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平24年２月28日（火曜日） 

────────────────── 

議事日程 第３号 

平成24年２月28日（火曜日）午前10時開議 

第１ 一般質問 

第２ 議案第37号 遠野市総合食育センター新 

   築工事の請負契約の締結について 

第３ 議案第38号 遠野市総合食育センター建

築付帯施設（厨房機器）工事の請負契約

の締結について 

────────────────── 

   本日の会議に付した事件 

１ 日程第１ 一般質問（小松大成、石橋達八、

菊池充、菊池邦夫、多田勉、菊池巳喜

男議員） 
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  から、 

  日程第３ 議案第38号遠野市総合食育セン 

  ター建築付帯施設（厨房機器）工事の請負 

  契約の締結についてまで。 

  （提案理由の説明、特別委員会付託） 

３ 散  会 

────────────────── 
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12 番  織 笠 孝 之 君

13 番  菊 池 邦 夫 君

14 番  菊 池 民 彌 君

15 番  佐 々 木    譲 君

16 番  多 田 誠 一 君

17 番  安 部 重 幸 君

18 番  石 橋 達 八 君

19 番  浅 沼 幸 雄 君

20 番  新 田 勝 見 君

────────────────── 

欠席議員（１名） 

10 番  瀧 澤 征 幸 君

────────────────── 

事務局職員出席者 

事 務 局 長  宮 田  実 君 

次 長  沖 舘  譲 君 

主 査  伊 藤  慎 君 

   説明のため出席した者 

市 長  本 田 敏 秋 君 

  及 川 増 德 君 

経営企画室長  菊 池 武 夫 君 

産業振興部長  運 萬  勇 君 

  櫻 井  収 君 

環境整備部長  立 花  恒 君 

環境整備部施設整備担当部長 佐 々 木  政  嗣 君 

  荒 田 昌 典 君 

教育次長兼市民センター所長  細 越  勉 君 

宮守総合支所長  照 井 講 一 君 

消 防 長  千 葉 一 見 君 

教育委員会委員長  似  内  宏  和 君 

教 育 長  藤 澤 俊 明 君 

選挙管理委員長  藤 村 正 子 君 

代表監査委員  佐  藤  サ ヨ 子 君 

農業委員会会長  北 湯 口    進 君 

────────────────── 

   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。 

 本日の欠席の届け出議員は、10番瀧澤征幸君

であります。 

────────────────── 

   諸般の報告   

○議長（新田勝見君）  日程に入るに先立ち、
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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。 

────────────────── 

   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。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。 

 １つ目には、本田市長の政治姿勢についてで

す。 

 ２つ目には、子ども手当の問題です。 

 ３つ目に、改正介護保険の問題について。 

 以上、３点について市長の見解を伺います。 

 最初に、本田市長の政治姿勢についてお尋ね

します。 

 その前に、私ごとで恐縮ですが、先般一通の

御案内の手紙が届きました。昨年３月11日の大

震災大津波で犠牲になった義理の甥と、その子

どもの法要を執り行うので参加してほしいとい

った内容でした。大津波で通信が途絶え、安否

確認のために現地を訪ねたとき不安な表情で

「夫と娘が行方不明」であることを知らされた

ときの胸のざわめき、そして最初に娘の遺体が

発見され、引き続き夫の遺体が確認されたとき

の残された婦人と子どもの呆然自失とした状況

にかける言葉もなく、火葬を行っている間、抱

き合って泣いていた親子の姿が今でも鮮明に思

い出し胸が痛みます。一日も早い復興と被災地

の方々に真の笑顔が戻ってくることを切に願う

ものであります。 

 さて、あれから１年になろうとしていますが、

被災地の状況は、瓦れきの集積は進んでいるよ

うですけれども、その処分は５％前後にとどま

り、ほとんど進んでいない状況です。また、福

島第一原子力発電所の事故は、広範囲に放射能

をまき散らし、その対策に地方自治体も住民も

翻弄されているといった状況です。まさに政治

の主導性が問われているといっても過言ではあ

りません。 

 ところが、野田首相は、原発事故の原因解明

もなされない段階で事故終息宣言を出すなど、

事故隠しともとれる行動に出ています。また、

被災地に容赦なく増税の網をかぶせる消費税増

税を閣議決定し実行しようとしています。今に

始まったことではありませんが、政党が選挙で

国民に約束したことがこれほど無残に裏切られ

たことがあったでしょうか。 

 今インターネットの動画サイトで野党当時の

野田総理の街頭演説が大ブレイクしています。 

 マニフェストはイギリスで始まりました。

ルールがあるんです。書いてあることは命

がけで実行する、書いてないことはやって

はいけないんです。書いてないことを平気

でやるこれっておかしいと思いませんか。

これはマニフェストを語る資格がないとい

うことをぜひ皆さん思っていただきたい。 

と、まだまだ続きますけれども、野党当時、自

公政権の消費税増税政策を批判した現野田総理

の街頭演説です。まさにブラックユーモアです。 

 みずからマニフェストを語る資格のないこと

を暴露した総理ですから、次々と繰り出される

政策たるや、庶民いじめのオンパレードといっ

ても過言ではありません。 

 野田首相が就任し、５カ月が経過しました。

復興財源、社会保障と税の一体改革、ＴＰＰと

いった問題などで大企業やアメリカ言いなり、

国民不在の政治を進めていく姿がますます明ら

かになってきました。 

 前回、12月定例会一般質問でも指摘しました

が、東日本大震災復興財源では、「連帯して負

担を分かち合う」と言いましたが、全く違うも

のになっていました。庶民へは所得税が2013年

１月から25年間、住民税は翌年からになります

が、あわせて８兆円以上の増税が押しつけられ

ます。一方、法人税は実効税率を一たん５％に

引き下げた上で、３年間は減税の範囲内で引き

上げるものの、その後25年間で約20兆円の減税
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になる計算です。実質は大企業優遇の恒久減税

となってしまいました。これでは復興のための

財源は１円も生まれず、借金がふえるだけです。

復興に名を借り、庶民へは増税、大企業へは減

税を行う、こんなおかしな政策がまかり通って

いるなどとても許せるものではありません。 

 また、ＴＰＰ問題では、野田首相がアメリカ

のオバマ大統領との会談でＴＰＰ交渉参加を表

明したこと自体、国民の批判や不安に向き合わ

ず、国会での説明も行わないで強行した暴走で

す。この上さらに国民をごまかして事を進めよ

うというのは、民主主義の上でも重大な問題で

す。首相が交渉参加を表明して以降の世論調査

でも８割、９割が説明を不十分だと答えていま

す。国民をごまかすのではなく、参加方針その

ものを撤回すべきです。 

 さて、社会保障と税の一体改革と称して、消

費税増税に向け現在閣議決定して法案を国会に

提出。御存じのように現在国会で審議中であり

ます。消費税増税は、前回の総選挙で民主党が、

衆議院議員の任期中は消費税を増税しない、

「無駄を削れば財源がある」と約束したことを

裏切るものです。ましてや、東日本大震災の被

災者にも容赦なく襲いかかり、暮らしとなりわ

いの再生の足かせとなるもので許すことのでき

ない暴挙と言わざるを得ません。 

 1997年、自民党の橋本内閣によって、消費税

増税を含む９兆円もの負担増が押しつけられた

結果として、国内総生産が42兆円も落ち込むな

ど、回復傾向にあった経済を冷え込ませるとい

った結果を招いてしまいました。橋本元総理も

後に「消費税増税は失敗だった」と認めたので

あります。もともと消費税は、所得に対する負

担が逆進性の強い不平等税金であり、早急に改

善が求められますが、少なくとも現時点での消

費税の引き上げは許せるものではありません。 

 野田内閣は、「税と社会保障の一体改革」の

もと、消費税増税によって社会保障を充実させ

るかのように装っていますが、実際は年金の支

給額の減額や支給開始年齢の先延ばし、今定例

会で審議されるような市民税の増税、介護保険

の値上げなど、医療も福祉も悪くなるばかりで

市民が明るい展望を抱いているなどといった状

況ではありません。 

 就任５カ月を経過した野田内閣に対する市長

の見解をお聞きいたします。 

 次に、「子ども手当の地方負担」問題及び扶

養控除廃止と住民生活について質問します。 

 来年度以降の「子ども手当」の財源について、

民主党政権が地方に大きな負担を求めているこ

とが問題になっています。年少扶養控除廃止で

の住民税の増収分を「子ども手当」の財源に、

というものです。我が党は、「子ども手当の財

源は全額、国の負担で」「住民税の増収分は、

地方の自主財源として元気な地域づくりに充て

るもの」という大原則に立つべきと考えていま

す。 

 地方６団体においても、昨年11月８日に「地

方負担の一方的な拡大、一方的な住民税の使途

の限定は、到底受け入れられない」とする共同

見解を発表しました。市長もこの見解と同様と

思いますが、いかがでしょうか。 

 次に、扶養控除廃止と住民生活にかかわる問

題で質問いたします。 

 子ども手当、高校授業料無償化の財源として

導入された、所得税及び住民税の16歳未満の扶

養控除の廃止と16歳から18歳までの特定扶養控

除の上乗せ部分の廃止が、所得税は既に昨年４

月から実施され、住民税は本年６月から実施さ

れることになります。子ども手当の減額、所得

制限の実施などが予想され、「控除から手当」

へという前提が崩れ去った今、扶養控除廃止が

市民への負担増となることに対して市長はどの

ような見解をお持ちでしょうか。 

 私は、税金の集め方は、所得に応じて税金を

納める応能負担原則と、最低限度の生活を保障

するために、生活費には税金をかけない生計費

非課税が基本と考えており、手当の財源として

の扶養控除の廃止は認められない、とかねてか

ら発言をしてまいりました。 

 総務省は、政府税調全体会で、「住民税・所

得税の扶養控除を見直した場合の他の制度への
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影響」とする資料を提出しましたが、保育料を

はじめ、私立幼稚園就学奨励費用補助や国民健

康保険料、後期高齢者医療制度の自己負担など

23項目が扶養控除の廃止により国民の負担がふ

えることとされています。 

 子育て世帯にも負担増となり、新たに住民税

課税世帯になった世帯は、医療費の自己負担限

度額や介護保険料など雪だるま式で負担増にな

ります。子ども手当の効果も縮小されます。 

 そこで伺いますけれども、遠野市において、

この影響は一体どのくらいの制度に影響を及ぼ

すのか。また、その負担増の影響はどのような

ものかお聞きします。また、子ども手当の財源

は、国の責任でまかなうよう市は求めるべきで

す。見解をお聞きします。 

 次に、介護保険の問題について伺います。 

 この質問は、昨年９月の定例会においても問

いただした経緯があります。しかし、当時は、

第５期介護保険事業計画の策定段階であるとの

ことから具体的回答が得られませんでしたので、

再度お伺いいたします。 

 衆議院で10時間弱、参議院で８時間弱という

わずかな審議時間で、大変問題の多い改定介護

保険法が、民主、自民、公明、みんなの党の各

党の賛成で、昨年６月15日、成立いたしました。 

 甚大な被害をもたらした東日本大震災の被災

地では、多くの高齢者が日常生活を絶たれる中、

介護をめぐって深刻な事態が生まれています。

そうしたさなかで行われた今回の介護保険法の

改正ですから、多くの関係者は少しでもこの矛

盾を解決するものであってほしいと願っていま

した。しかし、その期待は裏切られ、わずかの

時間の審議で、新たな介護給付の抑制策が盛り

込まれ、具体的な中身は「今後検討」に終始し、

ますます制度が複雑化し、わかりにくく利用し

づらいものへと「改悪」されてしまいました。 

 報道──我が党の機関紙「しんぶん赤旗」で

す。これで知った情報ですが、被災地での実例

を少し紹介したいと思います。 

 震災当日、デイケアを利用していた高齢者が

自宅半壊で帰れなくなり、そのまま滞在。３月

の半月ほどで利用料は２万8,400円にも上った

とのことです。介護施設に避難した高齢者はシ

ョートステイの長期利用扱いで16万円請求され

ました。これらは、要介護度ごとに支給限度額

が決められ、それを超えると全額自己負担とな

るため起こった事態です。 

 体調悪化や認知症の進行など、要介護申請が

急増する一方で役所機能が麻痺する中、認定審

査会も開かれず、認定が進まないことも問題と

なりました。 

 やはり「しんぶん赤旗」の報道ですけれども、

５月10日付、認定待ち高齢者が被災３県で2,96

0件にも上ったということです。認定なしでは、

介護事業者も報酬が支払われるのか不安で、

サービス提供に二の足を踏みます。我が党の高

橋千鶴子衆議院議員は、要介護認定なしでサー

ビス提供ができるよう要求し、厚労省副大臣が

「緊急やむを得ない理由があれば、市町村の判

断によりサービスの提供ができる」と回答、何

とか改善させることができました。 

 介護事業所の被災でサービス提供量も圧倒的

に不足しています。サービス提供は民間任せの

介護保険制度のもと、ほとんどの介護事業所や

介護施設は小規模で、基盤は脆弱です。 

 介護保険制度の申請・認定・契約という枠組

みが壁となり、またサービス提供は民間に丸投

げという中で、すぐにも介護が必要な被災高齢

者が必要な介護が受けられないという事態です。

大震災の中で、介護保険制度の矛盾が鋭い形で

あらわれました。こうした矛盾を目前にして、

その矛盾が何ら解決されなかったのが今回の改

定です。 

 介護保険法の主な改定内容は、以下のとおり

です。１つに、市町村の判断で介護予防・日常

生活支援総合事業を創設できること。２つ目に、

24時間対応の定期巡回・随時対応型訪問介護看

護、２種類の在宅サービスを組み合わせる複合

型サービスの創設。３つ目には、介護職員のた

ん吸引などの医療行為を可能にすること。４つ

目に、介護療養病床の廃止期限の６年間の延長。

５つ目に、財政安定化基金の取り崩しを可能に
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する、などです。改善された点も見られますけ

れども、やはりかなり問題を抱えています。 

 今回、市では第５期の高齢者福祉計画並びに

介護保険事業計画を策定いたしました。250人

を超える待機者がある特別養護老人ホームなど、

施設整備をどうするか、これも大変重要な問題

ですが、今回の私の質問では、法改定のうち、

特に高齢者や家族に重大な影響を与え、保険者

である市の選択を迫られる介護予防・日常生活

支援総合事業創設と、介護保険料について取り

上げます。 

 １つ目の問題の介護予防・日常生活支援総合

事業（以下、総合事業）です。前の介護保健法

改正によって2006年から地域支援事業が開始さ

れました。地域包括支援センターをその活動拠

点と位置づけ、高齢者の実態把握や啓発活動な

どの介護予防事業、介護予防ケアマネジメント

や権利擁護事業などの包括支援事業、家族介護

者の支援、配食サービスなどの任意事業からな

るものです。 

 今回の法改正で、このような地域支援事業の

中に市町村の判断で新たに「総合事業」を創設

することができるようになります。総合事業は

介護認定で要支援１あるいは２と認定された高

齢者と介護保険非該当とされた高齢者を対象と

する事業で、訪問・通所サービスや、配食、見

守りなどの生活支援、権利擁護などを総合的に

支給するとされています。 

 これまでと何が違ってくるのでしょうか。従

来の「予防給付」では要支援１、２の方にも、

要介護者に対する介護給付に準じて通所介護・

訪問介護・短期入所などが提供されてきました。

このサービスでは、全国一律の基準によって質

が保たれており、利用料も１割負担とされてい

るのに対し、「総合事業」による訪問・通所

サービスなどの予防給付は、サービスの内容も

料金設定もすべて市町村任せになります。サー

ビスの担い手を必ずしもプロ＝専門職ではなく、

ボランティアなどの「多様なマンパワーを活

用」するとされています。 

 具体的に、どんなことになるか、例えばこれ

まで、介護保険の予防給付で、ヘルパーの支援

で食事づくりをしていた人が、総合事業になれ

ば有料の配食サービスに変更されるということ

もあり得ます。ヘルパーの援助は単なる家事の

手助けとは違います。ヘルパーさんは、利用者

との関係を築きながら、生活への意欲を引き出

す専門職であります。こうしたやり方は、ヘル

パーの専門性を否定し、また、必要なケアを受

けることで生活が成り立つ高齢者から生きるた

めの基礎を奪う、大問題だと言わなければなり

ません。 

 また、利用者一人ひとりについて、従来の

「予防給付」か「総合事業」か、どちらを利用

するかは利用者の状況や意向に応じて市町村・

地域包括支援センターが判断することになって

います。国会のやり取りでは、利用者の意向と

して、これまでどおりの介護保険の訪問介護や

デイサービスを望んでも、「尊重」はするが、

最終的には市町村が判断する、ということが言

われています。利用者の意に反してこれまでの

サービスが受けられない可能性はないのでしょ

うか。また、実際には、「総合事業」が導入さ

れれば、すべての要支援者がそちらに移ること

になるでしょう。同じ認定段階、例えば要支援

１のＡさん、Ｂさんは、どちらも審査を経て認

定が下っているわけですから、区別する根拠を

探すのが難しいことになります。さらに問題な

のは、総合事業を含めた地域支援事業は総量に

上限が設定されています。その事業費は介護給

付費の３％以内と制限されています。現在、全

国平均で、介護給付費のうち5.9％が要支援１、

２の高齢者の予防給付です。市町村が「総合事

業」を創設し、要支援者の給付をそちらに移し、

しかも３％を超えないようにしようと思えば、

そこで提供されるサービスは、おのずと安上が

りのものになってしまいます。 

 また、要支援者が総合事業に移行すれば、事

業費の上限がある限り、今地域支援事業で行わ

れている非該当者へのサービスや、高齢者全体

への啓発活動が押し出されて、切り捨てられる

ことにもなってしまいます。 
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 2006年の法改正で、国は要支援１、２という

認定区分と予防給付を創設し、サービス利用制

度を強め、介護給付の抑制を図りました。今度

はその要支援者を介護給付の外に排除し、さら

に給付全体を抑制しようとしている意図は明白

ではないでしょうか。市は、総合事業を創設す

るべきではないと考えますが、市長の見解をお

伺いします。 

 また、今回の介護保険事業計画では、基準額

で721円、年額8,700円といった保険料の値上げ

案が提示されています。厚労省の試算から1,00

0円以上の値上げは避けられないなどとのマス

コミ報道からすれば、担当者は相当努力して算

出された保険料と思われます。しかし、年額４

万3,600円から５万2,300円、年額8,700円の引

き上げは20％近い引き上げです。年金支給額が

減額されようとしている年金生活者にとって過

酷な増税と言わなければなりません。 

 もともと介護保険料や利用料の高い原因は、

介護への国庫負担を50％から25％に引き下げた

ことにあり、国の責任は重大です。全国市長会

からも要望しているように、国庫負担を直ちに

30％にし、そして最終的にもとの50％に引き上

げることを目標にすべきと思います。保険料の

負担割合を縮小することで保険料を抑えながら、

だれでも安心して利用できる介護制度に改善す

ることを求めるものであります。国に対して国

庫負担の割合をふやすことを引き続き強く求め

ていくことが必要と思いますが、市長の見解を

伺い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）  小松大成議員の一般質

問にお答えいたします。 

 野田内閣に対する市長の政治姿勢、あるいは

子ども手当の問題、そして改定介護保険のさま

ざまな法、あるいは制度、そういったものに対

する一つの市としての取り組みということで、

特にも介護保険につきましては、かなり詳細に

今の現状を踏まえながらの御質問だったという

ように承ったところであります。 

 まず、第１点目の市長の政治姿勢ということ

につきまして、野田内閣が発足して、もうかな

りの時間を経過したと。その中で復興財源、あ

るいは社会保障と税の一体改革、ＴＰＰといっ

たような問題など、なかなか地方には具体的な

メッセージが伝わってこないという、そのよう

ないら立ちのようなものは、今地方はすべてそ

ういった認識でいるんではないのかなと思って

おります。 

 県の市長会、あるいは東北市長会、全国市長

会といったような集まりも行われております。 

 先般も全国市長会の集まりと申しまして、防

災づくりといったことをテーマにシンポジウム

とか、さまざまな基調講演等もあったわけであ

りますけれども、250名ぐらいの参加者が集ま

って、いろいろ意見を交わしました。私も一つ

の基調講演という、それからパネラーとして、

兵庫県の豊岡市長さんと高知県の安芸市長さん

と私と３人が壇上に上がってさまざま意見を交

わしたわけでありますけども、具体的なメッ

セージが伝わってこないという分におきまして

は、いずれも３人とも共通した中における議論

を交わしたということであります。 

 で、いろんな、それぞれ国と地方との関係、

あるいはこの広域自治体と基礎自治体との関係、

もう一方においては、九州四国のほうにおきま

しては、地方の税制機関が廃止と伴う中で、い

うところの広域連合といったものが、それぞれ

の県ベースでも進んでおると。さらには政令市、

中核市、特例市といったような、新たなくくり

の中で、このさまざま山積する課題に立ち向か

っていこうといったような仕組みもそれぞれで

きてきているというような中において、この平

成の大合併以降、この基礎自治体としての市町

村のありようといたものが、なかなか具体的に

見えてこないという部分は、その中にも感じる

わけであります。 

 これはすべてただいま議員から指摘がありま

した課題、この復興財源の問題にしろ、社会保

障と税の一体改革の問題にしろ、さらにはこの

ＴＰＰという問題にしても、この同じ遠野市の
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中にあってもＴＰＰの問題につきましては、例

