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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。 

────────────────── 

   諸般の報告   

○議長（新田勝見君）  日程に入るに先立ち、

諸般の報告をいたします。 

 市長から議案の送付がありましたので、お手

元に配付しておきましたから御了承願います。 

 以上で諸般の報告を終わります。 
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────────────────── 

   日程第１ 一般質問   

○議長（新田勝見君）  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。２番瀧本孝一君。 

   〔２番瀧本孝一君登壇〕 

○２番（瀧本孝一君）  おはようございます。

新興会所属の瀧本孝一です。 

 暦は師走の大雪、この時期としては暖かくし

のぎやすい日が続いておりますが、今年もわず

か３週間余を残すのみとなり、この国の１年を

象徴する漢字が間もなくマスコミで話題となる

時期となりました。我が遠野市に思いをめぐら

すとき、この１年を象徴する漢字は遠野物語発

刊100周年の「百」の字が最もふさわしいので

はと私なりに思慮しておりますが、記念すべき

この年に実施された先般の市議会議員選挙にお

いて、市民有権者の皆様方からの洗礼と負託を

受け、当選された先輩・同僚議員に私からも祝

意を申し上げますとともに、初心を忘れること

なく、緊張感を持って当市が抱えるさまざまな

問題を一緒に考え、３万市民・住民の福祉向上

に少しでもつながっていく議会活動に取り組ん

でまいる所存であります。よろしくお願いをい

たします。 

 新人議員として初めての経験であり、昨日の

先輩議員・同僚議員の地域づくりに関連する質

問に一部重複する部分もありますが、通告に従

い、大項目２点について一般質問をさせていた

だきます。 

 まずもって、市長をはじめ市職員の皆様には

「遠野スタイルの創造」の理念のもと、持続可

能な自治体運営の構築を目指し、「日本のふる

さと・遠野郷」づくりのために日々努力されて

いることに感謝申し上げ、本田イズムとも言う

べき指導力と発想力で先駆的な取り組みの事例

を全国に発信し、高い評価と着実な成果を上げ

ていることに敬意を表するものであります。 

 それでは、最初の質問に入ります。今後ます

ます顕著になる低成長社会の中で、「市勢の均

衡ある発展をどう図っていくのか」ということ

について、次の二つの中身について市長の考え

をお尋ねいたします。 

 １点目は、現代日本の社会の中でさまざまな

格差問題が指摘されてきておりますが、遠野市

における中心市街地と中心部から離れた、いわ

ゆる在、周辺農村部との格差といいますか、少

子高齢化と人口減少が一段と進み、米価が大幅

に下落して農畜林業にも元気がなく、地域活性

化に苦慮している現状を見るとき、当市の均衡

ある発展を図っていくために、今後どのような

施策を講じていくのかについてお伺いをいたし

ます。 

 さて、2001年４月から2006年９月まで続いた

小泉政権の功罪については種々論じられるとこ

ろですが、その内閣が構造改革の名のもとに断

行した規制緩和・自由競争は、ある意味におい

てこれまでの日本の経済発展の一翼を支え、ま

た、日本文化の良識とでも言える「秩序」とい

うものを崩壊させ、自己責任、自助努力が大き

く求められる社会になりました。 

 確かに一面においては時代が要求した正論で

あったかもしれませんし、財政再建や景気回復

をある程度果たした実績や、さまざまな競争に

よりその恩恵を受けたり、活性化につながった

面も否定できませんが、少子高齢社会が進展す

る中で、中央と地方、都市と農村、官と民、正

社員と非正規社員など、いわゆる行き過ぎた競

争社会における明と暗、勝ち組と負け組み的な

分け方で対比・区別され、さまざまな格差問題

が社会問題となったことは記憶に新しく、その

ゆがみがますます大きくなっていると感じるの

は私だけでしょうか。 

 何もかもすべてが平等ということは不可能で

すが、当市においても業種間格差あるいは官と

民など、大なり小なり何らかの格差が生じてい

るのではないかと感じられる中で、合併後、遠

野テレビ宮守エリア拡大でこの議会中継をはじ

めさまざまな番組が放映され、情報の共有化が

なされているという面では格差是正のすばらし

い事例となりました。が、ここで私が申し述べ
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たいのは、市中心部と周辺農村部との、いろい

ろな事業などの取り組み量の差、ということで

あり、言いかえれば中心市街地活性化に対する

周辺農村部活性化であります。 

 もちろん遠野市の玄関口である駅前等の市中

心部が元気でにぎわいを見せていることは大事

で喜ばしいことであり、空き店舗やシャッター

を下ろした店舗がないことが望ましいわけです

が、今般の総額18億円が見込まれる中心市街地

活性化事業やにぎわい創出プロジェクトなど、

長年にわたり官民一体となって取り組まれてき

た実績が実り、今後も着実に成果を上げられ、

にぎわうまちづくりに期待するところでありま

す。その一方で、黙っていても高齢化が進み、

人口が減少している周辺農村部にも、今まで以

上に目を向け、力を注ぎ支援していかなければ、

地域活力の低下がより一層進むと考えられるの

ではないでしょうか。 

 このような中で、本年度から過疎地域自立促

進特別措置法が27年度までの改正延長となり、

当市でも自立計画が策定・発表されて、二つの

優先課題と十の重点施策、自立促進に向けた九

つの対策が示され、ソフト事業へも拡充されて

おります。この計画の中で「集落の整備」が掲

げられ、対策の項目に、地域の宝物の発掘・市

民協働の推進・地域リーダーの育成・地域活動

専門員の配置の四つの取り組みが予定されてお

り、集落の支援に大きな効果が期待されます。

また、「で・くらす遠野」の取り組みや、観光

交流・定住対策部門の設置などの事業展開で、

首都圏など市外から遠野市に移住されて来てい

る方も多く、実績を上げられていることや、地

区センター等を通じてさまざまな地域づくり活

動事業もなされていることは、市民の１人とし

て理解と承知をしています。 

 そして、さらに地域の活性化につながる定住

策の一つとして、既に構想として検討されてい

る可能性もあるかもしれませんが、また、昨日

の質問者への市長の答弁にも類似したものがあ

ったと思いますが、例えばＵ・Ｊ・Ｉターン者

の呼び込みに結びつくと思われる農村部への農

園つき格安市営住宅の建設、あるいは家賃減免

で若者家族対象の20年から30年居住条件つきの

長期定住住宅を建築して提供する、また福祉活

動の面では地区公民館等を利用し、世代間交流

を兼ねながら福祉施設からの休日出張デイサー

ビス事業などの取り組みは、地域の活動として

保険制度上無理であるのか、検討をしてみる余

地はないものか、いかがなものでしょうか。 

 もちろん地元みずからの取り組み活動や合意

形成が大事であることは言をまたないところで

あります。前述した過疎自立促進計画の「集落

の整備」の中にある、地域リーダーの育成・地

域活動専門員の配置を大いに期待し、小さい集

落・自治会を大事にしたさらなる取り組みで地

域活性化につなげ、周辺農村部が元気ある、そ

して市内の均衡ある発展の施策を講じていただ

くようにお願いを申し上げます。 

 次に、中身の２点目として、市職員の定数管

理と住民サービスの向上についてであります。 

 平成17年10月１日の市村合併から５年が経過

し、宮守町内に住む私も、当初「遠野市民」と

言われることにややくすぐったさを覚え、若干

の戸惑いも感じましたが、今では違和感はなく

なり、むしろ「市民」という響きが心地よいと

さえ思われます。 

 さて、合併時459人だった市の職員は本年４

月１日現在、57人減って402人と伺っておりま

す。この数は市の定員管理計画による423人に

対して21人少なくなっており、退職者数の３分

の１の新規採用が目標とのことで、スリム化が

前倒しで図られていることを如実にあらわして

いると思います。宮守総合支所に目を転ずれば、

合併時三つの課があり、地区センターを含め32

人いた職員は、本年度は一つの課・三つの係、

総勢15人と、半減以下となりました。 

 この市職員の減少は、行財政運営に占める人

件費の抑制や、健全財政計画における数値の好

転に資するものであると思います。特に人件費

の増減問題は、これからの自治体運営において

重要な問題をはらんでおり、一概に少なくなれ

ばよいというものではありませんが、しかし反
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面においては民間に比較して恵まれていながら

も、職員の業務量の負担増と住民サービスの低

下を招き、どこで折り合いを図るというか、バ

ランスをとるかが非常に難しい問題でもあると

思われます。 

 それゆえ、特に私は市の総合計画の大綱５の

「みんなで考え支えあうまちづくり」の中で

「行政サービスの向上」が政策としてうたわれ、

施策や基本事業の項目に「市民サービスの充

実」が掲げられておりますが、これに逆行して

いるのではないかと考えるのであります。職員

の減少という量的サービスの低下は明白であり、

質的サービスにも影響がないと言えるのでしょ

うか。 

 そこで市長にお尋ねします。来年度以降も宮

守総合支所の課や係の統廃合はあるのか、そし

て支所職員が今以上に減ることはあるのかとい

うことであります。また、合併するとき、宮守

は一つということで協議を進めてきた経緯があ

り、鱒沢地区・達曽部地区を含めた「宮守町」

として誕生し、地区センターも１カ所となりま

した。合併前の宮守村がそれぞれの自治会活動

を通じて地域づくりを進めてきたのに対し、遠

野市は地区センターに職員を配し、地域づくり

を支援してきた違いがあり、その当時は地域づ

くりの進め方に対する認識のずれがあったと思

われます。５年が経過した現在、最初の質問の

「市勢の均衡ある発展」にも関連しますが、ス

ケールメリットの観点からは不十分であり、も

ともとは３地区で構成されていた旧宮守村の地

理的・社会的要因はもちろんのこと、地域づく

りや自治会活動の観点からも、市全体のバラン

スはもとより宮守町のありようを考えるとき、

地区センターと職員の配置を早急に見直すべき

ではないかと、大所高所の見地から市長の英断

を願うものであります。当時の市村の協議は協

議として、新しい段階に歩みを進めるべきであ

ると思われますが、いかがでしょうか。 

 具体的には、鱒沢・達曽部両地区にそれぞれ

地区センターを設置し、職員２名常駐体制が理

想ではありますがぜいたくは申し述べません。

まずは宮守地区センターのサブセンターとして

のスタートからでもいいので、職員１名ずつだ

けでも配置をしていただけないものでしょうか。

鱒沢・達曽部両地区には地区センター的な建物

施設もあり、小学校や幼稚園・保育所、郵便局

や駐在所もあります。さらには地連協・消防分

団・社協支部・交通安全協会の分会等、各組織

団体も他の地区と同様にあり、行政と住民のパ

イプ役、地域づくり・自治会活動の支援、ある

いは非常時や災害時等の拠点としても必要であ

ると私は断言します。 

 「村」から「市」になって５年、「合併して

もさっぱりいいことがない」と中・高年齢層を

中心に、市の西の外れに位置する私の地区では、

いまだによく耳にする言葉であり、「そのうち

宮守の支所もなくなるのでは」と危惧する声さ

えあります。遠野市の知名度は全国的にも高く、

特に今年は遠野物語発刊百周年のさまざまなイ

ベントがあり注目を集めました。厳しい財政状

況の中にあって聖域なき見直しと、あらゆる分

野での費用対効果が論じられるところですが、

市民協働のまちづくりを推進する意味からも職

員配置の見直しを図っていただき、「さすが本

田市長の行政だ」と、市民が実感できる住民

サービス・行政サービスの提供と、さらなる充

実を願うものであります。 

 次に、大項目二つ目の質問に入ります。「い

のちを大事にする地域福祉の充実と取り組みに

ついて」ということで、地域福祉活動における

自死・自殺予防対策について市長の御所見をお

伺いいたします。 

 このテーマは、その性質や個人情報等の絡み

で表にあらわれにくく、非常にデリケートな問

題を含んでいることは十分に理解しているつも

りです。また、市民の中には目や耳を覆いたく

なる方もいるかもしれませんし、残された御家

族を初め御親族や関係者の心中を思うとき、ど

こまで掘り下げて質問していいものか、正直な

ところ悩みました。 

 しかし、全国で毎日約90人、ここ数年年間３

万2,000人から３万4,000人が亡くなっている現
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状を見るとき、昨年の統計では自殺者が３万2,

845人、交通事故の死者数が昭和27年以来57年

ぶりの4,000人台の4,914人に減っている中にあ

って、実に約6.7倍近い数値の開きは驚きであ

り、声なき声の大きな社会問題と言っても過言

ではないと思われます。人口に対する割合では

東北地方は高い地域になっており、岩手県は残

念ながら全国でも上から三、四番目という位置

にあり、本年も10月末現在ですが、全国で既に

２万6,300人を超し、県内でも402人がみずから

命を絶っているという数字も出されています。 

 このような状況から、当市でも少なからず該

当者があるのではないかと推察され、私の選挙

公約でもありました「いのちを大事にする行政

の取り組み」を考えるとき、避けては通れない

問題であり、我が遠野市のこれらに関する統計

や傾向を把握・分析しているのであればその内

訳と、具体的な予防対策や取り組みがなされて

いるのであればそれらの実態を、また、特に対

策等を講じていない場合、今後何らかの取り組

みをする予定があるのかどうかについてお尋ね

をいたします。 

 当市でも地域における社会福祉活動は、健康

福祉の里の行政事務を初めとして、民生児童委

員や社会福祉協議会、老人・養護・介護・障害

者施設、医療施設などを通じてさまざまな制度

のもと、高齢者・障害者・介護予防・介護サー

ビス・地域包括支援・子育て支援・生活保護・

ボランティア活動など、多岐にわたりきめ細か

く展開されており、従事する施設等の職員の皆

様の御苦労に対し、頭の下がる思いでいっぱい

であります。 

 しかし、それらの福祉活動の枠の外でなかな

か自殺者が減らない実態がありますが、原因に

は「健康問題」「経済・生活問題」「家庭問

題」「勤務問題」が多くを占めると言われ、近

年の景気不況による社会的要因などで、全国的

に働き盛りの自殺者が増大しているのが特徴的

であるとも言われている中で、当市では該当者

がいないことを望みたいところであります。 

 私には当事者の自殺に至る苦悩を推しはかる

すべも知り得ませんが、人と人との関係が希薄

になった現代社会において、市民一人ひとりが

ふだんから地域活動と連帯し、密着した結びつ

きの中で、１人でも悩んでいる人を救い、減ら

していけるのであれば、市総合計画大綱２の

「健やかに人が輝くまちづくり」が求める理念

に結びつきます。政策や施策としては具体的に

掲げにくい自殺予防対策であると思われますが、

住民が健康的に、また安心・安全に暮らせる地

域づくりにも大きく寄与することになるのでは

ないでしょうか。 

 国政は昨年９月の政権交代から１年４カ月が

経過しました。その今日の現状を見るとき、内

政、外政ともさまざまな問題を抱えて混迷を深

め、私たち国民は国の前途に明るい光を見出せ

ない状況にあります。来年こそは政局が安定し、

国民・市民一人ひとりが希望を持って安心して

暮らせるように、そして、少しでも自殺者が減

っていくことを祈りながら、私の最初の一般質

問といたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  瀧本孝一議員の一般質

問にお答えいたします。 

 大きく分けて二つの項目から、それぞれ、市

勢課題に対し、また、自殺者の状況についての

質問の中にもありましたとおり、命を守るのが

まさに行政の大きな役目でもあるわけでありま

す。そのような中における質問として承ったと

ころであります。 

 冒頭、御質問の中にありましたとおり、間も

なくことしも終わるという中にあって、遠野市

の中にあっては「百」という字が非常に印象的

でもあったと。そして、また12月に入れば、こ

とし１年間、2010年・平成22年のさまざまな出

来事が総括されるわけであります。果たして本

当に、市民・国民と申しますか──に大きな夢

を与え、また希望を与えるようなことがあった

だろうかということも、私も改めて質問をお聞

きしながら受けとめた次第でもあります。 

 また、瀧本議員は今般初登壇ということで、
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初心を忘れることなく３万市民のためにという

お話があったわけでありますけども、私にも対

する一つの言葉でもあったのではないかなと思

っておりまして、この言葉も重く受けとめなが

ら、これからの市政運営にも当たってまいりた

いというように思っているところであります。 

 ただいまの質問の中にありましたとおり、そ

れぞれの項目につきましては全体としてそれぞ

れの課題を提起し、その中における経過──プ

ロセスですね──経過、それから現状、そして

その現状といったものに対する意見提案を示し

ながらの質問という形での受けとめたところで

ありまして、私は、この格差の問題から含めて

命の問題も含めて本当に今日的な大きな課題で

あろうというように思っている次第でもありま

す。 

 先ず、この中にありました市勢の均衡ある発

展という中における取り組みで、さまざまな格

差が生じているではないだろうかと、合併から

してもう５年だと。合併時のことは、それはそ

のとおりだと。しかし、もう５年も経過したん

だと。新たな形での是正や対策に向けてスター

トする時期ではないだろうかというようなお話

をいただいたわけであります。このことにつき

ましては昨日の菊池充議員の質問あるいは多田

勉議員の質問の中にも、それぞれ旧宮守村と申

しますか、宮守町に対する熱い思いの中からの

質問があったわけでありますけども、ただいま

の瀧本議員の質問の中にもそのことを踏まえて

の、ある意味においては非常に厳しい指摘とい

う中における提起だったのではないかなという

ように思っております。 

 この質問の中にありましたとおり、平成17年

10月に新市となると同時に、宮守エリアに遠野

テレビの拡張事業に着手したと。いうところの

ケーブルテレビ網を宮守町にまず第一番の新ま

ちづくりの中における最大事業として、この事

業に着手したという一つの経過があるわけであ

ります。これは、私は情報格差があってはなら

ないと。旧遠野市にあってはケーブルテレビが

ある、しかし、宮守町にはそれがないといった

場合に、これは一つの大きな情報格差だと。情

報を共有し、また、情報を一体化することによ

って、いうところの旧市村の市民の皆様の一体

感というのが生じてくるのではないだろうかと

いうことで、農水省あるいは総務省の協力をい

ただきながら、宮守エリアのほうにこの事業と

して着手したわけであります。また、もう一つ

には、いうところの地デジ難視解消対策といっ

たものにもつながるということになりまして、

この事業に取り組んだわけでありますけども、

この平成22年11月末現在の遠野テレビの加入者

世帯は──加入者は8,340世帯になっておりま

す。加入率が80.9％。その中でこの旧宮守エリ

ア、旧宮守エリアというよりも宮守町エリアで

ございますけども、これは本当に私は言うなれ

ばすごい数字をいただいたなと思っております

けども、加入率が98.6％になったということで

あります。これは本当に関係者の方々も取り組

んでいただきましたし、この数字にはやはり情

報といったものを共有しながら、それの課題と

いったものをまたお互い、文字どおりこれまた

共有しながら、一つの課題に立ち向かっていこ

うという住民の皆さん、市民の皆様の気持ちが

このような形で数字を押し上げたのではないか

なと思っておりまして。やはりこの数字98.6％

の加入率を得たと、よかった、よかったじゃな

くして、この市民の皆さん、加入した住民の皆

様の思いといったものをやはり重く受けとめな

ければならない私は数字ではないかなというよ

うに思っているところであります。 

 また、19年11月からデマンドバスということ

で、路線バスのフリー乗降や戸別訪問型乗降な

ど、いうところの交通弱者に対する利便性の向

上を図る取り組みも交通格差の是正ということ

に私はつながったのではないかなというように

思っております。 

 ただ、この総合交通対策については、その後

さまざまな課題が見えてきております。これま

で行ってきたことを十分検証しながら、さらに

この格差是正といったものにも取り組んでいか

なきゃならないかというように思っております。 
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 御質問にありましたとおり、この９月議会に

