域の意見を十分お聞きし、有効活用され、地

域の活性化に大いに資するものでなければなり

ません。当市では既に廃校活用として附馬牛町

旧大出小・中学校が早池峰ふるさと学校として

新たな役割を担いスタートをいたしております

が、全国的な展開を見ますと、北海道新冠町の

児童自立支援ホームや美術館、同じく北海道利

尻富士町のミネラルウオータープラント、秋田

県大館市の生ハム工場、そのほか病院、定住者

向け公営住宅、運送会社のコールセンター、高

齢者向け優良賃貸住宅、体験交流のグリーン

ツーリズムの施設など活用されております。 

 私的には日本の文化産業を支援する東京世田

谷区での廃校を活用したものづくり学校の開校、

遠野らしく郷土芸能学校、日本地方芸術村の開

設、また緑の産業革命と言われ、障害者も働け

る軽作業の機械で農産物をつくります植物工場

などがちらっと浮かんでまいりますが、廃校活

用について当市ではどのような基本姿勢で臨む

のかお尋ねをいたします。 

 なお、空き施設等の可視的な有効活用も求め

ておきたいと思います。 

 遠野の文化継承・創造についてお尋ねいたし

ます。 

 遠野市は、これまで遠野物語の世界や語り部

の継承、伝統的建造物の移築によるふるさと村

の設置、郷土芸能の保存、歴史的文化的景観の

保存、そして新たに遠野遺産の認定と地域文化

の伝承にはパイオニア的取り組みをしてまいり

ました。綾織の南部曲り家千葉家は国の重要文

化財に指定されましたが、個人の所有物にとど

まらず、日本の財産、遠野の財産とも位置づけ

られます。保存整備が始まるようでありますが、

喜ばしいことであります。 

 また、さまざまな分野で時代を担う人材も育

成しております。郷土の文化を大切にし、守り、

地域創造に生かしてきたことは今後ますます脚

光を浴びると確信しております。 

 文化庁では、平成23年度から生活に身近な衣

食住に関する暮らしの文化の情報を集め、保存、

伝承していくようであります。衣、いわゆるフ

ァッションの部門で、遠野地域で育まれた地方

独自の衣装、着物はどんなものがあったのか、

食の部分ではどんな郷土料理があるのか、慶弔

時やお祭りの日で出る特別な料理はどんな物が

あるのか、また、住、住まいの部門では、江戸

時代以降の住居があるかどうかわかりませんが、

明治期の物、大正期の物、そして昭和の建造物

など、一般的に文化として認知度が低く、生活

様式の変化とともに存在すら忘れさられてしま

っております。こうした庶民の生活を支えた暮

らしの文化も設立される遠野文化研究センター
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内での位置づけが気になります。 

 こうした情報収集が文化保存、それから継承、

当然新たなまちおこしにも生かされると考えま

すが、こうしたものへの取り組みについてお伺

いをいたします。 

 図書館活動についてお聞きをいたします。後

期５カ年計画では、中心市街地にまちなか図書

館の整備が計画されておりますが、これは、読

書環境の充実はもちろん、市街地への高校生や

市民の誘導に一役買うかもしれませんが、なら

ば男女共同参画時代、女性センターのような施

設も欲しいものであります。 

 当市でも、幼少期から読み聞かせするブック

スタート事業や小・中学校の朝の10分読書運動

など施策が講じられております。図書に親しむ

まちづくりは大切であります。 

 近年、活字離れが指摘されておりますが、電

子書籍の普及が注目されております。東京千代

田区の区立図書館は電子書籍の存在に着目し、

インターネットを使って電子図書を貸し出すＷ

ｅｂ図書館を始めております。この図書館は、

インターネットのできる環境なら、どこからで

も24時間365日、電子書籍を借りてパソコンで

読むことができます。さまざまなサービスが可

能のようであります。まさしく未来型の図書館

かもしれません。管理面、運営、コストなどで

も導入効果が期待されておりますが、まちなか

図書館はそれはそれとして、Ｗｅｂ図書館の導

入ができないものかどうかをお聞きしたいと思

います。 

 次に、里地里山の保全活用について伺います。 

 よく市外から訪れる方から、遠野に来ると独

自の風景に感動すると、こういった感想を聞き

ます。何にどう感動しているのか具体的な話で

はないのですが、恐らく北上山系に存在する盆

地の自然や長い長い歴史に培われた遠野郷独自

の文化が醸し出す空気感、また、農村里山の景

観に引かれているのかもしれません。まさに日

本のふるさとの原風景に引きつけられているの

であります。 

 ことしは、国連で定めた国際生物多様性年に

当たり、10月には約190カ国の代表が参加し、

名古屋でＣＯＰ10が開催されました。日本は議

長国として里山を自然と人間の共生を続けてき

たかけがいのないすばらしいモデルとして里山

イニシアティブを世界に提唱しております。 

 遠野郷の環境といえども、農家の先祖が荒野

を開き、営々たる努力によって一枚の田んぼで

も一本の水路でも命を吹き込んできてでき上が

った自然であり我々の郷土であります。ほった

らかしにしておいてできたものではありません。

遠野市ではふるさと遠野の環境を守り育てる基

本条例をもとに、遠野市環境基本計画や遠野市

景観計画に沿って環境政策を進めているわけで

あります。 

 しかしながら、現実の里山は見た目とは違い、

大きく傷み、多様性の環境や生態系の保全等、

失いかけている状況にもあります。今後、農業

を含めた里山の機能再生と生物多様性保全の取

り組みも必要であります。３月定例会でも取り

上げました。また、以前里山条例の制定や、ふ

るさと遠野郷景観賞の創設を提案したこともあ

りましたが、そのときはスルーされてしまいま

した。遠野市総合計画後期基本計画でも農村計

画や里山の継承・保存が示されておりますが、

具体的にはどのような計画があるのかをお尋ね

したいと思います。 

 環境保全の２点目は、廃棄物の不法投棄にか

かわり、その状況と防止策をお聞きしたいと思

います。観光振興でよく地域資源の活用がうた

われます。どこにでもある自然でありますが、

固有の土地や地形は当然ですが、里山に限らず

いかに守り大切に管理されるかにより、その価

値は先ほどの話と同様大きく変わってまいりま

す。 

 御承知のとおり、岩手県と青森県の県境の産

業廃棄物の不法投棄は比類なき事態として自然

を汚し、破壊し、血税を投入し、10数年以上た

ってもいまだにその処理にはかかっております。 

 実は先月、狩猟が解禁になったということで

笛吹峠の山に上がったそうであります。しかし、

そこには不法投棄のごみが散乱し、驚き、だれ
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に連絡をしていいのかわからないので私に連絡