えば私に対してでも、市長は反対だと言ったけ

ども自分は賛成だぞというような立場の人があ

る。しかし、それぞれ冷静な議論をしていくと、

やっぱり一体どうなればいいのかなということ

になっている背景なり経過なり、あるいはどう

取り組めばいいのかという部分の中における

オール日本としての国としてのありよう。ある

いはその中における、その国というものを組み

立てていると申しますか、そういった自治体も

含めて、あるいはいろんな現場の中で、本当に

苦労しております農家やさまざまなものづくり

の方々といったような問題の中で、どのように

お互い我慢するところは我慢しながら、あるい

は譲り合うところは譲り合いながら、あるいは

新しい仕組みの中で生き残りをかけていくとい

うような部分の中における冷静な議論がなかな

かできなくているんではないのかなというよう

に私自身は思っております。 

 １月10日でありました。野田総理が松島の自

衛隊基地におり立ちまして、被災地を回るとい

うことで、大船渡市の瓦れき処理の状況と仮設

住宅の様子を視察しながら、花巻空港から羽田

に戻るという中にございまして、遠野にちょっ

と休憩をするという連絡が入りました。休憩す

るという連絡が入ったものでございますから、

私もみやもりホールでありましたけども、みや

もりホールに駆けつけまして、予定より10分以

上行動が前倒しになったということで、20分ぐ

らい懇談する時間がありました。その中で、い

ろいろ地方が抱えている課題の問題につきまし

ても、懇談でありますから、休憩時間の中であ

りますから、そんなに踏み込んだ話は当然でき

なかった。でも、貴重な時間でありますから、

そのような話を申し上げた。そのときには、ま

ずわかったというような形でうなずいて聞いて

はくれたわけでありますけども、そういった中

で、この年が明けてからも総務副大臣、あるい

は国交副大臣、農林副大臣と、黄川田副大臣、

あるいは岩本副大臣、あるいは国交省の吉田副

大臣と、それぞれスタッフをつれて遠野に訪れ、

市民の関係者の皆さんとも懇談をしながら帰っ

ていったわけであります。 

 そこでいろいろ懇談しながらさまざま帰った、

それからまた２月になりましてから、参議院の

超党派で構成する共生社会を目指してという特

別委員会があるわけでありますけども、17人の

超党派の先生方が参りました。で、時間が非常

に厳しいということで、移動のバスの中で遠野

の実態を聞きたいということで、バスの中で約

40分でありましたけどもお話を申し上げたと。

そういった過程の中で、いずれもわかったと、

そのとおりだということになるんですけども、

実際は永田町、あるいは国会という論戦を見て

おると、地方の今の実情といったものをどこま

で理解していただいているだろうかなというも

のにおける、いうところの温暖差というものを

どうしても感じるという気がいたしております。 

 決めるものも決められない状況の中で、ただ

ただ時間を費やしていくと。この復興に向けて

も、あるマスコミから取材を受けたときに、

「あなたはどう考えますか」というお話をいた

だきました。「なかなかコメントも難しいです

ね」という話を申し上げたわけでありますけれ

ども、その中で被災が起きたと、３月11日だと、

もう間もなく１年になると。その中でまさに大

変な状況の中で手をつなぎながら避難所でみん

な我慢したと。それがようやっと７月になって

仮設住宅に行ったと。そして、少しは落ち着い

た生活がそこに戻ってきたと。そうしているう

ちに、この厳しい冬がやってきたと。そのいろ

んなさまざまな形での復興に向けての財源の問

題は、ようやっと11月になって、いわゆる３次

補正という中で予算化されたと。東北は、まさ

に冬がもう来ておるという中にあって、いうと

ころの復興計画もできたと。そしてその財源も

手当されたと。復興省に至っては２月になって

から立ち上がるという状態なわけであります。

このスピード感のなさといったものに対するい

ら立ちといったものは、これは復興被災地のみ

ならず、地方がすべて──私も含めてでありま

すけれども、感じていることではないのかなと
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いうように思っております。 

 政治と、そしてまた一つの国会という場は、

何かとなれば、決めるところだというように私

は思っているわけであります。そして財源が財

源がじゃ、財源の問題は後で何とかするから、

まず復興に向けてみんなで頑張ろうという中に

おいて、被災地の皆様を気持ちをふるい立たせ

るというようなものも、やはり政治の力ではな

いのかなと思うわけであります。 

 市町村に──きのうの放射能汚染問題のとき

には話いたしましたけれども、市町村に自粛を

要請するって、要請された市町村だってどうし

ようもないわけであります。そういったような

ものは、やはり国レベルできちんと解決する。

それが政治であり、国会という一つの機能では

ないのかなという意味で、それに対する一つの

温度差と、そしてまた、物が決まらないという

いら立ちは正直なところ受けているという状況

であります。 

 この震災を通じまして、遠野にかなりの多く

の国会議員の皆様がそれぞれ立ち寄りました。

被災地から遠野を通って、あるいは遠野を通っ

て被災地にという、かなりの数に、その数は10

0人超える、三けたを超えたわけであります。

いずれも皆様はそれぞれ頑張れ頑張れと言って

くれます。そして地方はよく頑張っているなと

いうことを言ってくるわけです。では頑張れと

言うんであれば、それを具体的に背中を押し、

そしてまた、強くその意味においてのメッセー

ジを出すというのも、私はひとつの政治という

ものの中にあっていいんじゃないのかなという

ように考えているところでありますので、ただ

それをぼやいても、そしてまたそれをさまざま

な形で、したがって現場の中からいろんな行動

を起こし、そしてそれを国や、あるいは政治を

動かすという中におけるものとして、ただだめ

だ、仕方がないんだじゃなくして、やっぱりや

れるところは我々の身の丈の中でも行動を起こ

していくということが非常に大切ではないのか

なというように思っているわけであります。 

 決して遠野の後方支援活動を、これは市民の

皆さん、３万市民の皆さんが、そしてそれをさ

さえてくれた全国のネットワークが、それを強

く後押ししてくれたということが背景にあるわ

けであります。やはりそういった中で、一つの

具体的な行動を示して、政治といったものの中

における一つの流れを、あるいは一つの動きを

促すというようなこともやはり必要ではないだ

ろうかなというようなことを思っておりますの

で、これからもその現場の中にあって、小さな

市町村でも国や県を動かす力になり得るんだと

いうような中におけることを我々はこの後方支

援活動の中から学んだわけであります。この学

んだことを、ただ学んだに終わらせずに、これ

を力にしていかなきゃならない。これをパワー

にしていかなきゃならない。それをパワーにす

るためには、やっぱりネットワークをつくらな

きゃならん。連携を図らなきゃならない。遠野

市だけの力ではどうにもならない。 

 したがって、それをまさに課題を共有する基

礎自治体が連携を図りながら、そして政治とい

ったものに対して強くアプローチをしていくと

いうことが、私は必要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、スタ

ンスをということでございましたので、ひとつ

の所感の一端を申し上げて答弁とさせていただ

きます。 

 続きまして、子ども手当の地方負担の問題に

つきまして御質問がありました。 

 これは御案内のとおり、質問の中にもかなり

詳しく触れておりましたので、繰り返しになり

ますけども、財政負担を求めているということ

なわけであります。そして、この税金の申告時

期を迎え、戸惑いも起きておるんだということ

も。で、市長の見解を問うということでありま

した。 

 今、政府税制調査会におきましても、この住

民税、所得税の扶養控除を見直した場合に、保

育料、国民健康保険料、後期高齢者医療制度の

自己負担など、他の制度の影響として23項目が

ふえるという中にあります。これも質問にあっ

た。この中におきまして、この子ども手当、国
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の責任で賄うよう、市は求めるべきであると。

全く私もそういう、そのことについては認識は

同じくしておるわけであります。で、子ども手

当、御案内のとおり、遠野市、これは私もきの

うの本会議の場でも申し上げておりますけども、

想定はしておったけども、実際の数字となって

それをつきつけられたときに、正直なところ、

少々ショックも受けたわけでありますけども、

23年度の市内の出生数は175名と。で、22年度

は194人であったわけであります。21年度は190

名、平成20年は203名という数字を確保してき

ておったわけであります。 

 これはいろんな要素がありますから、単純に

比較をして、この数字だけをもって議論すると

いうわけにはいかない。いろんな背景、経済的

背景もあれば、いろんな社会的な背景もある。

その年に生まれた年齢層の問題もあるという、

いろんなものがさまざま組み合っているわけで

ありますから、簡単にはこの数字をもって大変

だ大変だということにはならない。少子高齢化

という時代の流れが間違いなく遠野という、こ

の小さな自治体にも確実に流れとして押し寄せ

てきているということなわけであります。 

 したがって、この直面する現実的な数字であ

るということをまずもって確認しなければなら

ないかというように思っているわけであります。

これは全国的な課題であり、国の大きな課題で

もあると。そして、その中におきまして、この

子ども手当の財政負担、御案内のとおり、民主

党政権が政権交代した際の一つのマニフェスト

に基づき設立した制度であるわけであります。

当時は、中学生まで月２万6,000円、その財源

については、政府予算の全面見直しにより、い

わゆる無駄遣いを廃止して捻出するという一つ

の見解であったわけであります。これは私から

あえてこの場で申し上げるまでもなく、議員各

位も御承知のとおりなわけであります。しかし、

この結果はということになりますと、これまた

御承知のとおりということになろうかと思って

おりますけども、24年度より見直しされ、子ど

ものための手当という中に位置づけられまして、

乳幼児、児童の年齢、扶養人数、さらには所得

制限等を設け、月額5,000円から１万5,000円を

支給することとし、その財源を年少扶養控除の

廃止及び特定扶養控除の縮減により賄うという

ことになったわけであります。 

 この扶養控除の見直しによりまして、当市の

状況──これは御質問にありましたけども、当

市の状況をちょっと試算いたしました。平成24

年度の税収は、約5,200万円の増額になる見通

しであります。で、これに対しまして5,200万

円、この財源の控除の廃止、あるいは特定扶養

控除の縮減といったことで、いわゆる税負担と

いうか、税収がふえると、5,200万円増額にな

ると。で、対してこの24年度の子どものための

支給見込み額はという形でこれをとらえており

ますけども、事業費ベースで約４億1,300万円

という数字になりました。じゃあその４億1,30

0万円のうち、市の負担分は幾らかという形で

これも試算いたしましたところ6,200万円とい

う数字で見通しをはじき出しているところであ

ります。5,200万円ふえる。6,200万円負担しな

きゃならない。これはこのいうところの財源を

年少扶養控除の廃止及び特定扶養控除の縮減と

いうように賄うという中における仕組みとして、

今のような数字として抑えることができたとい

うことなわけであります。 

 議員が御指摘のありました扶養控除を見直し

た場合の当市の影響額というものについて、こ

れもちょっと試算をしているわけであります。

保育料については、24年度に限り、国の通知に

より控除廃止の影響は出ないという形になって

おります。また、市営の住宅使用料や国民健康

保険税についても、扶養控除前の所得により、

その負担額が決定されるため、これも影響はな

いというような状況としてとらえているわけで

あります。 

 しかし、そうは言いながらも、扶養控除の見

直しによる影響、あるいは手当の支給額が、こ

の各世帯によって当然のことながら異なるわけ

であります。したがって、そういったところの

この仕組みが、これは私どもも市の行政の立場
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として丁寧にきちんと説明しなきゃならない、

説明責任は当然あるわけでありますけども、こ

の部分はまだきちんと理解されていない、ある

いは周知されていない。余りにも変わり過ぎる

わけですね、マニフェストに示した子ども手当、

それが見直し、子どものための手当、去年の今

を思い出しておりますけども、児童扶養手当の

中から財源をとなったときには、じゃあ児童扶

養手当は遠野市は計上しないといった、そこま

で腹を決めたわけであります。そのときのこと

を思い出しておりますけども、関係職員が集ま

っての議論でありました。時計を見ますと11時、

12時になっておったわけでありますけども、ど

うすると、とてもじゃないが、これじゃ大変だ

よなという話の中から、一方的に地方に財政負

担を、財源負担を求めてくるというこのやり方

は、どうしても許せないよなと。だったらば、

この予算は計上しないかという話まで我々は議

論した経緯を１年前思い出しているわけであり

ますけども、今度は子どものための手当という

中で、この税の控除問題も出てきているという

ことなわけであります。 

 これがきちんと理解されていないという部分

で、先ほどの小松議員の戸惑いといったのはそ

こにあるんではないのかな。でもしかし、これ

は国がそうしたから仕方がないんじゃなくて、

我々もそれを受けて、それを着実に実施しなき

ゃならないという一つの立場にもあるわけであ

りますから、やはりそこをきちんと説明をする

ということにつきましては、これからも努力を

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す。 

 この子育て世代の税負担に子ども手当の財源

を求めることは、これは制度設立当初の子ども

たちの育ちを経済的な側面から支援し、生活の

安定と健全な育成を促すという理念から、私は

そういったことから考えますと、かなり大きく

後退してきているんじゃないのかなというよう

に思うわけであります。いうところの財源論な

き税政策論の一つの反省すべき事例の一つでは

ないかというように思っております。 

 ただ、この財源のなき政策論という話の中で、

先ほど野田内閣に対する一つの市長の考えはと

いう中で、私は、例えばこの国難と言われるよ

うなああいう東日本大震災の場合は、財源はま

たさておき、これは国がちゃんと責任を持つん

だという中におきまして、やっぱりどんどん進

めるべきではなかったのかなというように思っ

ているわけであります。 

 こういった、まさに政治というものの中にあ

って、そういったはっきり使い分けをする、メ

リハリをする、メリハリをつける、そして地方

も含め、いろんな国民に対し、きちんとした説

明責任を果たすということが、やはり原則では

ないのかなということも今のこの子ども手当の

問題を考えるいろんな経緯から、そのこともひ

とつそういった反省すべきことがあるんではな

いのかなというように思っております。 

 で、子ども手当は、国の責任で賄うべきだと

いう一つの主張がただいまの小松議員の指摘に

もありました。これは私も、そもそも社会保障

関係や財源措置について、当然のことながら、

きちんとした精査が必要で、そしてその中にお

きまして、国と地方の負担のあり方についても、

いろんな形での冷静な形で検証するということ、

それがやはりこの人口減少社会におけるこの少

子高齢化という流れの中においての社会保障

サービスについても、将来にわたり持続可能な

しっかりした制度とすることが一つの大前提に

はなるんではないのかなと。そういったしっか

りした議論をやっぱり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おりま

す。 

 私自身の、ちょっと先ほど小松議員が個人的

なということでお話がありましたけども、ちょ

うど昭和51年でありました。当時私も県職員で

おったわけでありますけども、当時福祉部とい

う部がありまして、そこに成人福祉課という課

が新たに立ち上がって、その新しくできた成人

福祉課に、そこに配属されたわけであります。

もう40年前になるわけでありますけども、その

ときに議論して、これからの高齢化社会に向け
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てどうするんだという議論を、本当に若かった

わけでありますけれども、初めて立ち上がった

組織だという中でうんと議論したことを。その

40年前の議論と今の議論、40年前に行った議論

も今と同じような形での、それこそ私どもの団

塊の世代が65歳以上になったときの問題で、来

るべき高齢化社会にどうするんだということを

熱っぽく議論したことを思い出しているわけで

ありますけれども、何らその当時と状況が変わ

っていないなと。今までの中におけるいろんな

さまざまな、間違いなく年齢が上がり、少子

化・高齢化ということになるということがもう

30年も40年前から議論されてきとる。しかし、

何らそれに対する具体的な仕組みができていな

いのはどこに原因があるのかなというようなこ

ともちょっと私なりに思い起こすこともあるわ

けであります。 

 そういった中で改正介護保険の問題について

も、さまざまこれも現状踏まえての御質問をい

ただきました。これにつきましては、12月議会

では石橋議員からも、御質問にありましたとお

り、小松議員から９月議会でも御質問をいただ

いてるわけであります。その中におきまして、

いうところの第５期介護保険事業計画の中をど

のように位置づけ、介護保険料の改定にどのよ

うに取り組むかということであったわけであり

ます。これもこの場で９月議会あるいは12月議

会の議論を振りかえるつもりは毛頭ないわけで

ありますけど、御指摘されておったこの中にお

きまして、まず一つは、介護予防日常生活支援

総合事業の実施ということにつきましてお話が

ありました。この事業につきましては、日常生

活のためのサービスを新たに総合的に提供する

という一つの制度として創設されたものである

と。これは御指摘あったとおりであります。そ

して、この事業につきましては、介護予防、生

活支援、権利擁護、社会参加といったようなも

のをまずトータルな形で地域全体で高齢者の生

活を支える総合的なサービスとして位置づけて

いるわけであります。これは介護サービス事業

所のみならず、地域ボランティアや民間のサー

ビス事業所など、文字どおり多様な主体によっ

てサービスを組み合わせることでもってやって

いきましょうという一つの仕組みであります。

そういった中におきまして、非常に何となく言

葉を聞いてますと、それこそすごい仕組みにな

ってるなという感じはいたします。しかし、こ

の介護とか福祉とかというものに伴うものは、

それぞれ基礎自治体によってそれぞれの実情が

違うわけであります。そういった中におきまし

て、当市では以前よりと、これは自負していい

かと思いますけども、高齢者のための生きがい

活動支援通所事業や、あるいは配食サービスや

見守り支援、あるいはこの認知症高齢者の権利

擁護に関する事業といったようなほかに、介護

予防のためのふれあいホームなどを注視しなが

ら、高齢者筋力アップ教室や、ＩＣＴという一

つの情報通信技術を活用しての事業など、高齢

者を分け隔てすることなくサービスを実施して

きたという一つのメニューを持ってるわけであ

ります。これはもちろん市だけではないと。社

会福祉協議会をはじめ、そこを取り巻くいろん

なボランティアの方々もいらっしゃるというこ

との中で、一つ成り立ってきたわけであります。

そして、６カ所には在宅介護支援センターを設

置されて、身近な場所で相談、支援を行うこと

ができる仕組みづくりを進めながら、いうとこ

ろの遠野型在宅ケアシステムとして位置づけな

がら取り組んできたという経緯があります。こ

れは小松議員も十分御理解はされてるかという

ように思ってます。 

 このことと裏返ししますと、先ほど言いまし

たこの総合事業といったものは、もう既に遠野

はその部分においての取り組みを一歩先って言

えばちょっとそこまで行くかどうかであります

けども、一歩先を行くこととして、いろいろ取

り組んできたんではないかということは私は位

置づけられるんじゃないかなというように思っ

ております。したがいまして、５期計画では、

介護予防、日常生活支援事業に取り組む。これ

までも遠野が今まで実施してきたサービスをさ

らにまさに財源をやりくりしながら充実させて
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いくという一つの形をとるべきではないのかな

というように思っております。国の制度ができ

た。だからそれにいわゆるチェンジしながらあ

わせていくんじゃなくて、遠野が今までやって

きたものをさらにそれをまたさらに充実させよ

うと。その中で財源もそれなりのやりくりしよ

うといったところの中で、一つの方向性といっ

たものがそこで見出せるんじゃないのかなとい

うように思ってますので、そのような認識でお

るということでもって答弁とさせていただけれ

ばというように思っております。 

 それから、介護保険料のこの軽減に係る考え

方、繰り返しになりますけども、９月議会では

小松議員から、12月議会では石橋議員から、こ

の問題につきましては御質問をいただいており

ます。ただ、この９月議会、12月議会にあって

は、介護保険制度の改正内容や報酬の改定内容

の詳細がまだ示されておらなかったわけであり

ますから、ごく一般論としてのお答えしかでき

ていなかったということになるわけであります。

この４期計画の中で、期間中に実施した介護保

険施設の整備による介護給付費の増加、これは

具体的には、介護保険施設整備による介護給付

費の増加、みやもり荘が30人入所定員がふえる

わけであります。そういったようなこと。 

 それから、この制度改正により、65歳以上の

方が負担する介護保険料負担割合が増加すると

いったようなことなどを踏まえまして、月額基

準額が4,000円を超えるというような形での改

正内容ということになりました。その旨4,000

円を超えるじゃないかというような前提に立ち

まして、そのような答弁をしてきたわけであり

ます。 

 こうした保険料の上昇による市民の負担を少

しでも緩和するという中におきまして、介護給

付費準備基金及び財政安定化基金の中で、この

１億円の取り崩しを行うという形で計画の見直

しを行ったわけであります。この１億円という

額は、先ほどの質問にありましたとおり、６期

計画のほうにもすぐ移行していかなきゃならな

いわけであります。平成27年から29年までは６

期計画ということになってるわけでありますか

ら、それを見据えた中においての一つのシミュ

レーションのもとに議論しなきゃならないかと

いうことで、１億円といったものを介護保険料

改定時に介護保険料の軽減をするんだ、市民の

皆さんの負担を少しでも少なくするんだという

こととして、一定の財源をやっぱり残していか

なきゃならないという、そういった将来を見据

えた対応をしていかなきゃならない。そこで１

億円という数字が出てきた。この基金の繰り入

れといったものをその中で行いまして、今般の

本議会へ条例改正の提案を行っております月額

基準額4,360円という形で設定をし、それが現

在の介護保険料と比較した場合においては、72

1円の上昇という形になったという形でこの今

般の市議会にその条例改正案を提案を申し上げ

ているところであります。したがいまして、９

月議会、12月議会の中で、一般論と申し上げて、

1,000円ぐらいは一つ考えなきゃならないかと

いうような形での答弁をしておったわけであり

ますけども、この結果といたしまして、721円

でもって4,360円ということになったというこ

とでありますので、これが県内の他市町村の状

況と比較いたしましても、ほとんどが月額基準

額が1,000円程度を上昇する見込みの市町村が

多いという一つの中にあります。これはあくま

でもそれぞれの市町村によっての実情がいろい

ろ違うわけであります。しかし、先ほどもおっ

しゃいましたとおり、在宅支援といったものに

大きくシフトしながら、さまざまな手当なり制

度を行ってきたという一つの中にあって、この

遠野市の介護保険料が比較的、これはあくまで

も比較論であります、比較的低い水準で推移し

てきたというのは、この在宅ケアを中心とした

介護サービスの展開といったものが、この介護

給付費の上昇抑制といったものに一定の役割を

果たしてきたのではないのかなというようにも

とらえてるわけであります。ただ、これはもう

少しきちんと検証もしてみなきゃならないかと

いうように思っておりますので、そのような形

で認識しているということであります。 
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 そしてまた、質問にありましたとおり、介護

保険給付に関する国庫負担割合の増につきまし

ては、これは高齢者の保険料負担の軽減という

視点が一つあります。それから、我々基礎自治

体としての市町村の一つの財政基盤というのも

その中にある。その２つの面の中から、特に市

町村の負担の軽減につきましては、全国市長会

等を通じまして要望活動をいろいろ展開もして

いるところでありまして、こういったことにつ

きましても、これから、この先般の全国市長会

議におきましても、介護保険制度に関する提言

といたしまして、円滑な運営を図るため国はこ

のいうところの介護保険財政の健全な運営のた

め、自治体間個々の実態を考慮しつつ、将来に

わたって財政負担が過重とならないよう、十分

かつ適切な財政措置を講じろと。それから、こ

の介護給付費負担金について、各保険者に対し

給付費、これは現行20％でありますけど、25％

を確実に配分し、現行の調整交付金は別枠にし

ろというような２点に絞って強く要望しておる

という中でありますから、こういったことにつ

きましての形でのやはり国のほうに訴えていく

ということも一つ大事なことではないかなと思

っております。 

 この中で税と社会保障の一体改革と消費税の

増税あるいは社会保障のあり方、こういったも

のがいろいろ検討されております。こうしたこ

の制度改革に対して、文字どおり、人ごとでは

ないという部分の中にあって、我々地方の声を

といったものもどんどん発言していかなきゃな

らないかというように思っておりますけども、

一つのやっぱり組織でありますから、県の市長

会、東北市長会あるいは全国の市長会といった

中において機会をとらえて、一つの市町村とい

う現場の声を強く呼びかけるというか、訴えて

いくっていう行動も起こしていかなきゃならな

いんじゃないかなと思っておりまして、そうい

った一つの地方の声を政治に確実に届くという

部分にあっては、私は一つの認識といたしまし

て、平成の大合併の中におきまして町村の数も

大分減った、市の数が大分ふえてきたという一

つの現実があります。 

 その中で岩手県の場合も33の市町村にもうな

ってるわけでありますから、いろんな復興に向

けてにしても、こういった地域の、地方の課題

にしても、市町村という現場が抱えてる課題に

しても、市長会だ、町村会だじゃなくして、も

う岩手県はオール岩手の中における33の市町村

がそれぞれ手を携えて声を大きくするというこ

とで、市長会という、町村会という枠も取っ払

っていいんじゃないかというような話も提案し

ているわけでありますけども、なかなかそれも

また地域の実情がそれぞれありまして、なかな

かそこまで踏み出せない今状況になっておりま

すけども。やはりそのような力の中で、いうと

ころの地方の課題を訴えていくというような仕

組みづくりも今求められているんじゃないのか

なということも一言つけ加えまして答弁とさせ

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59分 休憩   

────────────────── 

   午前11時08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。 

 東日本大震災からもうすぐ１年、あの日から

の月日は災害被災された方々はもちろん、私た

ちや日本社会にも大きな影響を与えました。今

なお多くの行方不明の方々もおられます。この

震災、津波で亡くなれた方々の御霊の安らかな

ることを、改めて心よりお祈りを申し上げたい

と思います。 

 来月の初め３月、遠野市の伝統芸能でありま

す達曽部の湧水神楽や、細越獅子踊りが鎮魂の

祈りを込め、ヨーロッパやアメリカへ海を渡る

と伺いました。地震や津波の恐ろしさや悲惨さ

を伝えるとともに、人と人とのきずな、異文化
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のきずなを深める世界交流の成功を願っており