おきまして議決をいただきました過疎地域自立

促進計画、これにつきましては当市における公

共施設の整備水準のおくれ、あるいは元気のあ

る産業振興の確立、安心・安全な暮らしの維持。

いうところの解決するべき地域課題に対する全

国水準との格差解消にも努めるということを大

きく打ち出したところでもあります。その中に

御質問にありましたとおり、中心市街地と、い

うところの在、周辺農村部との格差といったよ

うなお話もありました。これは本当にいろいろ

出てきているぞと。達曽部地区にあっては合併

したけども果たして合併してよかったのかとい

うような中高年齢の方々の声も聞こえるぞとい

うような話もあったわけであります。これは私

の所にも届いております。こういったことに対

してはきちんと、まさに耳を傾けながら、なぜ

そのような話が出てくるのかと、そこの原因は

どこにあるのかということをやはりきめ細かく

追求していかなきゃならない一つの課題であろ

うかというように思っております。 

 中心部と農村部をという部分の線引きした事

業として展開しているんではなくして、いうと

ころのオール遠野として、それぞれの中心部も

よければ周辺部もよいという、さまざまな形で

都市と農村あるいは都市と地方といったような

対立の構造でいろいろな形で議論されるわけで

ありますけども、私は、これは違うと。やはり

町場のにぎわいは在の方々のいろんなサポート

があってなる。では、在のにぎわいも町の方々

がいろいろサポートするというような、双方向

の連携と交流といったものがそこにあってもい

いんじゃないだろうかということを常に考えて

いるところでもあります。ただ、なかなかそれ

が一つの仕組みとなっていないと。 

 一つの例でありますけども、小友まつりとい

う一つの大きな小友町に伝統のあるお祭りがあ

ります。私はいつも商工会さんのほうにも話を

するんですけども、小友町のお祭りの際はどう

だろうと、町場の方々がバスでもって駆けつけ

ることはできないだろうかというような話もい

たしました。在のほうからはバスでもって中心

部に来ていただいているわけであります、あの

中心部のほうには。だったら中心部の、中心市

街地の町場の方々も在のほうに出かけていくと

いうような、在のほうというよりも、いうとこ

ろの周辺農村部に出かけていくというような、

そういった双方向の仕組みもつくれないだろう

かと。これはソフトであります。お金をそんな

にかけなくてもできる仕組みなわけであります

から、このようなことをそれぞれお互い足らざ

るものを補い合いながら、地域特性を生かし合

いながらという言葉が、何も都市と地方あるい

はいうところの友好都市と遠野との関係じゃな

くして、この遠野郷という地域の中にあっても

そういう双方向もあってもいいんではないだろ

うかということも思っているところであります。

ただ思うだけじゃなくて、それをちゃんときち

んとした仕組みにしろということに多分言われ

るんじゃないかなと思っておりますので、これ

はやはり関係者一丸となってそのような新たな

仕組みづくりということにも取り組んでいくと

いうのも、ただいまの御指摘にありました格差

是正といったものにも一つの一定の手ごたえを

感じる仕組みになるんじゃないのかなというよ

うにも思っているところであります。 

 それから、もう一つは、地域活動専門員の配

置についてということでの話。これはやはり格

差是正といったような一つの言葉としての具現

化するものとして──格差是正をする具現化の

１人として、やはり人材であります、人であり

ます。その中が地域づくりは人づくりというこ

とがいろんなセミナーなりシンポジウムなり、

さまざまなものがあると、そのことがいつも言

われているわけであります。やはりこの人材と

いったようなことにきちんと着目して、それが

いうところのミスマッチがない、その地域とき

ちんとマッチングした方との間における地域の

地域づくりなりあるいは格差是正なりといった

ものにつなげるという意味においては、この過

疎対策に基づいて配置しようとしております地

域活動専門員の位置づけも非常に大きいものに
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なるのではないのかなというように思っており

ます。 

 それから、これもまたいろんな形で今議会で

も取り上げられておるわけでありますけども、

タフ・ビジョン。遠野市農林水産振興ビジョン、

通称タフ・ビジョン。これの具現化といったよ

うなもの、これの着実な実行といったようなも

のも、この一つの中心部と農村部における格差

是正のための大きな一つのよりどころと申しま

すか、羅針盤になるんではないかなというよう

に思っております。単なる農業の生産性を上げ

る、そしてまた農業──一次産業を振興すると

いう一つであり、これはまさに地域づくりであ

り、まちづくりであり、遠野市のそのものの一

つの地域づくりなんだというような認識で、こ

のタフ・ビジョンといったもののそれぞれ七つ

の目指すべき姿を、それぞれの立場あるいは市

民の皆様のそれぞれの協力をいただきながら取

り組んでいくということも、ただいま御質問で

ございました格差といったものにつながる一つ

の手法では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、その点のひとつよ

ろしく御理解をいただければというように思っ

ているところであります。 

 それから、Ｕ・Ｊ・Ｉターンの住宅の提供に

ついてということについてのお話もいただきま

した。これはやはり非常に検討すべき一つの課

題ではないかなというように思っておりまして、

これも昨日の一般質問の中で、土地、そしてそ

こにおける住宅、そこに手がける工務店という

マンパワー、それをまた迎え入れる一つのもて

なしという部分における「で・くらす遠野」で

あり、さまざまな遠野ならではのさまざまな取

り組みが行われているわけでございますから、

これを縦糸、横糸にしながら一つの住宅政策の

中からそのような一つの活性化を図るような手

だてとして考えていくということは、これはや

はり、ただ考えている、検討しますじゃなくて、

やはりこれもかなり具体的な動きも見えてきて

おりますから、これを確実な一つの受け皿と申

しますか環境整備として取り組んでいかなきゃ

ならないものというように認識しているところ

でございますので、よろしくお願いを申し上げ

たいというように思っております。 

 それから、地区公民館を利用したデイサービ

ス事業の介護保険制度上の可能性はどうなんだ

ろうというようなお話も質問の中でいただきま

した。これは一つの提案として検討すべき課題

ではないかなというように受けとめたわけでは

ありますけども、介護保険制度という中の制度

の中でこれが動いているという部分にあっては、

人の配置あるいは設備等の基準といったものが

厳密に規定されております。これは介護といっ

た、まさに弱者の方々に対する一つのサービス

の提供でありますから、やはりその環境といっ

たものについては一つの基準の中で一定の環境

を整備した中でやっぱり対応するということが

非常に大切なことではないかなというように思

っております。 

 したがいまして、施設外でのサービスの提供

は、特定の場合以外認められないということに

今の現状ではなっているわけでありまして、こ

の辺のところをケース・バイ・ケースでとらえ

るのか、あるいはいうところの規制緩和の中で

もう少し一つの地域主権であれば地域の実情に

応じて、あるいは利用者の皆様の実態に応じて

もう少し弾力的な形での運用ができないのかと

いうことにつきましては、一つの検討課題とし

てこれは位置づけながら、さまざまな皆様の意

見を聞きながら検討してまいりたいというよう

に思っております。 

 現状では、この介護保険制度というものが一

つの現状としてある中にあっては、介護保険の

給付としての実施は難しいということは現時点

では言わざるを得ないと。ただ、いろいろ地域

を回って歩いておりますと、ふれあいいきいき

サロンという地域のボランティアの皆様が主体

となってしている実施事業、あるいは社会福祉

協議会が行っているふれあいホームのさまざま

な事業といったような形で、介護を要する皆様

が非常に喜んでいるような事業も市内あっちこ

っちでも展開されてきております。これは元気
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な高齢者を対象として介護状態になることを防

ぐという一つの前提での活動なわけであります

けども、生きがい活動支援通所事業、それから

地区公民館や地区センターやふれあいホームを

利用して実施しておるということであります。

宮守町での生きがい活動支援通所事業、特別養

護老人ホームみやもり荘で行っておりますので、

このような中に、ただいまありました御提案の

中で一つ検討してみる、あるいは充実してみる、

この事業を充実強化してみるような手だてもそ

の中にあるんではないのかなというように思っ

ておりますので、そういうような形での状況と

しての答弁として御了承いただければというよ

うに思っております。 

 それから、市職員の定数管理計画の行政サー

ビスの問題、これも非常に現状をとらえた上で

のそれぞれの一つの指摘というか質問であった

というようにとらえたところでございます。 

 質問の中に、最初は市民と言われることに一

つこそばゆい感じはしたんだけども、いまや全

く違和感がないと。むしろ市民という言葉に心

地よい響きと申しますか、市民というこの響き

が非常に心地よいという、そういうように御質

問の中でも触れておりました。大変うれしく思

いますし、またこの５年間さまざまな形で市民

の皆様に協力をいただきながら対応してきたこ

とが、ただいまの瀧本議員の「市民」という響

きが心地よいというその言葉につながってきて

いるんだなということを思えば、やはりこれか

ら単なる心地よい響きじゃなくして、この言葉

を文字どおり、まさにきのうからお話ししてま

すとおり形にするということも非常に大切なこ

とではないかなというように思っております。 

 その中で、もう５年をたったんだと、だから

もう次の形での一つの新たな取り組み、仕組み

づくりに向かっていかなきゃならないではない

かという中における宮守総合支所と、それから

地区センター、サブセンターの位置づけについ

ての御質問があったわけであります。 

 まず、御質問の中にありましたとおり、定員

管理計画と総合支所の職員数についてでありま

すけども、５年経過しながら、職員数が32人か

ら15人になっておるというのも、これもそのと

おりであります。市では18年２月に遠野市定員

管理計画の中に定めまして、前期計画の中では

18年度から22年度までの５年間で41人、また、

後期計画期間の23年度から27年度の５年間で51

人、前後期合わせ10年間で92名を削減し、平成

28年度には363人とするというような計画を立

てて、現在それを進めているわけであります。

これはやはり合併という一つの流れの中で避け

てとおれない課題なわけであります。そういっ

た結果としまして、この４月１日現在の職員数

は402人ということになりまして、計画より21

人前倒しで定員管理計画が進んでおるというこ

とになります。 

 現在、23年度から27年度まで、これは後期５

カ年計画と連動しながらということになろうと

いうように思ってますけども、管理計画の後期

計画の見直し作業を進めております。毎年減少

する当市の人口ということで、10月１日の国調

の数字もどのように出てくるのか、この５年間

で2,000人人口が減ったという厳しい数字を突

きつけられているわけでありますけども、これ

は日本が全体が人口減少になったから仕方がな

いで済ませるわけにはいかない。やっぱり厳し

い数字だと受けとめ、この人口減少に歯どめを

かける手だても講じながら、一方においては一

つこれを冷静に認めながら──冷静に受けとめ

ながら職員数の数といったものを、その一定の

形でやはり減らしていかなきゃならないという

のは、やはり市民の皆様に対する一つの答えで

はないかというようにも思っているところでも

あります。 

 ただ、職員数の削減が職員の負担を招き、こ

れは質問にもありましたとおり負担を招き、あ

るいは意欲の減退にもつながるということにな

ったんでは、これもまた、ただ数字合わせだけ

でしてしまったということになりまして、何の

ためのこの身を削っての見直しだったかという

ことがそのまま形骸化してしまうというような

恐れもあるわけでありますから、このバランス
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をどうとっていくかということが私にも課せら

れた大きな課題ではないかなというように思っ

ております。 

 そのような一方においては人口減少、一方に

おいてはそれに伴う職員数の減、合併に伴って

ある程度リストラも、リストラという言葉はち

ょっとあれでございます。定員──定数を一つ

削減していかなきゃならないという課題に対し

て、ただ手をこまねいているわけにはいかない

ということで、そこで立ち上げたのがことしの

２月から作業を進めております遠野市進化まち

づくり検証委員会なわけであります。 

 これは、ここではそれぞれの詳しい数字は述

べませんが、いうところの各種審議会、あるい

は協議会、さらには団体等の事務事業、この部

分における市職員がこれに従事してる業務量と

いったものはかなりのものがあるわけでありま

す。 

 その審議会なりあるいは各種団体・協議会、

それからいろんな組織もあるわけでございます

けど、その事務事業、例えば会議を開催する、

資料をつくる、そして会議を開催した後それを

また言うなれば復命書としてまとめながら、そ

の会議はするという部分における作業といった

ものはかなりのものがあるということで、私は、

これはもう時代が大きく変わっているんだから、

本当に必要な審議会なのか、本当に必要な協議

会なのか、どうしてもやらなければならないの

かということを、本来であれば我々職員の中か

らこれは見直すべきだと、廃止すべきだと、休

止すべきだと、もうやめるべきだという声が本

来上がってこなきゃならない。しかし、やっぱ

り担当して抱えてるとなかなかそこに踏み出せ

ないというのがこれまで繰り返してきたことな

わけであります。 

 そこで進化まちづくり検証委員会ということ

で全くの第三者の委員の皆様にこれにメスを入

れていただこうと。それはいうところの第三セ

クターもその位置づけなわけであります。その

作業が大体11月初めに──11月の中ごろに作業

が終わりまして、今取りまとめの作業に入って

おります。その取りまとめで最終報告書はいた

だけるという状況にはなってきておりますけど

も、この各種審議会、団体、事務事業の見直し

あるいは第三セクターの見直しという部分にお

きまする一つの報告の中にあっては、かなりの

数が審議会もこれは休廃止していいんではない

かと、あるいは解散してもいいんではないか、

あるいは再編してもいいんじゃないかという部

分がその中に出てくるんじゃないかなというよ

うに思っておりまして。これも合わせて行いな

がら、定数削減についてもこれまで進めてきた、

いうところの３分の１補充、いわゆる退職者の

３分の１を新規採用するという中でこれまで進

めてまいりました。しかし、これもやはり将来

のこれからの遠野を考えてみた場合に優秀な人

材も確保していかなきゃならないわけでありま

す。地域づくりも人づくりだというんであれば、

市役所もやはり人づくり、人材を確保していか

なきゃならないわけでありまして、この部分も

一定の見直しをしながら緩やかな削減といった

方向に、軌道──それこそ５年たったわけでご

ざいますから軌道修正してもいいのではないだ

ろうかというようにも考えているところでござ

いまして、今これを担当のほうにいろいろ作業

をさせているところでもあります。 

 それから、御質問にありました宮守総合支所

については、３課２センターで32人体制であっ

たわけでございますけども、御質問にもありま

したとおり、この４月１日には１課１センター

15人体制ということになっているわけでありま

す。道路、農林関係事業を本庁に移管したとこ

ろであります。窓口についてはサービス低下を

招かないような体制で対応していただいており

ますけども、総合支所の今後の職員数の見通し

とした場合におきましては、先ほど申しました

とおり、それぞれ進化まちづくり検証委員会に

おける見直し、あるいは庁内に設置しておりま

すいろんな行政改革におけるさまざまな見直し、

検討といった全体の状況を踏まえながら、あく

までも市全体の事務事業の見直し、改善、効率

化といったものを進めながら、その中で宮守総
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合支所の位置づけといったものを図り、最小の