してきたというものでございました。早速、翌

日、その方が言われた笛吹峠のその場所に行っ

てみましたら、その日はちょうど不法投棄物の

回収業者の方が仕事の最中で、既に大型トラッ

クにごみが山積みでありました。 

 そこで、質問でございますが、これまでも不

法投棄防止策や監視を求めてまいりますが、一

向にとまらないのはどうしてなのでしょうか。

監視に力を入れるとか、常習地域には看板を立

てるとか、車どめをつくるとか、罰則強化の対

策とか、そういったものができないのかどうか

お伺いをしたいと思います。 

 次に、教育長に伺います。 

 来年度から新学習指導要領により、小学校の

社会科で法教育が位置づけされ、実施されるよ

うでありますが、子どもたちは法教育で何を学

ぶのでしょうか。みんなで決めてよいことだめ

なこと、トラブルの解決を相談されたら両方の

話を聞くこと、お互い納得して結んだ約束は守

ること、守れない場合は責任を負うこと、長い

長い人間社会の経験の中で培われた知恵は人間

関係を円滑にするための良識であると同時に、

法として具体化された規範でもあります。憲法

はみんなが多数決で決めてもよい政策があるこ

とを示す一方で、幾ら多数でも、人が決めても

侵略、侵してはならない人権を宣言し、多数の

横暴をいさめております。裁判の訴訟法では、

社会的トラブルを処理するために公平公正な手

続として、当事者双方を平等に扱うことが重要

であるということになっております。 

 また、個人、私人と私人との関係を定める民

法は、契約を結ぶ当事者双方の自由な意思を尊

重すると同時に、約束を果たせなかった場合の

責任も定めております。 

 こうした社会生活に必要な規範、これからの

子どもたちが学校教育で身につけることは大変

重要なことであり期待大なるものがございます。

来年度から始まる法教育はどのような意味があ

り、どのような準備がされ、どう教えていこう

とされるのかをお伺いします。 

 グローバル経済の商取引のみならず、司法も

立法も行政も法の世界であります。法教育元年

に当たり、改めて子ども議会の開催等も提言い

たしますが、教育長のお考えをお伺いいたしま

す。 

 最後に、選挙管理委員長に、選挙投票環境の

改善についてお伺いをいたします。 

 去る10月24日、遠野市市議会議員選挙が行わ

れました。その結果につきましては、立候補者

はもとより、支持者の方々も悲喜こもごもであ

ったと思います。私も多くの市民の皆様の真心

からの御支援をいただき当選をさせていただき

ました。公明正大、正々堂々の選挙戦ができた

ものと確信をいたしております。言うまでもな

く民主主義は人権の尊重を大前提に、市民一人

ひとりの考え方、思想、信条、哲学が土台とな

って、代表者を選び、自分たちの生きる理想の

社会を実現するものであります。人を尊重でき

ない人間にいい政策など浮かぶはずがありませ

ん。これはこれまで議員をしてきた自分の結論

であります。 

 さて、このたびの市議会選挙の投票結果を見

ますと、期日前投票者数は、男性が1,164名、

平成18年に比較して222名の増となっています。

女性は1,508名で同じく平成18年に比べますと3

62名の増となっております。合計584名の増加

となっております。この増加の原因は何点かに

分析されると思いますが、私がある高齢者の方

から伺った話では、体調や足のこともあるから

期日前投票ができることはありがたいというも

のでありました。 

 今後、高齢化がますます進行する中、また市

民も忙しくなる中、足の障害やさまざまな障害

を抱える方も増加するのではないかと推測され

ます。一人でも多くの人が投票できるよう配慮

することが重要と考えます。 

 期日前投票の場合、投票会場で期日前をする

理由を改めて記入しなければならないのがプレ

ッシャーに感じるようであります。他市では入

場券のはがきの裏に、宣誓書の様式を記入する

ことで投票者の簡略化、投票会場の簡素化等を
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してるようでありますが、遠野市の選挙管理委

員会ではその改善の考えがないのかお聞きしま

す。 

 また、障害者の投票環境の向上や投票所での

介添人の配置、郵便投票の代理記載の要件緩和

なども求められますが、有権者の年代別投票者

数はつかんでいないとのことでありますが、地

方分権、地域主権の潮流、住民自治の潮流の中、

投票率の向上が必要ではないか、こう考えます。

投票率向上策をお伺いして質問を終わります。 

 以上でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  石橋達八議員の一般質

問にお答えいたします。 

 それぞれ市税の対応とか減税という切り口で

の質問、空き施設、廃校等の利活用について、

それから遠野文化の継承・創造について、環境

保全についてということで、大きく４つの項目

に分けての御質問と承ったところであります。 

 道半ばというお話を先ほどいただきました。

それを踏まえてきちんと結果を示してほしいと

いう形でのお話もいただいたところでありまし

て、これは午前中のそれぞれの議員の質問とも

通じるところあるわけでございますけども、よ

り文字どおり緊張感を持ってのこの厳しい行財

政事情に対応し、市民の皆様のニーズにきちん

とこたえていかなきゃならないというのは思い

を新たにしたところであります。 

 そういった中で、先ほど質問の中で、毎日新

聞社のほうの主催でありますけども、ローカル

議員連盟っていうそういう連盟があるんですけ

ども、第５回目になります日本マニフェスト大

賞の審査委員会特別賞を遠野遺産認定制度を初

めとするさまざまなこの地域づくり、それを言

うなれば条例化する中において、一つのきちん

とした仕組みに持っていっていると、遠野のこ

だわりの中で世界遺産があるんであれば遠野遺

産があってもいいっていうような、その切り口

で取り組んでいるっていうことがその受賞の大

きな評価の一つであったわけでございますけど

も、これもまた、第５回目になりますマニフェ

スト大賞であったわけでありますけども、議員

各位初め市民の皆様のそれぞれの立場からによ

って、文字どおり形にしていただいているって

いうことが評価になったのではないかなあと思

っておりまして、この場をお借りいたしまして

改めて御報告を申し上げ、また感謝を申し上げ

たいというように思っている次第であります。 

 また、授賞式は来月２月に──１月の末にな

る予定でありますけども、日経新聞社主催の、

これも第５回目になりますけども子育て支援大

賞、これが市町村では唯一遠野市が受賞するこ

ととなりました。自治体関係では県が埼玉県と

それから大分県と承知しておりますけども、県

が２つであったわけでありますけども、市町村

の部では遠野市がその評価に、大賞の評価にな

ったということで、これも日経新聞社からの報

告によりますと、市町村の部では子育て支援と

いうことでわらすっこ条例、あるいはねっと・

ゆりかご、そのようなさまざまな中における身

の丈の中で取り組んでいることが、これもまた

形にしてるということで評価の対象になりまし

たっていう形で連絡も受けているところでござ

いますので、これもまたわらすっこ基金を初め、

多くの市民の皆様が浄財を寄せていただき、子

育て環境を少しでもという部分が一定の評価を

いただいたのじゃないかなというふうに思って

おりまして、これまた御報告を含め、改めてこ

の受賞を汚さぬように、それぞれの関係者が気

持ちを一つにしながら取り組んでいかなきゃな

らないかというように思っているところであり

ますので、御報告申し上げ感謝を申し上げたい

というように思っている次第であります。 

 質問の中に、農業、雇用も含め産業振興が特

にも重要だと。その中にあってもこの景気のこ

の動向、あるいはそのようなことも含めると、

収入の減というものがあると。その中でこの税

といったものが非常に大きくその市民生活に影

響を及ぼしてるんではないだろうかというよう

な視点に立っての減税という、あるいは減免と
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いうことに対する質問であったわけであります。 

 これは、午前中の菊池民彌議員の質問にもお

答えしてるわけでございますけども、この市税

といったものも市民の皆様へのニーズにこたえ

る一つの大きな財源として非常に大きなウエー

トを占めてるわけであります。 

 遠野市にあってはさまざまこの19年度より国

から地方へという税源移譲っていう話がいろい

ろあったわけでございますけども、税源移譲に

よりまして市税負担の増加、それからこれもま

たただいまの質問にありましたとおり、長引く

景気の低迷に加え、それに世界的な不況などに

より、市税の収納率も低下してきております。

市税の収納率92.2％と、収入未済額は１億8,60

0万と約２億近くなっておると。これが年々収

入未済額もふえてきておるというのが今の現状

でもあります。 

 その中にございまして、この地方税法で規定

する標準税率、これが個人市民税の均等割額が

3,000円、所得割額と課税所得金額の100分の６、

固定資産税が100分の1.4と規定されているわけ

でございまして、当市では個人市民税について

は地方税法の標準税率としておりますが、固定

資産税については標準税率を超過した100分の1.

5という形での決め方をさせていただいてるわ

けであります。 

 地方税法上の規定では課税標準については地

方団体が課税する場合に、通常やるべき税率で、

財政上、その他必要があると認める場合におい

ては、これによることを要しない税率であると

定義しております。要するに財源に余裕のある

団体の場合は標準税率未満の税率を定めること

もできるということになっているわけでありま

す。逆に財源が不足すれば標準税率を超過した

税率も定めることができると、そういう定めに

なっているわけであります。 

 これで、この中で見まして、全国の22年度の

適用税率を見ますと、個人市民税にあっては標

準税率を適用しているのが99.7％、1,750団体

中1,745団体が標準税率を適用しておるという

状況にあります。 

 また、この固定資産税にあっては1,728団体

中1,566団体90.6％が標準税率を適用しており

ますけども、残り162団体、率にしますと9.4％

が、先ほど当市では100分の1.5と申し上げまし

たけども、この超過税率を適用しているという

ことで、県内では13市のうち８つの市が超過税

率を適用してるというような状況にあるという

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。 

 ただ、ただいまの質問にありましたとおり減

税と、軽減や免除という措置につきましても、

生活に困窮し納税が困難な場合は減免制度が設

けられておるわけであります。特にもこのセー

フティーネットを確保を図るためということで、

21年８月に市民税の減免に関する規則を制定い

たしまして、今年度はこれまでに９人の市民税

及び県民税合わせて47万9,000円の減免を行っ

ております。 

 また、固定資産税の減免につきましても、生

活保護を受ける者、または災害等による被災者

に対する減免制度がありまして、今年度は生活

保護を受けている66人の方、133万1,000円の減

免を行っているところでありまして、これは質

問にもございましたとおり年々増加の傾向では

あるという形になっているところであります。

いずれこの自主財源の割合は22.9％、そのうち

市税がこの約半分を占めるという重要な財源で

ありますので、こういったこともよく含め、き

め細かく減免あるいは、さらには他の制度の適

用によりまして、市民の皆様の安心・安全とい

ったものもきちんとその中で確保していくとい

うようなきめ細かい対応はこれからも続けてま

いりたいというように思っております。 

 したがいまして、いろいろ申し上げましたけ

ども、これから第２次健全財政５カ年計画でも

って厳しい財政運用をしていかなきゃなりませ

ん。そのためには文字どおり必要な事業といっ

たものをもっと厳しく精査をしながら、まさに

市民の皆様の貴重な税金でもってそれぞれの事

業を行っておるんだということをよく踏まえた

上でのこの事業の進行というのを行うというこ
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とを当然踏まえながら、市民サービスのこの提