ます。 

 被災者は今なお、全国で34万人、うち26万人

余が厳しい寒さの中で暮らしております。被災

地に建てられた仮設住宅の風景を見るたびに、

今さらながら心が痛む思いであります。市民の

中には、被災地支援もいいが、自分たちのこと

もやれと、こういう人もおりますが、私はこの

２つを対峙して、どちらが重要だとか大切だと

かという論じ方はいたしません。次元が全く違

うからであります。私は防災・減災、被災地支

援、後方支援は過去のことではなく、未来のこ

と、これからのことと考えます。 

 現・東北大学医学部で学び、東北を愛した中

国の思想家魯迅は、「東北の寒さは大地を凍ら

し、春は美しい桜を咲かせる」と語りました。

東北三県の「冬は必ず春となる」を確信するも

のであります。 

 さて、これまでも地震・防災対策につきまし

てはいろいろと取り上げてまいりました。遠野

地域防災計画も作成されますが、その前に伺い

たいと思います。遠野市は既に、災害時相互応

援の協定を結んでおりますが、震災後は遠隔自

治体間で災害時相互応援協定を結ぶところがふ

えているようであります。特にも大きな地震が

想定される自治体では積極的になっております。

また、既に締結をしている自治体間では、協定

内容のバージョンアップも図られております。 

 現在、遠野市が交流している自治体との間で、

新たな取り組みは考えておられるのでしょうか。

一例に「災害時ホームページ代理掲載」がござ

います。いざというとき、姉妹交流や協定を結

んでいる自治体間のウェブサイトにお互いに

ホームページを開設することで、いざというと

き情報を途絶えることなく発信するものであり

ます。 

 また、東日本大震災で瓦れきや倒壊物による

道路の遮断、通信手段の断裂状態の際、訪問や

連絡、救援物資の配達で大きな役割を果たした

のが原付バイクでありました。現在、最先端の

設備を擁する総合防災センターが建設中であり

ますが、今後、市内でも大雨や台風などで土砂

崩れや倒木などの災害で直ちに自動車が使えな

い場合など、原付バイクは有効であります。総

合防災センター庁舎に配備や消防団の分団など

に配備されてもよいと考えますが、いかがなも

のでしょうか。 

 そのほかにもいろいろな対策がございます。

市長のところには全国各地の情報が入っている

と思いますが、女性のための防災パンフ、ボラ

ンティアによる災害救助犬の育成・確保、学校

施設のさらなる防災機能の強化、防災教育担当

教員の配置、災害時救援型自販機の導入、かぎ

ボックスの設置などさまざまであります。何か

取り入れるものはないでしょうか。 

 遠野市の公共施設の老朽化と安全性について

伺いたいと思います。 

 最初に、再確認のために伺いますが、市内の

小中学校の教育施設は耐震性、安全性に問題が

ないと受けておりますが、この認識でよいのか

伺います。耐震性が問題ないとするならば、耐

震補強の改修や耐震診断証明書などをもとに、

遠野市独自に耐震性合格マークを作成し、中心

玄関等に掲示し、生徒、子ども、保護者に安心

感を与えるべきとも考えますが、どうでしょう

か。 

 次に、高度成長期に一気に整備された社会資

本の老朽化が深刻な問題として浮上しておりま

す。社会資本の老朽化は、「穏やかに忍び寄る

危機」とも言われております。市民の安全を守

ることは行政の眼目であります。道路、橋梁、

堤防、治山施設など、国の管理、県の管理のも

のでも市民の安全とは切り離せませんが、遠野

市の社会資本と言われるものの状況はどのよう

になっているのでしょうか。社会資本への投資

を無駄と見る風潮もありますが、思い切った維

持・更新のための集中投資が求められます。 

 八幡市営住宅や高室浄水場、水道施設の更新

は示されておりますが、パーフェクトで強靭な

まちづくりを進めなければなりません。施設の

リニューアル、改修なども逐次行われてきてお

りますが、市全体としてどのような計画なのか
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伺います。 

 産業の振興についてお尋ねいたします。 

 ある市民から訴えられました。遠野の収入レ

ベルでは子どもを大学にやれない。奨学金を借

り、借金してやっと卒業させても、遠野に就職

しろとはとても言えない。今では金融機関でも

金は貸してくれないとのことでありました。地

域経済の振興を図り、所得の拡大も求められて

おります。 

 市街地の活性化についてでありますが、新た

に遠野観光交流センター、遠野市まちおこしセ

ンター、そしてとおの昔話村など、新たな施設

と駅前の整備が行われ、すばらしい建物景観が

整いつつあります。これらの施設は中心市街地

の活性化や観光振興を目的に建てられた施設で

ありますが、連携し、にぎわいを実現しなけれ

ばなりません。 

 商店街は雇用を支える重要な存在であります。

遠野市の市街地商店街も例外ではありません。

商店街は単なる商品提供の場にとどまらず、地

域住民にとっても公共的な機能を担うとともに、

地域の暮らしと雇用の中核的存在として役割を

果たさなければなりません。しかし、現状では

市街地の衰退傾向に歯どめがかかっておらない

のが現実であります。その原因につきましても、

何度も分析され尽くしてまいりました。根本的

に市街地の役割や振興戦略を一から練り直さな

ければどうにもならないのではとさえ考えます。 

 全国を眺めますと、さまざまな取り組みが行

われておりますが、Ｂ級やＣ級の御当地グルメ

でまちおこしをするケース、地元食材で観光客

の注目を集め活性化するケース、ファッション

イベントの企画でまちおこし、地域と一体でツ

アーを企画する地旅もブームであります。成功

例の陰には、信念を持った商業者が絶対的にい

なければならないようであります。中心市街地

活性化事業により舞台は整いました。あとはい

かなる劇を現出するかであります。基本的には

商業者自身がみずから立ち上がるべきであり、

それしかないわけでありますが、観光協会さん

や商工会さん、商工観光課、そして商業者の皆

様と役者も勢ぞろいとなりました。 

 市長も施政方針演述で、ワンストップサービ

ス、地域ビジネス支援、コミュニティービジネ

スや新分野企業支援、産学官連携など活性化対

策の一端を示されたところであります。とこと

ん活性化を求めるのも心苦しいのですが、もう

少し具体的な取り組みやどのような支援をされ

るのか、お示しいただければと存じます。 

 若者安定雇用の確保について伺います。 

 遠野市内の高校の卒業者の就職内定率は10

0％に近い率を確保してきたと理解しておりま

すが、大学、短大と進学が伸びる中、大学生の

現役就職率は減少の一途をたどっているようで

あります。リーマンショックに始まり、近年の

円高不景気、就労環境の大幅な変化による就職

環境が厳しさを増しております。人ごとではあ

りません。企業そのものも厳しい状況にありま

す。その影響が遠野市民の中にもあらわれまし

た。これまで緊急雇用対策等の対策やハロー

ワークや県のジョブカフェ等による支援もあり

ました。 

 平成20年のフリーターが170万人、平成22年

には183万人、未就職卒業者も年々増加傾向に

あります。客観的状況、希望する仕事とのミス

マッチや、学生の意識の変化がそうさせている

ようでありますが、本人にとっても親にとって

も楽観はできません。理想を申し上げるならば、

遠野市出身の経済人が一人でも多く誕生するこ

とや、遠野に就労の場を確保することや、新た

な起業者の誕生、企業等の誘致、いわゆる産業

をどう根づかせるかであります。少子高齢社会

の中、働いて家族を養うことができる職場をつ

くる。そうしなければどんどん人が減ってしま

います。遠野市として今後、仕事を求める方や

若年者のための就労支援策があるのかをお尋ね

したいと思います。 

 次に、女性が活躍する農業について再度求め

たいと思います。 

 過日、市政調査会の連合会派の視察に、「か

ででもらって」参加をさせていただきました。

北上市から秋田県横手市に入り、国道７号線の
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道の駅などにある産直を視察し、翌日は岩手県

の被災地現場、洋野町から釜石まで国道45号線

を南下視察するコースでありました。その中で

見た民営産直は営業力を発揮し、外販で売り上

げを伸ばす元町長さんが店長の店もありました。

売り上げ３億1,000万、そのうち加工品が３分

の１の１億というものでありました。農産物の

確かな販売ルートとして成立しております。ま

た、生産、加工、流通販売と女性が中心として

お店を仕切り、高齢の方も組合員として頑張っ

ている産直もありました。 

 遠野市は農業が振興しなければならないと議

会でも市中でも主張されます。女性の活動では、

我が遠野市は既に全国的にも誇る見事な活躍の

実証を示されている女性のグループもあります

が、いよいよこれからのグループもあります。

しかしながら、地域的に偏重しないわけでもあ

りません。遠野市の至るところでさらなる女性

の活躍を期待をいたしているところであります。

女性は、農業や地域の活性化に重要な役割を果

たし、６次産業の担い手としても期待をされて

おります。女性の新たな経営体への参加促進、

第６次産業の挑戦への支援、生産現場の機械へ

の支援、知的財産やブランド化へのバックアッ

プなども必要であります。どう女性農業者の活

動にさらに支援するかお伺いします。 

 次に、教育長に質問いたします。 

 昨年３月定例会で、親の所得の格差によって

学習塾などに通える家庭、通えない家庭で、学

力格差や教育格差が出るのではとのお尋ねをい

たしました。解決策やその認識を伺いました。

しかし、その因果関係ははっきりしないとの答

弁をいただいたと記憶をいたしております。 

 そこででありますが、ある自治体では家庭学

習支援事業として、普及しているケービルテレ

ビで学習番組を制作し、学習意欲や学力を高め

る事業を始めております。家庭でも予習や復習

が可能になれば、学力の向上のためにも大きく

貢献できるものと思われます。 

 その自治体では、４つある中学校に事業の内

容を説明し、校長会、教育委員会と協議し、講

師を務める現役の教諭がテレビ局のスタッフと

ともに番組を制作、編集し、数学、英語、国語

などの中学校で学ぶ基礎的な内容を放送する学

習番組であります。ケーブルテレビ未加入世帯

の生徒のためには、番組終了後ＤＶＤを各中学

校に配布し、貸し出しや学校での視聴もできる

よう工夫がされております。ケービルテレビの

活用・拡大にもつながります。遠野市内の中学

校再編、新体制の中取り入れてもいいと考えま

す。情報化社会、遠野テレビを活用した家庭学

習応援、教育長いかがでしょうか。 

 次に、教員のメンタルヘルス対策について伺

います。 

 近年、うつ病などの精神疾患により病気休職

する教員が全国的には増加の傾向にあると聞き

ます。精神疾患による休職者増加の要因は、学

校での仕事が多忙であるストレス、保護者や地

域との関係性、それから多様化する生徒指導、

それから職場の人間関係などがあると分析され

ております。この問題解決は個人的な努力では

限界があることから、学校管理職と行政の支援

が必要とされております。こうした実態から、

文部科学省は一昨年、学校管理職や教育委員会

に対し、教育は教員と生徒の人格的な触れ合い

を通じて行われるものであるから、教員が心身

ともに健康であること、理想的な職場環境を整

えるよう要請され、１つに適正な校務、２つに

職場環境の改善、３つに、心の不健康状態にあ

る教員の早期発見・早期治療が努力義務として

通知をされていると思います。 

 我が遠野市の教育現場の環境や仕事の量、教

員の健康状態はどのようになってるのか、教員

のメンタルヘルスの問題は教員個人の健康管理

問題にとどまらず、児童生徒の学習や人格形成

に大きな影響を及ぼすとともに、保護者や地域

の学校への信頼も損ないかねません。心配なし

と理解してよろしいか対応を伺います。 

 次に、理想的な教育委員会とは、どのような

ものか、言葉を変えれば改革の必要性について

お聞きいたします。 

 現在、遠野市議会では、住民がみずからの意
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思と責任で地域のことを決定する地域主権に向

け、新しい時代に対応できる議会をつくろうと、

第一歩を踏み出したところであります。二元代

表制にふさわしく、地方議会と首長のチェック

アンドバランスを堅持し、議会が施行機関の監

視機能、政策立案機能等を発揮できることを目

指しております。当議会では、情報の公開、提

供、市民の意見聴取、議会権能強化を三本柱と

決め、話し合い議論を行っている最中でありま

す。 

 その活動の過程で、過日、議会改革について

市民の意見を聴く会を開催した際、市民の意見

の中で学校の情報が地域に届かない、聞いても

わからない、見えないとの御意見も出されまし

た。このことはあくまでも一つの例であります。

教育委員会のあり方につきましても議会改革と

同様、情報の公開、審議過程の開示、いわゆる

「見える化」、「開かれた教育委員会」になっ

ているのか、教育委員会が在学生や保護者とは

別口で直接市民の中に飛び込み、市民の生の声

を汲み上げる機会を定期的に設けるなど──こ

れまで行われた中学再編でとられた手法のよう

なものですが──こうしたことが必要かと考え

ます。みんなで築く遠野教育の現実化こそ大切

に思われます。 

 また、地域主権の流れの中、国や県等の教育

権限の移譲も求められますが、こうしたあり方

を教育長はどう考えるか、教育委員会改革の新

たな取り組みは必要ないかを伺いたいと思いま

す。 

 以上でございます。 

○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）  石橋達八議員の一般質

問にお答えいたします。 

 私のほうに対しましては、地震・防災対策、

公共施設の老朽化と安全性、商業・産業振興と

いうことについての３つの市政課題に対する御

質問でありました。 

 まず、この地震・防災対策についてでありま

す。それぞれこの災害時の応援協定あるいは情

報、さらにはきめ細かいということで、原付バ

イクを中心としてそのようなきめ細かい対策な

ども必要ではないかということでの御質問であ

りましたので、順次お答え申し上げてまいりま

す。 

 まず、第１点目のこの災害時の相互応援協定、

交流都市との協力関係のバージョンアップと、

この点についての御質問がありました。議員各

位にも御案内のとおり、遠野市のこの東日本大

震災における後方支援活動は、全国の友好市町

村を中心とする一つの後方支援があったがゆえ

に対応が可能であったということはもう既にお

わかりなことなわけであります。さまざまな何

らかの形で首長さんが訪れた、あるいは議員さ

んが訪れた、あるいはそれぞれの商工会さんが

訪れたことを考えると、もう100以上の団体で

はないかなというように思っておりますけども、

一応救援物資あるいは職員を送ってくれた、あ

るいは義援金も後方支援しっかりやれという形

で200万、300万というお金を送っていただいた

というようなことでカウントしますと、42の市

町村がそういった形でリストに載っているわけ

であります。そのほかにもう大変な市内外の企

業、個人などから、大変な一つの支援をいただ

いたと。そういったことがあったがゆえに、こ

の被災地のほかに市内の個人住宅に避難してい

る方々、一時はもう200世帯ぐらいになったわ

けでありますけども、そういった方々にも物資

等を配布することができたわけでありますし、

一定の期間でありますけども、稲荷下の屋内運

動場においては、いうところのバイキング方式

という中で、１世帯、例えば20品目であるとか

30品目という中にあって、自分たちが欲しいも

のをその中で手に入れることができたというよ

うな方式が展開できたのも、それがネットワー

クの力であったわけであります。 

 災害協定につきましては、これは一つは33の

市町村で協定を結んでおります大規模災害時に

おける岩手県市町村相互応援による協定があり

ます。県の消防長会が所管しております県内12

消防本部でもってのこの協定として消防相互応
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援協定があります。そのほかに東北電力遠野営

業所、さらには岩手県石油商業協同組合遠野支

部といった民間事業者との締結する応急対策業

務に関する協定も締結しております。また、大

府市をはじめとする友好都市との協定を締結し

ておるという中にございまして、その数がさま

ざまなそれぞれの団体、相手によっていろいろ

あるわけでありますけども、約18になっておる

ということでもあります。現在でも九州熊本か

ら職員を、愛知県大府市からも職員を派遣をい

ただいておるという中における支援活動も行っ

ておる。そういったようなものが今回の後方支

援の中で一定の一つの拠点性を図る中におきま

して、被災地のほうにさまざまな切り口の中か

らの支援活動を展開することにつながったんで

はないかというように思っているわけでありま

して、この協定につきまして、それぞれ検証す

ると。本当にこの協定どおりの中でうまく機能

しただろうかというようなことも検証しなきゃ

なりませんし、果たしていろんな救援物資の部

分にあっても、一つの自治体の中であっては、

これは子ども用の衣類だと、男物だ、女物だと、

あるいは御婦人用だ、これはお年寄り用だと、

そういうような形の段ボール一つ見ただけでも、

きちんとそういった仕分けをしながら送ってく

れた自治体もあるんですね。これなど本当に私

も感激いたしました。 

 それから、また一方においては、そういった

救援物資もさることながら、人じゃないかとい

う中で、１次隊、２次隊、３次隊、４次隊とい

う中で次々と職員を送ってくれた自治体もあっ

たということなわけでありますから、そこをき

ちっと検証しながら、これからのまさにバージ

ョンアップという話ありましたけども、この

バージョンアップに取り組んでいかなきゃなら

ないと。 

 この３月18日でありますけど、３月11日はそ

れぞれの被災地でも犠牲者の皆様への追悼とい

う中におきまして、厳かに追悼の場が設けられ

ますので、それぞれまさに犠牲者の方々のお悔

やみという部分と一日も早く家族のもとに帰れ

るというような中における形での場が設けられ

たわけでありますけども、その３月18日に、た

だ今石橋議員から御指摘のありましたバージョ

ンアップも含め、この地域と地域とのきずな、

人と人とのつながりをより確実なものにしよう

ということで、3.11というものの中に、我々自

治体が何を学び、そしてまたどのようにする、

これを一つの検証しながら、減災あるいは地域

のきずなでもっていこうということで集いを行

うということで準備をいたしております。42の

市町村に御案内を差し上げてるわけであります

けども、三十二、三の市町村の皆様が全国から

駆けつけてきていただけるということになって

おります。 

 もう一方においては、市内各地でも、私ども

は知らないというか、よくきちんと把握してな

い部分で、本当に献身的に取り組んだ市民の皆

様がいらっしゃるんですね。それをきちんと把

握しながら、そういった市民の皆様にも感謝を

し、そしてまたみんなで新しい一つの災害に強

いまちづくりを行おうと。それは遠野市の市内

におけるネットワークだと、全国のネットワー

クだといったようなものを確認する集いとして

位置づけておりまして、東大総長の濱田先生が

基調講演をしていただくということになってお

りますし、既に臨時議会で、予算等も議員各位

から了解いただきまして議決をいただいており

ますけども、一定の予算の中からこういった応

援してくれた全国の自治体、団体、機関等に感

謝の意を示し、これからも一つこのつながりを

大事にしようという、そのような場に持ってい

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、よろしくお願いを申し上げたいと思

っております。 

 それから、災害時のホームページの代理掲載

についてであります。 

 これにつきましては大変重要な、また有効な

情報発信の手段であるということは、この当市

のホームページに、東日本大震災からの６カ月

間は何と月に10万件アクセスがありました。現

在は約月６万件ということになっておりますけ
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ど、大変な数なわけであります。 

 そして、またこの中で議員から御指摘があり

ましたとおり、この庁舎被害を受けた自治体で

ホームページ用サーバが使用不能になったとい

う一つの現実があったわけであります。情報発

信ができなくなった。そこで、ホームページを

他の自治体に掲載してもらう代理掲載の動きが

その当時も出てまいりまして、当市が後方支援

として３月20日から釜石市と大槌町のこの紙情

報を市のホームページに掲載し、提供したとい

うことを行っております。これ余りよく私ども

話しておりませんけども、これはやっぱり素早

い動きの一つではなかったのかなというように

思っております。これもやっぱり職員の中の動

きの中からそうすべきだという動きが出てきて、

私も後でそのことを知ったということになるわ

けでありますけども、そのような素早い動きも

あったという中で、この紙ベースの情報を市の

ホームページにアクセスしたことによって、３

月30日まで、いろんな大槌とか釜石の情報をそ

こで知ることができたということになったわけ

であります。 

 避難所に避難してるという避難所名簿、これ

名簿に載っておれば助かってるということにな

るわけですね。そういったようなものも避難所

名簿をただ紙情報じゃなくして、すぐこっちの

ホームページ上のほうというか、その名簿づく

りも行ったという中における取り組み。したが

って、この情報通信技術をいかにネットワーク

として活用しながらという部分におきましては、

大変重要な指摘だというように思っております

ので、災害時における情報発信のホームページ

は非常に有効だと、手法として。したがって、

この耐震性、耐火性あるいは電源対策がきちん

と確保されております、今建設中の総合防災セ

ンター、消防庁舎が新しくなるわけであります

けども、まさに免震のきちんと対応された庁舎

でありますから、そこに機器類の移設を進め、

災害時における一つの情報通信手段をきちんと

確保しようというような形で今準備を進めてお

ります。 

 それから、このサーバそのものを安全な地域

にきちんと置きながら、設置しながら、自治体

間の連携によるシステムのこの共有するクラウ

ドシステムといったものが、今さまざまな動き

が出てきておりまして、これはやはり大いに議

論する必要がある。今釜石というか、大槌町の

ほうでも自治体クラウドの動きが出てきており

ますけども、そのような中における対応として、

それこそ検証しながらネットワークをつくると

いう部分における自治体クラウドといったもの

についても検討を進めていかなきゃならないか

と思っております。 

 ３つ目の原付バイクといったようなもの、非

常に有効じゃないかということであります。こ

れは今消防本部でバイクを配備しているところ

は、12消防本部のうち２消防本部だというよう

に聞いておりまして、３台が配置してると。遠

野市の消防本部にはまだそれの配置はありませ

ん。でも、御指摘があったとおり、非常に有効

に活用するという一つの手段であろうかと思っ

ておりますし、市長と語ろう会のときも、リヤ

カーを置けとか、あるいは自転車をと。このリ

ヤカーというのも非常に大切な運搬手段、運搬

というか、運搬といえばちょっと言葉悪いんで

すけども、特にお年寄りの方々を搬送するにお

いては有効な。おぶるとなると１人しかおぶれ

ないわけですね。リヤカーですと３人、４人と

いう形が乗れますから、このリヤカーといった

ようなものも。17年前の阪神淡路大震災のとき

は、実は神戸ではバイクが非常に有効に活用し

たということがあるわけでありますので、そう

いったようなことも考えながら、いろいろ情報

収集、連絡手段の対応につきまして、またさら

にはこの救助犬、あるいは自動販売機等の設置、

防災機能強化、そういったいろんな提案があり

ました。これにつきましては今見直しを進めて

おります地域防災計画の中におきまして、御提

案のあった趣旨を踏まえながら、きちんと計画

に位置づけ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つ目の公共施設の老朽化と安全
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性についてということで、学校施設、耐震性合