経費で最大の効果ということにもなるわけでご

ざいますから、そのような体制を図って──整

合性を図りながら宮守総合支所の位置づけをし

てまいりたいというように思っているところで

もあります。 

 そして、その中におきまして達曽部と鱒沢地

区のサブセンターの設置についてのことの提案

をいただきました。これはきのうの菊池充議員

の質問ともある意味においてはダブるわけであ

りますけども、基本的にはきのう御答弁申し上

げたところに尽きるわけでありますけども。17

年の合併においてのそれぞれの宮守は一つだと。

しかし、もう５年も経過してる。次のステージ

に入るべきだということは、私もきのう菊池充

議員の質問にもお答えしたつもりでありますの

で、その点については重複いたしますのであえ

て申し上げませんけども。この部分において先

ほどから申し上げておりますとおり、過疎地域

自立促進計画に基づきまして、地域の活性化あ

るいはコミュニティ力の維持といったことが過

疎計画の中でも大きな柱として位置づけられて

おりますので、その人材のマンパワーをどのよ

うに配置しながら、そしてその地区センターの

ありようの中でどのように整合性を図りながら

宮守総合支所をどのようにやっていく、であれ

ば旧遠野市の地区センターをどのように位置づ

けていったら、職員数はこれからも一定の段階

で減らしていかなきゃならない。正規職員をそ

れぞれの地区センターに２名配置するというこ

とがどこまでできるのかっていうこともある意

味においては今のうちからシミュレーションし

ていかなきゃならないということも踏まえなが

ら、これについては大きな市政課題として位置

づけながら、検討してまいりたいというように

思っております。 

 合併時においては、宮守は一つなんだと、そ

れをいつまでも私もこだわる考えはありません。

コミュニティは維持していかなきゃなりません。

地域は活性化していかなきゃなりません。そこ

で地域のきずなというものをきちんと確保しな

がら、やはり市民皆様の意欲と、やっぱり生ま

れ住んでよかったというような、そのような地

域をやっぱりつくっていかなければならない。

それが壊れてしまったんでは、これはもうまた

再びよみがえらすことは不可能なわけでござい

ますから、やはり今のそれぞれの皆様の知恵と

工夫をおかりしながら、いろいろ議論をしなが

ら、まさに双方向の議論をしながらまちづくり

あるいは行政サービスの向上といったものに努

めてまいるということが非常に大事じゃないか

なと思っておりますので、今後ともよろしくお

願いを申し上げたいと思っております。 

 なお、この過疎計画に基づく支援員の配置に

つきましては、今大分議論も、市民センターと

総務部の間でさまざまな議論をしておりますの

で、それぞれまた御意見をいただく機会もあろ

うかというように思っておりますので。できれ

ばモデル的にはもう早く前倒しでも配置したい

なという思いもあるわけでございますけども、

やはりまだまだこの人材、どのような人材がそ

この地域に合うのかということももう少し冷静

に検証してみなきゃならないという部分もある

わけでございますので、あるいは場としての拠

点をどのように求めるのかということもやはり

さまざまな点から検討しなきゃならないわけで

ございますから一定のやっぱり時間は必要とす

ると。でも、年明けての平成23年度には、こう

いったものをできるところからはそのような配

置を行いながら、地域の活性化といったものに

対する一つの対応を進めてまいりたいというよ

うに思っているところでございますので、よろ

しくお願いいたします。 

 それから、「いのちを大事にする地域福祉の

充実と取り組み」という中における、この自殺

予防対策についての御質問をいただきました。

非常にこれは本当に単なる個人的な問題として

とらえるのではないと。やはりこの問題は、そ

の背景にさまざまな要因があるんだと。そして、

社会全体としての取り組みとして実施しなけれ

ばならない問題ではないだろうかということで、

現状を踏まえながら遠野市の取り組みと私の考
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え方という形についての御質問として承ったわ

けであります。 

 これは御質問にありましたとおり、岩手県の

９月末での自殺率という、こういう言葉を数字

で率とか人数であらわすというのは非常に私も

若干抵抗は感じるわけでございますけども、一

つの事実といたしまして、10万人当たりの自殺

者の数は27.5人となっておりまして、全国ワー

スト２位というような、そのような位置づけに

なっております。 

 その中で、じゃあ遠野市はといったことを見

ますと、自殺死亡率という数字で見ますと、19

年が32.6、20年が46.3、21年が33.6、平均しま

すとこの３年間で37.5という数字で、県平均の

33.4を上回っておるという数字になっておりま

す。この３年間の平均自殺死亡者というのは11

人ありまして、男女別では３年間の中で、３年

間の平均自殺死亡者は11人でありますけども、

３年間では34人がとうとい命をみずからなくし

ておるというような実態であります。その中で

23人が男性、11人が女性というそのような数字

になっております。 

 こういうのを当市の特徴というような形の言

葉で果たして表現していいかどうかということ

については、これも若干のためらいと抵抗があ

るわけでありますけども、男性の方の死亡者は

全体の７割という中で、特にも働き盛りの40歳

から50歳代の男性が多いというそういう数字に

なっております。女性は60歳代後半から70歳代

の高齢者の方にそのようなみずから命を絶つと

いう方の数字がそのようにあらわれております。

これは一つの現状はということでございました

ので、そのような数字を申し上げたわけであり

ますけども。 

 幅広く対策といったものに取り組むという部

分におきましては御質問にありましたとおり、

それぞれの動機といったものや、年齢や仕事や、

あるいは健康問題、経済・生活問題、さらには

家庭問題など、もちろん多岐にわたるわけであ

ります。その中において特に失業問題やうつ病

が自殺との因果関係も深いといったこともいろ

いろ識者の中からは指摘されているところでも

あります。 

 市のほうの立場といたしましては、このよう

な行政として、こういった非常にプライベート

と申しますかデリケートなそのような心の問題

にも入り込むということについては、なかなか

そこに入るというのは難しいところがあるわけ

でございますけども、セーフティーネットとし

てのそれぞれの生活保護の制度とかいうところ

の社会的弱者への支援、あるいは地域連携雇用

推進室を中心に雇用対策に取り組むという仕組

みをつくっているわけでございますから、この

ようなものがやはりきちんと機能し、きめ細や

かにそのような情報をキャッチしながらタイミ

ングを失しないような形で対応するというよう

なことも非常に大切ではないだろうかと。いう

ところの地域社会の最後のセーフティーネット

としての機能の充実にやはり努めていくという

ことも課せられた一つの大きな役目ではないの

かなというように思っております。 

 また、いろいろ識者の方々のお話し聞きます

と、傾聴ボランティア、話を聞くと、いろんな

悩みを聞くという、耳を傾きながらという傾聴

ボランティアの方々の養成にも努めておりまし

て、サロンひなたぼっこというボランティアの

皆様がいろいろ活動をしていただいております。 

 この方々には家庭訪問といったような中で、

認知症あるいはひとり暮らしの方のお話に耳を

傾ける、孤独感、孤立感を軽減し、その中で幾

分でも元気のある生活へのサポートをしておる

ということもあります。また、高齢者の皆様の

孤独感、孤立感という中にありまして、老人ク

ラブの会員によりますひとり暮らし高齢者見守

り支援事業や友愛訪問、あるいはほのぼの会に

よる食の自立支援、さらには地域の在宅介護支

援センターにおける声かけ運動といった、声か

けといったようなもの、そういった、また、う

つ病の予防、自殺予防についてもすべての関係

者の連携はもちろんでありますけども、民生児

童委員のネットワークによる地域に密着した見

守り相談活動といったようなものが非常に大切
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ではないかなというように思っております。 

 これもそれぞれの分析した資料などを見ます

と、自殺を考えた方の６割はだれにも相談せず、

そしてほかの４割は友人や家族にも相談してお

ると、言うなれば一言でも相談してもらえれば

そこで命を救えるということにもなるわけでご

ざいますから、その一言に対する一つの気配り

なり、言うなればネットワークなり、そしてサ

インが出てるといかにキャッチをしてそこにタ

イミングを失しないでどのように対応するのか

というのは非常にデリケートな問題にどのよう

に対応するかということについては非常に難し

い問題もあるわけでございますけども、やはり

それぞれの関係者が連携をとりながら、本人の

出すサインといったものをいかに受けとめるの

かというようなところの一つの仕組みをやはり

支え合いの地域社会といった中においてやっぱ

り構築していくということが大事ではないのか

なというように思っております。 

 岩手県では、自殺が非常に高率であった久慈

地域で官民挙げて取り組んで、これで著しく数

字を改善したという事例もあるわけであります

ので、そういったことも一つ考えながら、この

問題には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。 

 安心し語れる場の提供、これも非常に大事で

あると。生きる力を与える傾聴というその話を

聞くということもすごく大事である。それから、

やはり孤立感、孤独感ということになれば共同

生活の中における自立支援といったようなこと

を地域がそれをサポートするということもすご

く大切である。それから、やはり今余り大きく

は最近は新聞報道では出てないわけであります

けども、多重債務者に対してそれぞれの自治体

が何らかの形で融資制度なども立ち上げながら、

ここにも経済的にサポートしておるというよう

な事例もあるわけでありまして、まさに個人的

な問題ではあるわけでございますけども、御質

問にありましたとおり、経済、まさに、それか

ら一つは病気、もう一つは精神的な悩みといっ

たものにそれぞれ社会がというようになった場

合においては非常になかなか難しい問題である

わけでございますけども、一人ひとりの心の中

にはなかなかタッチすることはできないと。し

かし、やはり何らかの形でサインが出てる、そ

れをどう受けとめ、どうそれをつなぐかと。ま

さに命をつなぐという部分で関係者がどうつな

ぐかということの仕組みを我々行政も真剣に考

えていかなきゃならない大きな課題だというよ

うに承知しておりますので、答弁という形の具

体的な答弁ということにはならなかったという

ように思っておりますけども、そういうような

形での御了承をいただいて、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11時01分 休憩   

────────────────── 

   午前11時11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。６番菊池巳喜男君。 

   〔６番菊池巳喜男君登壇〕 

○６番（菊池巳喜男君）  清風会の菊池巳喜男

であります。通告に従い、市長に対し、大項目

３点について一般質問を進めてまいります。 

 質問に入る前に、昨日の菊池充議員、それか

ら多田勉議員、本日ただいまの瀧本孝一議員と

いろいろと重複する点または言い尽くされた点

の質問になるかもしれませんが、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。 

 質問に入る前、さきの10月行われました市議

会議員選挙、厳しい戦いの中で、市民一人ひと

りの票の重みをもとに２期目を務めさせていた

だくことになりました。議会では、市民の目線

に立ち、市民の声をくみ取り、市民の市政のチ

ェックを緊張感をもって、政策につなげていき

たいと思いますので、どうぞよろしくお願いを

いたします。 

 それでは、大項目１点目の質問に入らせてい

ただきます。さきの９月議会において、承認さ

れました「遠野市過疎地域自立促進計画」につ
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いて、質問させていただきます。 

 ９月議会では承認されたその件でございます

けども、その後、総務省に提出されたと聞いて

おりますが、進捗状況はどのようになっている

ものか、そして経過を説明いただきたいと思い

ます。また、同時に国の動きはどのようになっ

ているものなのでしょうか。また、これから、

遠野市としては、どのような具体策をもって進

めようとしているものなのでしょうか。今、遠

野市では来年度からの遠野市後期基本計画が決

定され、この計画との連携はまたどのように進

めようとしているものでしょうか。 

 その中で、さきに新聞報道もされ、市民にも

知るところとなって、この案件はなっておりま

す。今回の目玉としてソフト事業である「地域

活動専門員」、予定はどのようになっているも

のなのでしょうか。私は、この少子高齢化の中

で、年々減少していく遠野市の人口問題が何に

おいても今や大きな問題として立ちふさがって

いる感がしております。この高齢化率を町単位

で見ると、小友町がトップの37.4％、次いで上

郷町の37.3％、そして一番低い松崎町の29.5％

となっております。市の平均を見ますと33.4％

と３人に１人の割合となっております。この数

字を見ても大きな脅威として問題となっている

ことがわかると思います。 

 この現状を打破すべく、何らかの対策や活性

化が必要であることは言うまでもないことでご

ざいますが、この「地域活動専門員」の存在は

大きなマンパワーとなるのではないでしょうか。

そこで、この「地域活動専門員」ですが、年明

け早々に配置とも聞いております。どの地域を

対象に何カ所、そしてどのくらいの期間の設置

予定かを伺います。その場合、配置基準はどこ

において実施していくものかをあわせて伺いま

す。私としては、高齢化率の中で判断をしてい

くのが筋ではないかと考えるところでもありま

す。「地域なくして市街地の活性化はなし」と

言えるものではないでしょうか。地域の活性化

こそ今求められている最大の課題だと思ってお

ります。 

 この地域活動専門員はその地域の現状を分析

し、その対策を練る上で、その地域に溶け込み、

地域の住民と協同で考え知恵が求められると言

ってもいいでしょう。私は、この「地域活動専

門員」に大いに期待するところであります。こ

の専門員の役割と地域とのかかわりをどのよう

に発信し行動していくつもりなのでしょうか。 

 また、現在、その地域地域で活動している地

区センターとの役割について、どのように考え

ているものなのでしょうか。小友地区センター

を例にとって考えていくならば、地区センター

の職員体制は２名体制であります。そして、地

域の行事や各組織活動に多忙なスケジュールの

中で勤務しております。地域の分析や活性化策

に取り組む余裕は難しい現状ではないでしょう

か。今後地域活動専門員が活動を展開するなら

ば、その機能を大いに発揮し展望が広がるもの

と期待されるところであります。 

 次に、二つ目の質問に入ります。道路交通基

盤についてでございます。 

 その１点目は、総合交通対策の件でございま

す。やはり少子高齢化の中で、自分で車の運転

もできない交通弱者についてです。近年、交通

事故を見ると高齢者の事故が増加しているよう

にも思われます。一方、この広い市内で足とな

るのは、やはり車であり、この車社会では、高

齢者にとっては大きなハンデでもあります。こ

こに交通弱者が出てくることでしょう。特にも

地域に住んでいる高齢者にとっては買い物に行

くにも、病院に通院するにしても一苦労です。

市内の公共交通機関では、曜日によって200円

バスを現在運行しておりますが、200円バスの

運行日の拡大や、よりきめ細かな運行コースの

設定が必要ではないでしょうか。特にも200円

バスは肝心な休日の運行はなく、このためかわ

かりませんが、休日になると遠野市外に買い物

に出ていく市民が多いように思われてなりませ

ん。ぜひ、休日の200円バスの運行を希望いた

しますが、いかがなものでしょうか。このこと

により、より市街地の活性化にもつながるもの

ではないでしょうか。このことによる予算はど
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のくらいになるものでしょうか。来年度予算に

計上をお願いしたいところでございます。 

 また、２点目ですが、現在、小友と宮守地域

で運行しているデマンド交通について質問いた

します。スタートして２年ぐらいでしょうか、

現状はどのようになっているものでしょうか。

そして、今後の対応は、現状維持の状況で推移

というか計画なものでしょうか。やはりこのデ

マンド交通についても休日の運行もできないも

のなのでしょうか。それから、路線の拡大は考

えていないものなのでしょうか。公通弱者を考

えて運行を見直していただきたいと考えており

ますが、いかがなものでしょうか。 

 次に移ります。二日町小友線についてでござ

います。皆様の御支援と御協力のもとに、いよ

いよ待望の道路の完成も間近となっております。

開通後のアクセスについてお伺いしたいところ

です。その１点目は、この道路に通じる小友・

鷹鳥屋線です。この路線は、歩道整備は途中で

現在中断しております。今後二日町小友線の開

通までに間に合いそうにもございませんが、今

後の見通しはどうなっているものでしょうか。

地区民の話では、小友町での小学校統合の際に

統合条件であったが、「どこに消えてしまっ

た」との話が聞こえてまいります。 

 その２点目は、以前にも一般質問で話した経

過がありますが、再度お伺いいたします。やは

り周辺の市道で、小友鷹鳥屋、川口地区のスー

パー林道に至る、川口・土室線の拡幅整備の件

です。この道路は、現在、スクールバスの運行

地域にもなっておりますが、これからの凍結す

る時期を迎え、路幅が狭く、中央分離線も引け

ない路線で、急勾配とのり面が高く、きつい箇

所もあることから、速急に対応が求められてい

る路線であります。一方、この道路はスーパー

林道と直結しており、上郷地区に短時間で結ば

れ改良が進めばさらなる基幹道路として飛躍で

きると期待されるところから、見解を伺いたい

ところでございます。 

 また、二日町小友線に戻りますが、路線の完

成により、交通の流れも変わるものと考えられ

ます。公共バスの運行は、小友二日町線では考

えられないものか、あわせてお伺いをいたしま

す。 

 最後に、大項目の３点目ですが、産業振興策

についてお伺いいたします。 

 長引くデフレや円高の影響で、国内の各企業

では、各地の工場を閉鎖、拠点地の移転・集約

が実施される動きが出ております。遠野市内で

は、その傾向や実態はないものでしょうか。も

し実行されると工場の縮小にも発展することに

なり、雇用の場にも影響が大きく労働人口の減

少にもつながることとなります。十分な把握と

対策が求められますが、いかがなものでしょう

か。 

 また、市内の各工業団地等への誘致状況はど

う展開しているのでしょうか。さきの「広報遠

野」12月号に掲載されている「市長ひとこと」

の一こまを拝見いたしました。ここには市長の

思いがいかに込められているのかひしひしと伝

わってくるものがありました。いかに雇用問題

が市政の課題になっているのか、若者の働く場

の確保をどうするのか、若者との会話の中で

「頑張らなければという大きな使命を感じた一

言でした」と述べられておりました。 

 高校を卒業すると市外に出て行く、まさに教

育費を計上しても後に残るものは何なのでしょ

うか、そんな若者をつなぎとめる先を確保しな

ければ、ますます少子化に歯どめがかからない

現状がそこにはあると感じ取れました。県内で

も、沿線の北上市や金ヶ崎町には、誘致企業の

報道があっても、遠野市にはなかなかその動き

が見えない現状、原因はどこにあるものなので

しょうか。 

 この問題、インターチェンジにも、秋田釜石

道の宮守インターチェンジの工事とも相まって

おります。この宮守インターチェンジ工事がま

さに現在進行中でありまして、東和インターか

ら宮守インターまでの開通は遅くとも平成24年

度中と言われております。まさに目の前に高速

時代は到来しつつあります。しかし、インター

と遠野市のかかわりについては、単に高速道路
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の出入り口で終わってしまうのでしょうか。こ

のインターを生かす地域活性化対策として、工

業団地構想をいま一度考えてみるべきではない

でしょうか。 

 以上、大きく３点について市長の見解をお聞

きし、私の一般質問といたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  菊池巳喜男議員の一般

質問にお答えいたします。 

 過疎地域自立促進計画に基づくこれまでの計

画と今後の方向性、それに伴う集落支援と申し

ますか地域活動専門員の今後の配置の状況と、

それから、それに伴っての道路問題に伴って総

合交通対策事業、あるいは二日町小友線、さら

には産業振興策と、それぞれ大項目では三つ、

それぞれの小項目にあっては５点ほどの点にわ

たって、それぞれ現状及び課題といったような

形での御質問を承ったところであります。 

 ただいまの御質問にもありましたとおり、そ

れぞれインフラ整備といったものは、ハード・

ソフトの中でさまざま取り組んでいかなきゃな

らない課題は、それぞれの地域課題としてあり

ましたとおり、小友地区にもそれぞれあるんだ

ということも御質問の中でそれぞれ触れられて

おったのではないかなというように思っている

わけでありますけども、まず、過疎地域自立促

進計画の経過と今後の方向性については、先ほ

どの瀧本議員のほうにも集落支援といいますか

地域活動専門員の考え方、昨日はまた菊池充議

員、多田勉議員のほうにもそれぞれの地域の活

性化、コミュニティの維持という部分について

は質問の中で答弁を申し上げているとこなわけ

であります。 

 私は、ただいまの質問の中で高齢化率といっ

たものを一つの中でもって高齢化率の中で集落

支援員や地域活動専門員といったものは、それ

をまずもって考えるべきではないだろうかと、

小友町にあってはいうところの高齢化率が37.