供にも十分配慮しながら対応していきたいとい

うように思っておりまして、結論的になります

けども、市民税及び固定資産税、ともに現行の

税率を維持しながら市政運営に厳しく当たって

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、御了承いただければと思ってお

ります。 

 それから、延滞金が高いんではないかという

ような、ひとつ金利が高いんではないかなとい

うことのお話でございました。これもそれぞれ

地方税法上の規定に基づきこれも延滞金を徴収

するというきまりになっているわけでございま

して、これもそのような形での対応ということ

での御理解をいただければというように思って

おります。 

 なお、景気の低迷、これがボディーブローの

ように効いてきております。今般のこの12月補

正にも生活保護費、扶助費ということでの増額

が予算案を提案してるところでございますけど

も、そのような現実もありまして、この景気あ

るいは給与所得の減少といったものが文字どお

りあらわれてきてるところでございますので、

そういった点でのさらにきめ細かいと申します

か、それぞれの関係機関が連携をとった対応の

中で、そういった部分での対応も図ってまいり

たいというように思っておりますのでよろしく

お願いいたします。 

 それから、２つ目のこの空き施設、廃校等の

活用ということでありました。これは先ほどの

菊池充議員からの御質問にもあったところであ

るわけでありまして、この跡地利用と──跡地

利用と申しますか、空き施設なり学校再編に伴

う廃校の利活用といったものが大きな市政課題

にもなっているところなわけであります。後手

後手にならぬように対策をとるべきであると。 

 それから、学校再編についてもただいま石橋

議員のほうから同時スタートが本来では望まし

いんだと、だけどもそれぞれの地域のそれぞれ

の事情にも十分配慮し、慎重に進めてほしいと

いうようなお話ありました。これはもちろん教

育委員会も同様でありますけども、私も同じ認

識でございますので、それを踏まえながら、い

ずれこの中学校再編について、中学校８校を３

校にするという一つの方針に基づいて今進めて

いるわけであります。この再編後に残された学

校施設をどのように利活用するのかという部分

にあっては、地域の活性化、コミュニティーの

活力のそういった維持、造成にどうつなげてい

くかということが重要な課題であろうかという

ように思っておりまして、こういったことを踏

まえまして、再編成計画には再編成後の学校施

設の跡地の活用について、教育委員会のほうに

おきましていろいろ検討を重ねた経過が活用案

の一例として取り上げられて、それぞれの地域

住民の皆様に、あるいは保護者の皆様にも、こ

れはあくまでもそのように持っていくんじゃな

く、一つの例ですと、このような方法がありま

すと、でまた皆さんの意見もぜひ聞かせてほし

いという形での説明であるわけでございますけ

ども、そのような形でのアイデアと申しますか、

提案をしながら、地域合意っていうか地域住民

の皆様のコンセンサスを得るべく懸命な今努力

をしておるという状況であろうかというように

思っております。 

 私自身もこの８月の18、19、20日と、それぞ

れの市の主要事業の進捗状況の現場確認の際に、

この中学校再編に伴う各施設の状況について、

それぞれ現場に出向きまして、みずから確認を

しながら、それぞれの関係者から説明を受けて

きております。 

 そういったことも踏まえまして、このたび策

定した総合計画の後期基本計画、あるいは過疎

地域自立促進計画に再編成後の学校施設の跡地

活用ということにつきまして、旧中学校校舎利

活用事業としてそこに登載をさせていただいて

おります。その中でこのそれぞれのアイデアな

りいろんな形での利活用といったものを、つい

ての具体的な展開を図ってまいりたいというよ

うに思っているとこでございます。 

 いずれこの10月に市教委のほうでは各地区で

地区市民説明会を行っております。その中で学
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校施設の跡地の活用については早く進めてもら

いたいと、あるいはこんなふうに使ったらいい

んではないかと、非常な貴重な意見も地域住民

の皆様から出ておると。私はこれが非常に大切

なことでないかなと思っております。そこで双

方向の中でいろいろ意見を出し合って、そして

まさに地域住民の皆様にとってもあるいは遠野

市にとっても、いい形での利活用が実現したね

という形に持っていくのが一番大切だというよ

うに思っておりますので、もちろん私ども単な

る手こまねくことなくいろんなアイデアを出す

わけでございますけども、そのような取り組み

が大事じゃないかなというように思っておりま

す。 

 ちなみに、大出小・中学校、早池峰ふるさと

学校としてよみがえりました。丸３年かかった

わけでありまして、その中にも私もその当事者

の一人で──もちろん当事者の一人であったわ

けでございますけども、さまざまいろんな考え

があったわけでございますけども、一番のキー

は、私は地域住民の皆様のこの学校を何とか、

また再びよみがえらせたいというような熱い思

いがああいう早池峰ふるさと学校につながり、

そこに武蔵野ふるさと学校というのと大府市ふ

るさと学校という二つの看板が一緒に立ち上げ

ることに結果につながったというように思って

おりますので、こういった部分をひとつのいい

教訓というか事例としながら、あるいはこの学

校施設と公の施設が一体的に管理整備できる、

全国で初めての学びのプラットホーム特区とい

うものにひとつ挑戦したわけであります。この

学びのプラットホーム特区を有効に生かしなが

ら、この地域の活性化、コミュニティーの活力

の醸成につながるようなそのような中に取り組

んでまいりたいというように思っておりますの

でよろしくお願いをいたします。 

 続きまして、遠野遺産の文化、遠野文化の継

承・創造についてということでありました。こ

れもまた午前中の民彌議員のほうからいただい

た質問とも重なるわけでございますけども、遠

野文化研究センター、開設を予定しております

遠野文化研究センターにこの遠野の暮らしの文

化といったものをきちんと位置づけ、衣・食・

住・行事、そういったようなものをこの情報収

集なりまちおこしに生かすという部分に私はつ

ながっていくんじゃないかなと思っております。 

 御質問にありましたとおり、さまざまな郷土

芸能の保存や文化的景観、伝統的建造物など、

これもいろんな形での国や県の応援もいただき、

それぞれの指定もいただいております。それと

また、市民みずからが自信と誇りを持つ、そし

てそれを次の世代につなぐんだっていうこの遠

野遺産認定制度、それからこだわりの語り部10

00人プロジェクトといったようなものもそれぞ

れ立ち上がって、多くの関係者の皆様によって

それが支えられているわけであります。これを

この現在構想を具体化しようとしておる遠野文

化研究センターでは、この市民が誇りとする、

あるいは守り伝えなければならない文化的資源

を、いうところの市民協働のもとに発掘、掘り

起こし、そして継承し保存すると、そしてそれ

を次の世代に人づくりとしてつないでいくとい

うことが、この遠野文化研究センターの構想の

柱として位置づけられているわけであります。

民俗学や歴史学、考古学、宗教学などの専門的

な、観光や環境、芸能、昔話、そういった身近

なもの、あらゆる分野を対象にしてるっていう

ことでありますから、御質問にありました遠野

の暮らしの文化、まさに遠野文化研究センター

のそのすべてのテーマに合致するものではない

かなというように思っておりますので、この遠

野文化研究センター、この12月の23日にはこの

構想に大変な御理解と御支援をいただいており

ます、宗教家でもあり哲学者でもある山折哲雄

先生、あるいは赤坂憲雄先生、あるいは三浦先

生といったような先生のほうからも、こういっ

たような形でのいろんな構想についてのお話も

伺うこととしております。文字どおり初心者か

ら専門家まで、それを含んだ、あるいは児童・

生徒から年配者までと含んだ、そのような気軽

に参加できる、開かれたセンターといったもの

を目指したいというように思っておるところで
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ございますので、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。 