格マーク、市内の公共施設の老朽化ということ

でありました。質問の中に、穏やかに忍び寄る

危機だという話がありました。これはやはり常

に緊張感を持って、こういった公共施設といっ

たものに対する日ごろの点検業務といったもの

は行っていかなきゃならないということを、御

質問を聞きながら改めて私もその重要性を認識

しているところでも、再確認しているところで

もあります。 

 その中にございまして、教育施設そのものに

つきましては、56年５月以前に建設された学校

を対象に、18年度に対象校すべて、耐震診断ま

たは体力度調査を実施していまして、その結果

を受け、耐震改修工事または改築工事を行って

おります。遠野中学校あるいは遠野小学校屋内

体育館につきましては、24年度末には改築工事

を完成させることになりますから、それが終わ

りますと市内の小中学校全体、全校の耐震性が

確保される。保育所につきましても、計画に基

づき、古い施設から計画的に改築整備を行いな

がら安全を確保するというような形での準備を、

準備というか対応しております。 

 それから、合格マークの基準につきましても、

これはそれぞれ耐震診断結果と耐震改修状況に

つきましては公表しておりますけども、市内の

小中学校全校の耐震性が確保される予定であり

ますので、24年度末までにはそれぞれ表示をす

るというような対応もしなければならないかと

いうように思っておりますので、よろしくお願

い申し上げたいと思っております。 

 それから、公共施設の老朽化への取り組みと

いうことで、まず一つは公共土木施設につきま

しては、橋梁につきましては15メートル以上で

主要な194の橋を点検業務を行っております。

それを踏まえながら、24年度長寿命化といいま

すか、長寿命化というものに係る計画を24年度

に策定するという予定で進めております。 

 また、道路につきましも順次パトロールをし

ながら、また老朽化が著しい道路につきまして

は、適時適切に改修工事を行う。１級河川、国

の国県道路につきましては、土木センターと連

携をとりながらということになります。 

 実は上水道、これにつきましても非常に老朽

化が進んでおるということで、ただ、これ一気

にできませんので、きちんとしたビジョンを持

ちながら計画的に対応していきたいと思ってま

す。 

 下水道もそのとおりであります。この耐用年

数を過ぎて改築した場合に今度は多額な費用を

要しますので、適切な維持補修と修繕計画をや

っていかなきゃならないかというようにも思っ

ております。 

 学校の建物以外につきましては、宮守体育館

あるいは遠野市民センター、上郷センター体育

館、これを平成22年度に耐震診断を行っており

まして、その結果といたしまして、遠野市民セ

ンターとそれから上郷地区センター体育館が補

強が必要であるというような診断をされており

ますので、24年度からこの補強工事を実施設計

に取り組んでまいります。 

 それから、遠野市民センターあるいは地区セ

ンター等につきましても、総合計画にのせてお

りますので、計画的にこれにつきましても改修

工事に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、この御質問にはちょっとあれだったん

ですけども、実は砂防ダム。砂防ダムもこれは

県の管理になるわけでありますけども、市内に

調べさせましたら236基あります。この中には

もう昭和の初めころにつくられたダムもあると

いうことで、地震でもって砂防ダムが決壊した

場合においては、下流域が大変な被害、被災を

受けるということもありますので、遠野土木セ

ンターと農林振興センターによりまして、目視

による点検を行っており、現時点では異常が認

められてないということになってはおりますけ

ども、私自身はこれは非常に心配しております。

どんどん老朽が、何年前でしたか、２年前であ

りましたか、猿ヶ石川の上流域でもって砂防ダ

ムの下のあそこの水門が壊れまして、大変な土

量が下流域に流れたという形で被害を受けた経
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緯もありますので、非常に雨の降り方も変わっ

てきておりますから、この辺につきましてもか

なりの緊張感を持った形での日ごろの点検業務

も行わなきゃならないかというように思ってお

りますので、県のほうとの連携を深めながら、

この砂防のほうにつきましてもきちんと対応し

ていきたいなと。昭和７年の建設のものも１つ

あります。昭和16年のものもあるというような

ことでありますから、やはり大変な時間的な経

過もたってるところです。 

 続きまして３つ目であります。産業振興につ

きまして、いろいろ御提案をいただきました。

その中でこの中心市街地の活性化という部分に

つきましては、おかげさまで議員各位の御理解

をいただきまして、この中心市街地の再開発と

いったものにつきましては、駅前再開発におき

まして一定のめどが立ちました。平成17年度か

らの検討を始め、18年度はプロジェクトを立ち

上げ、そしてこの「町家の心が息づく語らいの

街」をキャッチフレーズに行って、計画開始か

ら４年目でありますけども、いよいよ形が整っ

たわけであります。平成17年度からこのプロジ

ェクトには７年の歳月をかけてきたと。国交省

を中心といたしまして、大変な交付金といった

配慮もいただきながらというような形で舞台を

整えることができたということは全くそのとお

りであります。いよいよこの舞台にどのような

魂を入れ、それぞれのマンパワーがどう活躍し、

そこからどのような情報を発信しながら、にぎ

わいを取り戻していくかということの文字どお

り正念場がこの４月から始まるわけであります

ので、より一層の緊張感の中から関係各位と文

字どおり連携を密にしながら、対応してまいり

たいと思っております。 

 産業振興の中の２つ目として、若者雇用、特

にも大学卒業者の未就職者など、若者に関する

支援策ということでの御質問ありました。これ

も一つの大きな課題であります。さまざまな対

応は行ってるわけでありますけども、この大学

卒業者の就職希望と採用する企業とのミスマッ

チもその中にはあるということであります。遠

野を離れた学生が地元に戻ってきたい、この

ニーズはかなり高まってきております。したが

いまして、この部分におきましては、これから

の企業誘致、雇用対策といったものを当然のこ

とながらやる一方において、住宅や子育ての環

境づくりといった面においての支援策もさまざ

ま考えながら、遠野という一つの枠の中でじゃ

なくして、私も日ごろから言ってるんですけど

も、遠野であれば、花巻、北上も通勤範囲内に

入るということも視野に入れながら、遠野に住

んで、遠野で家族を持って、そして自分が希望

する企業が北上にあるんであれば北上に就職し

てもらってもいいと。だけども、遠野にはこう

った子育て環境なり、住宅環境は整えてますよ

というようなアプローチの中で、そういった大

学卒業者のミスマッチを少しでもそこで環境を

確保するんだというような施策も、施策という

か、そういう事業もあってもいいのかなという

ように思っております。 

 もちろん企業誘致も進めるわけでありますけ

ども、今回決まりました22年ぶりで宮守町に決

まりましたムサシ電子さん、50人規模に持って

いくということになってますけども、大卒はい

わゆる求人というか、その中には入ってないわ

けであります。あるいはＳＭＣさんもかなりの

数で雇用するが、大卒の幹部職員はその中に入

っていない。これはやっぱりどうしても一つの

現実でもあるわけでありますから。したがって、

大卒のといえば情報関係であるとか、あるいは

遠野であればこの一つの遠野の歴史といったも

の、民俗学といったものを一つの皮切りとなれ

ば、そういう形での対応も可能ではないかなと

いうように思っておりますから、これはあらゆ

る一つの見方を変え、発想を変え、こういった

大学卒業者の受け入れ先の環境整備といったも

のについてもこれからも取り組んでまいりたい

と思っておりますので、そのことを申し上げま

して答弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  本田市長、(3)のとこ

ろがちょっと抜けてますけど、答弁漏れ。 

○市長（本田敏秋君）  大変失礼しました。女
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性軽視ではありませんので勘弁していただきた

いと思います。石橋議員がうなずいて聞いてお

ったんで、もうこれでいいのかなと思ってあれ

してしまいましたので、女性のあれでございま

すね。これは、大変なこれも大きな課題である

わけであります。女性が活躍する農業を実現す

るために、どのような支援を行うのかというこ

とでの質問でありました。この中では女性の活

躍が非常に大切だと。それから、大変な６次産

業担い手として期待されてるんじゃないかと。

女性農業者に対しての遠野市の支援策というこ

とであります。 

 冒頭に今般のこの農業委員の改正に当たりま

して、市議会の推薦枠の中で農業委員４名のう

ち３名を女性を選出したということを報告いた

だきました。これはもうこのことをもって遠野

市は女性をきちんと重要視しているという一つ

のあらわれじゃないかと思っておりまして、こ

れで答弁がよしとするなれば、議会のほうにす

べてを求めたということになるわけであります

から、我々当局といたしましても、この女性の

皆さんのさまざまな活動に全面的にバックアッ

プをしてまいらなきゃならないかと思っており

ます。 

 実はかみごう産直、これも女性パワーなわけ

です。産直ともちゃん、これも女性パワー、あ

やおり夢を咲かせる女性の会、これも女性パ

ワーなわけであります。そういったＹ・Ｙ・Ｙ

推進女性の会、それから遠野生活研究グループ

連絡協議会、よつばじゅうねの会とか、あくて

ぃぶまみーであるとか、本当にそのような方々

も活動されておりまして、新たなこのＪＡ女性

部、それから、なんか最近ではこの落花生の生

産活動でメンバー７人のうち６人が女性だとい

うことも聞いておりますし、クレソンの栽培取

り組みも始めた女性グループもいるということ

も聞いております。やる気という部分におきま

しては、大変なパワーがあるわけでありますか

ら、この女性の、協議会のほうで、遠野市農林

水産振興協議会から農村女性実践活動として補

助も行っておりまして、補助額にいたしますと、

５万円であるとか、あるいは８万円であるとか

っていうようなお金でありますけども、これを

もってまさに女性ならではのやりくりをしなが

ら、この５万円とか８万円をうまく生かしなが

ら活動を行っておるという部門の中に、私自身

はこれからの遠野の農業を支える、あるいは明

るい展望を見出すような一つの力がこの中に見

出すことができるんじゃないかなと思っており

ますので、引き続きアストを中心に、このよう

な女性グループの方々を積極的に支援してまい

りたいというように思っておりますので、御了

承いただきたいと思っております。 

○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）  石橋達八議員の一般

質問にお答えをいたします。 

 まず、ケーブルテレビを活用した家庭学習支

援事業についてにお答えいたします。 

 実はこの提案については、過日の市長と語ろ

う会の席上でも同じような提案をいただいてお

ります。家庭学習の目指すものには大きく２つ

あると思います。一つは学習内容の定着であり、

もう一つは学習習慣の育成であります。前者の

学習内容の定着につきましては、児童生徒一人

ひとりの理解の程度に応じて指導の充実が求め

られることから、現在各学校では個々の理解度

や到達度に応じた家庭学習の進め方について取

り組みを行っているところでございます。 

 議員から御質問のありましたケーブルテレビ

を活用しての家庭学習支援は、後者の学習習慣

の育成にかかわる方策の一つと考えられますの

で、まずは各学校から議員の御提案のあった内

容について意見を聞くということから始めたい

と考えております。 

 なお、御案内のとおり、全小学校で児童館、

学校地区センターを会場に、放課後学習支援活

動をここ数年行っておりますし、ことしももち

ろん継続しております。 

 次に、教員のメンタルヘルス対策についてお

答えをいたします。 

 議員のおっしゃるとおり、教育は教員と生徒
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の人格的な触れ合いを通じて行われるものでご

ざいます。したがって、教員が心身ともに健康

であることは極めて重要であります。校長は、

教育の直接の担い手である教員の不安や悩みを

受けとめるとともに、教員が互いに支え合うこ

とのできる活気ある職場環境を整える必要があ

ります。 

 市教育委員会では、県教育委員会や関係機関

と連携し、メンタルヘルス予防のキーパーソン

である管理職を対象にしたメンタルヘルス講習

会を毎年管理職を対象に行っており、当委員会

の中からも参加をしております。 

 参加をした管理職は、それぞれの職場で講習

会の内容を職員に説明するとともに、メンタル

ヘルスの予防に努めております。メンタルヘル

スを個人の問題としてとらえるのではなく職場

の問題としてとらえ、ストレスの原因を取り除

き、明るい職場につくることが大切であります。

その第一歩はコミュニケーションであります。

困ったときは困ったと言える職場、ともに支え

合う職場の雰囲気づくりが大切だと考えており

ます。そのため管理職は日常的なあいさつや声

掛けにより、所属職員の状況を把握し、必要な

支援をする必要があります。教育委員会では、

定期的な校長会議や校長会との懇話会などを通

じて、メンタルヘルスの予防について継続的に

指導を行っているところでございます。 

 最後の御質問の理想的な教育委員会とは、教

育基本法の趣旨にのっとり、次代を担う子ども

たちの人格形成を担い、地域における教育行政

を着実に推進することのできる組織であると考

えております。この教育の目的を達成するため

の委員会の活動の中で最も重要なものは、学校

教育の充実であり、そのためには小中学校の実

態を把握し、的確な指導、支援を行っていくこ

とが重要ととらえ、学校現場の生きた意見を聞

くことを重視しております。 

 主な活動として、教育委員会委員等が学校を

訪問し、授業参観や教職員との意見交換を行う

とともに、学校での教育内容や学校施設の実態

の確認を行う学校懇談会を年４回開催しており

ます。また、先に述べた市内校長会議や校長会

との懇話会を年間６回定期的に開催し、情報共

有と意見交換を行っております。 

 また、議員がおっしゃるとおり、各地域の中

で市民の皆様の生の声を実際に聞くことが重要

であると考えており、中学校再編成計画の策定

に当たりましても、教育委員会委員も出席し、

百数十回に及ぶ説明会や懇談会を開催してきた

ところでございます。 

 毎月定例に開催している教育委員会会議も、

人事案件を除き公開としており、随時ホーム

ページも更新しながら情報の提供に努めている

ところではございますけども、議員のおっしゃ

るように市民の皆様に見える形になっていない

ところがあるのかもしれません。このことから

議員のおっしゃるとおり、さらに見える形での

教育行政に関する情報の提供に努めてまいりま

すとともに、市民の皆様の教育に対する御意見、

御提言を伺うための懇談会を開催するなど、直

接市民の皆様の中に入っていく機会を設けてい

くことが肝要であると考えております。 

 各学校においても、保護者や地域の皆様に、

より積極的に情報を公開し、学校運営の透明性

を確保し、市民の皆様の声に耳を傾け、学校、

保護者、地域、行政の連携により、遠野の教育

の推進に当たってまいりたいと考えております。 

 また、国、県等の有する教育権限の市への移

譲については、学校の実情や市民の身近な基礎

団体として望ましいことであると考えますが、

現在における市町村の事務体制を処理すること

が可能なものであるか、十分な財源を確保する

ことができるかどうかなどの問題もあると感じ

ております。 

 遠野市教育委員会としまして、より理想的な

教育委員会を目指し、先日の本会議において、

委員長が平成24年度の教育行政推進の基本方針

において述べたとおり、市長部局との相互補完

の関係をさらに深め、学校現場や地域とより密

着した活動する教育委員会として、遠野の未来

を担う人づくりに邁進してまいる所存でござい

ますので、今後とも御支援、御協力をいただき
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ますようお願い申し上げ、石橋議員の一般質問

の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。 

   午後０時06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。 

 引き続き一般質問を行います。 

 ９番菊池充君。 

   〔９番菊池充君登壇〕 

○９番（菊池充君）  初めに、同僚議員と重複

する内容がございますけれども、お許しをいた

だき、通告に従いまして一般質問を行います。 

 私は、農業振興対策について、４項目にわた

って伺いいたします。 

 市長は多様な地域資源と恵まれた自然環境を

生かし、農業振興に取り組まれておりますが、

山積する課題も多く、期待した成果には届いて

いないのが現状ではないかと思われます。そこ

で、今後の振興上重要と思われます次の事項に

ついての振興策について伺いいたします。 

 最初に、集落営農と担い手の育成振興策につ

いてであります。 

 当市には一集落一農場の理念のもと、長年に

わたり集落営農とむらづくり、さらには６次産

業化に取り組んできたことが高く評価され、天

皇杯を授与されたすばらしいモデル集落があり

ます。改めて受賞に対し敬意を表しますととも

に心からお祝いを申し上げます。 

 さて、市内には現在21の営農集落が組織化さ

れております。農業機械の共同化や作業の受託、

転作作物の団地化、経理の一元化等に取り組ん

でおられますが、しかし、それは一部の組織を

除き、集落全体をカバーするに至っておりませ

ん。市内全集落の割合からしてその管理面積は

３割程度にしかなっておらないのが現実でござ

います。 

 また、中山間地域等直接支払い制度で、市内

には58集落・団体が775ヘクタールほどの農地

管理や農業生産に取り組んでおりますが、その

うち半数以上の31集落がそれぞれ管理する農地

面積は10ヘクタール未満であり、集落営農の組

織化が進まず、転作作物の団地化はハードルが

高く、生産条件も厳しいなど、新たな品目への

取り組みなどの制度活用も十分に生かされてな

いのが現状でございます。さらには構成員の高

齢化による対象農地の維持管理も厳しくなって

きているのが実態であります。また、平場地域

においても個人での営農には農産物価格の低迷

や個人経営のための制度の活用は限定されてお

りますし、また農地管理をお願いしたくても条

件が悪い、作物が限定される、コストが高くな

るなどの理由から、受け手が少なく、高齢化で

先も見通せないなどから、耕作放棄地につなが

る実態が年々多くなってきております。 

 このような状況の中、国では2012年度から全

国の集落の担い手を定める人・農地プランの策

定を始めると報道されております。経営体の規

模拡大など農業改革の一環で地域の集団や担い

手に農地を提供する人を明確化するのがねらい

でありますが、国が進める制度とともに、担い

手や新規就農者が一定期間安心して就農し生活

ができる支援体制や地域の実態に即した制度が

必要と思われますが、市として現状の状況をど

のように把握され、これからの新たな集落営農

や担い手の育成に対してどのように取り組もう

としているか、その振興策について伺いいたし

ます。 

 次に、農産物の主産地化の振興についてであ

ります。 

 100億円達成が遠のいていくのではと感じて

おります。それは昨年10月のたばこ税増税など

から、国内のたばこ市場の縮小を余儀なくされ

た日本たばこ産業が廃作を募ったところ、市内

の生産者170人中71名が応じているとのことで

あり、その面積は17ヘクタールほどの廃作が予

想されるとのことであります。平成２年のデー

タとしてあります平成２年の278ヘクタールか

ら、平成24年には46ヘクタールまで激減し、作

物転換も生産者の高齢化やたばこほどの収益の
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安定した作物が他にない等のことから、跡地対

策も進まないのではと懸念されます。 

 たばこ栽培に限らず市の基幹作物であったホ

ップについても101ヘクタールから73ヘクター

ルに、ホウレンソウは144ヘクタールから81ヘ

クタールに、レタスは83ヘクタールから40ヘク

タールに激減してございますし、干しシイタケ

は47トンから９トンにこれも大きな激減をして

おります。減作した農地とはいいますと、これ

は草地や飼料畑になり、結果として北上山系で

開発された牧場が荒廃になったという実態にな

っております。 

 一方、拡大しているのは、圃場整備による団

地化誘導作物であります大豆が100ヘクタール

から230ヘクタールにふえてございますし、生

シイタケも数量は把握できませんが、施設整備

が進み大幅に伸びていると思われますが、ほか

のほとんどの作物は横ばい状態で推移し、農業

生産額は減少の一途をたどっております。 

 さまざまな要因は考えられますが、まずは中

長期的に続いております価格の低迷により、安

定した経営の維持ができない状況の中で、後継

者の他産業への移行による農業就業人口の減少、

経営継続者の高齢化による生産意欲の後退、耕

作放棄地の増加に伴う生産基盤の減少等、課題

を上げれば切りがありませんが、このような状

況の進行にストップをかけなければ、本市が掲

げる永遠の日本のふるさと遠野の原風景が消え

てしまうことが危惧されます。さまざまな振興

策を考えておりますが、起爆剤にもなっておら

ない状況であります。 

 県内産地にはそれぞれ顔を持った品目がござ

います。それを柱として市町村、ＪＡ、生産者

が一体となり取り組んでおります。 

 当市においても以前にはホウレンソウやレタ

スの産地化を進め、有利販売してきた歴史があ

ります。農家が安心して栽培に取り組めるため

の条件整備には品目の産地化が重要であると思

われます。さらに、市場や産直施設、学校給食

に提供している農産物の放射能不安を払拭する

安全安心のための検査体制の整備が今求められ

ております。十分な支援策が必要と考えますし、

100億円を目指すには予算も十分とは言いがた

いと思っておりますが、これらの課題解決のた

めの振興策について伺いいたします。 

 次に、６次産業の振興策についてであります。 

 平成22年３月に策定されました遠野市農林水

産振興ビジョン、略称タフ・ビジョンで本市の

農林水産業の目すべき姿と実現のためのビジョ

ン７項目の一つに、６次産業化に積極的に取り

組むまちを掲げております。その推進について

は、生産された農産物の付加価値向上による所

得の確保、多様な労働力の発揮のための農産加

工施設の整備、集落営農や農産物直売組織、各

種グループによる農産物加工開発の取り組みと

販売促進に対する支援を強化することを示して

おります。 

 また、政府も６次産業化を国内農業などの強

化に向けた重要施策と位置づけ、そのため、６

次産業の市場規模を2011年度の１兆円から10年

後の2020年度には10兆円に拡大するため、官民

ファンドを設立し支援をしていくことが閣議決

定されてございます。永遠の日本のふるさと遠

野がつくり出す安全安心の加工品への取り組み

拡大の絶好な機会と思いますが、宮守町に整備

された加工施設、上郷町に整備中の加工品を含

めた産直施設に続く個人、グループ、団体等に

対する６次産業の支援策について伺いいたしま

す。 

 次に、野生鳥獣被害の対策についてでありま

す。 

 本市において野生鳥獣害動物は、カラス、タ

ヌキ、カモシカ、クマが中心でありましたが、

ここ10年前ほどから、ニホンシカの被害が年々

拡大し、一昨年の被害額が推定で１億円ほどと

聞いております。 

 市では、被害対策として、電牧等の資材購入

補助の拡大、わな及び猟銃免許取得更新時の経

費助成、わな管理や捕獲への補助などに対して

拡大してきていることには評価をするところで

ありますが、狩猟者は年々高齢化が進み、さら

に経費負担の増加等で減少の一途をたどってお
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り、個体数調整や被害防止の抜本的解決につな