4％だと。上郷にあっては37.3％だという数字

でもってあらわしました。これはもちろん答弁

の中でそれを、いやいやそうではないんだとい

うことを言うつもりは、そういう意味で言うわ

けじゃありませんけども、高齢化率という中で、

私もこういう仕事をしているわけでございます

けども、高齢化率が３割を超えた、大変だ、大

変だという中で何かちょっと過剰反応もしては

いないだろうかということをもう一度冷静に見

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。世界の最長寿国としての日本

なわけであります。65歳、まだまだ元気なわけ

であります。元気な方がいっぱいいるわけであ

ります。その中で高齢化率が65歳以上の人口を

もって高齢化率も37％、いや、大変なこれは高

齢化だという中でとらえて、さまざまこういろ

いろ考えなきゃならない、考えなきゃならない

ということで考えるんじゃなくして、その中に

それこそ現場で頑張っている元気な65歳以上の

方々もかなりの数にあるんだということも踏ま

えた、やはり地域づくりというものを行ってい

かなきゃならないんじゃないのかなと私は思う

わけであります。 

 これもこの場であったか、委員会の場であっ

たか、ちょっと記憶が定かじゃありませんけど

も、ある方から厳しく言われたことがあります。

あなた方首長はもう最初から逃げていると。少

子高齢化で課題が山積しということですべてそ

れで片づけてしまっている。じゃないんだと。

少子高齢化という時代の流れに対してどう立ち

向かっていくかということこそ、それこそ知恵

を出すべきなのであって、大変だ、地域をどう

するんだということを考える前に、そこにいる

地域住民の力といったものをいかに引き出すか

ということにもっと意を用いるべきだという形

でかなり厳しく指導を受けたことがあります。

私は、やはりこれからの地域にあっては、その

ような地域に誇りを持ち、生まれ住んだ所の地

域といったものに愛着を持ち、そしてその中で

まだまだ頑張るんだというような方々がもうた

くさんいる。遠野にあってはそれが私は顕著に

それぞれの地域にあるんじゃないかなと。だか

ら、まずは遠野としてのいろんな元気も出せる、
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郷土芸能も守れる。さまざまな遠野の一つの

キーワードとしての自然・歴史・文化・風土と

いった遠野ならではといったものを支えている

のは、いうところの高齢者の方々がその大半を

それを支えている。それに我々世代、団塊の世

代、そしてまた次の世代、そしてまた次の世代

といったものがきちんとつながって、それぞれ

の地域のその誇るべき文化といったものを、あ

るいは風土といったようなものを、あるいは産

業といったものを守ろうというような仕組みが

他の地域よりは私は極めて健全にあるのではな

いのかなというように思っておりまして。高齢

化率が高いから集落支援員を置くんだというよ

うな、よく我々役所としての数字の世界じゃな

くして、その地域がどの程度頑張っているのか、

あるいはどの程度の底力を持っているんだとい

うことをよくとらえながら、それにマッチング

した、そこに合ったその支援員といったものを

そこにきちっとかませるというような──かま

せるというよりも組み合わせるというような、

そのような作業が私は大事じゃないのかなとい

うように思っておりまして、ぜひその部分にお

ける小友地域も本当に頑張っております。 

 小友に夏に行ったときにスポーツ少年団の野

球大会が、遠くは秋田とか、県内各地から来ま

して、もう20チーム以上が参加して野球大会を

やっているわけであります。早い所の方々は朝

４時、５時に起きて小友に来るんだと。その大

会を支えてるのがまさに地域の方々なわけであ

りまして、すごいなというように思って。あれ

だけの大会を準備し、組み合わせを組んで、そ

してそれぞれの対応しながら係員が配置してと

いうことになると、やはりすごい力を持ってる

んだなということをその大会一つからも感じて

るわけであります。そこには年代を越えたさま

ざまな立場の方々がいろいろかかわっておると

いう部分もあるわけでございますから、高齢化

率だけでもって地域が大変だから、だから活動

専門員なり集落支援員を置くということではな

くて、もっとそれこそ地域の実情に応じた形で

の対応を私はすべきではないかなというように

思っておりますので、ぜひ小友の状況なども踏

まえながら。 

 先ほど質問の中では、ところでいつごろなん

だという話がありました。私は気持ち的には年

明けたらば、試験的にでもいいから、モデル的

にでもいいから立ち上げたいというように思っ

て、さまざまな厳しい議論を庁内でも行いまし

た。市民センター、地域生活課、地区センター

を抱えております。それから総務部のほうでは、

これはやっぱり先ほどの質問じゃありませんけ

ども、職員定数の問題等もありまして、非常勤

特別職という部分をどのように位置づけしなが

ら、それを本当に安心して、生活もしながら一

所懸命十分没頭できるような安定した職場環境

をどうつくったらいいだろうかというようなも

のをつくらなければ本気になってその地域に入

ってもらえないわけでありますから、その場合

においての身分的なものをどうしたらいいのか

ということも含めて、やっぱりいろいろ考え、

検討しなければならない課題が多いなというこ

とも私も突きつけられておりまして。 

 したがいまして、できれば、前にも答弁した

かというように思っておりますけども、年明け

早々にでもモデル的・実験的にも対応したいと

思ったんですけども、やはりもうちょっと地域

とのミスマッチがあってはならないというよう

に思っておりますので、もう少し一定の時間を

かけながら、先ほどの瀧本議員にお答えいたし

ましたとおり、23年４月といったようなところ

の中で、地区センターのありようも含めながら、

どのように、最終的にはどういう姿にもってい

くのが望ましいかということは、やはり地域の

方々、関係者の方々との合意の中からやっぱり

進めていかなきゃならないわけでありますから、

私どもの市の思いだけでもって進めることはで

きないわけでございますので、よく話し合った

上でのそのありようといったものを、配置とい

ったものを考えていきたいというように思って

おりますので、一つ御了承をいただければとい

うように思っております。 

 総務省に立ち上げております過疎問題懇談会
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のメンバーには、また引き続き指名をいただき

まして、活動と申しますか発言をする場をいた

だいておりますけども、やはりその懇談会の場

でも高齢化率といったような数字に余りにも過

剰反応しないで冷静にそれを受けとめた中にお

いて何ができるかということをもうちょっと考

えなきゃならないんじゃないのかなというのが

各委員さん方の共通した認識であります。 

 そのときに地方から出ているのは委員の中で

は私も数少ない地方からの立場なんですけども、

首長では私と高知県の村長さんが１人入ってお

ります。自治体関係では２人だけなんですけど

も。それぞれの委員さん方の話を聞きますと、

やはりどうこれからの問題として地域の持って

いる底力と、最近、私、底力という言葉を使っ

ているんですけども、それをどう引き出すかと

いうことをこれから考えなきゃならないと。 

 高齢化率というようなとらえ方も実は都市部

のほうの高齢化率のほうが大変深刻なわけであ

ります。限界集落、消滅集落は、地方のことだ

というようなとらえ方をしておりますけども、

まさに高度経済成長時代のニュータウンが文字

どおり急速な形での限界集落、消滅集落になっ

て、そこには人と人のきずなもなければコミュ

ニティもない、まさに無機質なマンションと申

しますか団地で、ひとりぼっちのお年寄りがど

んどんどんどんふえておるというような大変深

刻な。地方のほうがかえって最後はきちんと生

き残るんじゃないかななんていう話も休憩時間

の中に出たりしますけども、都市部のほうにお

けるこのニュータウン等、かつて高度成長時代

にもてはやされた地域が大変な勢いで超高齢化

といったものに向かっていってるというような

現実もあるわけでありますから、私ども地方に

あっては文字どおり地方の底力と示す部分にお

いて、それを力を引き出すというような、その

ような中における地域活動専門員といったもの

を位置づけたいというようにも思っているとこ

ろでございます。そのような形での御理解をい

ただければと思います。 

 文字どおり総合計画の基本計画と過疎計画は

連動したものでありまして、過疎自立促進計画

は総合計画後期５カ年計画の先行計画として位

置づけまして、９月市議会のほうにおいても説

明をし了解もいただいているわけでありますか

ら、その部分を今度の後期５カ年計画にきちん

と過疎計画に盛り込んだ内容をいわゆる芽出し

すると申しますか、事業としてもかなりの部分

を位置づけておりますから、それの着実な実行

というのが、過疎地域自立促進計画の着実な推

進にもつながるという、これは一体のものだと

いう中においての御理解をいただければという

ように思っております。 

 それから、続きまして交通問題についてのお

話もいただきました。これにつきましては交通

弱者というとらえ方であって、デマンド、交通

弱者対策、デマンド、土日の運行ということで

ありました。これも先ほど格差是正の問題で瀧

本議員の質問の中でもやっぱり格差といった場

合においては情報格差もあれば交通格差もある、

さまざまな格差というものがあるんだけど、そ

れはやはり遠野という、遠野郷というこの地域

の中にあっても連携と交流の中からお互い足ら

ざるものを補いながら特性を生かし合いながら

の連携と交流をそこに見出していかなきゃなら

ないということになるわけであります。交通弱

者の問題もそういった意味においてはネット

ワークなわけであります。 

 その中でデマンド交通という部分で交通弱者

と言われる方々によりきめ細かくという部分で、

地域間格差の是正と福祉サービスの提供という

切り口の中からこの事業を実施しておりまして、

平成13年からワンコインバスの導入、そして続

いて200円バスの実施、デマンド交通システム

の導入ということで、それぞれの公共交通空白

地域の解消、あるいは交通弱者への対応と、対

策といったことで取り組んでいるわけでありま

して。この部分でさまざま、平成19年11月から

小友、宮守地区にデマンド化による車両の小型

化という形での事業も実施しております。 

 生活交通対策としての地域の生活を守る交通

の確保ということは、これは基本的には継続し
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ていかなきゃなりません。これは見直すという

よりも、やはりどうすればもっと効率よくとい

う部分の中において、他の自治体の取り組みも

参考にしながらより効率的なデマンド化や、あ

るいはスクールバス等の有効活用といったよう

なものも視野に入れながら、新たな公共交通シ

ステムといったものを遠野型として構築してい

くことはできないかということで今いろいろ担

当課のほうには指示をし検討していただいてお

ります。 

 なぜかと申しますと、この200円バスも含め

て、これは通称ニコニコバスという形で呼んで

いるわけでありますけども、市民福祉と中心市

街地の活性化を目的といたしましてこの事業を

導入いたしました。週３日、市民の皆様に利用

いただいているということで、導入から年数も

それぞれ経過してきておりますので、先ほど申

しましたとおり、どうすれば効率的な、そして

利用者の方々が、交通弱者と言われる方々が本

当に利用しやすいのか、我々市の都合で物を進

めているのではないだろうか、あるいはバスの

ほうの運行をお願いしている一つの委託者のほ

うの都合だけ、本当に利用者の目線なり、利用

しやすいシステムになっているだろうかといっ

たようなこともまた一つ考えていかなきゃなら

ないかというように思っております。 

 これは小友の方から実際私も話しあったこと

でございますけども、朝早くに、例えば通勤に

間に合うようなバスでなくたっていいんだ、そ

のときは息子とか嫁の車に乗って病院の前で降

ろしてもらうんだと。それよりも帰りが大変な

んだと。息子とか嫁が仕事が終わるまで待って

なきゃならない。それよりも病院のほうであっ

て、「とぴあ」のほうで買い物が終わったらば

早く帰りたいんだと。しかし、バスがその時間

にないんだというような話を言ってきたおばあ

さんがおりました。したがって、そのような生

活スタイルと申しますか、生活リズムと申しま

すか、それにあわせたようなよりきめ細かいと

いう部分は、まだまだ我々が検証しなきゃなら

ないんじゃないだろうかと。確かに時々すれ違

いますけども、朝、町場に向かってくるバスは

ほとんどだれも乗っていないというのも私も何

度も見ております。だからその辺のところをも

っともっと現実を分析し、数値を分析しながら

どういうシステムが、あるいは時間帯がどうあ

ればいいかといったようなことを考えていかな

ければ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。担当のほうでシミュレーショ

ンした、毎日運行し、そしてその全便を200円

バスという形で取り組んだ場合に、新たな財源

が1,000万円はかかりますと、あるいはそれ以

上になるかもしれませんという話もありました。 

 したがって、やっぱり現行のシステムを今ま

で動かしてきたわけでありますから、この中に

おけるいろいろな課題をもう一度検討してみな

きゃならないかなと思っております。 

 デマンド交通の話もあったわけであります。

デマンド交通は今、小友の１区と、それから４

区と５区、綾織の１区に導入しております。自

宅前まで、玄関前まで来るのでバス停までの長

い距離を歩かなくてもいいと、それはそのとお

りであります。したがって、買い物の量もふえ

たという話もあります。それから個人病院の通

院も楽になったという、そういうのもあります。

これは予約制もある意味においては定着をして

きておると。 

 それから、宮守地区の中心地以外を対象に導

入した路線の迂回延長予約型バスについても、

予約制の運行が定着してきておるということも

聞いております。利用者からは15人乗りのワゴ

ン車で電動ステップがあるということで、非常

に乗り降りが楽になったと。また路線内であれ

ばどこでも乗り降りできて便利だというような

好評もいただいております。これはプラスの面

であります。 

 ただ運行形態や経費の面では、やはりいろい

ろ考えていかなきゃならない課題があるという

ことで、予約がない場合の運休あるいは途中か

らの折り返し運行、運行距離の節約により燃料

費がそういった定期路線バスに比べて向上した

ということになってますけども。このなかなか、
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いうところの高齢化というものが、先ほど言い

ました高齢化というものが進んでいるにもかか

わらず、バスの利用者がそのようなよかったと

いう部分もあるけども、そのよかったという部

分が利用者の増に間違いなく数字に出てるかと

なれば、今の資料ではそういうふうに出てきて

いない。 

 これは呼びかけがまだ足りないのか、制度が

定着していないのか、我々でもいろいろ検証し

なきゃならない部分があるわけでございますけ

ども、なかなかバス利用者の増につながらない

で。加えて廃止路線の代替バス運行補助費のほ

うが増加傾向にあるという、その部分をどう言

うなれば、整合性をとっていくかという課題が

あるわけであります。 

 先ほど、土日も運行するということで中心市

街地の活性化にもつながるんではないかと、土

日に運行しろという、そのようなお話もありま

した。これはデータ的に見ますと、年々バス利

用者が減ってる状況ということを今申し上げま

したけども、土日の利用者も少ないというのが

現状であります。 

 この土日の利用者が少ないというのは、大体

パターンとすれば、先ほど言いましたとおり病

院にまず、そして買い物をして、それから帰る

という一つのパターンがあるわけですね、一つ

の出てきた場合における。町場に来た場合に。

病院にも寄る、金融機関にも寄る、あるいは買

い物をするといったような流れの中にあると。

そうすると病院も、それから金融機関も土日は

やってないわけであります。そういったことも

あって土日の利用が少ないというのも、これも

一つの現状であるわけであります。 

 したがって、よくよく聞いてみますと、土日

はできれば家族の自家用車を利用しているとい

う利用者の方々もあるということも一つの、ま

あ数字的にはもう少し分析はしなければなりま

せんけども、そのような状況であります。 

 担当のほうからの報告の中には、土日の利用

が少ないというだけじゃなくて、極めて少ない

という、そういう報告になっているわけであり

ます。それをもって土日の運行といったものに

踏み出していったものの果たして本当に適切な

対応なのかという中で、通院対策、これは大き

い課題であります。 

 それから買い物弱者と申しますか、買い物を

どのように、日常生活を維持するために、買い

物といったものにどうサポートするのかという

ことも当然これは考えなければならない。その

中で商店街の活性化対策なども含めながら、公

共交通機関としてのいうところの総合交通対策

といったものをもう一度きちんと検証してみな

がら、遠野型における一つの公共交通システム

を検討してはどうだろうかな。 

 これはまだまだこれから検討していくのかな

りありますけども、私はスクールバスの利活用

などもきちんと視野に入れるべきだというよう

に思っております。朝登校する、午後下校する

という中にスクールバスがあるわけであります。

その中間のところを今度は公共交通システムと

して、そういった本当に困ってる交通弱者の方

あるいは病院に通って困っている方、あるいは

生活維持をするために買い物に困っている方々

にどのようにそこの部分をネットワークとして

構築できるかということも、これはやっぱり考

えるべきではないかということで、今いろいろ

検討してもらっているところでございますので。

その中から菊池巳喜男議員からいろいろ提言の

あった、あるいは意見のあった部分については

考えていきたいというように思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 それから、続いて道路交通基盤問題について