 おとといでありましたけども、ハートフル人

権週間にちなんでのイベントがありました。附

馬牛中学校の大木さんっていう中学生の生徒さ

んが弁論というか大会でもって発表しておりま

したけれども、非常に感銘深い発表でありまし

て、その中では自分がしし踊りに参加したと。

そして、いろいろ練習に参加して、もっとうま

くなりたいもっとうまくなりたいと思ってるう

ちに仲間ができたと、その中でもっと上手にな

りたいという中で、どんどん自分がしし踊りと

いうものに参加することによって変わっていく

自分に気がついたというような、非常に地域あ

るいはコミュニティー、仲間といったようなも

のの大切さを訴えた弁論を聞かせていただいた

わけでありますけども、やはり私は郷土芸能と

いってもそういった意味においては遠野にあっ

ては地域づくりであり仲間づくりであり、そし

てまた、それぞれの個人が遠野に誇りを持つと

いう意味におけるそのようなものとしてあるん

ではないかなというように改めて感じるところ

でありますので、そのような仕組みをこの遠野

文化研究センターの中に明確に位置づけたもの

として、御質問でいただきましたような提案を

具体化してまいりたいというように思っている

ところであります。 

 続きまして、Ｗｅｂ図書館の導入ということ

についての話であります。まちなか図書館プロ

ジェクトも大事だと、男女共同参画の提案では

女性センターもあってもいいじゃないかという

ようなそのような提案もいただきました。これ

なども非常に大事な提案だというように思って

おりまして、まちなか図書館は何とか実現した

いというように思っておりますし、御提案にあ

りました女性センターのようなものも、これは

新しくつくるっていうことはなかなかできませ

んから、もう文字どおりある物を利活用するっ

ていうような中でそのようなものも位置づけら

れないのかなというようにも思ったところであ

ります。 

 その中で、このＷｅｂ図書館、これは電子図

書のインターネットによる貸し出しであり返却

の開設ということで、千代田区の千代田図書館

で行われてるっていうことでこれは御質問の中

にもありました。まだ岩手県の公共図書館では

この開設の動きはないというようにも承知して

おります。開設するには個人のパソコンに専用

のソフトをインストールする必要がありますし、

図書館においてもシステムの改修、サーバー、

端末機更新、保守管理費用等が必要であります。

いうところの費用もかかるわけであります。注

目されながらもなかなか進んでいないというの

が状況ではないかというように思っております。 

 ただ、私は、遠野テレビのネットワークが普

及率が80％を超えました。これは地上デジタル

放送のこの課題をクリアするために、改めてこ

の地上デジタル放送の中で遠野テレビに1,400

件を超える新たな世帯の方々が加入したという

ような現状があります。それから、それに伴い

まして、インターネットの加入も約2,600件と、

この情報インフラが遠野郷の中にあって、それ

ぞれネットワークとして整備が進められたわけ

であります。そういったことを踏まえた場合に、

これからの一つのネットワークとして、この遠

野テレビ、このブロードバンドのこの遠野テレ

ビのみならずブロードバンドのほうの利用活用

したこのＷｅｂ図書館のような構想にそれを持

っていく方法はないだろうかということも検討

には値するんじゃないのかなと思っております。

ただ、やはりいろんな方々のお話を聞くと、や

はり本に親しむ、活字に親しむというこの紙媒

体、これを持つこの書籍という、本というもの

の持つ優位性といったものも大変大事だぞとい

う話もよく私も聞くところであります。 

 したがいまして、この図書館のさまざまな貸

し出しシステム、あるいは学校図書室の充実、

まちなか図書館の整備、読み聞かせボランティ

ア等のそれぞれの皆さんの協力によりまして、

一層読書活動の推進といったものの中における

読書環境の整備にもより一層力を入れてまいり

たいというように思っているところであります。 
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 続きまして、環境保全についての里地里山の

機能再生、生物多様性の保全の取り組み、廃棄

物の不法投棄といったような形での御質問をい

ただきました。この里地里山も国会のほうでも

いろいろ法制度が議論されておるということで、

この里地里山の機能再生、それに伴う生物多様

性の保全といったものが非常に今日的な課題に

なっているわけであります。もちろん次の質問

にありました不法投棄といったのも、これも許

せない犯罪行為であるという意味における罰則

っていうか対策にも力を入れていかなきゃなら

ないかというように思っておりますけども、こ

の里地里山はきょうの菊池由紀夫議員の午前中

の質問にありましたとおり、農業の持つ多面的

機能と申しますか、そういったものとも通じる

ところがあるわけでございまして、人間の生産

活動に通じて、いかに良好な環境が形成されて

いるのかと、それは文字どおりこの良好な農村

環境といったものはそれに伴って多様な生物の

生息、生育空間でもあるんだという位置づけが

できるわけであります。環境につきましては、

18年３月に環境基本条例を制定しております。

それから、本年３月に策定したタフ・ビジョン

の中にも、里山が美しく林業が元気なまち、日

本のふるさとが実感されるまちとして、農村環

境の重要性を位置づけております。また、ビジ

ョンの中には、耕作放棄地ゼロ宣言のまちとい

う中で、里地里山の機能再生の一翼を担うとい

うことも明確に位置づけているところでござい

ますので、こういったことを着実に実行すると

いう中に、私はこの環境保全といったようなも

のがきっとその中で形となってあらわれるとい

うように思っているところでございますので、

特にも里山区域は遠野らしさをそれこそあらわ

す多様な生物が生息する宝庫であります。豊か

な恵みをもたらす自然や伝統文化の保全、活用

といったものがその中で位置づけられておりま

す。そういったことを踏まえた形での里山風景

といったものの保全にもなお一層力を入れてま

いりたいというように思っております。 

 里山美林の推進につきましても、これにつき

ましてもこれまでもいろいろ取り組んでまいり

ました。こういったようなこともこれからさら

に加速させながら、この森林整備といったもの

にも取り組んでいきたいというように思ってお

ります。 

 実は、市民環境団体といたしまして、環境フ

ロンティア遠野、それから遠野エコネット、そ

れから山谷地区ほたるの里づくり保存会といっ

たようなもの、蓮池川を考える会といった組織、

宮守川上流地域環境部会といったような、それ

ぞれの地域でそれぞれ規模の大小ありますけど

も、さまざまな形でこの環境保全といったもの

に対応した取り組みを、この市民団体の皆様が

懸命に取り組んできていただいておりますので、

こういった方々ときちんと歩調を合わせながら、

行政とすればそれをバックアップしながら、こ

のようなものにも取り組んでいきたいというよ

うに思っております。 

 実は、田瀬ダムが完工いたしましてもう半世

紀以上たっております。昭和17年ですか16年で

すか、に着工し戦争で中断し、昭和29年、30年

に完成してるわけでありますけども、既に半世

紀以上がたっておると。で、アオコが発生し大

きな課題になりまして、国ではそのアオコ対策

なども行っておるというようなところでありま

す。そしてダムが花巻市と遠野市という２つの

自治体にまたがっているダムというのも田瀬ダ

ム、それからいうところの上流域に１万以上の

世帯、そして３万人以上の人口を持つ都市を持

っているダムというのは全国的にも珍しいと、

田瀬ダムだということになってきております。 

 私は、こういった部分においては遠野のこの

汚水処理、あるいはこのただいまお話申し上げ

ましたとおり、山もこのまま荒れ放題にしとく

わけにいかない。山といっても水源という部分

にあっては大事な機能を持ってるわけでありま

すから、山の手入れもしていかなきゃならない。

社会基盤としての生活の質を高めるために、こ

の下水道やら浄化槽の設置といったような汚水

処理も行っていかなきゃならない。それによっ

て里地里山の環境保全につながるんだというこ
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とで、一つの象徴的なプロジェクトとして何と

かこれが実現できないかということで、国のほ

うに機会あるごとに訴えておりまして、近いう

ちに何らかの形で田瀬ダムビジョンの中にも位

置づけたいなというように思って、関係者と協

議をしたいと思っておりますけども、田瀬ダム

の上流の遠野と下流の花巻市とを結ぶ、いうな

れば魚道のようなものをつくれないだろうかと。

それを新たな事業としてつくれないだろうかと

いうようにも思っているところであります。そ

うすることによって、その生物の多様な、生物

の環境と申しますか、かつては遠野にもサケが

上ってきたわけであります。早池峰の麓までも

上ってきたという歴史的な事実もあるわけであ

りまして、それを何とか実現できないだろうか

と。それによって上流と下流を結ぶことによっ

て、ダムといったものがもう上流も下流も遮断

してしまうところじゃないんだと、つなげるん

だと。つなげることによって遠くアラスカまで

行ったサケが遠く早池峰の麓まで帰ってくると

いうような夢があってもいいのではないだろう

かといったようなことをいろいろ訴えていると

ころでありますけども、このような中からただ

いまありました里山条例なり景観条例といった

ものの中に具現化するようなプロジェクトとし

て、こういったような生物多様性がまたよみが

えるような事業としてもあってもいいんじゃな

いだろうかなというようなことも思っていると

ころでございますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 それから、最後の不法投棄の問題であります