がっておらない現状にあります。このことはシ

カ被害を受けている全国のほとんどの市町村が

抱えている悩みでもあると思われます。 

 そこで、先月、会派研修に参加させていただ

き研修してまいりました。一つの先進事例を参

考にしてその対策について伺いいたします。 

 被害額が多いと言われております静岡県では、

管理捕獲、いわゆる個体数調整のために県の猟

友会に委託して、捕獲１頭に対し１万円の補助

をしております。 

 さらに被害が拡大しております伊豆市では、

被害防止対策等に対する補助のほかに、鳥獣害

駆除の権限を県から移譲を受け、管理捕獲期間

と有害駆除捕獲期間を新たに設定し、通常の捕

獲期間を加え、１年365日捕獲できる体制を整

えております。 

 年中捕獲されるシカの活用策として、直営の

シカの食肉加工施設を国や県の補助を受け、昨

年４月に整備し、施設に搬入されるシカ１頭に

対し、さらに１万円、国・県に対しプラス１万

円を上限に補助し、適正個体頭数対策や被害の

抑制に取り組むとともに、加工肉については市

内の精肉店５カ所で販売、今年３月からは伊豆

シカどんぶりとして市内20店舗で売り出すとい

うことになってございます。特産品として厄介

物であるシカを地域振興の柱として取り組んで

きております。 

 そこで、遠野市として、頭数の拡大防止、被

害額の拡大防止と新たな特産品の振興の視点か

ら、猟期の拡大、猟区の見直し拡大、県費補助

の拡大等について、県に対して強力に行動を起

こす必要があると思われますし、市として加工

施設の整備について検討の余地がないのか、２

点について伺いいたします。 

 終わりに、３月11日が参りますと１年となり

ます。東日本大震災、今年は国、県、被害市町

村が復興元年と位置づけ、大型予算を編成し、

新たなまちづくりに取り組もうとしております

が、瓦れきの撤去処理をはじめ多くの課題を抱

えておられますが、一日でも早い新しいまちづ

くりが達成されるよう願うものであります。 

 一方、遺族となられた方々の心の復興には、

長い歳月が必要であろうと思われます。どうか

日々の暮らしを失った家族の分を含め、元気に

頑張っていただくことを念じ、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）  菊池充議員の一般質問

にお答えいたします。 

 それぞれ農業振興策あるいはこの有害鳥獣の

この対策等につきましての御質問として２つほ

ど、農業振興対策等でそれぞれ４つほど承った

ところであります。 

 集落営農と担い手、あるいはこの６次産業の

振興策、野生鳥獣被害の対策と、いずれも昨日

の本会議の場におきまして、菊池民彌議員ある

いは瀧澤征幸議員あるいは荒川栄悦議員から承

った質問と内容的に大分重複するように受けと

めたところでありますので、とは言いながら質

問を受けてるわけでありますから、お答えとし

て、あるいはきのうと同じような答弁になろう

かというように思っておりますけども、一つ御

勘弁をお願いを申し上げたいというように思っ

ております。 

 まず、この農業振興策、集落営農と担い手育

成、主産地化、６次産業、野生鳥獣被害という

ことで順次お答えしてまいります。 

 これにつきましては、集落営農と担い手育成

の振興策ということでお話ありましたとおり、

いろんな課題を抱えている中にございまして、

この問題解決策の一つといたしまして、担い手

経営体の育成強化が必要と考えながら、アドバ

イザーなど活用しながら、ＪＡと連携しながら

集落営農組織の組織化や認定農業者を中心とし

ての担い手の農家支援を行ってきておるわけで

あります。 

 この集落営農組織の一番の課題は、菊池民彌

議員の一般質問にありましたとおり、組織の経

理の一元化に伴う経理事務のこういったものを

きちんと統一化すると申しますか、この煩雑さ
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が非常にあると。その中でアドバイザーの配置

をお願いしているところでありまして、それぞ

れＪＡあるいは県、あるいは市という立場の中

から、この集落営農組織のさらなる組織化に向

けて、法人化に向けて、あるいはその事業の展

開に向けてのさまざまな形での対策をというか

支援を引き続き続けてまいりたいというように

思っております。 

 経理事務の非常に複雑さということが障害に

なっていることもよく聞きます。これがこうい

った形でのきのうお答えしたとおりの中で、そ

ういった一つの組織というか支援体制ができれ

ば、組織化といったものを進めることができる

んじゃないかなと、少しでも前に進むんじゃな

いかなと期待もしております。 

 人・農地プラン、いうところの地域農業マス

タープラン、これもいわば人と農地の問題を解

決するための未来の設計図であるというような

位置づけもあるわけでありまして、この遠野市

農業再生協議会をはじめ、関係機関、団体等の

意見を聞きながら、市が策定することになろう

かというように思っております。そのためには

それぞれ意向を確認する必要もありますので、

アンケート調査なども行いながら進めたいとい

うように思っておりますし、この意見を聞く中

から、それぞれの経営体や地域の課題等浮き彫

りにしながら、問題解決に向けたプランの策定

をしたいというように考えているところであり

ます。このプランの策定の過程で、いろんな細

かな分析や課題解決に向けてのプランといった

ものが出てくるわけでありますから、この部分

が計画が実践につながるというような中におけ

るものとして、このアドバイザーなどを活用し

ながらという部分がその中で生きてくるんでは

ないのかなというように考えているところでも

あります。 

 それから、この主産地化の振興策、御質問の

中には、100億円が遠のくという話も。この100

億円達成アクションプランにつきましては、も

う何度となくこの議会で質問を交わされており

ます。私もこの100億円達成アクションプラン

というもの、もちろん100億円という数字は一

つきちんとこれも掲げた以上、非常に大事な目

標プランであります。しかし、その中において

の目標としての数値として、100億円に少しで

も近づくんだという部分の中で愚直に繰り返し

ながらこの問題には取り組んでいかなきゃなら

ないという一つの、何ていいますか、目標とい

うよりも目指すキャッチフレーズ的な一つの位

置づけもあったという中で、この議会の中でも

何度も交わしてきてるわけでありますけども。

いつも御指摘されるのは、100億円をどうする

んだ、達成できないんじゃないかというような

話の議論になるわけであります。しかし、今の

この状況の中で100億円というものの達成、少

しでもそれに近づくんだという、もういろんな

意味で菊池充議員からも御指摘ありましたとお

り、農業問題そのものがまさに迷走しておるよ

うな状況なわけでありまして、いろんな今回も

放射能の問題も出てきている。常にその時々の

政策により、あるいはいろんな形での社会経済

情勢の中に振り回されているのが今の農業の現

場ではないのかな。そこにはＴＰＰ問題なども

出てきてるというような中にあるわけでありま

すから、100億円というものを達成しながら、

みんなで頑張ろうと、達成しなくてもその数字

に向かってみんなで頑張ろうというところに10

0億円の達成といったものは位置づけられてお

ると。これはなぜか。平成２年、３年のころの

遠野の米価が２万円当時の部分としては100億

円というものは一つの遠野としてはそういう土

壌もあったんだ、そういう底力もあったんだ、

そういう一つの農業の過去にそういう実績も持

ったんじゃないかと。であればそういったもの

の中の底力を少しでも発揮できるような環境づ

くりをしようじゃないかという一つの数値目標

でもあったということを、また大変恐縮でござ

いますけども御理解をいただければというよう

に思っております。100億円を達成した、達成

しないという部分の中における議論ももちろん

否定はしません。しかし一方においては、繰り

返しになりますけど、それに近づくためにこの
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遠野の持っているこの地域特性、あるいはさま

ざまな農業が持つ底力といったものをみんなの

力で発揮していきたいものだなというようにな

ってるわけです。そのためにはどんどん減って

いく、どんどん減っていくという中で、ただ今

質問の中においてもすべてがだめだめというよ

うな話の中のお話がありました。たばこに限ら

ずホップもだめじゃないか、ホウレンソウもだ

めじゃないか、レタスもこうだというようなこ

とが言われたわけであります。この数字を見て

どんどん減ってくと、作物転換も高齢化やたば

こといったようなものも含めながら、跡地対策

も進まない。たばこ栽培に限らず市の基幹作物

も全部だめだという中に、御質問の中にあった

わけであります。しかし、それを指摘しておっ

てても果たしてこの農業が元気になるかという

ようなことは、やっぱり逆の発想の中から、遠

野市の底力というのはそこにあるんだと、それ

をみんなで信じ合いながら、みんなでそのもの

をどうクリアしていくかということを頑張ろう

じゃないかという部分が、私はそれこそ必要な

議論ではないのかなというように思うわけであ

ります。 

 その中におきましては、主産地化の振興策と

いうことについても話がありました。これもい

ろいろな部分でさまざまな工夫をやっているわ

けであります。そして、この生産振興と主産地

化という中におきまして、タフ・ビジョンでも

重要な一つの項目として位置づけてるわけであ

ります。ホウレンソウ、レタス、ピーマン、ニ

ラ、契約野菜など、あるいは花卉、花ですね、

特産品としてのタラ、ブルーベリー、菌床シイ

タケ、ワサビといったようなものの中で遠野の

特徴を生かしながら頑張ろうじゃないかと。確

かにそれこそ葉物は価格低迷などで伸び悩んで

いる状況にもあるかもしれません。たばこの廃

作も大きな一つの施策、時代の流れの中で廃作

といったことで減らさざるを得ない。しかし、

その中においてこのピーマンだとかニラだとか

あるいはアスパラガスだとかっていうようなも

のを、さまざまな持っている資材あるいは資源

というものを生かしながら、そこで一つの取り

組もうじゃないかというような形での取り組み

も着実に展開もされているという一つの現状も

あるわけでありますから、ここをそれぞれの関

係者が一緒になりながら、そしてその中でいろ

んなめり張りをつけながら、主産地化とブラン

ド化といったものを図っていくということを愚

直に取り組む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。農業活性化ア

ドバイザーによる新品目や販路の拡大、開拓、

そして新たな可能性というのもその中に見出す

ことができるんじゃないかなというように思っ

ておりますので、大変な状況の中で意気込みだ

け語ってもそれが空回りするってこともあるか

もしれません。私自身もそういった意味におい

ては意気込みだけ語り、なかなか現場とうまく

密着できないような形での施策が一つはないだ

ろうかというようなこともある意味においては

きちっと検証しながら、少しでもかみ合うよう

な中におけるパワーとして、石橋議員から言わ

れましたけども、女性パワーをうまく活用して

の６次産業化といったようなものもその中に見

出すことができるわけでありますから、そうい

ったような形での取り組んでまいって、70億が

72億に、72億が75億に、頑張って気がついてみ

たら75億、80億になっておったと。今のこの中

において一つの生産額を維持するということも

大変な努力なわけでありますから、そのような

中における取り組みとして、冷静に位置づけた

形での愚直な取り組みをしてまいりたいという

ように思っておりますので、よろしくお願いを

申し上げたいと思っております。 

 それから、安心安全な農産物の検査体制とい

うことについてのお話もありました。これもき

のういただいた質問の中でもお答え申し上げて

るわけであります。市内の主要な農林水産物に

含まれる放射性物質の調査につきましては、学

校給食の提供や産直での販売が多いものを中心

に、ニンジン、ジャガイモ、キャベツなど25品

目で実施をしてきておりまして、この小友町で

あれした天然のマサカキノコという中で放射性
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セシウムが検出されたというケースはあったよ

うでございますけど、ほとんど検出されておら

ない状況でもあります。 

 また、それぞれの風評被害を防ぐための独自

調査も実施してまいりたいというように思って

おりますので、それぞれアストの連絡会議や県

からのいろんな情報を把握しながら、これにも

万全を期してまいりたいというように思ってお

ります。 

 そして、次の６次産業化の振興策につきまし

て、先ほど申し上げたとおりでありますけども、

これもイトーヨーカ堂、エスフーズ及びエスフ

ァームとの中におけるプライベートブランドと

しての一つの牛肉、遠野牛としての販売の仕組

みができました。これも６次産業化ということ

になろうかというように思っておりますので、

こういったような一つのケースを積み上げなが

ら、他の農林水産物におきましても生産、そし

て加工、そして販売といったような仕組みづく

りにこれからも関係者の皆さんのいろんな知恵

をお借りしながら、これについても積極的に取

り組んでまいりたいと思っております。 

 野生鳥獣害の被害の対策についてであります。 

 これもきのうの瀧澤征幸議員の質問に、おお

よそのところはお答え申し上げてるところであ

りまして、遠野地方有害鳥獣駆除協議会が中心

になって行っておるということであります。そ

して、その中におきまして、特にも狩猟をする

方の人材確保が大事でありますから、狩猟免許

の新規取得、更新手続に係る費用の一部を補助

しながら、猟友会会員の減少に対しても少しで

も対応したいというように思っております。 

 それから、被害額の拡大防止と新たな特産品

の観点から、いろんな北海道の例も挙げながら

御質問があったわけでありますけども、こうい

ったようなものも一つ全国的な例も一つ参考に

しながら、これの部分での対策と中における一

つのプロジェクトとして位置づけられないのか

というようなことも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。シカ肉の利活

用のプロジェクトもあるぞということでありま

した。こういったところもこれからもよく情報

収集しながら、この有害鳥獣駆除の部分につき

ましては、これは特にも遠野だけの力では限界

があるということは私ははっきり言えるんじゃ

ないかなと思っておりますので、より広域的な

立場の中から、単なる駆除、防除と申しますか、

駆除のみならず、それをどのような形で一つの

地域資源として生かせるのかどうなのかともあ

わせながらさらなる検討も進めてまいりたいと

思っておりますので、よろしくお願いを申し上

げたいというように思っております。 

○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）  再質問をさせていただき

ます。 

 まず、集落営農と担い手の関係でございます。

21集落が組織されているということでございま

す。法人は１集落でございますから、法人を目

指している集落が20集落あるということになる

わけでございますけれども、市長からも答弁あ

りましたが、やっぱり一番は経理の一元化とい

うものがあるということですが、私はそこまで

行く前のいわゆるこの21集落といいますか、こ

れは品目横断等の対策でいわゆる育成して組織

されたものだろうというふうに思ってございま

すけれども、それ以外にもやはり営農組合、集

落営農組織ができない多くの農家組合があるわ

けでございますけれども、やはり組織をしない

と24年度の主要補助事業にもありますか、なか

なかハードルが高い中では努力しようとしても

なかなか組織がなければできないというような

補助制度の中では、私はなかなかいろんな生産

対策に取り組む集落が少なくなってくるだろう

というふうに思うわけでございます。恐らく農

家組合は数にすれば90あるかないかわかりませ

んけれども、大きな部分でそういう部分もハー

ドルを下げる中で支援策を講じていくことが私

は大事じゃないかというように思ってるところ

でございます。そういう部分をお聞きしたかっ

たわけでございますけれども、いわゆる合併前

の宮守村の場合に、水田営農対策の中では一つ



－ 110 － 

の集落、農家組合の中で大きな団地化ができな

くても、いわゆるおおむね５反分以上の団地が

２カ所あれば、３カ所あればと、その部分につ

いては団地要件としてみなして、単独での支援

をしていくよと。そしてそれをいわゆる作物を

団地化するとか、生産効率を上げるというよう

な部分で支援を図ってきたという部分は私認識

してございます。何もかにもハードルの高い部

分ですと、これ以上の20集落以上は該当になら

ないというような状況の中では、私はなかなか

課題の解決にならないだろうというように思っ

たので再質問させていただきました。 

 それから、主産地化についてはいわゆる100

億、これはやっぱり目指すものであって、なか

なか難しいというのは私も理解してございます。

なかなか現状維持も難しいという条件はそのと

おりでございましょう。そうした中でいわゆる

私先ほど申し上げましたが、減作された、廃作

された部分が草地として利用されて、畜産の振

興の土台になってきたという部分もございます

し、その上で畜産の振興、和牛、酪農が維持で

きてきてるという部分があるわけでございます。

一方では、放牧地が荒れたということもござい

ますけれども、やはりそうした中で確保されて

いるという部分については、何も廃作されたか

ら後退したなということではありません。ただ、

やっぱりメーンとする部分がやはりここの地域

性としてやはり過去にもこういう部分があった

ものですから、やはり主産地品目の主産地化も

大事だろうという部分に思ってございますので、

そういう部分について努力していただければ。

すべての和牛を飼えるというような状況でもな

いわけですので、そういう部分について再度確

認をしておきたいというふうに思ってございま

す。 

 それから、６次産業の振興についてでござい

ますけれども、私自身のことを言いますと失礼

になるかもしれませんが、６次産業ではありま

せんけども、５次産業ぐらいのことを個人でや

ってるわけでございますけれども、組織じゃな

ければなかなか制度的な活用もできないという

こともございますし、生産する、加工するまで

はいいですが、販売をするとなるとなかなか大

変厳しいものがございます。やはり生産施設に

ついても個人ですとなかなか支援が受けられな

いということもあるわけでございますが、いろ

いろそういう部分の小さな部分にもやっぱり光

を当てていく支援策を講じる必要もあるだろう

というふうに思ってございますので、そういう

部分にも支援をいただきたいものだという部分

の確認でございます。 

 それから、最後の野生鳥獣被害対策でありま

すけども、この中にいわゆる狩猟区の拡大を求

めたいと。いわゆる禁猟区とそれから休猟区で

すか、これが全然狩猟ができる状況にならない

という状況が続いてございます。ですから、被

害も多くなってきてる部分もあるだろうと。実

際に私のところは禁猟区だと思いますが、私の

ところじゃないんですけども、中山間の集落、

どんどんそこにはシカがふえてきてございます。

恐らくシカもわかってる部分だろうと思います

ので、そういう部分の解除をしてもらわないと、

なかなか、はっきり言って駆除頭数といいます

か、被害防止にならないだろうと。 

 ２月13日に、第11次の鳥獣保護事業計画の作

成検討会が開催されてございます。ぜひこれは

禁猟区の解除というものも含めてやっていかな

いと、このままの状態で禁猟区、休猟区を確保

したり、ふやしていきますと、被害の増大にな

るということがございますんで、この第11次の

部分についてはその分も計画の見直しに入れて

いただきたいという部分を要望をしながら質問

を終わりたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  菊池充議員の再質問に

お答えいたします。 

 集落営農それから主産地化、さらには６次産

業の振興、この中に共通しておったことは、や

はり一つの大きな組織の中で、あるいは制度の

中でやっても、それはおのずと限界あるんじゃ

ないだろうかと。小っちゃなところでももくも
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くとというか、愚直に取り組んでいる一つの集

落もあれば農家の方もいるよと。そういったと

ころにきちんとスポットを当てた中におけるき

め細かい施策を展開してはどうかという形でそ

れぞれの集落営農あるいは主産地化、あるいは

この６次産業の振興といったものが位置づけら

れての再質問というように受けとめました。こ

れは私は非常に大事な視点だというように承知

しております。 

 アストにつきましてもいろんな評価はありま

す。またこれもきちんと検証しなきゃなりませ

ん。このアスト、あぐりステーション遠野とい

うことなわけでありますが、農家支援室という

中において位置づけをしながら、そこできめ細

かな50万なり、あるいは30万なり、あるいは10

万円といったような一つの単位の中でいろいろ

応援をしながら頑張ってほしいというようなこ

とを仕組みとして持ってるのもこのアストの組

織なわけであります。 

 したがって、この集落営農育成といろんな制

度もある、経理が煩雑、そのようなものがある。

しかし、それに持っていきたくても持っていけ

ない農家も集落もあるんだよということがある

わけでありますから、ここがやっぱり農業活性

化本部、今度農林畜産部ということになって農

業振興課という形で位置づけるわけであります

けども、農家支援室としてのアストというもの

はちゃんと位置づけようと。そういったきめ細

かくすき間を埋めるようなそのよう施策も展開

していこうというような一つの基本的なスタン

スはその中で持っておりますので、今お話しい

たしました５反歩の中であっても頑張ろうとい

ったところがあるんであれば、そういったとこ

ろも応援してはいいんじゃないかというような。 

 それから、この品目別の産地化といったよう

な中で、先ほど私もみんなだめ、減る、減少す

る、減少するということもありましたよねとい

う話をちょっと申し上げたわけでありますけど

も、このたばこの廃作につきましても、乾燥小

屋をどうするのかとか、あるいはハウスをどう

するのかという問題。これは場合によってはも

うどんどん新たな取り組みをしてきてる方々も

いるんですよね。アスパラガスをやろうじゃな

いか、あるいはニラをやろうじゃないかといっ

たような形で取り組んでいる方々もいますから。

そこにやはり農家支援室のアストのいろんなこ

の制度の中で、そこで単費でもいいから少しで

も応援するというような仕組みをやっぱりつく

っていくっていうことは基本的には大事なこと

だと思っておりますから、この点については菊

池充議員の一つの認識と私も同じくしておりま

すので、何とか農林畜産部といった形、それか

ら農業振興課と位置づけたものを単なる組織の

単なる見直しではありません。文字どおりそこ

に魂を入れた組織に持っていくという部分にあ

って、これもまた４月以降いろいろ組織の変更

したことが問われるということにもなろうかと

思っておりますので、今御指摘があった部分に

つきましては、御質問があった部分につきまし

ては、そのような中で一つ一つ具体的に形の見

えるように努力をしてまいりたいということを

申し上げておきたいというように思っておりま

す。 

 ６次産業の振興につきましても、小さな取り

組みをそれぞれ後押しするという一つのスタン

スは極めて大事なことじゃないかなというよう

に思っております。 

 次の禁猟区の問題の中についての御質問があ

りました。この禁猟区の問題につきましては、

これも議員御案内のとおりだと思いますけども、

市内のシカの狩猟時期は11月15日から２月28日

までとなっておるということになるわけであり

ます。市では、これ以外の時期に、有害駆除に

よって捕獲できる期間を設定し、許可を行って

いるわけであります。10月の１カ月間は、この

有害鳥獣の駆除期間とし、わなによる許可を協

議会員に対し行いまして、構成員である隊員が

これに取り組んでおるということも一つの取り

組みとしてあります。 

 また、銃による有害駆除は夏場は非常に危険

だと。見通しがきかないで非常に危険が多いと

いうことで、例えば銃による駆除は非常に危険
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だけど、わなによる駆除については安全性が確