であります。 

 二日町小友線の整備後のアクセス道路の改良

対策、小友から鷹鳥屋間の歩道整備の見通し、

川口から土室間の拡幅整備の見通し、二日町小

友線のバス路線化の今後の方向ということで、

それぞれ御質問をいただきました。私のほうか

らは、この部分においてきょうは本会議の場で

ございますので、それぞれの考え方と状況につ

いて答弁として申し上げまして、後はそれぞれ

建設課あるいは環境整備部のほうで、この問題
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についてはきちんと受けとめながら、さまざま

いうところの検討も進めておりますので、担当

部長あるいは担当課長の方からもいろいろな形

での情報をお聞きいただければということを、

まずもって申し上げておきたいと思っておりま

す。 

 まず、一つ目の二日町小友線、これはおかげ

さまで現在整備中であります。若干地権者問題

もありまして、もう少しスピードアップを図り

たかったわけでありますけども、ちょっとおく

れてしまったという部分ありますけども、間違

いなく全線開通にこの主要な幹線道路として今

工事が着実に進んできております。半世紀に及

ぶ一つの課題の解決にようやく言うなれば、解

決のめどが見えてきたということになりまして、

それを踏まえて、この起点及び終点となる周辺

アクセスについてどうなんだと。これは現状は

当然のことながら認識しております。 

 したがいまして、これは一つの課題としてと

いうことになろうと思いますけど、完成後のや

はり車のこれは費用対効果とかビーバイシーの

考え方をそのまま導入するという考えはありま

せんけども、この部分がどのような車の流れに

なっていくだろうかということも、やっぱり一

つ見極めなければならないかなということで、

それをきちんと把握した上で計画的に整備を進

めるという対応になろうかと思います。 

 それから、小友から鷹鳥屋間の歩道につきま

しても、これも小友地区センターから宮崎地区

までは歩道が整備されております。これは御承

知のとおりであります。それ以降の区間につい

てはただいま申し上げたとおり、この交通量が

どのように変わっていくかということもよく見

極めた上でのやはり位置づけになるのではない

かなと思っております。川口・土室間について

も、これも実は二日町小友線の完成を見まして、

交通量がかなり変わってくるんじゃないかと。

緩和されるということが予想されますので、そ

のこともよく踏まえなければならないかという

ように思っております。 

 それから、公共交通機関とバス運行としての

デマンド、あるいは二日町小友線のデマンドの

この運行路線としての効率的な運行ルートとし

て、これは当然二日町小友線もそのような位置

づけになるわけでございますから、先ほど申し

上げました公共交通機関の新たな交通機関とし

ての地域の実態に即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、最後の質問でありますけども、産

業振興であります。企業誘致対策の現状と課題

ということで、この企業誘致対策につきまして

も従業員を整理縮小したという部分は、当然の

ことながら動きとしてあったわけでありますけ

ども。 

 先般29日に市内の誘致企業を初め17社の社長

さん方に集まっていただきまして、情報交換を

いたしました。一部の業種を除き大半の業種の

企業の社長さん方が、ほぼ再ピークの８割、９

割まで受注が戻ってきたと。何とか新規採用も

考えたいというような、非常に一つの私とすれ

ば明るい見通しの中における話があったんだけ

ども、それぞれの社長さん方の話は、それがあ

る程度受注の先行きが見えたとしても、来年の

３月までだと。その次が見えないんだという、

そのもどかしさと一つのいらだちを述べており

ました。 

 なかなか次のあれが見えてこないというよう

な中で、やはりまだまだ依然として厳しいとい

うような状況でありました。そういったような

ことで、なかなか正社員化も図っていただきた

いというお話も私のほうから申し上げたんです

けども、なかなか難しいということでありまし

たけども。市内誘致企業、進出企業の従業員数

の調査では、正社員の割合は７割ということに

なってますから、大分市内の誘致企業の経営者

の方々は、いろんな形での厳しい中においても

配慮してもらってるんじゃないのかなというよ

うに思っておりますし、業績が向上したという

ことで機械設備の更新や増設を計画する企業、

新たな製品の製造に着手した企業もあります。 

 今のところは市内企業の工場閉鎖や拠点の移

転の動きといったものは今のところ情報ありま
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せんので、何とか定着をしていただいて、新た

な雇用の場と。したがって、新たな企業誘致と

しての雇用の場も必要ですし、既にもう定着し

ておる、あるいは地元企業のさらなる業務拡張

といったこともあわせて考えていかなきゃなら

ないわけでありますから、そのようなところで

の活動をさらに強めていきたいというように思

っております。 

 質問の中で、12月号の「広報遠野」で私の

「ひとこと」のことを御紹介いただきました。

先般11月の末にそれぞれの企業を３社、４社と

回ったときに、川崎の工業団地で遠野出身の若

い青年に声をかけられまして、本当に戻ります

からと、「工場が遠野のほうに建ったら戻りま

す」と非常に明るい声で声をかけていただいた

と。私からすれば、市長頑張ってくれと、戻る

ぞというような形で、彼は私に声をかけてくれ

たんじゃないのかなと思っておりまして、その

ことを「ひとこと」にちょっと書かせていただ

いたと。ああいう青年がいるわけであります。

ああいう青年がぜひ遠野に戻って、やっぱり遠

野の地域づくりに参画してもらうというのはや

はり受け皿があってのことなわけでありますか

ら、やはりこれにもなお一層厳しい姿勢で望ん

でまいりたいというように思っております。 

 最後の質問の工業団地の状況についてであり

ます。工業団地への誘致ということで、間もな

く供用開始になります宮守インターチェンジ付

近ということで、これは前からも菊池巳喜男議

員からはいろいろ御質問を承っているところで

あります。 

 ただ、この点としてとらえるのか、あるいは

遠野としての面としてとらえるのか、遠野とし

ての面をとらえたときに、今度はその導線をど

のように描くのかという中においての、やっぱ

り工業団地となれば、そのような視点でとらえ

ていかなきゃならないかというように思ってお

ります。 

 遠野東工業団地が市有地として、言うなれば

まだ利活用できなくて受け皿としてあるわけで

あります。その中で、それぞれの宮守インター

チェンジができたとしても、そこにオンサイド

としての工業団地が果たして本当に必要なもの

としてあるだろうか。それよりも今ある東工業

団地、あるいは貸し工場としてまだ活用できる

ようないろんな遊休施設もあるのではないだろ

うかと。あるいはまだ、それこそ遊休地として

の市有地としての受け皿もあるではないだろう

か。 

 そのようなものの中で、それぞれの地域特性

をまさに生かしながら、本当に必要な労働力が

きちんとその中で確保できるのかということも

きちんと考えなければ、やはり誘致はしたもの

の人がいないぞということにも正直なところな

りかねないという事例も今まであったわけであ

りますので、そのような事例を一つの大きな教

訓として考えながら、遠野全体としてのあるい

は周辺を取り巻く市町村との連携の中から、や

はりこのような受け皿の整備といったものは考

えていかなければならないのではないのかなと

いうように思っているところでございますので、

そういった点での一つ、これまでの答弁の繰り

返しということになり、大変私自身もあれであ

りますけども、いずれそのような中で。 

 ただ企業名を出しますとあれでございますけ

ども、例えば大野ゴムさんなどはもう大きく前

倒しいたしまして第２工場という形での工場に

今着手しております。それからオサダさんなど

も着実に先、先を見ながら遠野の工場を拡張し

ております。したがって、目に見える誘致企業

としての実績は私もなかなかそのとおり出なく

ているわけでございますけども、既に来た企業

が着実に遠野の地に足をおろし、そしてまた遠

野の地域づくりに協力するんだという中で、さ

まざまな活動を行っているということで、この

ただいま申し上げました企業さんにあっては、

ごみの不法投棄の現場に社員が全部出たり、あ

るいはお祭りにも参加したりというような形で

の、本当にさまざまな形の地域づくりに参加し

ていただいている。あの方々とのいろんな連携

を図れば、まさにそこに大きく雇用というもの

がそこにまた新たに生まれてくるということに
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なるわけでございますから、そのような形での

一つの実績もあるということも改めて御報告申

し上げ、またもう一方においては、さらなる企

業誘致という部分における受け皿といったもの

の確保にも努力をしてまいりたいというように

思っておりますので、よろしくお願いいたしま

して答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  午後１時まで休憩いた

します。 

   午前11時59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。11番小松大成君。 

   〔11番小松大成君登壇〕 

○11番（小松大成君）  通告に従い日本共産党

遠野市委員会を代表し一般質問を行います。 

 第１点目は、ＴＰＰ、環太平洋連携協定に対

する市長の見解であります。 

 第２点目は、国民健康保険会計の見通しにつ

いて伺います。 

 以上２点について伺いたいと思います。 

 まず最初に、ＴＰＰに対する市長の見解を伺

います。 

 毎年年末になると、少なくない農家から農業

経営、特にも資金繰りなどで相談とも愚痴とも

いえる声が聞こえてきます。農家の方々が、こ

としほど憂鬱な年末を迎えていることはないの

ではないでしょうか。 

 春先の天候不順で心配したものの、夏の好天

に見舞われ、でき秋はまずまずの収穫でござい

ました。しかし米価は想像以上に下落して、農

協の仮渡金はついに60キロ8,000円台まで落ち

込んで、生産資材代を差し引かれたら手元に残

らないといった悲痛な声があちこちから聞こえ

てきます。 

 私はかつて１万9,000円以上の米価のときに、

農協の総会で他用途利用米として全農が、１万

円の米価を許したのは許せない、私にはこの値

段が数年後の米の値段になるような気がしてな

らない、組合長の考えを聞きたいといったよう

な趣旨の質問をしたことがございます。その当

時組合長の答弁としては、今の米価を支えるた

めにやむを得ない制度だと。他用途米以外の米

価が１万円になるなどということは極論だとい

ったような趣旨の答弁がございましたけれども。 

 しかし、現実に米価は下がりに下がり続けて、

１万円の米価になるのではないかとの私の懸念

をはるかに上回るスピードで下がり続け、米の

値段から１万円以上もの値下げになってしまっ

たのであります。農家の生産意欲がどれほどそ

がれているのか心配でなりません。 

 このような状況の中で、農民にさらなる不安

をかき立てるように、突然ＴＰＰの問題が浮上

してきました。 

 菅首相は、臨時国会での所信表明演説でＴＰ

Ｐへの参加を検討する旨の発言を行いました。

唐突な発言に与党の民主党内からさえも批判の

声が上がる混迷の度を深めています。 

 11月６日の経済連携に関する閣僚会議では、

ＴＰＰに関して関係国との協議を開始するとい

う基本方針をまとめ、９日の閣議で閣議決定す

るといった姿勢に多くの農民が不安を抱いたの

は当然であります。 

 私は、自民党政権当時も繰り返し持ち出され

た日米ＦＴＡや日豪ＥＰＡに対しても、日本の

農業を崩壊させる大問題と繰り返し、市長の見

解を問いただしてまいりました。国民の批判の

前に日米ＦＴＡや日豪ＥＰＡ交渉は前進をみる

ことがありませんでしたが、ＴＰＰは個別の交

渉の枠を超えることから日米ＦＴＡや日豪ＥＰ

Ａといったレベルではない甚大な影響を及ぼす

とされます。つまりＴＰＰ加盟は、例外なき関

税撤廃を原則としており、我が国の農業を崩壊

させ、食料の安定供給を揺るがし、地域経済を

破綻に追い込みかねない重大問題です。 

 このような事態に対し、11月10日東京では、

ＪＡの全国組織が全国的規模の、そして、12日

には札幌市で、ＴＰＰ参加反対の北海道民総決

起集会が開かれました。日本各地で同様の集会

が相次いで開かれています。12月２日には、農
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業委員会の全国会長代表者集会が開かれ、ＴＰ

Ｐへの参加に反対する決議が満場一致で採択さ

れました。ＴＰＰ参加反対は農林水産団体では

なくて、経済団体、地方議会、消費者、市民団

体、多くの分野の人々が集まって大変大規模な

集会になってきています。今地方議会のＴＰＰ

参加反対の請願は、多くの議会で採択されると

いった状況になっています。 

 我が党の国会議員のＴＰＰが及ぼす影響につ

いての質問に、鹿野農水産相は、国内の農産物

の生産額は４兆5,000億円程度減少、食料自給

率は40％から13％に低下、農業の多面的機能は

３兆7,000億円程度喪失、関連産業への影響は

国内総生産で８兆4,000億円程度減少、350万人

程度の就業機会の減少となるといった試算を明

らかにしました。この試算を聞いて背筋の凍る

思いをしたのは私ばかりではないと思います。 

 これに準じまして、我が党県委員会は岩手県

に対し、ＴＰＰへの参加によって関税が撤廃さ

れた場合の影響を明らかにするよう求めてきま

した。これに答えて岩手県は、11月15日、ＴＰ

Ｐへの参加によって関税が撤廃された場合の農

業への影響額を試算し、その結果を発表いたし

ました。 

 県産農産物生産額は1,469億円の減少、減少

率60％となることが明らかになりました。主な

内訳は、米は596億円減少、減少率何と95％、

小麦３億円、100％、牛肉120億円、61％、乳牛

214億円、100％、豚肉186億円、80％、鶏肉310

億円、65％、鶏卵40億円、33％となっておりま

す。 

 このようにＴＰＰに参加することになれば、

例外なく関税撤廃が求められて、アメリカ、

オーストラリアからの農産物の大量輸入で日本

の農業は壊滅、国内生産は崩壊します。自給率

13％ということにもなれば、国民の胃袋のほと

んどが外国にゆだねられることになります。関

連産業も廃業に追い込まれ、地方の雇用も失わ

れる。里山荒廃どころか日本の農山地帯は見る

影もなくなることになりかねません。 

 このように危険なＴＰＰ参加でもあるにもか

かわらず、政府や多くのマスコミは正確な情報

を提供することなく、「参加しなければ世界の

孤児になる」とか、黒船だの開国だのと言って、

ＴＰＰ参加をあおり立てる始末であります。 

 菅政権の言い分をオウム返しにするマスメデ

ィアにより、国民の中に日本農業は鎖国状態と

の見方がはびこっているのではないでしょうか。

しかし、現実は農水省の「海外食料需給レポー

ト2009」は、「我が国は1984年以降、農産物純

輸入国となっている」と明記しています。農水

大臣が認めるように、現在日本の農産物の平均

関税率は11.7％です。アメリカの5.5％に次い

で世界の中では２番目に低い関税率となってい

ます。 

 ちなみにアメリカとのＦＴＡ参加が日本のＴ

ＰＰ参加に火をつけたと言われる韓国の農産物

に対する平均関税率は62.2％です。アメリカと

のＦＴＡを締結交渉している韓国よりも、日本

の農産物に対する平均関税率ははるかに低いの

で、米や畜産物など一部を除けば日本の関税は

それほど高くないといったのが現実であります。

市内のスーパーマーケットに並ぶ輸入農産物の

山を見ただけでも御理解できるのではないでし

ょうか。 

 いつものことと言ってしまえばそうですが、

マスメディアが基本的な事実関係すら報道せず、

社説や論説で政府の方針を代弁し垂れ流すだけ

では、政府広報紙と言われても仕方がありませ

ん。政府や巨大マスメディアの多くが「ＴＰＰ

に参加しなければ日本は孤立する」とあおり立

てています。日本の農業を破壊することこそ、

農業生産の拡大を求める国際社会から孤立する

道になるのではないでしょうか。 

 「バスに乗りおくれるな」とか「世界の趨勢

だ」とマスコミがあおり立てていますけれども、

交渉に参加している国を合わせても９カ国。そ

のうちの５カ国とは既にＦＴＡやＥＰＡを締結

しておりますから、２国間のＦＴＡやＥＰＡが

進まないアメリカ、オーストラリア、ニュー

ジーランドという農林水産物輸出大国にＴＰＰ

を口実として門戸を開いてやろうといったねら
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いが浮かび上がってくるのであります。特にも

この３カ国は日本の農産物の中でも、穀物、畜

産物などの高関税攻撃に関して攻撃をしており

ましたから、この機会に一気に取り払う千載一

遇のチャンスととらえていることは容易に理解

できます。 

 アメリカは食料を戦略物資として世界じゅう

に売りつけてきていることは、今さら申すまで

もありません。2004年４月16日に、第60回国連

人権委員会で「各国政府に対し、食料に関する

権利を尊重し、保護し、履行するよう勧告す

る」、このような内容の「食料に対する権利に

関する特別報告」が出されました。この報告書

に関する決議が、我が日本を含む圧倒的多数の

国の賛成で採択をされました。しかし、この決

議に反対をしたのはアメリカです。棄権票を入

れたのはオーストラリアでありました。私に言

わせれば、世界の趨勢から外れているのは、こ

の２カ国なのです。 

 マスコミが余り報道しませんが、この決議を

受け自国の食料政策は自国の権利で行う、いわ

ゆる食料主権といった流れが国際社会の主流に

なりつつあります。対して、自国の農産物輸出

拡大のためなら、こういう世界の流れに真っ向

から反対して恥じない、ほかの国がどうなって

もいい、こういうアメリカなどが進めている潮

流に追随していっていいはずはありません。Ｔ

ＰＰに参加した場合、ただでさえ苦境にあえぐ

農業が、壊滅、打撃を受けるのは目に見えてい

ます。 

 今世界は慢性的な食糧危機から抜け出せてい

ません。世界の飢餓人口は９億2,500万人と言

われます。しかも６秒に１人、子どもが飢えの

ために死んでいます。このような状況にあると

きに、農業を振興し、食料を生産することはま

さに国際貢献そのものです。このようなバスに

こそ乗りおくれてはならないのです。 

 ＴＰＰ参加は農業だけにとどまりません。金

融、保険、公共事業の入札、医師、看護師ある

いは介護士などの労働市場の開放まで含まれて

います。賃金も、アジア諸国の低賃金との競争

にさらされ、大幅な引き下げも考えられます。 

 以上、述べてまいりましたように、現時点で

考えられるだけでもこのような重大な問題を抱

えています。ＴＰＰに参加するということにな

れば、遠野市としても農業のみならず市民経済

に甚大な影響が考えられます。 

 また、国としても何ら対策を講じない場合と

しながらも、その影響調査を実施、公表しまし

た。同様の手法で岩手県においても実施し、公

表しました。市としても市内農業、関連産業、

地域経済に与える影響を試算し、市民に明らか

にするべきだと思いますがいかがでしょうか。 

 以上について市長の見解をお伺いします。 

 次に、国民健康保険について伺います。 

 この質問は市議会議員選挙を控えた９月議会

でも取り上げ、それ相応の回答をいただきまし

た。その一般質問を聞いていた市民と思われる

方から、「やはり高すぎる国保税何とかならな

いか」といった訴えが寄せられました。その方

のお話によると、所得200万円そこそこしかな

いのに、１期分の納付額が６万円以上にもなっ

ていた、何かの間違いではないかと思って市役

所に行ってきた、いろいろと説明を受けたがよ

くわからない、あなたは高すぎる国保税の問題

を取り上げていたがどうなっているのかといっ

た問いかけです。 

 私は国民健康保険の仕組みがかなり複雑であ

ることを説明しながらも、その方が差し出した

納付書に基づき、保険税がどのようにして算出

されるのか、実際の数字に基づき計算し、200

万円そこそこの収入しかないにもかかわらず１

期６万円を超える保険税は、何ら間違いではな

いことを説明いたしました。説明には理解をし

ていただきましたが、はじき出された金額には

納得できないといった表情で私の話を聞いてい

ました。 

 国民健康保険は、日本国憲法25条を具体化し、

我が国の誇るべき皆保険制度の土台をなしてき

ました。しかし今、この皆保険制度を支える国

保が、非常に危機的状況に陥っていることはマ

スコミ報道などでも指摘されてきました。 
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 御存じのように国保制度は、退職者、無職者、

低所得者の加入が多くて、事業主負担を予定し

ない制度であり、もともと加入者の保険料だけ

では成り立たない制度として組み立てられてい

ます。そこで当然のこととして、国の責任とし

て国保に対する国庫負担が行われてきました。

ところが1984年以降、この国庫負担がどんどん

削減され、さらに2005年、2006年度には小泉改

革の三位一体改革と称し、国庫負担が減らされ、

1984年には１人当たりの保険料に占める国庫支

出金の割合が49.8％であったものが、2008年に

は24.1％と、何と半額に削減されてしまったの

であり、全国的に世帯当たりの保険料負担は

年々上がり続け、政府の調査でも平均所得の8.