けども、これはやっぱり許しがたい行為であり

ます。これまでも担当課のほうで調べたのによ

りますと、先ほど石橋議員にもありましたとお

り、本当に何たる状況なのかといったケースが

あります。13路線で不法投棄を回収したという

ような数字もいただいておりまして、その中に

はいろんな冷蔵庫、テレビ、洗濯機、タイヤ、

バッテリー、それこそ廃プラ、さまざまな物が

捨てられてると。ことし４月には達曽部地域と

東禅寺地域で大量の自転車の廃タイヤが見つか

ったわけであります。これは警察当局でも調べ

ましたけども、この原因者の特定には至らなか

ったと。何と350キログラムほどのタイヤが捨

てられておったということになったわけであり

まして、これも本当に許しがたい行為なわけで

あります。いずれさまざま関係機関で連絡をと

りながら、あるいは森林監視員の方に不法投棄

の防止を呼びかけ、監視をもうしていただいて

おりますけども、民有林内における不法投棄と

いったものがまだ続いておるということにもな

っております。 

 ただ、こういった中におきまして、民間企業

や自治体さんなどにおきましても、この道路清

掃や不法投棄物の回収等ボランティア活動にも

積極的に取り組んでいただいておりますので、

不法投棄は犯罪であるというような一つのきち

んとした認識のもとに基づきまして、このそう

いった現場が出た場合においては証拠等の検証

をきちんと踏まえながら、告発も視野に入れた、

やっぱりそういった厳しい対応で臨まなければ

ならないのかなというようにも思っているとこ

ろでございますので、これにつきましては市民

協働による自発的な不法投棄のといったことを

言ってても限界があるわけでございますから、

自分たちの地域は自分たちで守るというような

意識の高揚を図りながら、行政と関係機関一体

となっての不法投棄の防止につながるといった

ような取り組みを強化してまいりたいというよ

うに思っております。 

 この不法投棄は、市民というよりもよそから

来て不法に投棄をしているっていうような事例

がほとんどのようでございますので、やっぱり

日ごろの監視といったことがすごく大切じゃな

いかな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。 

○議長（新田勝見君）  藤澤教育長。 

   〔教育長藤澤俊明君登壇〕 

○教育長（藤澤俊明君）  最初に、法教育の意

味、準備、指導法についてお答えいたします。 

 法教育の意味は、一般の人々が法や司法制度、
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これらの基礎になっている価値を理解し、法的

なものの考え方を身につけるための教育であり

ます。 

 新学習指導要領によりますと、小学校社会科

の目標は、社会生活についての理解を図り、我

が国の国土と歴史に対する理解と愛情を育て、

国際社会に生きる平和で民主的な国家社会の形

成者として必要な公民的資質の基礎を養うとあ

ります。法教育もこの大きな方針を受けて実施

されるのは言うまでもありません。 

 また、主な内容として、法は共生のための相

互尊重のルールであること、日常生活を支える

司法の基本的な考え方、人権と国の仕組みを定

める憲法及び法の基礎である基礎的価値、司法

や裁判の意義と役割等について学ぶものであり

ます。 

 準備といたしまして、各小学校では年間指導

計画を立案し、どの時期にどのような教材を用

いて指導するかを計画的に進めていくことが大

切だと思います。また、準備につきましては、

校長会議等で各小学校に周知をし、スムーズな

取り組みができるよう指導してまいりたいと考

えております。 

 法教育の指導法については学習指導要領に幾

つか紹介されておりますが、議員が御指摘のと

おり、小学校３学年、４学年の学習内容の中で、

地域の社会生活を営む上で、大切な法やきまり

について扱うものとするという説明があります。 

 具体的には、廃棄物処理にかかわってごみの

出し方や生活排水の処理、資源の再利用などに

関する法やきまりを取り上げています。また、

事故防止にかかわっては、登下校のきまりや交

通事故の防止などに関するきまりを取り上げ、

地域の人々が関係機関と協力して法やきまりを

守ることを呼びかけたり、子どもたちに教えた

りして、事故防止等に努めていることを、住ん

でいる市町村の具体的な事例を紹介するなど、

理解を深めたいと考えております。 

 さらに、６学年の国民の司法参加については、

国民が裁判に参加する裁判員制度を取り上げ、

法律に基づいて行われる裁判と国民とのかかわ

りについて関心を持つように指導させたいと考

えております。 

 次に、子ども議会の開催については、法教育

を進める上で体験的な学習で有効な教材と考え

ます。 

 現在、市内小・中学校では、日常生活の見つ

め直し、自分たちの生活を改善するため児童会

活動や生徒会活動の中で選挙や課題の審議を通

して、議員が御指摘のとおり、みんなで決めて

よいことだめなこと、互いに納得して結んだ約

束は守ること、幾ら多数決で多数の人が決めて

も侵してはならない人権があることなどを学ん

でおります。 

 子ども議会の開催については学校教育全体を

見ながら、まず、学校との話し合いを進めなが

ら検討していきます。その後必要に応じて、市

長部局、議会とも連携し、子ども議会の開催が

可能かどうか検討してまいりたいと思いますの

で御理解をお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  藤村選挙管理委員会委

員長。 

   〔選挙管理委員長藤村正子君登壇〕 

○選挙管理委員長（藤村正子君）  最初に、期

日前投票会場の現場の簡略化の改善策について

お答えします。 

 期日前投票制度は公職選挙法で定められてお

り、選挙期日前であっても指定された投票所に

おいて投票を行うことができるもので、平成16

年７月の参議院選挙から導入された制度です。 

 当市における期日前投票所は、市役所と宮守

総合支所の２カ所に設置しています。 

 昨年の衆議院議員総選挙での投票者総数に占

める期日前投票所での投票者の投票率は15.6％、

本年７月の参議院議員通常選挙では16.0％、10

月の市議会議員選挙では13.5％と各選挙とも期

日前投票所での投票者数は回を重ねるごとに着

実に伸びています。 

 期日前投票所では、宣誓書に投票日当日に投

票できない理由として、仕事、冠婚葬祭、旅行、

身体障害のため歩行困難などの中から該当する

内容を選び、氏名・住所・生年月日・性別を記
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入していただいた後、交付された投票用紙で投

票していただく方法で、従来より簡略化されて

います。 

 県内では６市の選挙管理委員会で入場券の裏

面に期日前投票宣誓書の印刷をしているところ

もありますが、宣誓すべき事由が政令で定めら

れていることから、はがきサイズではスペース

が不足することにより、住所、氏名等の記載欄

が小さくなり、高齢者や障害者の方には記載し

づらいという点があります。また、この方式に

したことにより、経費が200万円以上増額とな

った事例もあるなど、クリアすべき課題がたく

さんあると考えています。 

 当市では、期日前投票所での待ち時間を少な

くするため、従事職員を増員して対応するなど

の取り組みを行ってきました。期日前投票のあ

り方については今後も検討を重ねてまいります

ので御理解をお願いします。 

 次に、障害者の投票環境の向上等についてお

答えします。 

 障害者の投票環境の改善については、市内36

カ所の投票所のうち、車いすを19カ所に配置し、

簡易スロープを10カ所に配置しています。車い

すについては、全投票所の配置に向け、順次ふ

やしていくことにしています。また、投票所で

の介添人の配置については、従事職員がその役

目を果たしていると認識していますが、この対

応については、今後も従事職員に徹底してまい

ります。 

 郵便投票の代理投票制度は、郵便等による不

在者投票対象者のうち、さらに上肢・視覚の障

害が１級の手帳を持つことが条件となっており、

非常に限定されています。 

 代理記載制度の対象者を拡大することについ

ては、現行法が限定された制度であり、現状を

考えるとき、代理投票の拡大は必要であると考

えますが、例外的かつ特殊な投票方法であるの

で、対象者の活動には慎重な検討が必要などの

意見が多くある状況です。 

 次に、投票率の向上策についてお答えします。 

 昨年８月に行われた衆議院議員総選挙の遠野

市の投票率は、前回に比較して4.2％上がった

ものの、本年の７月の参議院議員通常選挙は2.

7％下がり、本年10月の市議会議員選挙も4.6％

下がっている状況にあります。全国的に投票率

の低下が課題となっています。特に、時代を担

う若年層の政治への無関心、投票率の低下が問

題となっているところです。このことから当選

挙管理委員会及び明るい選挙推進協議会では、

20代の投票率向上のため、毎年１月に行われて

いる成人式、二十歳の集いにおいて──私は毎

年参加しております。そして、成人者はもちろ

ん、参列している家族も含めて選挙制度につい

て啓発しているところです。 

 また、昨年の衆議院議員総選挙では20代の有

権者、そして本年の参議院議員通常選挙及び市

議会議員選挙においては、新成人の有権者に直

接遠野テレビに出演していただきました。その

中で、大変この新成人がいい発言をしていただ

きました。私はそのことをぜひ皆さんにお伝え

したいと思っていたところで、ここでこのこと

を発表できることを大変うれしく思っています。

そして、あの遠野テレビの放映が終わった後、

先輩からも随分立派な成人者だというふうなお

電話もいただいております。 

 いきなり、この遠野をどんな遠野になっても

らいたいんですかという質問をしました。初め

の女性は、「便利なことはいいんだけども、観

光客がもっと来るようなそういうお店があれば

いいんだけどねえ。具体的にはコンビニが多過

ぎる」ということでした。それでまず驚きまし

た。 

 次の男性は、「バイパスがにぎやかなことは

いいけども、遠野駅におりたときにすごく寂し

いと。何とかならないもんだろうか、ぜひそう

いうところを改善するようなことをしてほし

い。」強く言われました。 

 それから、３人目の男性は、目を輝かせなが

ら、「僕は遠野が好きだ。この自然やこの環境、

やっていることがすごく好きだ。だから僕は遠

野に就職をしました。何かあんまり必要もない

ような道路なんかつくるのはねえ」とか言いな
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がら、「僕は遠野好きです。遠野で働きま