保されるということで、７月から３月までの期

間、この駆除期間の拡大も図っておるというこ

とであります。 

 この猟区の見直しにつきましても、シカの被

害が拡大してきておりますので、これにつきま

しても鳥獣保護区や休猟区の一部見直しにつき

まして、県の担当でありますけど、自然保護課

のほうに要望も行っております。手をこまねい

ているわけではないということであります。 

 この見直しについての打ち合わせが改めて行

われることになりますので、猟区のこの拡大に

ついてもやはり検討していかなきゃならないん

じゃないのかなというようには思っております。 

 また、この県費補助につきましても、自然保

護課からシカの駆除に対する委託料の支払いも

受けておりますし、また、わなや電気牧さくの

設置に係る経費についても補助を受けているわ

けでありますから、来年度以降もこの事業の要

望を継続しながら、さらには広域的な取り組み

に対する支援について、それぞれ遠野市だけじ

ゃなくして、関係市町村とも連携を図りながら、

この声といったものを強くしながら、適正な駆

除と、そしてまた一方においては被害の拡大防

止といったものにつなげるようなものとしての

取り組みをしてまいる考えでありますので、一

つ御了承願い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。 

 13番菊池邦夫君。 

   〔13番菊池邦夫君登壇〕 

○13番（菊池邦夫君）  新興会の菊池邦夫でご

ざいます。東日本大震災が起きてから、早くも

１年になろうとしています。とうとい生命を失

った方々に御冥福をお祈りいたすとともに、御

遺族にお悔やみ申し上げます。また、被災され

た方々に謹んでお見舞い申し上げます。 

 10人目ともなれば、きのう、そして本日のこ

れまでの質問者と質問内容が重複する点もあろ

うかと思いますが、私の意を汲み取っていただ

き答弁願います。 

 通告に従いまして、まず、東日本大震災での

教訓による対策について質問いたします。 

 あの大震災の地震、津波、そして原発事故と

関連して問題が発生し、毎日、新聞やテレビ等

で報道されています。遠野市でも発災後、被災

地支援、避難者支援、物的支援等、さまざまな

支援活動を行ってきました。そのことが昨年11

月の岩手日報文化賞の受賞であったと存じます。 

 応援協定の法的性質は契約でも紳士協定でも

ない。情報を共有することによって協働して対

策をとるために意思疎通を図ることと思います。

これからも被災自治体を、被災していない多く

の自治体が支援する仕組みが大事ではないでし

ょうか。 

 「震災復興は、被災者が生活再建できて初め

て完了する」と言われます。そこで、まず、何

よりも必要なことは、社会基盤が復興・復旧で

きなければならないと思います。その上で経済

の再建、漁業、農業などの再建、住宅の再建、

そしてまちづくり計画と施行が続かなければな

りません。 

 東日本大震災による津波被害と原発事故は、

日本国内のみならず、国際社会に大きな衝撃を

もたらしました。被災地は徐々にではあるが復

興に向かっています。 

 一方、福島は日々深刻さを増しているが、

「福島の再生なくして日本の再生はあり得な

い」とも言われています。福島の問題の解決を

図り、日本再生のためにスタートする年にしな

ければなりません。私たちは過去の重要な問題

の数々の解決を先送りしてきたのではなかった

か。今回の東日本大震災にしても、私たちの心

のどこかに今起きることはないだろう、また、

起きたとしてもそれは起きたときのことだとい

う気持ちはなかったか。想定外のこと、ないし

は想定しにくいことは先送りする、準備は十分

に行わない。安全保障、危機管理は最悪の危機

に備えることであって、あり得ないこと、ある

いは最悪の事態、あり得るかもしれないと思わ

れることには万全の備えがなくてはなりません。

本庁舎中央館が全壊したこと、運動施設での管

理のあり方からの事故など、議会を含めて従来
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の取り組み不足の反省点があったかと感じます。 

 ところで、岩手県教育委員会が防災見直し案

を３月中に策定するという新聞報道がありまし

た。東日本大震災の教訓を踏まえ、新たな学校

防災、災害対応指針の改訂版です。保護者への

児童生徒の引き渡しについて、これまでは安全

確認ができるまで学校内で保護するとしていた

が、学校が万全の対策を講じていることが前提

条件で、避難指示が発令されるなど、二次災害

のおそれがある場合などは引き渡さず、子ども

は学校にいれば安全で、迎えに行く必要はない

と親に安心感を持たせることもねらいとされて

いるようです。 

 また、首都直下地震などマグニチュード７ク

ラスが懸念されている南関東での地震について、

今後４年以内に発生する確率が70％に達する可

能性があるとの試算のニュースが公表されまし

た。新たな大規模災害への備えは緊急でありま

す。 

 岩手県でも災害対策基本法の改正によって、

年度内を目標に見直しを進めておるようだが、

法に基づき、中央防災会議がつくる防災基本計

画がベース、さらに市町村は県の計画を下地に

計画を策定する。もちろん広域的・連携的計画

は大いにあり得ることですが、ともすれば内容

が形骸化しがちな傾向を懸念されます。東日本

大震災で教訓を得たことによる、より充実した

計画をつくる絶好の機会でもあり、さまざまな

活動の中から得たものを生かし、地域防災計画

を策定されることを期待しているが、いつ起こ

るとも限らない災害に備えるために、どのよう

な対策にするのか、防災計画の見直し状況につ

いてお尋ねいたします。 

 また、200キロも離れている遠野市でも、原

発事故の放射能の影響が心配されていますが、

安全安心な日常生活を送るためにはどのような

対応に取り組もうとしているのか、あわせてお

尋ねします。 

 次に、遠野市進化まちづくり検証委員会がま

とめた報告書への取り組みについて質問します。 

 人口減少時代を歩んでいる。しばらくの間は、

人口を流入させる都市圏、わかりやすく言えば、

人口が増加する都道府県は、東京、神奈川、千

葉等９自治体と言われております。人口を流出

させる地方圏という構図が続くと予測されます。 

 遠野市も３万を切りましたが、人口が減少し

ても元気なまちづくりを推進していくというこ

とで、行政組織を再編され、経営企画部ができ

ます。多くの自治体は「経営」という文字を使

うケースが多くなりました。「自治体経営」が

日常的に使用されていますが、「経営」と「倒

産」は表裏一体であることから、自治体倒産も

起こり得ることです。北海道内の地方自治体で

起こったのが記憶に新しいのです。 

 遠野市進化まちづくり検証委員会は、市が設

置した外部有識者による委員会で、第三セク

ター等の検証報告書で、本市の第三セクターの

改革に当たっての道しるべともなる報告であっ

たのですが、その報告に基づき、市としての行

動プランとして、平成23年２月に、遠野スタイ

ル自立・連携プランという、いわゆる遠野市第

三セクター等地域経営改革実行計画をまとめら

れました。しかし、昨年は東日本大震災に見舞

われた苦難の年でしたし、関係団体等も支援活

動で思うように取り組めなかったこともあった

のではと存じますが、これまでの流れとしてど

のような状況にあるのか、お尋ねいたします。 

 また、個々の事業体の専門性、独自性を発揮

しつつ、グループ会社全体として共通目標を追

求する民間の持ち株会社による第三セクター等

を総合的にマネジメントする遠野まちづくり連

携センター（仮称）ですが、その設立を目指す

計画であったが、どう取り組まれている状況に

あるか、あわせて伺って一般質問といたします。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後１時52分 休憩   

────────────────── 

   午後２時02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。 

 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 
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○市長（本田敏秋君）  菊池邦夫議員の一般質

問にお答えいたします。 

 東日本大震災での教訓による対策、進化まち

づくり検証委員会がまとめた報告書の中でのこ

の取り組み状況はどうなっているかということ

で、２つにわたっての質問として承りました。 

 まず、この東日本大震災での教訓による対策

につきまして、この防災という部分におきまし

て、減災も含めてでありますけども、今本会議

の一般質問でも、きのうの荒川議員、先ほどの

石橋議員等からも地域防災計画の見直し等につ

いての御質問を承っているところであります。

その際も答弁を申し上げてるところであります

けども、それぞれ地域防災計画の見直しを発災

の２日後には本庁舎のテントの中のおける防災

会議を委員の皆様に招集をいただきまして、さ

まざまな形で情報を共有したと。５月11日は、

正式に防災会議を開き、地域防災計画の見直し

を確認したと。そして、６月議会あるいは12月

議会等におきまして、９月議会も含めてであり

ますけども、それぞれの緊急に整備しなければ

ならない物品を地区センターを中心に配備をす

るという形での予算の議決もいただきながら、

そういった対応をしたということで、段階的に

被災地の支援活動ともに遠野市民３万人の命を

守るという部分における取り組みを地域防災計

画ができてから配置するじゃなくして、同時並

行で行ってきたと。そこについては議員各位の

御理解もあり、それぞれ可決をいただきながら

順次配備をしてきたという中における、私は一

定のスピード感というものは遠野は持つことが

できたんじゃないのかなというように承知して

るわけであります。 

 それから、この防災会議委員も含めまして、

自治会あるいは学校、病院、福祉施設、消防団、

婦人消防協力隊、各地域の防災担当者といった

中におきまする方々等々も含めまして、いろん

な地域防災計画に対する意見も聞いてまいりま

したし、１月17日から２月16日までは市内各９

カ所を回りまして、市長と語ろう会の中におけ

る災害に強い地域づくりということをテーマに、

市民の皆様の意見、提言をちょうだいしてまい

りました。その会場には各議員さん方もその地

区の語ろう会にそれぞれ会場に見えておりまし

て、市民の皆様とのいろんな意見交換の場にも

出席いただきながら、みずから命を守り、災害

に強い地域づくりにはどうしたらいいかという

ことの情報を共有できたということは私は大変

心づよいものとして受けとめてるわけでありま

す。350件を超える意見、提言をいただいたと。

非常に建設的な意見、提言をいただきました。

これを具体的にただ聞いたと、聞きっぱなしじ

ゃないということは何度も話してるわけであり

ますけども、これをきちんとした計画に位置づ

ける。そして、またいうところの地区センター

機能を充実させながら、それぞれの地域地域に

よる一つの体制強化といったものもあわせて図

っていかなきゃならないんじゃないのかなとい

うように思っております。 

 そして、またこの７月には供用開始になりま

すけども、総合防災センターとしての新消防庁

舎が供用開始になるわけであります。３万市民

の生命、財産、身体を守る一つの大きな拠点で

あるとともに、この東日本大震災を中心とした

この災害といったものに対するこの後世に語り

継ぐ、あるいは防災教育としての意識啓発の場

としての拠点も確保できるわけでありますから、

そういったことを中心に順次御質問あったとお

り教訓を生かしながらという部分を、今のよう

な中において具体化、あるいは環境づくりを進

め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。 

 なお、この４月には、12月議会でも組織の改

編については御説明を申し上げまして、関係条

例については既に可決いただいているわけであ

りますけども、総務部のほうに防災危機管理課

を新たに立ち上げるということにしております。

この中におきまして、よく組織を見直ししても、

それはただ見直しで終わってしまうんじゃない

かなというようなことはない。やっぱり計画を

持った。そして組織を立ち上げた。であればそ

こにきちっとした、言うなれば中身を入れなき
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ゃならないということが当然あるわけでありま

すから、この危機管理といったものの中におき

まして、非常に今般の東日本大震災でも自衛隊、

警察隊、消防隊といった組織の力といったもの

がすさまじい組織力というものはあるんだとい

うことも我々はその中で得たわけでありますか

ら、自衛隊幹部、ＯＢを課長級として迎えると

いう形での協議が整っておりますので、この防

災危機管理課のほうにも、そういったノウハウ

を持っておる自衛隊幹部をお迎えしながら、市

民の安心安全といったものをきちんと確保する

というような体制の充実を図りたいというよう

に思っているところであります。 

 それから、原発のこの放射能の影響が心配さ

れると。このことについてもお話がありました。

これにつきましても、きのうもいろいろ御質問

を承ったところでありまして、まず基本的には

この問題は市町村がとか、地域がという問題で

はないと思っておるんです。まず、国と東京電

力がきちんと対応しなければ、とてもじゃない

が現場の市町村がというわけにはいかないわけ

であります。きちんとした形で東京電力あるい

は国が我々市町村という現場、あるいはお子さ

んを預かっている親、保護者の皆さんが、ある

いは牛や先ほどの菊池充議員の質問にありまし

たとおり、あの小さな中においても農家の方々

が懸命に頑張ってるわけであります。そういっ

た中における方々がこういったもので振り回さ

れたり、あるいは犠牲にならないような形での

対策といったものはやっぱりきちんと国と東京

電力がまさに責任を持って対応してもらわなき

ゃならないというんですけども、それがなかな

か伝わってこないというもどかしさをすごく感

じているわけであります。しかし、またこれを

国や東電のせいだせいだとばっかり言ってられ

ない。現実という現場というものを我々は抱え

ているわけでありますから、それをほっとくわ

けにはいかない。 

 ２月20日現在、市内の11の小学校の校庭の地

表付近、これをそれぞれ測定を行って、これま

で６回実施しております。それから、いうとこ

のホットスポットという放射線量が高いと思わ

れる箇所の線量測定も２回を実施しております

し、農産物、水道水あるいはプール、牛ふんの

堆肥、ごみ焼却施設、下水道汚泥といったもの

についても独自に測定をしておるという中にあ

ります。 

 県でも米、野菜、果実、牛肉などの調査を行

いまして、その中からもいずれも不検出という

ことになってはおりますし、検知された品目あ

りますけども、国の制限値や基準値を大幅に下

回っておるということでありますから、今後と

もこの測定といったような監視業務には、ただ

国や東京電力だけじゃなくして、きちんと市民

の皆さんの安心安全を確保するために測定をし

ながら、それを公表し、市民の皆さんに少しで

も安心といった部分を情報を公開してまいりた

いと思っております。 

 ただ、きのうの質問にありましたとおり、厚

生労働省では食品に含まれる放射性物質の基準

値を見直ししたということで４月から大幅に厳

しくなるわけです。きのうの御質問でお答えし

たとおりであります。特にこの牧草地の汚染が

畜産業に与える影響は、当市にとってもかなり

深刻なものになるんじゃないのかなと思ってお

りまして、きょうから農家説明会ということを

行いながら情報を積極的にあれしながら、これ

はきのう荒川議員の質問にお答えしているとお

りでありますけども、その中におきまして農家

や消費者の皆様、あるいは市民の皆さんの不安

を取り除くためにも全農あるいは県といったよ

うなちゃんとした組織が、対策まできちんと含

めた形での対応をしながら、そしてここの部分

は市町村にお願いするよと、しかし、この部分

は農家の皆様あるいは市民の皆様には負担かけ

ないようにこのようにちゃんと対応しておりま

すからというようなことをやっぱり示すべきじ

ゃないのかなと思っておりますので、それぞれ

情報を共有しながら33の市町村で情報を共有し

ながら国や県のほうに強く訴えていかなきゃな

らないかというように承知しておりますので、

よろしくお願いを申し上げたいと思っておりま
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す。 

 ２つ目の進化まちづくり検証委員会がまとめ

た報告書への取り組みということで、御案内の

とおり、これは先ほど質問の中に経営という一

つの視点が入ってる。自治体経営だと。だった

らば倒産もあるじゃないかというような、そう

いう倒産の中では北海道の例のようにどうにも

ならなくなった自治体もあるわけであります。

したがって、この問題につきましては、常にい

うところの企業でいえばバランスシートを保つ。

歳入と歳出の中にあってバランスを保ちながら、

とにかく借金は余りふやさない。そしてまた、

その借金が将来の次世代の子どもたちの負担に

ならないようにと。これは国であれ、あるいは

県であれ、さらには我々基礎自治体であれ、仕

組みは同じなわけであります。ただその額が違

うというだけで、仕組みそのものは同じなわけ

であります。したがって、いうところのバラン

スをどうとらなきゃならないかという部分、人

口減少を避けて通れない。となればこの税収と

いった部分もそのとおりだと。平成の大合併で

大きく基礎自治体の仕組みが変わったと。とな

れば右肩上がりで交付されてきておった交付税

というものはどのようになるのかと。交付税と

いう位置づけも、いうところの中央に上がった

いうたれば財源を交付税という中でまた返して

寄こすという仕組みの中に交付税があるわけで

あります。あれは全部を国が持っている財源じ

ゃないわけであります。地方のいろんな企業活

動なり、さまざまな税収の中からそれをいうと

ころの交付税がなければ経営できない自治体に

交付をしておるという中にあるわけであります。 

 したがって、前にも御質問の中でお答えいた

しましたけども、２月６日でありましたか、総

務省全部回りました。どうしてもお願いせざる

を得ないと。交付税一つ前年度よりも多く、あ

るいは特別交付税は後方支援活動も評価してい

ただいて、少しでも上乗せしてくれませんかと

頭を下げざるを得ない、今仕組みの中にあるわ

けであります。しかし、これは何かと申せば、

きちんとした収入を確保するというところで対

応してるわけであります。 

 しかし、一方においては、身の丈の中でいろ

んな改革もしていかなきゃならないということ

で、パートナーとしての第三セクターなり、関

係機関団体の一つの見直しに取り組もうという

のがこの遠野スタイル自立・連携行動プランで

あるわけでありまして、これの裏づけとなった

のは、進化まちづくり検証委員会による18名の

外部有識者からなる委員会であったわけであり

ます。平成22年の２月10日に設置したというこ

とであります。そして、非常に精力的な検証を

行っていただきまして、現地踏査なども含めな

がら、計10回の議論を行いまして、１年後とい

うことで昨年の２月９日に報告書いただいたと

いう経緯があるわけであります。この報告書に

基づきまして、御質問ありました遠野スタイル

自立・連携行動プランといったものを策定をし

ておるという中であります。それについてちょ

っと経過を申し上げましたけど、どうなってる

んだということだったわけであります。震災で

少しは影響があったんじゃないかということで

ありました。確かに影響はありました。しかし、

着実に進んだという中におきまして、まず一つ

は畜産振興公社の競走馬の育成調教施設、大変

厳しい議論をこの本会議場でも交わしたという

経緯があるわけでありますけども、23年10月、

本来は23年10月、あっ、４月１日だったわけだ。

それが３月11日で馬の里が大変な被災を受けた

と。約１億円の被災を受けたということで、ど

うしようもできなく、議会の御了承もいただき

予算化をしながら復元をし、10月１日に完全民

営化という形に移管したということが可能にな

ったわけであります。これは私の立場としても

これだけの時間をかけていろいろ厳しい議論を

した結果として、10月１日に完全民営化という

ところにもっていった。その結果といたしまし

て、預託馬が100頭、今遠野に寄せられておる

という結果になってまして、遠野トレーニング

センターはいうところの経営的には順調に経営

をする体制ができたということにもなっており

ます。 
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 また、一方において馬事振興ビジョンという

ものを策定しながら常用馬、あるいはホースセ

ラピーというような環境の中で馬の里の資源を

生かそうという環境づくりにも今取り組むこと

ができた。ホースセラピーにつきましては、全

国的な規模でもって遠野馬の里を利活用しなが

ら、このホースセラピー、そして被災地の皆さ

んの心、いやしといったものも、馬といったも

のを通じながらできないかという全国的な規模

でのＮＰＯの動きも今出てきておりますから、

これも一つの見直しの一つの結果ではないのか

なと。これを後押ししていきたいと思っており

ます。 

 放牧部門につきましても今回もいろいろ出て

おりますけども、６次産業化ということで、畜

産振興公社も加わりながら、いうところのプラ

イベートブランドとしてのイトーヨーカ堂とエ

スフーズと遠野市の取り組みが、いわゆる生産

から育成、そして販売といったような一つの仕

組みがその中に出てきて、公共牧場再編事業と

いったものにもその中で取り組む一つの場がで

きたということにもなるわけであります。 

 観光協会につきましても、４月に開業する観

光交流センターの中に指定管理者として位置づ

けまして、ここには遠野ふるさと公社と事業連

携をしようということで、ふるさと公社と観光

協会が協定を締結しております。ふるさと公社

の商品開発とお土産の販売のノウハウをこの観

光交流センターの観光協会にきちんと位置づけ

ようと。したがって、ふるさと公社の職員が観

光交流センターに入るわけでありますけども、

その指揮命令は観光協会の指揮命令下に入ると

いう一つの仕組みがそこでできた。したがって、

お互いのノウハウを生かし合うというのが、そ

のような環境がこの４月から可能になるわけで

あります。 

 また、もう一つは、教育振興文化財団と国際

交流協会につきましては、この22日に合併協議

会が立ち上がりまして、３月中に協定を結ぶと

いうところまで行きました。したがいまして、

その後協定を結んだ後、いろんなそれぞれの国

際交流協会として、そしてまた教育文化振興財

団としての内部手続を行いながら、一つの組織

体として遠野の人づくり団体として大きく様変

わりする形のものが、その中ではできるんじゃ

ないかなと思っております。 

 それから、まちづくりで一定の役割を果たし

てまいりましたアドホック株式会社については、

これも一定の役割を果たしたということで、年

内に解散するという方向で確認もされ、その準

備にも入っておるということであります。そし

て、そのほかはふるさと公社、宮守わさびバイ

オテクノロジー公社、（株）遠野といったもの

も見直しの対象ということに位置づけてるわけ

でありますけども、震災の影響もありますけど

も、独自の経営改革につきましてさまざま厳し

い議論を展開しております。 

 この進化まちづくり検証委員会の提言に基づ

きまして、互いのノウハウの共有と、そしてこ

の足らざるところを補い合うという事業連携、

これが私は非常に大事だと思っております。こ

れは一つの職員のと申しますか、それぞれノウ

ハウを持っている職員の人事交流などもその中

にはきちっと位置づけるということが必要じゃ

ないかなと思っておりまして、それに基づいて

各団体の自立と連携といったものがさらに深ま

ってくるという一つの環境ができるんじゃない

のか。これも経営改革なわけであります。行政

のいろんな足らざるところを補うのが第三セク

ターであり、また関係機関・団体なわけであり

ますから、これをパートナーとして位置づけた

場合においては、それぞれ対等な立場としての

力をつけてもらう。それがただいまの菊池邦夫

議員からありました経営といったものにきちん

と、そして無駄なコストをその中で少しでもな

くしていくというような仕組みがそこにつくれ

るんじゃないかなというように思っております。 

 そして、その一つとして、まちづくり連携セ

ンターはどうなってるかというような質問もあ

りました。これはただいま申し上げましたとお

り、地域総合力を高めるための一つの仕組みづ

くりの一つの目標としてこのまちづくり連携セ
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ンターを位置づけてるわけであります。それぞ