94％になっています。 

 さらに問題なのは、低所得者ほど負担率が高

く、所得250万円未満の世帯では保険料負担が

所得の１割を超えるといった実態も明らかにな

ります。また、今日の社会情勢を反映し、失業

者など低所得者の保険加入者の中に占める割合

も増加しています。 

 国の2007年度の調査によると、国保加入者の

構成割合も農林水産業者3.9％、自営業者14.

3％、無職者55.4％、被用者23.6％、その他2.

8％となっています。無職者が過半数を超え、

被用者が４分の１を占めるようになっています。

結果として所得の低い人に重い保険料負担がの

しかかる仕組みがつくられ、結果として保険料

が払えない人が急増している状況になっている

ということがでてきます。 

 厚労省は昨年、2008年度の国保料収納率の全

国平均が初めて90％台を割り88％に落ち込んだ

ことを速報として公表しました。厚労省の担当

者もショックを隠しきれず、恐れていたことが

現実になったと、我が党の機関紙「赤旗」の報

道でなされました。まさに国保存亡の危機とも

言える状況に立たされているのであります。 

 さて、一連の国民健康保険の流れを国の資料

に基づき持論を展開してきました。翻って遠野

市の状況も同様な流れをたどってきているので

はないでしょうか。特にも収納率の低さは驚き

ます。厚労省の担当者が2008年度国保収納率の

全国平均が88％に落ち込んでショックを受けた。

その年の遠野市の収納率は80.4％ですから、シ

ョックどころではありません。さらに2009年の

収納率は78.7％、滞納額は何と１億8,000万円

となっています。市の国保会計を大きく圧迫し

ています。 

 私は収納率の低さをことさら問題にするつも

りはありませんが、ただその収納率の低さの根

底にある市民生活がどのように営まれているの

か気がかりであります。初めに話したように、

払いたくても払えないといったつらい思いで生

活をしているのではないかと心配にもなります。

その実態把握が求められます。 

 さて９月議会で、国保会計の現状と見通しを

問いただした際、医療費の動向を踏まえた国保

財政の中期計画を策定する作業を進めていると

答弁要旨にあります。その作業がどの程度進ん

でいるのかお聞きします。 

 何度も繰り返すようですが、今の国保税は既

に支払い能力を超えた金額になってしまいまし

た。その実態を端的にあらわす資料として厚生

労働省保険局国民健康保険実態調査報告で、岩

手県の１世帯当たりの国保税調定額及び課税対

象額の推移についてとした資料の中で、平成20

年度の課税対象額89万円に対する国保税調定額

は14万7,000円、何と所得の16.56％に及ぶこと

が明らかになったのです。低所得者にとっても

はや払える保険料ではありません。 

 このような状況を打開するには、もちろん自

治体の努力も求められます。しかし憲法25条の

具現化された制度として確立された国民健康保

険制度を、財政基盤からして国がしっかりと支

えるといった制度に変えていくためにも、国へ

の地方自治体の働きは非常に重要と思われます。 

 以上の点から、市長の見解を伺いたいと思い

ます。いずれ高すぎる国保税、何とかしてほし

いとの市民の声を代弁し、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）  小松大成議員の一般質
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問にお答えいたします。 

 第１点目は、環太平洋連携協定、ＴＰＰとい

うことについての私の見解ということでありま

す。 

 また第２点目は、国民健康保険会計の見通し

についてということで、９月議会に引き続いて

のこの問題に対しての御質問と受けとめたとこ

ろであります。 

 まず、このＴＰＰの問題に入る前に、米価の

下落の問題が出ております。これは非常に私も

気にしているというよりも、これも本当に何で

こんなにというような部分もあるわけでござい

ますけども、さまざまいろいろ情報をとりなが

ら、いうところの対応は間違いような形という

部分で進めておりまして、戸別所得補償の交付

金の交付時期がおくれるということで、肥料あ

るいは農薬、農業機械の導入費用など、こうい

った償還などの資金繰りに、償還というか支障

を来すということも懸念されるということも情

報として承知しております。 

 したがって、この戸別所得保障モデル対策の

早期支払いを進めるということで、関係機関と

協力しながら農家に対する手続きを進めており

まして、対策加入者の約99％が申請済みで、そ

のうち９割の農家に対して交付金の交付が完了

しておるということで、約金額にいたしますと

４億9,000万ほどのこの交付金が既に交付済み

ということにもなっておりますし、またこの中

山間直接支払いについても早期交付の手続とい

うことで、年内には、市内全体で約5,000万円

ほどの交付金が交付されるということにもなっ

ております。 

 また、花巻農業協同組合では独自に、無利子、

無担保、無保証の融資制度、稲作経営維持緊急

資金といったもの、あるいは県のほうでも、こ

の12月補正予算におきまして、無利子、無担保、

無保証の融資制度、米価下落緊急対策資金貸付

金といったものを創設しながら、農家の支援を

行うということの対策も講じてるところでござ

いますので、こういった、このような情報もき

ちんと踏まえながら、きめ細かく対応するとい

うことも大事じゃないかなというように思って

おりますので、質問にはなかったわけでござい

ますけども、この米価下落について触れられた

わけでございますので、その状況、取り組み状

況について、触れさせていただいたところであ

ります。 

 まず、この質問の第１点のＴＰＰの問題につ

いてであります。これも非常に毎日、新聞、テ

レビをにぎわしているような状況でありまして、

文字どおり私にしましても非常に突如としてこ

の問題が出てきたんだなという感は否めないと

ころでもあります。 

 果たして、この環太平洋戦略的経済連携協定

なのか、環太平洋連携協定なのか、このＴＰＰ

そのものの日本語訳も定まっていないというよ

うに思っているところでありまして、一体この

ＴＰＰ、ＴＰＰという問題だけが飛び交うわけ

でありますけども、ほんとにどのような形での

仕組みとしてあるのかという部分が、まだ十分

に国民的な合意なり議論なりがされていないと。 

 「熟議」という新聞の活字を見ました。今の

政権は熟議なんだということをおっしゃってお

ったわけでありますけど、本当にこれが熟議と

いうような中において、国民的な議論のもとに

進めてられるのかということについては、私も

非常に疑問も感じ、また心配──小さな自治体

の首長が心配というようなことも、果たしてど

んなものかと思うわけでございますけども、非

常に危惧もしております。 

 11月４日でありましたけども、県の市長会と

県選出の国会議員の先生方との懇談会がありま

した。やはり県選出の国会議員の議員各位もこ

の問題についてはそれぞれ触れられておりまし

たけども、やはりかなりそれぞれによって認識

も違うんだなと思ったわけでございますけども、

共通しているのはやはりこの問題についてはか

なり慎重な議論をしながら、やっぱりやってい

かなければ、日本の農業そのものが大変になる

んだと。ある議員さんは「僕は反対だよ」とい

うようなこともおっしゃっておったわけであり

まして、その辺のところもこの問題に対する非



－ 74 － 

常に大きな国としての国策としての問題、輸出

産業をどのようにとらえて、それを維持してい

くかという問題。また、日本の農業そのものを

どのように、これから進めていくかといったよ

うな問題というような大きな問題を抱えている

んじゃないのかなというように思っております。 

 このＴＰＰを進める、これも報道であります

けども、外務大臣のほうにあっては１次産業を、

この1.5％、国民総生産の1.5％を守るために、

その98.5％のこの部分が、1.5％農業のほうで

すね。それが98.5％、それが犠牲になっていい

のかというようなこともおっしゃったようであ

りますけども。私はそれもさることながら、そ

れ以上数字のとらえ方だけじゃなくして、この

食料という非常に大事な、安定供給という大事

な農業が持つ意味というものをどのようにして、

いうなれば安定的に対策を講じていくのかとい

うような議論がないまま、国益、国策という中

にあって、この問題が一人歩きすることについ

ては非常に問題があるんではないかなと思って

おります。 

 もちろん日本の産業構造は、輸出といったも

のに支えられているわけでございますから、輸

出というために、本当に日本にとって大事な食

料という問題が置き去りにされることがあって

はならないんじゃないのかなと。これはこれま

でもこの本会議場でいろいろ議論されてという

か意見も出ておりますけども、やはりこの農業

の持つ多面的な機能という部分を、もう少しき

ちんととらえた中にあって、そのきめ細かいと

申しますか、もう少し丁寧な議論があっていい

んじゃないのかなというようにも思っていると

ころであります。 

 輸出産業の企業にとっては、これはプラス面

も考え、企業訪問したときに、ある会社の社長

さんからは「市長は多分反対だろうけど、僕は

賛成だよ」というような話もされまして、しば

しばこの企業誘致で遠野に来てくれという話じ

ゃなくして、この問題でしばらく話がされたと

いうこともあったわけでございますけども、輸

出産業等にとってはこれは、まさにプラス面が

非常に大きいということも、当然私も認識して

おります。 

 この影響ということで考えてみた場合に、農

水省は19品目といったものの中で、このいろい

ろ試算しているわけでございますけども、遠野

市で試算が可能な大きい５品目、これは米、米

麦、乳牛、和牛、それから豚肉といったような

対象に、この国や県の試算方法に準じて試算を

してみたわけであります。この試算した結果に

よりますと、５品目の生産額では約40億円減額

するという計算になりました。 

 それから、この５品目の21年度の販売額は47

億円でありますので、減少率は85％になると。

したがって、この５品目だけで見ても本当にす

ごいというか、甚大な影響を受けるということ

が、この数字をもって示すことができるわけで

あります。これはまた単純比較はできないわけ

でありますけども、20年度の農業産出額の市独

自の推計値であります70億9,000万という数字

を持っているわけでありますけども、この56％

が減少となり、当市の農業及び農家経営に大き

な影響が生じるという、この試算の結果から数

字として得ているわけであります。 

 このほかにも、数字的にはこのような数字に

なるわけでございますけども、社会的、経済的

な多くの影響が想定されるわけであります。こ

の社会的、経済的だという部分にあっては、農

業生産活動が減少、停滞、そして、さまざま耕

作放棄地ゼロ宣言であると、タフ・ビジョンで

７つの具体的な目標を持って、これから取り組

むよと言っているわけでございますけども、こ

の現在の優良農地でさえ耕作放棄地になりかね

ないという事態を招くということも現実味を帯

びているわけでありますし、そのことによって

有害鳥獣被害の増加。あるいは遠野にとっては

かけがえのない、この農村景観といったような

ものがますます悪くなるということも、進行す

るということも考えられるわけであります。 

 そして、今議会でもさまざまこの人口定住、

あるいは地域の活性化という各議員からも御質

問いただいているわけでありますけども、この
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農家経営の悪化といったものは、出稼ぎ者の増

加を招く人口流出のさらなる加速をするという

ような影響も考えられるわけでありますから、

いうところの地域社会の維持あるいは存続すら

危うくなるというような一つの背景もあるとい

うこともあるわけであります。 

 そして、この農家経済の悪化といったものは、

今度は連鎖反応的にいうところの農業関係団体、

ＪＡなりあるいはＮＯＳＡＩなりといったよう

な、そういった関係機関団体の雇用といったも

のにもつながるというようなことに出てくるわ

けでございますから、市内経済に及ぼす影響と

いったものははかり知れないものがあるんじゃ

ないのかなというように思っております。 

 したがって、当市のような中山間地域におい

ては、このＴＰＰの参加によってもたされる影

響は極めて大きいと言わざるを得ないというよ

うに思っておりまして、このことは先ほどの小

松大成議員の質問の中におきましても、さまざ

ま数字を上げまして、県における試算あるいは

今の菅政権におけるさまざまな取り組み、私も

外務大臣がそのようなことで、輸出産業を支え

るためという国益という中における取り組みと

いうこともおっしゃっておりました。 

 農水省が示した数値と、経産省が示した数字

が、またあれだけでも違うと。一つの政府が、

それをこの問題に対して対応するときに、２つ

の数字を出して我々にいろんな形で問題を、い

わゆる課題を提起してることが本来あっていい

だろうかと。やっぱりきちんとした中において

この問題に対応し、いうところの国民合意とい

ったものを得るといったようなそのようなプロ

セスを、もう少し大切にしていただきたいなと

いうように私は思っております。 

 ちょっと質問からは外れるわけでございます

けども、事業仕分けも、正直なところ非常に腹

立たしく私はあれを報道を見たり、聞いたりし

ております。小さな基礎自治体として、さまざ

ま市政課題に取り組まなきゃならない課題がた

くさんあるわけであります。その中には1,000

万であり、2,000万であり、１億であり、貴重

な財源として、その中で我々は、議員各位の協

力も支援もいただきながら財政運営を行い、そ

してまた厳しい中にあっても、市民の皆様の付

託にこたえるべく賢明な努力もしてると。 

 しかし、まだまだ見直さなきゃならないのも

まだあると。もっと、もっと、表現としては適

正じゃないわけでありますけども、絞れるもの

はまだ、ぞうきんの絞れるものはまだあるんじ

ゃないかなというような中においての見直しな

ども賢明になって進めているという中にあって。

現場といったものを、あるいはそれぞれの住民

のと申しますか、市民のと申しますか、そのよ

うなものの現場のニーズといったものを、きち

んと踏まえないまま、非常に短時間で乱暴な仕

分けが行われているんではないのかなと。果た

してこういう手法が、本当に一つの政治として

あっていいのかなというような疑問は、正直感

じているところでもあります。 

 このＴＰＰの突如としてと言えばちょっとあ

れでございますけども、このようなものがいき

なり出てきたというのは、それぞれ関係者から

聞くと、前々からそのようなものはずっとあっ

たんだよという話は聞きますけども、我々には

このようなものがなかなかきちんと説明もなけ

れば、いうなれば状況にかけてのきちんとした

対策もないまま、このようなものが出てくると

いう分においては、やはりいかがなものかなと

思っております。 

 このＴＰＰというものを今後協議するんであ

れば、やはりこの農家のあるいは農村の今の置

かれている状況、さらには私ども市町村の、議

員各位も含めて市町村のそれぞれの声といった

ものを十分に情報提供しながら、そしてその中

で時間をかけて、慎重に検討、議論は行うとい

う中にあって、考えるべき一つの大きな国とし

ての課題ではないかなというように思っており

ます。 

 農業、農村あるいは地域経済、あるいは地方、

あるいは環境といったものに対するさまざまな

影響を考えた場合には、これらの地方に対する、

あるいは当市のような置かれている状況にとい
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うことは、当市だけじゃなくて、日本列島には