す。」という強いお言葉を聞いて大変うれしく

思い、私の考えていたことと逆転いたしました

ので、非常にうれしかったです。ここで言えて

大変うれしいです。（笑声） 

 今後もいろいろと工夫をいたしまして、投票

率向上のために努めていきたいと思います。ど

うもありがとうございました。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後２時19分 休憩   

────────────────── 

   午後２時29分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 次に進みます。３番多田勉君。 

   〔３番多田勉君登壇〕 

○３番（多田勉君）  さきの遠野市議会議員改

選によりまして、ここに立つ機会を与えていた

だきました。清風会の多田勉でございます。通

告に従い、一般質問をさせていただきます。 

 まず、第１点目でございますが、高速交通網

の進展に則した地域活性化対策についてでござ

います。 

 昨日は、東北新幹線が青森まで開通するなど、

高速交通時代にさらなる拍車がかかりにぎわい

を見せておりますが、一方、八戸市民は、今後

の通過型に強い不安を抱いているという声をけ

さのテレビで聞いてまいりました。 

 さて、そこで、私の質問の本題でありますが、

東北横断自動車道釜石秋田線の整備は、東和・

宮守間の開通時期のめどもたつなど、順調に推

移してると認識しております。開通の暁には物

流を含めた産業の効率化、沿線地域の観光の振

興、地域医療の連携強化など、その効果が多い

に期待されているところでもあります。 

 反面、当市といたしましては、さきに開通を

見た東の玄関口であります上郷町、そして２年

後に開通が予定されております西の玄関口宮守

町の通過型による空洞化が心配されます。上郷

町においても従来の国道の交通量が激減し、商

店等の経営継続が成り立たなくなるなど、地域

商業の衰退が感じられます。 

 今後、宮守町においても同じような現象が懸

念されるところであります。生活を支えるべき

地域経済に影響を及ぼすことは遠野市の今後に

おける振興を鈍化させる要因になるのではと危

惧されます。交通網の整備と合わせ、現時点か

ら地域経済の安定化に対応しなければならない

と思います。地域での後継が成り立たなくなる

など、このことは若者定住に対しても影響が及

ぶものと考えられます。 

 それぞれの現状を踏まえ、近隣市町村雇用の

場確保も考慮した若者居住環境を整備するなど、

地域機能の充実を図る必要があると考えますが、

これに対する市当局のお考えをお伺いいたしま

す。 

 現在、釜石市や花巻市に就労している若者や

これから近隣市町村に就労の場を確保しようと

する若者が30分の範囲の通勤圏で生活できる居

住環境の整備を図り、若者流出に歯どめをかけ

ることも一つの方策と考えておりますが、いか

がなものかお伺いするものであります。 

 ちなみに道路交通センサスによりますと、釜

石自動車道花巻ジャンクションから花巻空港イ

ンターチェンジ間における平日24時間で1,331

台、花巻空港から東和インター間が896台とな

っております。一方、国道283号線の釜石甲子

町大橋が4,708台、花巻市の高木で１万516台と

なっております。このようなことを踏まえ、市

の考えをお伺いするものであります。 

 次に、第２点目でございます。林業振興に対

する特用林産事業の位置づけについてでござい

ます。 

 遠野市の全面積の83％を占める森林は、市民

生活を支える大きな役割を担っているといって

も過言ではありません。 

 しかし、森林から生産される木材の価格低迷

は今もなお回復の兆しが乏しく、森林施業への

積極的取り組みの速度は鈍いというふうに感じ

ておりますが、最近では、間伐材を利用したま

きの生産に取り組むなど、このような情勢の中

での新たな取り組みに敬意を表するものであり
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ます。 

 さて、木材を取り巻く情勢は以上のようなこ

とでありますが、昭和50年代から60年代にかけ

て、遠野市では県下でも有数のしいたけ産地と

して名をはせてまいりましたが、当時は全国が

そのような機運の中にあって、原木の流通が盛

んに行われた時期でもありました。 

 このようなことからしいたけ農家では、将来

の長期的展望に立ち、しいたけ栽培という特用

林産を意識しながら、20年から30年後という栽

培を目指したコナラの植栽を行ってまいりまし

た。中には分収林契約をするなど、積極的に面

積の確保を図ってまいりました。 

 現在、そのコナラが適正伐期に達していると

判断されます。これらを活用した特用林産の振

興が求められてくると思いますが、今後の林業

振興の中でどのように位置づけられているもの

か、市の考えをお伺いいたします。 

 また、しいたけに関する施設の中で、遊休施

設になっていることや、今後そのようなことが

ふえることなども予想されますが、現状をどの

ように承知をされているものかお伺いをいたし

ます。 

 現在、遠野市の森林には３齢級から８齢級の

コナラ及びナラなどを含めた面積が75.24ヘク

タールと見込まれております。これをもとに計

算しますと、65％の歩どまりから見ても１ヘク

タール当たり約１万9,500本の原木が収穫され

ることになります。さきの75.24ヘクタールで

見ると、約95万本のしいたけ原木が資源として

遠野市の森に生育していることがわかります。

これを原木の購入費に換算いたしますと、庭先

渡しで約１億7,000万ほどの金額になります。

原木を供給する側としいたけ生産をする側との

経済の相乗効果が図られることにもなりますの

で、これらの林業振興の中でも大きな足がかり

として期待されるものであります。 

 このようなことを踏まえ、市の振興施策の考

え方についてお伺いをし、私の一般質問とさせ

ていただきます。ありがとうございます。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  多田勉議員の一般質問

にお答えいたします。 

 ２つでありました。交通網の進展に則した地

域活性化の対応と、東北横断自動車道釜石秋田

線の釜石自動車道の開通がいよいよ目に見えて

きたという中における地域振興策についてのお

尋ねであったというように思っております。 

 それから、林業振興にかかわって、特用林産

事業のこの原木しいたけの取り組みについての

考え方をということで承ったところであります。

この一つ目の道路の、いうところのインフラ整

備と申しますか、社会基盤整備としての道路と

いったものが整備されたことによって、地域の

空洞化といったものが起きているという現実は、

日本列島あちこちで起きているわけであります。

先般、山形市の市長さんとちょっと懇談する機

会があったんですけども、夜11時半ごろになる

と仙台のほうから夜行バスが山形市に向かって

出るんだよなという話の中で、山形市がこの横

断自動車道の中で、道路が整備されて仙台との

100万都市とのネットワークができたけども、

いうところのストロー現象と申しますか、随分

引き寄せられて吸い込まれてしまっておるとい

う中で、そこをうまく生かしながら何とか活性

化を図らなきゃならないというような切実な思

いの話を聞かされたわけであります。規模が違

うものの、またいろんな形での産業集積も異な

るわけでございますし、人口規模も異なるわけ

でございますから、それがただいまの御質問の

中にすべて当てはまるというわけにいかないわ

けでありますけども、いずれ宮守インターチェ

ンジといったものがもうカウントダウンが始ま

ってるわけであります。 

 午前中の質問で、菊池充議員のほうには、24

年３月ということで、23年度中にはというよう

な形での御答弁を申し上げたかもしれませんけ

ども、私がいろいろ東北地方整備局なり、国交

省なり、あるいは国会議員の先生方から聞いて

おる情報によりますと、何とか24年３月までに

は宮守町の鱒沢、沢田までは供用開始したいと
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思っておるということを聞いておるわけでござ