れの職員の交流もあれば、あるいは一つによっ

ては経理の一元化もあってもいいんじゃないか、

あるいは一つのさまざまな仕入れする場合にお

ける共同仕入れといったものをその中に持って

くれば少しでもコストが落とせるんじゃないか

といったようなさまざまなものがそこにできる

わけでありますから、これにつきましては25年

度設立をめどにという中でこのプランの中で位

置づけであったわけでありますけども、やはり

拙速に進めるわけにはいかない。震災で大分そ

の部分は、取り組みはおくれたという事実もあ

りますけども、各団体との真摯な協議を行いな

がら、いうところの合意形成を行い、そしてき

のうの質問でもありましたけども、柔らかな手

法といったものをその中に取り入れていかなき

ゃならない。しかし、そればっかり待っていら

れないんで、いずれは決断をし前に進むという

部分もその中にはあるかというように思ってお

ります。しかし、その場合においての前に進む

という場合にあっても、ある程度の合意形成と

いったものがそこにはなければだめなわけであ

りますから、そのためには一定の時間も必要と

するのではないかなというように考えてる。こ

れは決して先送りじゃないということで、御理

解いただければというように思っておりますの

で、そのことをもって答弁とさせていただきま

す。 

○議長（新田勝見君）  13番菊池邦夫君。 

   〔13番菊池邦夫君登壇〕 

○13番（菊池邦夫君）  いろいろ答弁ありがと

うございました。聞き漏らしたかもしれません

が、防災計画対応について再度質問いたします。 

 段階的な対応でスピード感を持って取り組ん

でこられたというお話がありました。その点に

ついては感謝申し上げます。 

 ところで、防災計画の修正概要で、市長と語

ろう会でいただいた配布資料によりますと、こ

の３月に遠野市防災会議で決まるんだと。新遠

野市防災計画報告公表となっているが、手順が

あってのことかわかりませんが、公表の時期が

明らかにされていません。申しわけございませ

んが、私の見方として。それでですね、私は総

合防災センター機能を持つ新消防庁舎がことし

７月にオープンされますが、そこでの活動拠点

としての機能はもちろん期待しているところで

すけども、地域防災計画によったわかりやすい

消防マップ、地震とか洪水などの災害をもたら

す自然現象を予測してのハザードマップなどを

作成されまして、情報提供こそ地域づくりにつ

ながりますので、地域協力体制づくりを目指し、

住民一人ひとりの防火・防災意識を高めたいも

のだが、どうでしょう、市民はいろいろと学び

ましたし、市長は学んだことを力にしてほしい

という意味合いで話されてます。そのとおりだ

と思うし、チャンスだと思うんで、備えあれば

憂いなしで、早期の啓発に努めてほしいなとい

う思いなんですが、どうでしょうか。 

 以上です。 

○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）  菊池邦夫議員の再質問

にお答えいたします。 

 地域防災計画、この中で総合防災センターに

はその機能といったものが拠点化されるんです

が期待してると。しかし、それぞれの地域防災

計画、ハザードマップ、これに対する情報提供

といったものをきちっと行いながら、それぞれ

の地域地域の一つの特性に応じたきめ細かな防

災計画というものを立てなきゃならないんじゃ

ないかなということでの御質問と承ったわけで

ありますけども、これはそれぞれの自主防災組

織も立ち上げながら、またそれぞれの先進的に

取り組んでいる地域もあります。したがって、

消防本部、それから今回４月に立ち上げようと

しております先ほど申し上げました防災危機管

理課といったものを中心にしながら、やはり基

本的には自主防災組織をいかにきちんと位置づ

け、その中にこの地域は避難所はもうここから

こちらに変更しようとか、あるいはここは水害、

前におっしゃいましたとおり、56災害といった

ものも風化しつつあるわけですね。そのような
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ものをまた改めて一つの教訓として位置づけな

がら、東日本大震災だけではない、地震もある

けども水害もある。それから今のこの雨の降り

方は、ゲリラ豪雨という中において今までの雨

の降り方とも異なってきてるというような問題、

あるいはことしは余り雪が降らなかったわけで

ありますけども、大雪という中においての市民

生活の安心安全といったものを脅かされるとい

うこともあるわけでありますから、それぞれの

自然災害によってもいろんな顔があるわけであ

りますから、またその顔によってもいろんな地

域のまたこの特性というものがあるわけであり

ますから、これは丁寧に情報提供しながら、特

にも自主防災組織の中における組織づくりと、

そこできちんと情報提供しながらと。地域防災

計画としてオール遠野の中でまとめたからそれ

でいいんじゃなくして、今度はその中にきちん

ときめ細かく文字どおりネットワークとして入

ってこなきゃならないという作業も、いずれは

待ったなしで待ってるということなわけであり

ますから、それにつきましても今後消防本部、

それから防災危機管理課といったところを中心

に、そのような情報提供を積極的に行ってまい

りたいというように思っておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  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）  清風会の多田勉でござい

ます。同僚議員からも冒頭お話がございました

昨年の震災に伴う被災者の方々に心からお悔や

みとお見舞いを申し上げるものであります。ま

た、今年最初の定例会に当たり、避難生活を今

もなお余儀なくされている方々に、ことしの無

病息災を心から御念じを申し上げるところであ

ります。 

 それでは、通告に従いまして、私は２点のこ

とについて一般質問をさせていただきます。 

 まず、第１点目は、森林・林業再生プランに

対応した林業振興計画の位置づけについてでご

ざいます。 

 国では、低迷する林業の活性化と山村での雇

用創出を目指し、森林林業再生プランが策定さ

れ、木材自給率を今後10年をめどに、現在の2

4％から50％以上に引き上げるとされておりま

す。 

 また、本改革の方向づけとして森林計画制度

の見直し、適切な森林施業が確実に行われる仕

組みの整備、低コスト化に向けた路網整備等の

加速化、担い手となる林業事業体の育成、国産

材の需要拡大と効率的な加工・流通体制の確立、

そしてフォレスター等の人材の育成が示されて

おります。このことにより、森林の多面的機能

の発揮、雇用創出、山村地域の活性化、さらに

は低炭素社会構築への寄与につながるものと期

待するものであります。 

 しかし、戦後に造林した樹木が適齢期に達し

ていることなどから、地域の取り組みに実効性

のある森林・林業の再生でなければならないと

思います。林業再生のためには、森林から木材

利用まで循環し持続させる仕組みが必要不可欠

と考えますが、市として具体的に今後どのよう

な対応を進めるのかお伺いをいたします。 

 本プランでは、国、県、市町村、森林所有者

等の役割を明確化するとのことから、市が今ま

で取り組んできた各種計画の見直しを迫られる

など、新たな森林経営計画の確立が必要になっ

てくるのではと思われます。そのときに現状と

課題をしっかりととらえ、集約した実効性のあ

るものにしなければなりません。 

 遠野市では、生産加工都市の創造を目指し、

平成２年に株式会社リンデンバウム遠野が設立

され、素材生産から加工、流通、営業、施工、

ユーザーに至る川上・川下の広い領域の連携が

可能となりました。まさに将来の林業を見据え

た考えは、先進的役割を果たしてきたと高く評

価されるものであります。今の状況を克服する

手段として、その考えに基づいた構造を生かす

ときではないでしょうか。幸いにも当市には、

木工団地にその機能が集約されていることから、

価格の低迷により素材の流れが鈍いという状況

を変えるためにも、既に備わっている構造を生
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かす体制づくりに早急に取り組むべきと考えま

すが、いかがお考えでしょうか。 

 また、遠野市の広葉樹率が39.8％ということ

から見ても、資源の豊かさに改めて心が膨らん

でくるのを感じます。再三にわたって申し上げ

ているシイタケ振興への活用はもちろんのこと、

木炭の生産振興に重点的に取り組むことも遠野

市としてのあるべき姿だと思います。燃料用木

炭の生産に加え、間伐材を利用した木炭を木材

の加工流通と組み合わせて床下調湿炭として生

産販売に取り組むなど、遠野の森に活力を与え

る遠野スタイルの林業確立を望むものでありま

す。 

 久慈・二戸の県北地域においては、全国の４

分の１を占める日本一の生産量を誇る岩手木炭

の産地であるとともに、全国的にも木炭を生か

した特徴ある林業振興を実践している事例も多

く見られます。 

 平成17年度の遠野市における木炭生産量は、

１万4,669キログラムに対し、22年度の生産量

は概算で２万1,000キロとなっております。岩

手県では、同じ17年度に464万4,000キロ、21年

度には409万8,000キロと減少傾向にあることか

ら見ると、遠野市の生産量は順調に推移してい

ると言えます。このような生産基盤が古くから

継続されてきたことは遠野市の歴史、文化の一

翼を担ってきたものであり、今後も一層この生

産活動を普及、振興し、低炭素社会の構築にも

寄与しながら、市の林業活性化を図っていくべ

きと考えます。 

 遠野市には、若者の林業従事者がわずかなが

ら定着しつつあると思われますことから、若者

の雇用創出につながるような新規参入に対する

助成制度の充実を図り、活発な情報の発信に取

り組まれることが、新たな林業の再生につなが

ると考えます。市長はどのようにとらえている

のかを御所見をお伺いいたします。 

 次に、２点目でございます。復興道路開通に

備えた市のまちづくり方策についてであります。 

 東和・宮守間が今年度中に開通予定と聞いて

おりますが、このことによって交通が変化し、

地域経済の衰退が懸念されるところであります。 

 宮守インター開通を控えてのまちづくりにつ

いては、平成22年12月定例会において、めがね

橋周辺環境整備検討会で検討を進めるとのこと

でありましたが、その後の状況はどのように進

展しているのか伺いいたします。 

 めがね橋周辺の環境は、宮守川両岸の整備が

図られるなど、景観の保全に努められておりま

すが、周辺には、めがね橋を見下ろすことので

きる展望台もあることから、その周辺の整備も

進め、訪れる観光客を誘導できる素材の充実に

つなげるなど、めがね橋周辺として一体性を構

築する必要があるのではと考えます。 

 現実となる交通の変化については、後に開通

する遠野インターにおいても同様の課題が出て

くるのではと危惧されます。市長が話されてお

ります「遠野市全体をパーキングエリア的機能

に」ということでありますが、このことについ

て市長の見解をお伺いいたします。 

 私は、復興道路開通に伴い、県北からのルー

トを考えると、市内においては283号線のみで

なく、396号線にも影響が及ぶものと感じてお

ります。現実に、商業等においては将来に不安

を抱きながら、やむなく廃業の道を選択してい

る経営者や、そのことに戸惑いを感じながら悩

む経営者も増加の傾向にあると伺っております。 

 このような状況の反面、交流人口の拡大や、

企業誘致や就職エリアの拡大などメリットもあ

りますが、市民生活に対する影響に直結するこ

とでもあり、地域の課題としての認識を深める

など早目の対応が重要であると思うことから、

自治会、行政区の代表、商工及び観光関係団体、

行政が一体となってさらに掘り下げた検討を重

ね、まちづくりに臨むべきだと思います。 

 また、復興道路開通後の交流人口拡大につな

げるためにも、世界遺産に登録となった平泉町

などと広域的連携を有効的に生かしながら、平

泉文化に遠野の歴史や文化を融合させた新たな

プログラムを構築するなど、積極的なアクショ

ンを起こす絶好の機会ではないかと思いますが、

市長の御見解を伺い、私の一般質問とさせてい
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ただきます。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  多田勉議員の一般質問

にお答えいたします。 

 森林・林業再生プランに対応した林業振興計

画の位置づけということでの御質問がありまし

た。それから、復興道路開通に備えた市のまち

づくりの方策についてということであったわけ

であります。 

 ２つ目のこの復興道路開通に備えた市のまち

づくりの中におきまして、御質問の中に、平成

22年の12月定例市議会におきまして、めがね橋

周辺環境整備検討会を活用しながら検討を進め

ることにしたと、その取り組み状況はというお

話がありましたので、この部分につきましては、

宮守総合支所長のほうから御答弁を申し上げま

すので御了承いただきたいというように思って

おります。 

 まず、森林・林業再生プランに対応した復興

林業振興計画の位置づけについてであります。

これは遠野市の森林整備計画の見直しというこ

とにもつながってくるわけでありますし、地場

産材を利用した一つの雇用であり、循環型社会

であり、そういったこの地球環境問題に対応す

るということについては、未利用資源としての

森林資源といったものをいかに利活用するかと

いうことについては、遠野はかなり優位性があ

るんではないかというような、そういった前提

に立っての御質問ではなかったのかというよう

に受けとめたわけであります。全く私もそのと

おりだというように思っておりまして、平成21

年の12月でありますけども、政権がかわった中

におきましての我が国の森林・林業を再生して

いくという指針となる森林・林業再生プランと

いったものが策定されたわけであります。 

 プランの概要といたしましては、御質問にあ

りましたとおり、10年後には自給率を50％に持

っていくというような目標数値もその中で位置

づけられたという中で、10年間といったものを

めどにしながら、一つのスパンにしながら、い

うところの路網の整備なり、森林施業の集約化

なり人材の育成といったものをフォレストとい

うようなそのような人材育成といったものをそ

の中に位置づけられたと。そのことが遠野市が

林業大学校が誘致できる一つの環境があるんじ

ゃないかなということになって、いうところの

遠野市としての思いつきじゃなくて、そういっ

た国の森林・林業再生プランというものに呼応

したものとして林業大学校構想といったものを

遠野は非常にそういった受け入れる一つの環境

にあるんじゃないかなというような中で、構想

も打ち出したというのの中に、この森林・林業

再生プランといったものがあるわけであります。

このプランの策定に伴いまして、森林法の一部

が改正され、この法制面で具体化するというこ

とで国の森林・林業基本計画の見直しも図られ

たということになってるわけであります。この

基本計画におきましては、この森林・林業再生

プランの実現に向けた取り組みを推進すると。

先ほども言いましたとおり、木材自給率を50％

に持っていくという目標数値を決めながらの対

応といたしまして、その後発災いたしました東

日本大震災への対応として住宅等の再建に必要

な木材の安定供給も図っていくと。それから、

木質バイオマス、再生エネルギーとしての木質

バイオマス資源の活用、環境負荷の少ないまち

づくりに貢献していくということに位置づけた

わけであります。そして、復興住宅、それから

いうところの再生エネルギーとしてのバイオマ

ス資源の活用といったこと。これに基づきまし

て、いうところの地域の森林計画となる北上川

中流地域森林計画も変更されております。関係

機関・団体との意見聴取の上に、遠野市森林整

備計画の変更計画を調整しながら、現在縦覧公

告中であるというのが今の状況であります。 

 私も県の森林審議会の委員として、その職を

いただいておりますので、この県の森林審議会

には出てるわけでありますけど、その県の森林

審議会委員の会長は、岩手大学の岡田先生がそ

の会長をやっておりまして、その岡田先生は、

この森林・林業再生プランの国のほうで林野庁
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が中心になってまとめた森林・林業再生プラン

の座長を務めたという非常にキーマンとしての

位置づけにもなってる方でもありますから、そ

ういった人とのつながりもある。あるいは一つ

のいうところの国の計画を定めた方が岩手のか

かわりのある人たちを含めたあれでございます

から、こういった情報が言うなれば比較的もら

えるということになりますので、質問にありま

したとおり、現状と課題といったものをきちん

と分析しながら、把握しながら、そしてこの木

工団地、木工団地があるじゃないかという話が

あります。まさに木工団地があるわけでありま

す。この木工団地を中心として循環型、上流か

ら下流域としての一つの流れとして、原木から

加工、そして販売といった中におけるこの川上

から川下での木材関連産業を連携させるという、

そういう既に環境ができてるわけでありますか

ら。そしてそれをいろんな原木を製材品に仕上

げ、付加価値をつけ出荷をするという流れをつ

くれば、そこに雇用が生まれ、産業が活性化し

てくるということにもなるわけでありますし、

もう一方においては、山の手入れもそこで出て

きますよという一つの流れになるわけでありま

す。したがって、こういった一つのいい環境が

あるという中におきまして、効率的な作業シス

テムの構築をしながら、もう一方におきまして

は、この部分においても後継者あるいは山林所

有者といった問題の中においていろんな課題が、

農家・農業の現場だけじゃないわけであります。

この林業といったものにつきましても、なかな

かそういったような自分の山林がどこまでなの

かということもわからない方も出てきてるとい

う話もよくお話を聞くわけでありますから、こ

ういった森林・林業の再生を進めるには、いう

ところの現状の把握、そしてもう一つは課題と

いったものをもう一度きちっと整理をすると。

もちろん何もやってないわけじゃなくて、いろ

いろやってるわけでありますけども、これをき

ちっと整理し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、もう一つは、後継者という中にあ

りまして、この林業大学校構想の中でいわゆる

フォレストという一つのこの技術者集団といっ

たものを森林管理の専門家の人材育成が遠野は

できないかという中におきまして取り組んでる

わけでありまして、滋賀県とか京都とか静岡に

は林業大学校もあるわけでありますから、四国

四県より広い森林県である岩手にそういう拠点

がないというのはどうなんだろうと言いながら、

県のほうにもいろいろアプローチをしながら、

提案型のプロジェクトといたしまして、この部

分も具体化に向けて進めていきたいものだなと

いうように思っております。 

 それから、この住宅整備の推進につきまして

は、これは今回の東日本大震災の中におきまし

て、復興型住宅としての一つの取り組みが非常

に大事だということで、協同組合森林のくに遠

野・共同機構がさまざまその中心を担いながら

取り組んでおりますし、釜石、大槌、そして遠

野、この中におきまして、地域の森林資源を生

かした震災復興と雇用創出を目指そうと。そし

てそれを実現させようということで、上閉伊と

いう一つのくくり、これは遠野市と釜石市と大

槌町だと。そこにそれぞれの林業、木材、住宅

産業関係団体、森林組合も入っております。工

務店も入ってます。建設業の方々も入ってます。

そういった方々で構成する上閉伊地域復興住宅

協議会というのを立ち上げまして、ここでもっ

て地場産材を活用した地域提案型木材住宅の供

給について、一つの仕組みにしようという形で

準備を進めておりまして、ここにおきましては

加工においては木工団地のこのいうところのノ

ウハウと申しますか、拠点を生かそうという中

で取り組みが始まっているところでありますの

で、一つ御了承いただければというように思っ

ております。 

 それから、広葉樹の資源利活用、これは自然

の豊かさをあらわしてるということで、この部

分につきまして、非常にこの森林整備計画の中

でも推進方策としてきちんと位置づけておりま

す。特にナラにつきましては、シイタケ、御質

問がありました木炭、そういったようなものに
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も生産拡大に利用できるものが多いわけであり

ますから、有効的な活用を担える木材であると

いうことが、この広葉樹という一つの位置づけ

の中に見出すことができるわけであります。し

かしながら、このナラといったものも非常に資

源として生かせるという場合にありましても、

ナラ枯れの被害が拡大傾向にあるという中で、

一昨年は県内では初でありますけども、ナラ枯

れ被害が県南地域でも確認されております。当

市ではまだその被害は確認されておりませんが、

この貴重な広葉樹資源でありますナラ類をナラ

枯れ被害から守る観点からも、こういった質問

にありましたシイタケなり木炭といったものに

対する振興も一つ重要な位置づけじゃないかな

と。 

 質問の中にございましたけども、この木炭に

つきましては床湿度を調整するとか、床下環境

改善を図るということで実証もされておるとい

うこともあるわけであります。こういった活用

方法も自然にやさしいという部分におきまして

は、これからもいろいろ出てくるんじゃないか

なと思っておりますので、木質バイオマスの利

用の拡大の観点から、あるいはこのまきストー

ブの導入といったようなプロジェクトに持って

いくという中にございまして、この木炭振興を

県北地域のように遠野としてという部分におき

ましては、まだいろんな課題もあろうかと思っ

ておりますけども、やはり一つの大きな産業振

興にもつながるということになるわけでありま

すし、山の手入れにもつながるということにな

るわけであります。エネルギーを新たに得ると

いうことにもつながるわけでありますから、や

っぱりそういったものにつきましては、遠野の

一つの遠野モデル、遠野スタイルの中における

産業としての位置づけも必要かなというような

認識でおりますので、それに基づいての課題を

一つ整理しながら仕組みとしてどう立ち向かっ

ていくかということでございますので、いろん

な御教授もいただければということもまた答弁

の中でお願いを申し上げておきたいというよう

に思っております。 

 続きまして、復興道路、これは非常に大事な

位置づけでありまして、宮守・東和間が間もな

くどんどん進んできております。宮守インター

チェンジは24年度、年が４月になりますと24年

度に入りますから、24年度中の供用開始という

形で国は正式に公表しておりますから、多分か

なり加速度的に工事も進んでおりますから、24

年度といっても来年の３月じゃなく、もっとち

ょっと早目の供用開始ということにつながるん

じゃないかなと思っております。それから宮守

インターチェンジから遠野インターチェンジま

での部分、これは約９キロメートルであります

けども、進捗率はまだ42％、２月現在で42％で

ありますけども、こうして見るとどんどんこれ

も進んできておりますから、これもかなり前倒

しで工事が進むんじゃないかなと思っておりま

す。そして、遠野住田インターチェンジ、これ

は11キロということになるわけであります。こ

れにつきましても復興支援道路として明確に位

置づけられまして、地権者説明会も終わり、今

設計にも入っておりますから、第３次補正でも

かなりの予算がついておるという中にございま

して、この復興支援道路と。 

 で、国交省の道路局長さん、菊川道路局長さ

んからの話でありますと、復興関連で復興支援

道路として位置づけているこの道路の中では、

福島県、宮城県、岩手県とある、この釜石自動

車道がいわゆる全線つながるという部分では第

１号になるんじゃないかなという形で位置づけ

られているということでありますから、いうと

ころの全線開通ということで被災地の復興をさ

らに強く後押しするという部分におきましては、

前倒しでかなり急ピッチで工事は進むんじゃな

いかなということが言えるんじゃないかなとい

うように思っております。 

 その中で今多田議員のほうからも質問があり

ました。ストロー現象ということがあるんだけ

ども、交通量の減少といったことが出てくる。

訪れやすくはなるけども、言うなれば出てくと

いう部分も。これは道路というのは必ずそうい

ったストロー現象という中における位置づけが
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あるわけであります。しかし、私は、それをス