そのような自治体なり地域がたくさんあるわけ

でありますから、そういったような対策が全く

示されない段階で、このＴＰＰそのものに参加

するということについては、反対であると言わ

ざるを得ないということを明らかにしたいとい

うように思っております。 

 全国的な動きでも、それぞれ団体等がいろい

ろ動いております。参加しないような形での国

の働きかけも行っておりますし、先般11月24日

に開催されました第２回遠野市農林水産振興大

会、これについてもＴＰＰへの参加反対、米価

下落への対策に関する決議を満場一致で可決し、

採択しておりまして、その中での決議の概要を

ここでまた再度申し上げますと、「ＴＰＰへの

参加は、国が平成12年にＷＴＯ農業交渉におい

て掲げた『多様な農業の共存』を基本とする農

業の多面的機能や食料安全保障の確保という高

い理念の実現に向けた取り組みが水泡に帰し、

国内農業者の信頼を裏切る行為となる。ＴＰＰ

への参加は、食料自給率の向上を図る国の政策

とは相反するものであり、国内農産物の生産額

に大打撃を与えることが予測され、ＴＰＰへの

拙速な参加は避けるべきである。また、米価の

下落は農家所得の大きな減収や地域経済への影

響が大きいため、国は農家が直面している状況

を真摯に受け止め、農家所得を補償する制度を

構築するべきである。」という形で、これは満

場一致で決議が採択されて、あえて決議文の概

要をただいま読み上げたところでございますけ

ども、私もこの大会の会長の立場といたしまし

ても、この決議といったものを重く受けとめ、

これからも行動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。 

 なお、この決議文は、11月26日付けで、内閣

総理大臣と農林水産大臣のほうに送付されてい

るということも、つけ加えさせていただきます。 

 それから、先ほど地域の、この市内に与える

影響ということで、先ほど申し上げたとおりで

ありますので、地域経済そのものにといった場

合においては、なかなかどのように試算したら

いいのかという部分については、もうちょっと

いろんな数値、あるいは情報等も整理しなきゃ

ならないかというように思っておりますので、

そういった点については、なお一層このアンテ

ナを高くしながら情報を把握し、そして関係機

関団体との連携という中における共同歩調とい

ったものをとって、この問題に対する、いうな

れば、反対のスタンス等を明確にしながらの対

応をしていかなきゃならないかというように思

っておりますので御了承いただければと思って

おります。 

 それから、２つ目の国民健康保険会計の見通

しについてであります。 

 市民感覚としては、重税感がある国保税だが、

財政状況が厳しいという中にあって、見通しを

どのようにもっているのかということでありま

した。私もこれは９月議会における議論等も踏

まえながら、この問題についての非常に大きな

関心というよりも、問題意識の中で取り組まな

きゃならないかというように認識しながら対応

しております。 

 ９月定例会におきまして、御質問の中にあり

ましたとおり、この医療費の動向を見ながら、

国、国保会計の地域計画を策定すると答弁を申

し上げているわけであります。 

 後期基本計画、後期５カ年計画、そして第２

次健全財政５カ年計画と整合性を図りながら、

平成24年度までの中期計画を策定するというこ

とで、現在関係課会議などを重ねながら作業を

進めているところでもあります。 

 各年度の収支状況を見ますと、医療費を中心

とした歳出は増加傾向にあると。それから歳入

は、これは減少傾向にあるということで、収支

の差が拡大傾向になってきておるという現実で

あります。 

 そして、この１人当たりの医療費を見ますと、

21年度は対前年比8.4％増の29万173円という数

字になっておりまして、例年より高い伸びとな

りました。今年度は、９月までのこの実績を踏

まえますと2.8％増の約30万円となる見込みと

いう数字になっております。この医療費の伸び
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は、来年度以降も増加傾向になるのではないか

というように見込んでおります。 

 そしてまた、高齢者の数、高齢者の皆さんの

数あるいは医療費のこの増加から、後期高齢者

支援金及び介護納付金の全国一律の１人当たり

の負担額も年々増加してきておるというような

状況にもなってきておりまして、これもそれぞ

れ１人当たりの負担額も、21年度実績、23年度

見込みという中におきますと、間違いなくこれ

もふえてきております。 

 そして、この中におきます国保税の収入額の

見通しでは、現時点では、これは小松大成議員

の質問の中にも触れられておりましたけども、

この明白な景気回復の傾向が見られないという

状況にあります。世界同時不況といったものは

文字どおり同時に、地方も国も、世界の地域も

問わず同時に襲いかかってくるわけでございま

すけども、景気回復といったものは、なかなか

これは同時じゃなくして、かなりのタイムラグ

の中で地方にやってくる。ようやく少しばっか

りの景気回復の見通しが見えてきたと、かすか

な希望が見えてきたものの、本格的な経営改革

の傾向は見られないということで、被保険者数

の減少に比例した所得の減少による税収の減少

が続くのではないかというように見込まれてお

ります。 

 これはこの税収の確保につきましては、文字

どおりそういう見込まれているということで、

ただ手をこまねいているわけではなくというこ

とで、最重要課題として認識し、負担の公平と

いったこともその中で当然考えていかなきゃな

らない。したがって、この収納率の向上、滞納

額の縮減というものに向けながら、収納対策の

強化を図るということも進めていかなきゃなら

ないかというように思っております。 

 今月、それぞれ副市長をトップといたしまし

て、収納強化対策の一環といたしまして、市税

と公金の収納強化月間と位置づけまして、部課

長等による滞納者の訪問聴取を実施するなど、

歳入確保に当たっていきたいというように思っ

ておりまして、これもやはり、それぞれの一つ

の中で、こういった状況を踏まえながら、やは

り努力をしていかなきゃならないんじゃないの

かなと思っておりまして、一定の期待と、また

その中における取り組みも、期待とともにその

取り組みの中における成果もまた、期待を申し

たいというように思っております。 

 そこで、これは、これからの一つの見通しと

いうことにつきましてのお話でありますけども、

今までの現状を申し上げてきたわけでございま

すけども、現状どおりの国保会計の運用を継続

するといった場合に、単年度収支で今年度、22

年度になりますけども約7,000万ほどの赤字に

なるということも一応は数字としては把握して

おります。 

 そうすると、先ほど見通しも申し上げました。

じゃ23年度、24年度となった場合に、どういう

数字が出てくるかということで、この地域見通

しの中で作業した結果といたしまして出てきた

数字が、23年度は１億7,000万ほどに。それか

ら24年度約２億4,000万の赤字が生じるという

ことで、これを３年間で見ますと、今数字をそ

れぞれ申し上げましたけども４億8,000万ほど

の赤字といったものが、そこに一応見込まれる

というようなシミュレーションと申しますか、

作業の結果、数字を得たところであります。非

常に厳しい数字であります。 

 21年度末に、これもいろいろこれまでも議論

し、またいろいろ説明申し上げているわけでご

ざいますけども、この基金が、約３億3,000万

保有しておるわけであります。したがって、こ

の今現在での収支差額の中における赤字という

ことを見ますと、この３億3,000万、それを持

ってる保有を全額投入したとしても、いうなれ

ば24年度末には１億5,000万ほどが不足すると

いうような、そういう大変厳しい数字が出てき

ております。私はこれをもっと精査しろという

話をしております。 

 数字でありますから、ただ数字が一人歩きす

るわけにはいきませんので、もう少し精査しろ

ということで今作業をさせておりますけども、

一応概算ではそのような一つの見込みといった
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ものが出てまいりました。 

 それで、この国保事業会計というのは、これ

は小松大成議員も御案内のとおりであるわけで

ございますけど、財政運営の安定化を図るとい

う観点から、財政調整基金の積立額をこの保険

給付費と後期高齢者支援金等の歳出合計の約

５％を最低限度として、いうなれば積み立てと

いうことの中で、そうすると１億5,000万の基

金を確保するということにも努めなきゃならな

いという、そういう仕組みになっているわけで

あります。 

 したがって、ただいま申し上げましたとおり、

この３年間をシミュレーションすれば、すごい

厳しい数字になってる。財政国保事業も、健全

財政運営の安定化も図っていかなきゃならない。

したがって、この国保会計そのものは国保加入

者の医療費を賄うための目的税としての一つの

国保税と、それから国、県、市からの支出金な

どで成り立ってるという仕組みになっているわ

けであります。目的税として成り立ってる。 

 しかし、この数字を見ると非常に厳しいとい

うことで、私はこの国保会計の健全運営を確保

するというためには、一つの市全体の財政運営

の中における一般会計からの繰り入れといった

ことも視野に入れ、もう一つは、やはりこの厳

しい数字の現状等を見ながら、医療制度そのも

のも、介護保険制度も大きく変わろう、あるい

は値上げするというような動きも出てきており

ます。また、医療制度も後期高齢者医療制度が、

いうなればまた制度が変わってという部分で、

いろいろ国のほうにおける制度も、どこに安定

的に、どこにどういう形の制度がきちんと仕組

みになるかということについては、まだまだ不

確定要素がいっぱいあるわけであります。 

 それが24年、25年ごろに、その辺の姿が、あ

くまでも報道の範囲内でございますけども、少

しは見えてくるだろうというんであれば、そこ

を一つのスパンとしてとらえながら、そこの中

でどうして安定的な経営をするかという部分に

あっては、この課税税率の一部見直しなども一

つ視野に入れながらも、一般会計の繰り入れと

いうのは一つの仕組みと、市全体の財政事情の

中において、やはり冷静に、そしてまた厳しく

精査しながら、地域計画の策定といったものを

急がなきゃならないかというように思っており

ますので、今ただいま申し上げた現状にあるん

だと。 

 しかし、もう一方においては、制度そのもの

もいろいろ動いているんだと。しかし、もう一

つにおいては、そのとおり歳入歳出のあれが開

いてきているんだと、それが赤字ということで

出てきている。しかし基金も、そのとおり３億

3,000万持ったというけども、これも非常に厳

しい状況になってきてるということを総合的に

見ながら、もう少し地域計画の中で厳しく見直

しながら検討してほしいということで話してお

りますので、これがある程度見えてまいりまし

たらば、機会をいただきまして市民の皆様には

当然でありますけども、議員各位にも説明を申

し上げながら、この問題に対処してまいりたい

というように思っておりますので、御了承いた

だければというように思っております。 

 それから、国、県に対する、この要望等とい

うことで、国民健康保険が将来、この都道府県

単位で運営されるということで議論も進んでい

るわけであります。この９月には岩手県市長会

及び国保釜石遠野地区協議会において、広域化

に向けた環境整備などの積極的な取り組みとし

て、広域化等の支援方針の早期策定に関する要

望書を県に出しております。 

 それから、国民健康保険東北大会においても、

厚生労働省、総務省、財務省へのこういった広

域化についても、早期実現に向けての要請を行

っておりますし、今後もこの国保財政基盤強化

策の継続とさらなる充実強化といったことにつ

いて、それぞれの自治体とも連携をとり、ある

いは各関係団体とも連携をとりながら、強く訴

え、また行動を起こしてまいりたいというよう

に思っておりますので、今後ともよろしくお願

い申し上げまして、答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後１時50分 休憩   
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────────────────── 

   午後２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。 

 引き続き一般質問を行います。７番照井文雄

君。 

   〔７番照井文雄君登壇〕 

○７番（照井文雄君）  清風会、今市議会３番

目の照井文雄です。通告に従い一般質問をさせ

ていただきます。 

 遠野市議会選挙も終わり、20名の議員が誕生

し、今後４年間市民の代表として市政発展のた

め働いてまいりますので、よろしくお願いをい

たします。 

 それでは質問に入らせていただきます。大き

く分けて２点ほどになるかと思います。 

 まず１点目は、永遠の日本のふるさと遠野に

ついてであります。 

 遠野スタイルの創造を柱に、永遠の日本のふ

るさと遠野を目指すことが目的と考えます。そ

こで我が遠野市に伝わる、伝承芸能──伝統芸

能、郷土料理、昔からの行事など、これらの保

存が特に必要であるということで、とても大事

なことではないかと思っております。 

 教育民生常任委員会の行政視察に全国的に成

績がトップクラスの学校を視察に行きましたが、

規模は大きくない中学校、小学校でございまし

たけれども、地元のお祭りに参加する生徒はご

く一部とのことでした。我が遠野市はどうでし

ょう。遠野まつりともなれば保育園の子どもか

ら80歳も過ぎたお年寄りの方まで、郷土芸能に

参加をして、よく言われております世代間交流

のオンパレードとなり、それにより地域活性化

にもなっていると思われます。改めて、遠野の

よさと誇りに感心されることであります。反面、

課題も幾つか上げられております。 

 少子高齢化が進むことにより、踊り手、指導

者不足が深刻な問題となり、運営資金も少なく

なり、保存が難しくなっている団体もあると聞

いております。 

 次に、郷土料理においては、昨今話題になる

町おこしのためにつくられた御当地グルメとは

全く違うものであり、地域の食材で、調理方法

も独特なもの、そして何より地域の歴史や文化

を伝えるものでなければならないと思います。 

 もちろん御当地グルメを否定するものではあ

りません。むしろメニューをふやして、町おこ

しの一役をと願うものであります。 

 そこで遠野市の郷土料理は何かなと思い、い

ろいろと考えると、まず筆頭に上げられるのは

「ひっつみ」があげられると思います。南部藩

の南部氏は、山梨県の甲斐の国の出身であるた

め、山梨県の郷土料理「ほうとう」というもの

がございますけれども、岩手県の県北の「はっ

と」、そばはっととか、そういうものによく似

ていると思います。たかきみの団子、かねなり、

クルミを使った料理、豆を使ったずんだ料理と

か、雑穀飯とかなどなど、たくさんあると思い

ます。ただいま申しましたのは、私の好きなも

のを上げてみました。これは余談であります。 

 次に、昔からの季節行事がたくさんあり、永

遠のふるさとを残す意味においては、何の意味

があってその行事がなされたのか、市民が知っ

て取り組みを後世に伝えるべきと考えるところ

であります。代表格になっているのは、やはり

何と言っても小正月行事、ひな祭りであろうと

思います。そのほかにも、なぜ、どのような意

味があるのかと、疑問に感じる行事もたくさん

あります。小正月の掛せ鳥、からす呼ばり、節

句には菖蒲湯に入るとか、我が遠野市は美しい

自然や遠野遺産、「昔話があり100年続いた

よ」だけでなくて、伝統芸能や郷土料理、行事

などの保存も非常に大事なことであり、ふるさ

と村や伝承園だけではなくて、そして観光目的

のための保存ではなく、市民が意識を持って各

地区で取り組むべきと考えますが、市長のお考

えをお聞きいたします。 

 次に、２点目として、観光客の対応について

「もてなしの心」が観光客に伝わっているのか、

疑問に思い伺います。 

 「もてなしの心」とは何かを調べてみると、

相手の立場に立って心温まる応対をするのが
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「もてなしの心」の原点とあります。少子化に

より人口減少社会を迎え、交流人口の拡大に取

り組む我が遠野市においては、市民一人ひとり

が「もてなしの心」を持って行動し、活力ある

まちづくりに取り組むべきと考えるものです。 

 本年が遠野物語発刊100周年ということで昨

年からプレイベントに始まり多くの観光客が訪

れていると思います。この企画を立案し、今な

お仕事に励んでいる担当職員の皆様に敬意と感

謝を申し上げるものであります。本当にご苦労

さまです。 

 昨今は円高ということで外国の旅行が安い中、

遠い、遠い、遠野に来ていただく観光客の皆様

が、果たして満足して帰られているか心配して

いるのは私一人だけでしょうか。 

 間もなく遠野物語発刊100周年事業も終わる

と思いますが、これからが観光地の生き残りを

かけた本当の戦いであり正念場であると思うと

ころであります。 

 遠野市の玄関と言いますと、風の丘、遠野駅。

それからマイカーで来れば有料駐車場が代表と

思います。風の丘にはインフォメーションコー

ナーがあり、遠野市の案内や行事の紹介をして

おりますし、遠野駅ではもてなし隊が出迎えを

しております。車で訪れる方は有料駐車場を利

用します。果たして、クレームなどはないのか

心配であります。 

 先日新幹線で東京に行ってまいりました。市

長はしょっちゅう上京しておりますからわかっ

ていると思いますが（笑声）まず都内の電車の

電光掲示板駅名の表示がカタカナ、次に漢字、

次に英語の３種類の表示に切りかわります。こ

れは小さい子どもから外国人にもわかるように

と表示されていることでしょう。 

 それから新幹線の車内の掃除のおばさんの対

応がすばらしくよく、「ただいま車内を清掃し

ておりますので、もう少々お待ちください」と

笑顔の対応です。数年前は待っている乗客に笑

顔で話をするおばさんはいなかったなと私は思

いました。ああ、変わったんだなと思って帰っ

てきましたが、これは私が余り上京する機会が

ないということであります。 

 そういう社会で生活している方が、観光客と

して遠野を訪れた場合、遠野市民の対応が果た

してよい印象を持って帰っているのか心配にな

ったのも事実であります。笑顔であいさつが心

を結ぶと言われます。最近では外国の方も多く

見られますが、外国の方が１人で歩ける環境が

整っているのかも心配されます。我々市民一人

ひとりがもてなしの心で接し、心のこもった笑

顔のあいさつをして、忘れられない思い出づく

りを手助けをして豊かな人間関係を築き、活力

に満ちた遠野市をつくっていくことが大きな課

題と考えますが、今後の取り組みと市長の考え

をお聞きいたします。 

 遠野市のさらなる100年を考える、一市民と

しての質問をいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  照井文雄議員の一般質

問にお答えいたします。 

 郷土芸能、郷土料理も含め、昔からの地域行

事の保存といったものに対する、一定の危機感

の中から、それをどのようにこれから保存する

ために取り組んでいくのかということでありま

す。 

 また、観光客のもてなしという部分で、もて

なしの心といったものが本当に今いうなれば、

関係機関、関係者の中に定着しているのかとい

うことでの御質問でありました。 

 しょっちゅう上京してるというお話もいただ

きましたけども、用があって上京してるわけで

ございまして、それぞれの用務が終わったなら

ば、すぐ帰ってくるということで対応しており

ますので、何か「しよっちゅう」と言われると、

東京に何しに行ってるんだというような形で市

民の皆様の誤解も生じるんじゃないかなと思っ

て、非常に心配しておりますので（笑声）仕事

のために行っておるということを、ひとつ御了

承いただければというように思っております。 

 それはさておき、この郷土芸能、郷土料理、

昔からの地域行事の保存ということで、これも、
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この中におきまして、地域力、あるいはコミュ