いますけども、正式には24年度中というような

言い方もしているようでございますから、今度

の補正予算では、かなりの傾斜配分もいただい

たという情報になっておりますけども、23年度

のこの道路整備、釜石自動車道の整備事業に、

どれだけの予算が配分されるかということが今

一番の関心事なわけであります。公共事業２割

カットという中で、政府予算を組もうとしてい

るわけでございますから、またまたしわ寄せを

受けて、そのせっかく待ちに待ったこの高速ネ

ットワークが、また先に延びるかということに

ならないようにということで、活動を強めてま

いりたいというように思ってますけども、いず

れこの西の玄関口である宮守町には、おそくと

も24年度中には供用開始なり、それから、間も

なく宮守の沢田から遠野の愛宕の、そして遠野

インターといったものがそれぞれ見えてくると

いうことになってるんじゃないのかなと思って

おりまして、御指摘のとおり、この交通量の、

言うなれば、流れが、自動車の車の流れといっ

たものが変わるということは、当然予測される

わけであります。今、そんなことも踏まえまし

て、このｍｍ１を初め、めがね橋直売場を初め

とする「道の駅みやもり」周辺、これがめがね

橋周辺環境整備検討委員会でもってさまざま検

討もいただいております。したがいまして、こ

の委員会を活用しながら、この開通による影響

を想定しながら、いうところのこのｍｍ１を初

めとする新町商店街を含めた活性化対策といっ

たものも当然行っていかなきゃならないかとい

うように思っております。間違いなくこの道路

は開通するわけでありますから、それは宮守町

のみならず、この釜石自動車道が、いうところ

の全通ということになった場合においては、遠

野市そのものも通過になってしまうということ

もあるわけであります。 

 したがいまして、この釜石、あるいは住田、

あるいはこの340号ルートの立丸も含めての宮

古・下閉伊地区といったところとの連携も強化

しながら、特にも私はこの開通に伴ってのこの

「道の駅・遠野風の丘」、これもやはり今のう

ちから一定の危機感のもとに、魅力のある駅づ

くりといったものにもそれぞれの関係者の知恵

をその中に寄せていかなきゃならない。それか

ら、この宮守インターチェンジができたことに

よって、今度は107号ルートの小友地区のこの

産直「ともちゃん」を初めとする小友地区の活

性化といったものも出てくる。沢田橋を渡って

283号線にアクセスにしたときに、遠野のほう

にハンドルを切るのと柏木平のほうにハンドル

を切りめがね橋のほうに向かうといったような、

そちらのほうに対する魅力づくりも行っていか

なきゃならないというさまざまこの点と点を結

ぶ導線を、どう面的に広げながらそれぞれの特

徴のある魅力づくりを行うかということが、こ

れからひとつ大きな課題になってくるのではな

いのかなというように思っております。 

 御質問の中にありましたとおり、市の中心市

街地も空洞化するんではないかというような御

質問もあったわけであります。そのようなこと

も踏まえながら、ＪＡ遠野の旧ビルの本店ビル

を今間もなく改装工事に入ります。日通のとこ

ろも新たな拠点として整備が始まるわけであり

ます。そして、博物館ができ、昔話村もリニ

ューアルするということになると、中心市街地

も一定の魅力あるエリアとして出てくるわけで

ございますから、そうしますと、この396号線

のほうにアクセスいたします旧愛宕橋、今の愛

宕橋から上流のほうに新しい愛宕橋ができるわ

けでございますけども、それが国道とつながっ

たときに、もう下組町、六日町のほうに車が流

れてくるということも予想されるわけでありま

す。そこの部分も改良していかなきゃならない

といったような問題も出てくるわけでございま

して、そういったようなこと、まさにあれやこ

れやの切り口の中から、これは午前中の菊池充

議員に鱒沢地域の活性化というものに踏まえて

のやはりまちづくり、地域づくり、コミュニテ

ィづくりという部分にあっては、この道路整備

といったもの等きちんと現状を踏まえた一つの

何と申しますか、活性化といったものをその中



－ 43 － 

に位置づけ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、よろしくお願

いいたします。 

 御質問にありましたけども、上郷町のほうも

仙人峠トンネルができ、そして、上郷バイパス

ができたことによって、交通量の流れが変わっ

たわけであります。その部分で新たにこの上郷

バイパスに産直といった動きも出てきてるわけ

でございますから、そういったような中で住田、

釜石、大槌、あるいは大船渡、高田といったも

のをにらむ中に上郷というのは位置づけられる

と。宮守のほうには、文字どおり花巻、北上と

いった人口集積のある、あるいは企業の集積の

あるそちらとのアクセスといったものの中にお

ける活性化といったものをその中で位置づけら

れるということになろうかというように思って

おりますので、そのようなことを視野に入れた

活動をというか、活動というよりも関係機関・

団体と連携した活性化対策といったものをなお

一層それこそスピード感を持って進めてまいり

たいというように思っております。 

 それから、若者流出に歯どめをということで

居住環境の整備とありました。これは、これも

前々からこういった本会議の場でも、あるいは

いろんな委員会の場でも、あるいは議員各位と

もさまざま意見交換をさせていただいておりま

すけども、遠野郷というこの地域にあっては、

ある商社の社長さんが、図らずも北上山地とい

う中にあって、遠野郷というのはまさにオアシ

スだというような言い方をしていただいたこと

があります。まさに人と物の交流の拠点として

のオアシスとしての遠野と位置づけられるとい

う部分に、私はその等距離で釜石にも、あるい

は北上、花巻にも、あるいはもう少し距離を延

ばすと盛岡にも通勤範囲としてあるわけであり

ます。一方においては、文字どおり通勤範囲で

あるということはこっちから通勤するばかりじ

ゃなくて、あっちから通勤してくるということ

もあってもいいわけであります。すべてがこっ

ちから行くばかりじゃなくして、こちらも企業

誘致などを行いながら、高田の市長さんは、上

郷にいい企業があるそうだと。あそこがどんど

ん人を求めるんであれば、十分うちからも通近

距離なんだよなというような話をしていただい

たことがありますけども、そのような形で、た

だ流れるんじゃなくて引き込むというような、

まさに吸い込むというようなそのような機能も

また遠野が持つということも重要ではないのか

なと。そういった意味においては、上郷とか宮

守地域といったものは、非常に立地条件的には

ある程度の要件を満たしているという地域にな

るのじゃないのかなというように思っておりま

す。 

 その中で、居住環境というお話がありました。

で、これは市の財政も非常に逼迫しているとい

うことから、いうところの行政財産から普通財

産となった、この市有地を分譲し、そして、少

しでも市の財政にという部分と人口定住にも減

少にも歯どめをかけようということで、昨年12

月、上郷地区３区画、青笹地区８区画、松崎の

白岩地区２区画の13区画、それから、ことしの

10月には、達曽部地区の５区画の分譲を開始し

ております。それから、もう一つは、県の住宅

供給公社の解散によりまして、石鳥谷町にも２

区画を遠野市が持っておりまして、合わせると

20区画分譲地を持っておりまして、担当課も含

めさまざまこれも努力をしてもらっております。 

 その結果、20区画中10区画が売却済みという

一つの結果を得ておりまして、この内訳を申し

上げますと、21年度に青笹地区１区画、白岩地

区１区画の２区画で売却額700万円、それから、

22年度は青笹７区画が完売、達曽部地区は１区

画、石鳥谷の１区画が売約済みとなり、この売

却額は2,500万円と、この２カ年で3,200万円の

売却額としての市の歳入に入っております。そ

して、これを見ますと、購入者の半数は、若い

世帯、若い世代の方々が、若い世代というか若

い世帯が購入しておりまして、これは若者の定

住促進につながるということに一定のこの数字

としてあらわれたんじゃないかと思っておりま

すので、残るこの上郷地区の３区画、白岩地区

の１区画、達曽部地区の４区画についても、こ
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の若者定住のための分譲地としてのＰＲに努め