ニティー力、そして地域の活力、遠野の元気と

いった部分にあっては、私はこの少子高齢化と

いう中にあっても、この各世代を問わず郷土芸

能を、あるいは郷土料理も含めての昔からの地

域行事を大切にしていこうという、この取り組

みが市内各地で行われ、それが質問にありまし

たとおり、世代を問わずという中におって、き

ちんと守られていると申しますか、厳しい中に

あっても、これが守られているという部分につ

いてはすごい、文字どおり遠野の底力ではない

のかなというように思っております。 

 本当に３万人の都市なのかというような形で、

日本の遠野ふるさとまつりを見た関係者の方々

がおっしゃってくれているわけであります。 

 ゲゲゲの、それこそ水木しげる先生が、「遠

野物語」をああして漫画本に一つあらわし、も

う８万部とも９万部とも言われるほどの発行部

数になっているわけでありますけども。このよ

うな形で本に、漫画本にあらわしたというのは、

お金を出したわけでもありません。そしてまた、

いろんな形での何か遠野という形での特に関係

があったというわけじゃなくて、遠野というの

が水木先生自体が好きだと、その好きだという

ことの一番のあれは、ふるさとまつりを見て、

奥様とふるさとまつりを２年連続で見て、しし

踊りの群舞、笑顔絶やさず踊る神楽の子どもた

ちの笑顔といったもの。そしてそれは子どもた

ちだけでなくて、中学生、高校生も含め、若い

お母さん方も含めてと、あのすごい存在感とあ

のパワーに圧倒されて、これは一体何なんだと

いう話をしたことが耳にこびりついております

けども。そして出てきたのは「本当に３万人の

町なのか」という言葉も、水木先生のほうから

出てきたわけであります。 

 その市民の皆様のその郷土芸能というものに

対する思いと、これを保存し、次の世代に継承

していくんだというパワーが、水木先生をもっ

てして、「遠野物語」を漫画本にしたいという

中におけるエネルギーを与えてくれたわけであ

ります。それはお金でもなければ何でもないと

いうことで、その市民のパワーが、そういった

形で後押しをしてくれたということは紛れもな

い事実でありますから、私はこの一つの神楽共

演会あるいはしし踊り保存会、そして何と遠野

の上郷においては、虎舞、暮坪虎舞が、これが

復活したということで、これもまた市民の皆様、

地域の皆様の力であったわけであります。 

 この新市発足というか、立ち上がって以来、

これまで17団体に用具整備などについては支援

しておりますけども、そしてその中では２団体

が復活を果たしておると。それから記録保存し

ている映像資料なども、保存会の維持や継承に

一定の役割を果たしているということでありま

すので、こういったこの地域の皆様の力をあれ

しながら、発表機会の創出あるいは用具の整備、

記録保存などの支援を行いながら、郷土芸能の

保存、継承といったものを行っていきたいと思

っておりまして。これはいうところの遠野遺産

認定制度、そういったものにも当てはまるわけ

でありますし。 

 それから、これから具体化しようとして進め

ております遠野文化研究センター構想の具体化

の中にあっては、こういったようなものをきち

んと位置づけながら、それを守り継承する、そ

して次の世代にきちんとつないでいくというよ

うな中における、一つのよりどころとしての位

置づけもしたいというように考えております。 

 もともとが遠野市の財政規模、人口規模の中

にあって、文化政策部という部の立ち上げは、

「何かパフォーマンスじゃないか」というよう

なことも、ある首長仲間からひやかされました。

しかし、またもう一方の方は「いや、それこそ

遠野だな」と。やっぱり文化といったもの、あ

るいは伝統文化というものを含めながら、それ

はきちんと行政が後押ししながら、市民の皆様

とタッグを組んでという部分におけるものとす

れば、非常にこれはあっていいんではないかと

いう中におきまして、今やある意味では全く違

和感がなく、それが一つの功を奏したと申しま

すか、遠野文化研究センター構想というものに

つながっていったということになるわけでござ
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いますから、この構想にただいま照井議員から

質問のあったさまざまな心配される部分を、そ

の中できちっと受けとめ、それをただ受けとめ

るんじゃなくして、一つの力として発信しなが

ら、地域の皆様のまさにパワーを引き出すとい

う中における仕組みとして持っていきたいもの

だ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。 

 それから郷土料理、伝統食の保存継承につい

て、自分の好みの食べ物ばかり上げたという話

でございましたけども、私も言われてみておい

しそうだなと思って、私の好みのものを上げて

いただいたんじゃないのかなと思っておりまし

て。 

 このいうところの郷土料理や、伝統食の保存

継承といったもの、非常に大事であります。今

遠野市内には食の匠が11人おります。これは人

口規模からすると、私は非常に多いんじゃない

かなと思っております。やまごぼうの漬物、か

ざり飯、干しもち、遠野きりせんしょ、馬力丼、

あるいはこのかねなりといったようなもの、け

いらんといったようなもの、そういったように

それぞれが食の匠の皆様によって、この伝承と

いった中における仕組みとして、食の匠の皆さ

んに大変頑張っていただいております。 

 先般認定いただいたのは40歳であります。け

いらん、かねなりをやっております菊池国博さ

んが、多分この食の匠では、最年少ではないか

ということを県からありましたけども、食の匠

としての認定をいただきました。 

 それから、もう一つは、この食の匠が11人と

いうことでございますけども、もう一つは語り

部1000人プロジェクトで、５つのジャンルから

ということで、その５つのジャンルの中には

「食」というものもあるわけであります。昔話

ばっかりじゃないと、歴史の語り部があってい

い。なりわいの語り部があってもいい。まさに

食の語り部もあってもいいということで、５つ

のジャンルから語り部養成を行っているわけで

ございまして。現在この食の語り部、56名の方

が認定を受けております。 

 そして、この方々のこの語り部という一つの

位置づけの中から、それぞれが持っている、そ

の郷土料理、伝統料理の一つの伝統食の伝承と

いう中における活動もしていただているわけで

ありますから、この仕組みをもっともっと強化

することによって、照井議員からの提案があっ

たものについて、さまざまなこれを一つの仕組

みとして持っていけるんじゃないのかなと思っ

てますので、食の匠あるいは食の語り部と言っ

たような形でのマンパワーと言ったものを、こ

れからも大事にしながら、それを今度ネット

ワークにし、人と人とのネットワークにしなが

ら、それを今度地域とのネットワークにつない

でいくという中にあって、保存継承といったこ

とが、その中で仕組みができるんじゃないのか

なと思っております。 

 それから、昔からの地域行事の保存というこ

とであります。これも非常に大事なものであり

ます。鱒沢５区の敬老会でありましたけども、

お邪魔した際に、そこに昔から伝わる田植え踊

りを復活させるんだということで、そこには小

学生の方が２人しかいなかったというように承

知しましたけど、それから保育園の子どもさん

が１人。そしてお母さん方が踊るという中で、

昔この踊りを踊ったであろう敬老会に、招待を

受けたお年寄りの方々が皆取り囲むようにして、

非常に和気あいあいの中においても、この地域

の伝統を守るんだと、その地域の方々の思いと

いったものは、それはすごい人数の少ない中に

あっても、敬老会という、小さな集会時におけ

る敬老会だったわけでございますけども、かつ

てこれを一生懸命守り育てたというお年寄りの

方々、世代も60も70も違う、幼稚園、保育園、

そこにお母さん方もいる。そして太鼓をたたく

お父さんがいる、笛を吹くお父さんがいるとい

う中にあって、そこに敬老会に来るお年寄りの

方々を出迎えるという、非常に感動的なシーン

に私は出くわしたというか、出会ったわけであ

ります。 

 ただ、お年寄りの方を呼んで敬老会すればい

いんじゃなくて、昔からここの地域に伝わって
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いるものを大事にしようと、それをこうして大

事にしているんだというのをかつてのこうして

頑張ってきたお年寄りの方々にも見ていただこ

うというその姿が、そこにあったわけでありま

して、やはりこのような自治会あるいはＰＴＡ

というようなもの、何も見せるものじゃない、

観光としての見せものじゃない、その地域にお

けるまさに遠野遺産なんだというような部分の

中におけるそのような仕組みも、私は大事にし

ていっていいんじゃないのかなというように思

っておりまして。 

 伝統行事の語り部と、歴史の語り部の中には

伝統行事の語り部もいるわけでございますから、

そういったような中での活躍の中から、この地

域行事の保存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。 

 それから、２つ目のもてなしの心ということ

での観光客に本当に伝わっているんだろうかと。

これはまさに上を見れば切りがないということ

になると思います。確かにサービス的には、ま

さに笑顔でもっていろいろ声をかければ、これ

を気分が悪いという人はだれもいないわけであ

ります。新幹線の掃除のおばさんが、照井議員

に笑顔でもっていろいろ声をかけたと。それで

もって、わずらわしいという人はいないわけで

あります。 

 そのようなことを考えれば、私どもも市役所

職員も、それから市民の皆様も、そのような笑

顔をもってもてなしの心でという部分の中にお

ける取り組みといったものは、ますます大事に

なってくるのではないかというように思ってお

ります。課題や苦情がないかとなれば、ないは

ずありません。あります。 

 しかし、あった中において、観光ボランティ

アの方々も、一生懸命まさにボランティアとし

て頑張ってもらっているわけでございます。ち

ょっと言葉がちょっと足りなかったり、あるい

はちょっと認識が違ったり、あまり雰囲気が非

常によかったもんだから、ちょっと冗談を語っ

たものが、それが冗談として受けとめられなく

て、何だあのガイドはなんて話も言う観光客の

方もいるわけであります。だから、それをすべ

て一つ一つを、課題として、問題としてやった

んであれば、これはだれももてなしの心でやっ

てくれる人はいないわけであります。 

 したがいまして、やはり気持ちにゆとりを持

ちながら、笑顔をもってという部分にあっては、

それぞれの関係者の皆様の中における一つの心

として、気持ちとしてそれを共有し、それを持

つんだというような、そのような環境をやっぱ

りつくっていかなきゃならないんじゃないのか

なと私は思っております。 

 ちなみに昨年、当市へ、この入れ込み数と、

観光客ということになると198万人という数字

が担当課のほうから出てまいります。198万す

げえな、100周年でそんなに来たのかといった

ら、風の丘の人数も入ってますよということで

ありました。したがって、風の丘の人数という

ことになれば、私も入ってるんだろうと言った

ら、入ってますよということでありました。 

 したがって、じゃ198万人という数字でもっ

て観光客の入れ込みというものをとらえるとな

ると、これからのいろんな部分で身の丈を超え

たものになってしまうぞと。だから本当に遠野

に観光という形、あるいは交流という中で来て

いる方々がどれぐらいなんだと言いましたらば、

その数字は約60万人という数字が出てまいりま

した。これは私は非常に妥当な数字ではないか

なというように思っておりまして。もちろんこ

れを５万人でも10万人でもふやすということは

当然取り組んでいかなけきゃならないわけであ

りますけども、その中でやはりいろんな観光施

設の整備も大事でありますけども、ただいま御

指摘のありましたとおり、それぞれ受け入れる、

それぞれの立場の方々が、いうところのもてな

しという気持ち、心をもって対応するというよ

うな、そのための環境をどうつくったらいいの

かなという中における、観光協会とか市とか、

それぞれの関係、ふるさと公社とか、そういっ

た方々の一つの連携といったものが大事じゃな

いかなと思っております。 

 そこで、これは国交省、観光庁ということに
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なりますけども、ＮＰＯのほうからちょっと提

案いただいて、観光プラットホーム構想という

中において、これを進めてみてはどうかという

ような、そのような提案をいただいております。 

 観光プラットホーム構想、何だろうと、観光

協会、ふるさと公社あるいはあえりあ、市役所

といったそれぞれ、あるいはもてなし隊の皆様

といった、それぞれが携わっている方々が、そ

れぞれの立場の中で、文字どおり連携を図りな

がら、バトンタッチしながら、今度こういうお

客さん行くよといったらば、こういうふうに迎

えてくださいね。東京からだよ、あるいは遠く

沖縄からだよと、実は北海道から来たよという

中における連携ができれば、その中において戸

惑うことなく「ああ、そうですか、北海道から

来たんですか」、「遠く九州からですか」とい

うような部分の中におけるもてなしの心という

のはそこに生まれてくると。そこの連携がまだ

できてないわけであります。 

 したがって、この進化まちづくり検証委員会

の中にあっても、それぞれの団体がそれぞれの

団体の中でやるんじゃなくて、文字どおりプラ

ットホームの中で、横断的な形でのもてなしの

気持ちといったものを、それぞれの立場であら

わせるような情報共有できるような仕組みをつ

くろうじゃないかということで、これを進めた

いというように思っているところでもあります。 

 ある全国大会に来た方が、張り切って、ある

観光施設にいったそうでございます。これは私、

直接聞いた話であります。そうしたら、その中

で出てきたのは、「ところでお客さん、きょう

何かあったんですか」と聞かれてしまったと。

全国大会で来たのに、そのことがきちんと周知

されてなかったんだなということで、正直がっ

かりしましたという話を聞きました。これは予

算もかからない、で、いろんな思い切ったしな

くてもいい、その情報が共有されておれば、あ

あ全国大会があった、そうですねと、いかがで

したと、何泊するんですかと、それこそ新幹線

のおばさんのような形の声をかけるということ

ができるわけでありますから、そういったよう

な仕組みをやっぱりつくっていくということは、

私は遠野のこの今まで取り組んできったノウハ

ウからすれば、簡単なことではないのかなと。

しかし、その簡単なことがなかなか一つの仕組

みになれないという部分のもどかしさもあるわ

けでございますけども、ポスト100年というこ

とで100周年ということで、まさに正念場を迎

えるのが平成23年、2011年なわけでございます

から、今のような構想の中から御指摘のあった

ことにつきまして、それぞれの対応を進めてま

いりたいというように思っております。 

 なお、このもてなしという部分においては、

もてなし隊の皆様が本当に暑い中をお出迎え隊

として、特にもこの猛暑の中、大変なる活躍を

いただきました。延べ関係者が453人がＪＲ遠

野駅であの猛暑の中をお出迎え隊として活躍を

したという、本当にこれは頭の下がる思いであ

ります。ふるさと村の「まぶりっと衆」の皆様、

あるいは語り部スポットとして「にぎやかギャ

ラリー」としての女性グループの皆様、それか

ら、観光シーズンには、特にことしは土淵中学

校の生徒さん方が、土淵でもって「観光ボラン

ティアガイド」も行っていただいたというよう

なのがありますし、「花いっぱい運動」なども

展開しながら、そのような環境もつくっていき

たいと。 

 それから、もう一つは、やっぱりこの中で考

えていかなきゃならないのは、外国人観光客が

ふえてきている。で、これは大きな数字になっ

ておりませんけども、担当課が把握した数字で

は、21年でもって、外国人観光客1,848人とい

う数字を数えております。これは数年増加傾向

にある。台湾、アメリカ、フランスといった形

で、県内では７番目の入り込み数となっている

という数字があります。で、21年の数字は1,84

8人でありましたけども、ことし10月末現在で

は、1,593人という数字になっておりますので、

やはりこの外国人の方々に対するアプローチの

仕方という部分についても、いろいろ考えてい

かなきゃならないかというように思っておりま

す。 
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 最後になりますけども、「語り部1,000人プ

ロジェクト」の中にあっては、五つの分野、先

ほど言いました「昔話」「食」「郷土芸能」

「歴史」「生業」と、中で398人が既に認定を

受けておりますから、これを着実に実施すると。

これが1,000人ということになれば、30人に１

人は語り部ということになるわけであります。

語り部といった中においても、この五つのジャ

ンルといっても、私は市職員も402人が語り部

であると。議員さんも20名が語り部であるとい

う中における取り組みをするということによっ

て、いろんな市政課題を語るというのも、これ

も語り部であるわけでございますから、何も五

つのジャンルにこだわらず、さまざま言葉とい

うものを通じながら、いろいろ思いを口に出し、

それを相手に伝えるという中におけるのがまさ

に遠野の世界ではない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、そのような取

り組みをこれからも強化してまいりたいという

ように思っておりまして、その決意の一端を述

べて答弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  これにて一般質問を終

了いたします。 

────────────────── 

   日程第２ 議案第92号遠野まちなか再生

地区（仮称）まちおこしセンター他改

修工事の請負契約の締結について   

○議長（新田勝見君）  次に、日程第２、議案

第92号遠野まちなか再生地区（仮称）まちおこ

しセンター他改修工事の請負契約の締結につい

てを議題といたします。 

 本案について、提出者の説明を求めます。及

川副市長。 

   〔副市長及川増德君登壇〕 

○副市長（及川増德君）  命によりまして、今

定例会に追加提案する議案第92号遠野まちなか再

生地区（仮称）まちおこしセンター他改修工事

の請負契約の締結についてを御説明いたします。 

 遠野まちなか再生地区（仮称）まちおこしセ

ンター他改修工事について、去る11月30日に条

件付一般競争入札を執行いたしました。よって、

落札者と契約を締結するため、地方自治法第96

条第１項第５号及び遠野市議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得または処分に関する条例

第２条の規定により議会の議決を求めるもので

あります。 

 契約の目的は、遠野まちなか再生地区（仮

称）まちおこしセンター他改修工事であります。

契約の方法は、条件付一般競争入札。契約の金

額は２億8,350万円。契約の相手方は、（株）

テラ・（株）かばら建設特定共同企業体、代表

者、遠野市青笹町中沢２地割52番地、株式会社

テラ、代表取締役三浦貞一。構成員、遠野市宮

守町上宮守14地割93番地11、株式会社かばら建

設、代表取締役浅沼昭男。 

 以上であります。よろしく御審議賜りますよ

うお願いをいたします。 

○議長（新田勝見君）  お諮りいたします。た

だいま議題となっております議案第92号につい

ては、質疑を省略し、さきに設置した予算等審

査特別委員会に付託の上、審査することにいた

したいと思います。これに御異議ございません

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、議案第92号については、質疑を省略し、

予算等審査特別委員会に付託の上、審査するこ

とに決しました。 

 お諮りいたします。12月８日から９日までの

２日間は委員会審査のため休会いたしたいと思

います。これに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新田勝見君）  御異議なしと認めます。

よって、12月８日から９日までの２日間は休会

することに決しました。 

────────────────── 

   散  会   

○議長（新田勝見君）  以上で本日の日程は全

部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。御苦労さま

でした。 

   午後２時35分 散会   
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