ていきたいというように思っておりますけども。 

 それから、事情が許せばと申しますか、これ

は財政事情も入ってくるわけでございますけど

も、子育て健康住宅などといったような一つの

商品も地元の業者の方々がいろいろ開発してい

ただいておりますので、そういったものとのセ

ット、あるいはいうところの公営住宅、市営住

宅として、若い世代の方々が住みやすい、その

ような居住環境も整えて若者の流出に歯どめを

かけるというような対策と申しますか手だてを

講じていきたいというように思ってます。もち

ろんそのためには、先ほど申しましたとおり、

通勤するってばかりじゃなくて、遠野に通勤し

てくるというような雇用の場もあってもいいと

いうことで、企業誘致にもなお一層努力をして

まいりたいというように思っておりまして、先

般上京した際に、３社ほど回りましたけども、

その１社からは来年の８月には工場を建てます

というような、そのようなお話もいただいてお

りますし、去る29日に企業懇談会を実施した際

も、受注が大体最盛期のレベルに８割、９割は

戻ってきておるというような企業さんが多かっ

たわけでございますので、なお一層この企業誘

致にも努力し、あるいは地場企業のさらなる拡

張と申しますか、規模拡大と申しますか、そう

いったこともさまざま働きかけながら雇用の場

といったものをもっともっと確保するような形

での努力をしてまいりたいというように思って

おります。 

 二つ目の林業振興に対する特用林産事業の位

置づけについてであります。 

 これは原木乾しいたけの現状及び今後の振興

ということでのお話がありました。私のこの手

元にも先ほど多田議員から質問があったとおり、

原木しいたけ栽培が盛んに行われた昭和50年代

に植林されたものは多く伐期を今迎えておると。

それからしいたけ原木供給に関しては、遠野は

県内でも恵まれた環境となっておるというのが、

この数字として出ておりまして、原木しいたけ

の栽培を行っているのは45地区のうち、現在し

いたけを栽培している地区は25地区、現在しい

たけ栽培をしていない地区が20、遊休化という

ことであるということで、数字にもそのような

ものが出ております。外国産しいたけの輸入増

加により、価格の低下ということで生産者が大

きく減ったということもあるわけであります。

この生産者数及び生産量の減少と原木の供給体

制だという中にあって、原木としての森林資源

は、遠野市にあっては、この伐期を迎えている

原木の確保については、好条件がそろっておる

ということは、この数字データにも示されてる

わけでございますので、タフ・ビジョン、この

ナラの原木が豊富に確保できる条件を生かした

原木しいたけの生産振興をタフ・ビジョンの中

でも掲げておりますので、問題は生産者の後継

者対策、これの森の名手・名人としてしいたけ

栽培等森の恵み部門で認定された方々も遠野で

は出ているわけでございますから、そういった

方々の指導をいただきながら、新規参入者の掘

り起こしといったのもやっぱり積極的に行って

いかなきゃならないんじゃないのかなというよ

うに思っているところであります。 

 遠野市しいたけ産業推進協議会という組織が

立ち上がっておりますので、そういった組織と

連携を図りながら、この原木活用、森林組合と

連携した、かつて植林した山林所有者から、今

後の活用にかかる移行調査なども聞きながら、

原木流通の情報提供、で、原木を市内の生産者

が活用できるような、そういうような仕組みと

いったものに農業活性化本部アスト、タフ・ビ

ジョンの具現化ということで、取り組んでまい

りたいというように思っているところでござい

ますので、よろしくお願いを申し上げたいと思

っております。 

 それから、最後のしいたけ関連施設の現状と

今後の活用ということで、先ほど申し上げまし

たとおり、過去にそれぞれ補助事業として、乾

燥施設・機械設備等整備した地区が45地区あっ

て、そのうち６割に当たる25地区が現在も活用

されておると、先ほど申し上げた数字でありま

す。 
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 そして、これを有効に活用を推進していくと

ともに、いうところの遊休化されているこの施

設の機械の状況なり所有者の意向なり、こうい

ったものについてもやはりリサーチをきちっと

してみなけりゃならないんじゃないのかなとい

うように思っておりますので、活性化本部のほ

うの一つの課題として、これについてきちんと

フォローしながら、ひとつのこの資源を生かし

た産業振興につながるような、そのような事業

として位置づけたものとして取り組んでまいり

たいというように思っておりますので、よろし

くお願いいたしまして答弁とさせていただきま

す。 

○議長（新田勝見君）  ３番多田勉君。 

   〔３番多田勉君登壇〕 

○３番（多田勉君）  ただいまは市長さんのほ

うからも今後の振興については前向きの御回答

をいただきまして、大変ありがとうございます。 

 ここで私は質問になるかどうかはあれですが、

先ほど市長の御回答の中に、今後の住宅、ある

いは市営住宅というような整備の考えも述べら

れましたが、実は茨城県の大子町という町がご

ざいまして、ここでは先ほど市長さんのほうか

らも申し上げられた子育て支援住宅の整備に積

極的に取り組んでいる町がございます。この町

の取り組みを見ますと、非常に大子町のほうに

若者を呼んで、そこで生活をして子育てをする

というすばらしい成果が上がっているというふ

うに聞いております。そういったところを今後

参考にしながら、遠野のすばらしいそういった

環境の整備に努めていただければなというふう

に思います。 

 それから、今後市の市有地の財産の処分に当

たっては、分譲になるかどうかは別といたしま

しても、できる限り市内、市外の方々も、その

情報を受け取れるような、インターネットを見

ますとそういった情報が遠野市のホームページ

を開いただけではわからないというふうなこと

もありますので、そういったＰＲの仕方につい

ては工夫をしていただきたいなというふうにお

願いを申し上げますが。 

 それから、もう一つでございます。先ほど後

段のほうのしいたけの原木についてでございま

すが、実は昭和50年代、60年代にかけまして、

県内の港から南の大分県とか、そういった日本

でも有数のしいたけ産地に原木がどんどんどん

どん船積みされて海を渡った、海を南下した経

緯があります。決して現在遠野市内に有してい

るそういった貴重な資源を極力そういうことの

ないように、積極的な生かし方を政策の中に掲

げていただければというふうに思います。 

 終わります。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  多田勉議員の再質問に

お答えいたします。 

 三つであったというように承りました。まず、

一つ目のこの住宅政策、市営住宅。茨城県の大

子町の例を取り上げての御質問であったわけで

ありますけども、私もこの町の取り組みについ

ては、さまざま興味を持って情報は取るように

しております。まさに子育て支援という中にご

ざいまして、住宅のほうにもいろいろ工夫をし

ながらそのようなまちづくりを行っているとい

うことでございまして、我が遠野市でもこれは

やれることだなというようなことから、子育て

健康住宅といったようなものも材木町の駅のす

ぐ北側のほうに整備をしたり、今、稲荷下の区

画整理事業も順調に進んでおりまして、この４

月には政権が変わったということも大きく影響

したと思うんですけども、区画整理事業が３分

の１しか予算つかなかったわけであります。も

う曳屋だ、あるいは新築だという形で、稲荷下

の受益者の住民の皆様は、今度はいよいよ我が

番に来るなあということで張り切っておったと

きに、どんと予算が減額されてしまいまして、

これは大きくスピードがにぶる、にぶるなとい

うよりも事業のあれがとまるなと思って危機感

を持ったんですけども、うちの担当課、あるい

は職員が懸命に頑張りまして、あれやこれやの

やり繰りをいたしまして、事業が前年度ベース

で進めるというところに盛り返したわけであり
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ます。その中に、市営住宅も、そして今の子育

て支援住宅もそこに入っております。先般聞き

ましたらば、見学者が後を絶たないというよう

な話も聞いておりまして、そのような形で条件

をきちっと整備すれば、若い方々が定住してく

れるという部分につながるんだなということに

もなっているところでございますので、ひとつ

住宅政策という部分で土地はあります。それか

ら、言うなれば大工さんという工務店という、

そういった技術集団もあるわけであります。そ

れを加工する木工団地等も持ってるわけであり

ますから、そういったところとの連携を図りな

がら、この住宅といったようなもの、土地と住

宅といったものをかみ合わせた形での居住環境

と申しますか、定住環境をつくるような努力は

これからも一層進めてまいりたいというように

思っておりますし、この土地を処分する場合に、

市外に情報提供をもっとしたらいいんじゃない

かと、インターネットもあるしという話であり

ました。前にあれでございましたけど、上郷の

土地を処分するとき、釜石のほうにまでチラシ

を入れたほうがいいよという話の中で、釜石の

ほうにもアピールをしたということで、釜石の

方から何で遠野さんがうちのほうまで来てそう

いったビラ入れるんだなんていう話もあったん

ですけども、お互いだよなんて話をしながらや

ったんですけども、やはりそういったお互いそ

れぞれのよさというものを生かしながら、いろ

んな住宅を求める、土地を求める方々が、いろ

んな選択肢を持てるような、そのような形での

ＰＲはこれからも続けてまいりたいと思ってお

ります。花巻、北上のほうに通っている方も大

分いらっしゃるわけでございますので、そうい

った方々がちゃんとした遠野に住むというよう

な中における情報提供も強めてまいりたいとい

うように思っております。 

 それから、三つ目のこのしいたけの原木、こ

れは間違いなく昭和50年代は大分県のほうにど

んどん岩手から原木が船で積み出されておった。

そして、大分県のいうところのしいたけ産業を

支えたのが岩手だということを言われたわけで

あります。今伐期がきているということで、そ

ういうことのないように、やはり地産地消であ

り、これだけ恵まれた環境にあるわけでありま

す。そして、またやる気を起こす、そのような

新規就農者の方々もふえてきておりますし、新

たな事業の中に取り組まれてる方々もふえてき

てますから、やはり農業活性化本部、あるいは

アスト、さらには県のほうの農業振興センター

とか普及サブセンターの方々のいろんな関係機

関・団体、ＪＡ花巻も入るわけでございますけ

ども、そういった方々と連携を図りながら、こ

の資源を生かして一つの産業振興につながり、

それが雇用の場につながり、それが市民所得の

向上にもつながるというような、そういったこ

とを信じながら、まさに派手さはなくとも愚直

にこの問題にも取り組んでおくというような、

そのスタンスが大事だというように思っており

ますので、ひとつこれまでの経験を踏まえての

御指導もまたいただければということもお願い

し、答弁とさせていただきます。 

────────────────── 

   散  会   

○議長（新田勝見君）  お諮りいたします。本

日の会議はこの程度にとどめ、散会いたしたい

と思います。これに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新田勝見君）  御異議なしと認めます。

よって、本日はこれにて散会いたします。御苦

労さまでした。 

   午後３時06分 散会   

 

 