トローだから吸い寄せられるというだけじゃな

い。ストローだから吸い寄せられるかもしれな

いけども、逆に遠野が吸い寄せられるんじゃな

くて、遠野が吸い寄せるというそのような位置

づけ。それが先ほどパーキングエリア的な構想

を持ってはどうかということに私はつながるん

じゃないか。この道路網のネットワークとして

の道路は、遠野はどんどん吸い寄せるぞという

ような中における位置づけとしてのまちづくり

を行うということがすごく私は大切じゃないか

なというように思っております。確かにスト

ロー現象も懸念されると、一方にはあるわけで

あります。懸念されるじゃない。逆にそれをチ

ャンスと。質問にありましたチャンスとしてと

らえるっていう中における位置づけが必要では

ないかなというように思っております。 

 国道４号線からのアクセスが数段に改善され

るわけであります。さまざまなメリットがそこ

で見出すことが可能になってくるわけでありま

す。それで、この市全体のパーキングエリア的

な考え方、まさに釜石花巻ジャンクションから

釜石まではパーキングエリアのないいうところ

の高規格自動車専用道路なわけであります。ガ

ソリンも入れれない、駐車も言うなればできな

い、ちょっとしたお休み、トイレもする場所が

ないという形で80キロあるわけでありますから、

遠野でそういったいろんな形で用も足しながら、

あるいは道の駅、風の丘、それから産直かみご

うができるんじゃないか、それから大船渡、高

田のほうに行くときは、ともちゃんもあるじゃ

ないか。ちょっと宮守インターから左にハンド

ル切ると、柏木平レイクリゾートもあるじゃな

いかという中におけるものをそれぞれ発信しな

がら、観光用の看板、あるいはドライバーの方、

さまざまな方がハンドルを切ることによって、

遠野インター、宮守インターに一たんおりても

らうというようなそういう仕掛けを積極的に行

って、そしてその仕掛けを積極的に行うことに

よって、やっぱり寄ってよかったなというよう

な魅力のある施設といったものをその中でつく

っていかなきゃならない。寄ってはみたものの

何だっていうような形で期待を裏切るようなこ

とはできない。しかし、この風の丘にしろ、と

もちゃんにしろ、あるいはこれからオープンす

る産直かみごうにしろ、柏木平レイクリゾート

にしろ、それぞれの関係者の方々が魅力を少し

でも高めようということで懸命に頑張っており

ますから、それを行政の立場としても、後は後

押ししていきたいなというようにも思ってるわ

けであります。 

 それから、デスティネーションキャンペーン

という形で平泉といったものの中におけるとい

うことで、平成24年４月ですから、この４月か

ら６月までＪＲグループ６社が集中的にデステ

ィネーションキャンペーンということで全国に

発信するわけであります。全国の旅行会社、観

光関係団体、協賛企業が一体となっての国内最

大のキャンペーンとしての岩手デスティネーシ

ョンキャンペーンとして位置づけられているわ

けでありますから、これは平泉の世界遺産とい

うのもその中に背景にある。であれば御質問に

ありましたとおり、平泉に来たんであれば遠野

に行こうと、花巻から遠野へ入ろうと。そして

またいろんな形のいうところの商品開発をしな

がら、活動をというか、寄ってみたい、あるい

は寄りたい、あるいは泊まっていきたいという

ようなそのようなまちづくりを行っていかなけ

ればならない。これもある意味においては待っ

たなしじゃないか。駅前再開発も７年ぶりでよ

うやく形に見ました。しかし、20年かかったわ

けであります。計画の見直しに始まって７年か

かってるわけでありますから、そのようなもの

が環境が一つ一つ町場にもできてきております

から、それを魅力をアップすることによって、

この道路ネットワークといったものの利便性と

ストローといったようなストロー現象といった

ものを、遠野が吸い寄せるストローになるんだ

と。それがこの道路なんだというような位置づ

けもまたしてまいりたいというように思ってお

りますので、よろしくお願い申し上げたいとい

うように思っております。 



－ 125 － 

○議長（新田勝見君）  照井宮守総合支所長。 

   〔宮守総合支所長照井講一君登壇〕 

○宮守総合支所長（照井講一君）  命により、

宮守町における取り組み状況について答弁いた

します。 

 西の玄関口である宮守町においては、自治会、

行政区の代表、商工関係団体、そして行政の関

係者等19名によるめがね橋周辺環境整備検討委

員会を平成21年度に設置し、検討を行いながら

事業の展開、集客、ＰＲを図っているところで

あります。 

 環境整備としては、めがね橋上下流の徐間伐

や河床整理、恋人の聖地として恋人切符の作成、

一行詩の募集、イルミネーションの設置等景観

保持とＰＲに努めてきました。 

 イベントとしましては、めがね橋のライトア

ップを中心とし、平成23年度は河川ステージを

活用しためがね橋「絆」ライブ、新町街道に陶

器の灯りで演出しながらの新町街道夢灯り、ｍ

ｍ１の施設を中心とした「春よ恋・早く恋・

恋」めがね橋絆フェスなど、年８回のイベント

を実施し、集客と地域の活性化を図ってまいり

ました。 

 また、宮守総合支所を中心に、年４回の交通

量調査も実施しております。また、情報ビジネ

ス校の跡地活用の検討を重ねておりますが、高

速道路が開通することによって交通環境が向上

し、岩手県に対し跡地活用の提案にも弾みがつ

くものと考えております。 

 今後は、イベントはもとより、寺沢高原、稲

荷穴、銀河の森、柏木平レイクリゾート施設な

ど観光レク施設等、また宮守特産のワサビなど

もＰＲしながら、西の玄関口としての役割を果

たしながら、集客に努めてまいりたいというふ

うに考えております。 

○議長（新田勝見君）  ３番多田勉君。 

   〔３番多田勉君登壇〕 

○３番（多田勉君）  ただいまの御答弁をいた

だきましたことについて、若干再質問をさせて

いただきます。 

 まず、林業の振興についてでございますが、

宮守町をはじめ、遠野市内には古くからいわゆ

る炭焼きをしながら地域の林業を支えてきた事

例も多くございます。特にも宮守町の柏木平に

は、若者からすべての年代において、炭焼きな

ども体験できるような施設がしっかりと整備を

され、そしてまた指導者もしっかり備わってお

ります。そういった中で他の都市から訪れる若

者は、そういったものに非常に関心を持ってい

るわけですが、そういったところを十分に生か

しながら、これからの新たな雇用の確保、産業

の拡大というものに生かしていかなければなら

ないのではないかというふうに思いますが、そ

の点について、もう一回見解をお伺いしたいと

思います。 

 それから、まちづくりの関係につきましてで

すが、再三、各関係機関団体の方々の会議を開

かれているとお伺いしましたが、いわゆる地域

の方々の中で商業を営む方もあれば、飲食業を

営んでいる方もいらっしゃるわけですが、そう

いった方々に対してどのような状況で今進めら

れているのか。そういった検討の中身が広く伝

わっていないという方も中にはいらっしゃると

いうふうに聞いておりますので、せっかくその

検討会を立ち上げて御検討をなされているとい

うことであれば、そういったことも地域の方々

に情報を提供するなりしながら、よりよい地域

の皆様が一体となったまちづくりに取り組んで

いけるような方策を考えていただきたいと思い

ますが、その点に対するお考えをもう一度お伺

いいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  多田勉議員の再質問に

お答えいたします。 

 林業の振興についてということで、炭焼き、

この炭を産業として位置づけるという部分にお

ける柏木平には施設もあるし、指導者もいるぞ

と。都市の若い人などはそれに非常に興味を持

って関心を持っておるという中において、これ

を産業あるいは産業振興として、あるいは雇用

対策としての見解はということであるわけです。



－ 126 － 

私がいつも申し上げてるとおり、地域資源をい

かに利活用するのか、古くて新しいものは光り

輝くというのは単なる言葉だけではない。やっ

ぱりこのあるものをいかに利用しながら、そし

てまたこの指導者がいるという部分における

方々にいかにまたそのノウハウを次の世代にと

いう部分におきましては、これも大事な大事な

プロジェクトの一つじゃないかなというように

思っておりますので、観光振興、産業振興、あ

るいは雇用対策という部分の中におきまして、

特にも柏木平レイクリゾートという恰好な場所

に、そのようなロケーションの場所に、そのよ

うな施設と指導者がいるという部分をうまく生

かしたものとしてのプロジェクトとして位置づ

けることが可能じゃないかなと思っております

ので、担当課のほうに、それからまたいろんな

柏木平レイクリゾート株式会社のほうとも連携

を取りながら、こういったものにも積極的に取

り組んでまいりたいというように思っておりま

すので。 

 それから、二つ目のまちづくり会議がいろい

ろ開かれているというような中で、なかなか商

業をやっている方、あるいは飲食業をやってい

る方も、情報がよくわからないというような話

があるぞと。で、検討の中身が伝わっていない

んではないかという話がありました。御指摘が

ありました。これは、そういった部分において

は、いうところの説明責任なり、情報公開なり

がまだまだ不十分であるなというように、私自

身もそれはきちんと厳しく受け止めなきゃなら

ないかというように思っておりますけども、答

弁という場ではありますけども、議員各位にも

お願いを申し上げたいわけでありますけども、

さまざま取り組んでいるものについては、でき

るだけ情報公開をしながら、さまざまな形で説

明をしているつもりでありますけども、ある一

つの例の中で、中心市街地活性化協議会という

ものを組織して、それぞれ構成団体の方々に集

まっていただいて、かなり周知されているのだ

なと、私自身は思っていたわけであります。そ

うしましたら、何も聞いていないという話があ

る。だって、あなたのところの団体にも入って

もらって、かなり懇切丁寧に説明したんですよ

と、何も聞いていないんですかと言いましたら

ば、いや代理が出て、俺は出なかったから、俺

は聞いてないという話なわけで。そういうこと

が随分あるんですよ。申しわけないですけども。

したがって、やはりそれぞれに周知するという

ことになれば、今、多田勉議員がありましたか

ら、それぞれの方々を大切にするということは

当然であります。しかし、やっぱり物理的に、

物流的に限界があるわけであります。であるが

ゆえに、組織があるわけであります。その組織

の方々に集まってもらって、懇切丁寧に時間を

割いて説明をしているわけでありますけども、

出席して説明を聞いた人はわかっているけども、

それが組織として伝わってない。これは、何も

いろんな市民団体の皆様をそのような形で周知

していないということを言うつもりはありませ

ん。我々行政の中にもそういうことがあるわけ

です。課長はわかっているけども、下はわから

ない。部長はわかっているけども、課長はわか

らないということも、まだ我々の組織の中にも

あるんです。したがって、やっぱりそういった

ようなものの中で、やはりきちんと説明を聞い

たらば、それを伝える、そのようなことをやっ

ぱり徹底させるということも大事じゃないかな

と思っていますから、その団体とか企業の方々

にちゃんと伝えてないんじゃないかということ

で批判するだけじゃなくて、我々行政の中にも

そういう一つの体質もあるんだということの自

戒を込めて周知徹底をさせるような、そのよう

な流れといったものをきちんとつくっていくと

いうことで、いま一度地域の方々に情報をきち

んとという部分におきまする最新の注意を払い

ながら、丁寧にそのようなことに努力をしてま

いるということも申し上げまして、また申し上

げますけども、議員各位にもそのようないろん

な市政課題にかかるものにつきましては、それ

ぞれの地域の皆様や、あるいは支持者の皆様に

も機会があるごとにお伝えしていただくような

形での御協力もいただければということをまた
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申し上げ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。 

   午後３時08分 休憩   

────────────────── 

   午後３時18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

でございます。通告に従いまして、農業の緊急

課題の取り組みにつきまして、一般質問を進め

てまいります。 

 きのうからの一般質問、早いもので私が最後

となりました。皆さんにすべて語りつくされた

のではないかなと思っておりますが、農業の課

題も多々ありますので、最後までよろしくお願

いを申しあげます。 

 質問に入る前に、昨年３月11日に東日本大震

災の発災からはや１年が過ぎようとしておりま

す。改めまして、この大震災により亡くなられ

た方々の御冥福をお祈りいたしますとともに、

被災された多くの皆様に心よりお見舞いを申し

上げます。 

 一方、大津波により発生したがれき処理が済

んだ量は全体で５％にとどまり岩手県では８％

とやや進んでいるものの、10％にも届かない状

況となっており、なかなか復興も前進しない現

状が見えてきます。 

 また、福島第一原子力発電所の被災について

も、近隣市町村の住民避難生活が続く中、農業

の生産現場にも厳しさが増している現状で、特

にも畜産部門では、稲わらや牧草などの放射性

セシウム濃度が１キロ当たり100ベクレル以下

のものを使うように農水省から全国に今月の10

日に通達したとのことで、当管内でも、今後、

対応に追われることとなり、対策を徹底し、畜

産部門での指導を十分に実施し、畜産農家に安

心して経営が継続されるように万全を期しても

らいたいところであります。 

 それでは、農業の緊急課題の中での項目１点

目の、ふえ続ける農産物の鳥獣被害についての

質問に入らせていただきます。 

 この鳥獣被害は、年々深刻さを増し、中でも

野生ジカの頭数がふえ続ける中で、農産物が食

い荒らされ、その被害額も相当に上っているも

のと思います。その対策として、電気牧さくが

主流であり、遠野市でもその予算として年間約

1,000万円を計上しておるところでございます

が、被害は増加する傾向にあります。背景には、

近年のハンターの高齢化、里山の荒廃も拍車を

かけている現状ではないでしょうか。遠野市の

総合計画審議会でも、審議委員から、熊やシカ

被害からの里山の整備について、生態系のバラ

ンスの崩れが起因となっているのではないかと

発信がなされ、当時の農業活性化本部長は、シ

カの駆除を強化したいと答弁していました。 

 その中で、近年は野菜や牧草のみならず、水

田にも被害がふえている現状であります。この

打開策の朗報といたしまして、近年「わな特

区」による捕獲で成果を上げている愛知県の対

策が、過日、農業新聞で紹介がなされておりま

した。この罠による捕獲は、大きく分けて囲い

わな、箱わな、そしてくくりわなの方法がある

とのことですが、当遠野市でも、わな管理補助

金に新年度でも250万円ほどの予算を計上して

いるところであります。ここでの予算は、囲い

わな、箱わなに対応したものであると思われま

す。これに対抗するかのように、新聞ではくく

りわなの成果を西暦2009年は21頭に対し、2011

年には実に169頭と大幅な増加になった旨を述

べております。その手法に、わな特区による捕

獲対策に乗り出した成果と結びつけておりまし

た。 

 そのわな特区の手法は、2009年、特区認定を

受けて、対策を本格化し、ハンターと狩猟免許

を持たない農家がグループをつくり、グループ

にはわな免許を持つリーダーが一人いて、わな

の設置や撤去、捕獲ジカの処分などを行い、ハ

ンターの免許を持つメンバーは主にとどめ刺し

を受け持つ。農家の役割は、毎日の見回りとい

うことで、くくりわなを使い、農産物の味を覚
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えたシカを確実に捕獲する。このようにして参

加グループがふえ、自分でわな免許の取得者も

ふえている現状の様子が掲載されておりました。

この記事を見るに、電気牧さくでの被害対策に

は限度があり、反面、ハンターが減少している

中では、狩猟免許を持たない人でも講習を受け

ればわなによる有害鳥獣捕獲の補助者になるこ

とができるわな特区が有効であり、今年４月か

ら全国的に展開されることが述べられておりま

した。遠野市といたしましても、地域ぐるみで

の自衛的な捕獲を進め、野生鳥獣による農業被

害を最小限に食い止めることが緊急的に展開さ

れるべきと考えます。このわな特区のように、

どのように展開していくかをお伺いいたします。 

 次に、項目第２点目ですが、農業の活性化に

取り組む中で、農家に活気とやる気を与える手

段として、年間を通じての収益が見込まれるハ

ウス栽培をより強力に推進していく方策はない

かについて伺います。 

 過日、当会派では、秋田県内も産直センター

を研修する機会があり、今年の大雪にもめげず

売り上げを伸ばしている施設を研修してまいり

ました。その中で、ハウス栽培による冬期間の

出荷にも話が触れられ、実績を挙げている状況

が紹介されました。何もコマーシャルをしなく

ても、農家では栽培に実績が伴えば、口伝えに

広がり、おのずと栽培がなされ、販売も大きく

なっていくというものでした。遠野市では、農

畜産物100億円アクションプランを掲げスター

トを切りましたが、葉タバコ栽培の減少等で販

売額が伸び悩んでいる現状でもあります。今後、

どんな対策を講じていく計画なのでしょうか。 

 新年度計画の中で、農業活性費としてＡＳＴ

パワーアップ事業が掲げられ、2,000万円の予

算が計上されており、野菜、花卉、山菜、養魚

に支援が盛り込まれております。その中でハウ

ス導入支援事業補助金が200万円計上されてお

りますが、この予算で本当にハウス支援といえ

るものでしょうか。本気で農業をやる人に夢と

希望を与えるには、思いきった予算措置も必要

と考えます。年間を通じて、栽培が可能な野菜

づくり、このことは毎月の安定した農業経営が

できる方策の一環ではないでしょうか。今こそ

ハウス導入に際して農家１戸当たりハウス導入

のせめて１棟は全額補助とか、長期リース事業

とか、思い切った対策を講じるべきと考えます

が、どのように考えるものでしょうか。 

 この春には、上郷産直センターもオープンし、

市内には地区ごとに産直施設もあります。いか

に年間を通して安定的に農産物を出荷するのか

問われてもおります。このような事業展開を行

えば、遠野の基幹産業である第１次産業の農業

にも本気とやる気が見いだされてくるものと信

じますが、ぜひ前向きに真剣に考えていただき

たいところでございます。 

 最後の項目に入ります。 

 環太平洋連携協定──ＴＰＰに関する日米の

１回目の事前協議がなされ、この21日にはオー

ストラリアとも協議がなされました。日本側は

包括的経済連携に関する基本方針に基づき、す

べての品目を自由化交渉の対象にする考えを伝

え、理解を求めております。また、政府はこれ

まで、アメリカを除く６カ国から支持を取りつ

け、23日にはニュージーランドとの協議に臨み

ました。交渉９カ国との協議を一巡し、アメリ

カと再協議を行い、進展を目指そうとしており

ます。このような展開の中で、農業関係はもち

ろん、医療、保険、金融、自動車産業と、あら

ゆる分野での交渉となる予定とのことですが、

国益を損なわないように全力を尽くすとの話だ

けで、その内容は国民に詳しい説明がなされて

いない現状であり、メリット・デメリットも示

されておりません。このように、先行きが不透

明な中で、今後、我が遠野市としてはどのよう

な体制をとっていこうとしているのか。市民に

この不安を払拭し、産業発展を構築していかな

ければならないと思いますが、産業の発展なく

して遠野市の少子高齢化、人口減少に歯止めが

かからないのではないでしょうか。 

 以上、項目３点について、明快で感銘を受け、

さらには市民の活性化につながる市長の見解を

お聞きいたしたく、私の一般質問を終わらせて
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いただきます。御静聴ありがとうございました。 

○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。 

 農業の緊急課題への取り組みということにつ

きまして、この鳥獣被害も含めまして、ハウス

栽培、あるいはＴＰＰ問題等も含めての御質問

として承ったところであります。 

 まず、このふえ続ける農作物の鳥獣被害、深

刻さを増してきておると。で、わな特区という

中における取り組みについての見解が問われた

わけであります。 

 瀧澤議員、あるいは菊池充議員の一般質問で

も答弁しているとおりであります。当市で捕獲

するシカの頭数は年々増加し、県内に占める割

合も増加するなど、捕獲対策には一定の成果が

見られておると。わなの設置状況につきまして

も、これもそのとおりでありまして、23年度の

わな等の侵入防止さくの整備を、鳥獣駆除協議

会が事業主体となって取り組みを始めておりま

す。それから、支援事業なんかを活用いたしま

して、市内４カ所に箱わな４基、綾織、小友、

附馬牛、松崎に設置しております。くくりわな

も30基導入しまして、市内でシカが多く出没す

る地区を中心に設置をしておると。 

 それから、上郷地区には市の補助事業により

まして囲いわなの修繕を行い、一部機能の改良

を加えて設置しておると。で、この施設の中に

おきます23年度の駆除の実績は、１月末現在で

170頭、そのうちくくりわなの捕獲が14頭、囲

いわなが１頭ということで、冬場の狩猟期間中

であることもありまして、わなが凍って作動し

なくなっているということもあって、設置して

いないというような、そのような状態にもある

わけであります。 

 それから、わな猟の経験者が少なくなってい

る。本年度の有害駆除頭数に占める割合は１割

に満たないと。鉄砲ですね、猟銃の使用を制限

している夏場の有害駆除対策として効果的な方

法であるということは、これはいろいろな形で

数字も示しているわけでありますから、今後、

この設置方法の技術面を改善を図りながら取り

組んでいくということが必要じゃないかなと思

っております。 

 それから、わな特区、全国に展開されそうだ

と。ふえ続けるニホンジカ対策の、これはわな

特区制度は有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有

しない従事者容認事業と、これも大変長い事業

名でありますけども、いうところの狩猟免許を

有していない従事者が認めている一つの制度で

ありますよということで、このわな特区制度が

位置づけているわけであります。いうなれば、

鉄砲を使用して有害駆除を行う場合、特例的に

一定の要件のもとにわな猟の従事者の中に、網

とかわな猟の免許を有していない者を含むこと

ができるという、そのような特区制度なわけで

あります。 

 24年４月から、このわな特区制度が全国展開

される予定ということになっているわけであり

まして、市町村が取り組む場合は、都道府県が

策定する計画に、わな特区制度についての実施

要件を盛り込む必要があるということで、県で

は現在、第10次鳥獣保護事業計画を策定し、こ

の鳥獣保護事業を進めているところでありまし

て、このわな特区については、24年度の事業計

画の見直しに合わせて盛り込まれる予定という

ことになっておりますから、市ではこれは25年

度以降に実施が可能になるというような、その

ような位置づけになろうかというように思って

おります。 

 制度の活用に当たっては、従事者の講習会の

方法や実施方法についての仕組みづくりも必要

でありますので、24年度におきまして関係機関

と協議を進めながら、事業の導入に向けた検討

を進め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。 

 なお、２月12日でありましたけども、農林水

産省の岩本副大臣が遠野を訪れて、タバコ廃作

農家の方々と意見交換をするということで、東

北農政局と副大臣一行が遠野に参ったわけであ

ります。そのときに、やはりこの問題も大きく
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議論になりまして、時間がオーバーしての議論

になったわけでありますけども、副大臣のほう

からは、遠野で犬の放し飼い特区をできないか

という提案があったわけであります。そうする

と、犬の放し飼いをすることによって、いうな

れば熊もシカも里のほうに下りて来ない、被害

も与えないんじゃないかと。犬が吠えることで

山に帰っていくじゃないかという話の中で、犬

の放し飼い特区と、これは真剣な議論をしたわ

けであります。さまざまな形での、それも国レ

ベルでもそういうような検討をしているという

ことを踏まえての副大臣の話であったかという

ように思っておりますけれども、確かに昔はそ

れぞれの農家には、犬が番犬としておったと。

熊が近づく、あるいはシカが近づけば追い返し

たということもあったわけであります。それが、

狂犬病であるとか、犬が人に危害を加えるとい

うことで、逆に規制がかかったということによ

って、熊やシカも人里に下りるようになってき

たんじゃないかという指摘も確かにあります。

一方においては、山が荒れて餌がないから下り

てきているということも、一つの背景にあるわ

けでありますから、そのような犬というものを

使いながら、犬特区というか、そのようなもの

の中でというような話の中で、結構こういう被

害が深刻なときに、楽しい議論をしたとなれば、

非常にそれこそ批判起きますけども、文字どお

りそのようなものにも対策を求めざるを得ない

というような深刻な状況になっているという、

一つの表れじゃないかなと思っておりますから、

わな特区も含め、犬というものをどのように活

用しながら被害を防いでいくかというようなこ

とも、ある意味においては真剣に考えなきゃな

らない一つの課題ではないのかなということも

思ったわけでありますので、一つ御披露を申し

上げておきたいというように思っております。 

 それから、これも瀧澤議員、あるいは充議員

それぞれにお答えもしてあるわけでありますけ

ども、わな特区の活用を重点に、駆除に向けた

取り組みを強化したいと考えてもいるところで

ありますので、これにつきましても一定の御理

解もまたいただければというようにおもってお

ります。 

 それから二つ目、農業活性化に取り組む中で

の農家のやる気を与える手段、ハウス栽培を強

力に展開してはどうかという形でありました。

このハウス栽培の問題につきましても、やはり

いろいろな課題があるわけであります。ちなみ

に、この遠野におけるハウスというものにつき

まして、このタバコ耕作の廃作という中で、今

度ＪＴのほうでの取り組みの中で、約70戸が廃

作をするわけであります。この廃作の総面積は

1,720アールという形での、結構なあれでござ

いまして、総ハウス数は342棟ありまして、活

用予定棟数が188棟という中で、活用予定割合

が55％。そして、その中におけるこのハウスの

利用として、これいろいろ廃作農家の方々70戸

からとった数字でありますけども、水稲の育苗

用とか、牧草の乾燥用、それからトマト、ホウ

レンソウ、ピーマン、カボチャ、タラノメとい

ったようなものとしてのハウスを利用したいと。

それから、農機具の倉庫にもしたいというよう

な話もあるわけでありますけども、こういった

タバコ廃作に伴って、かなりのハウスが、また

一つの活用として生かしていかなきゃならない

というような、一つの課題もあるわけでありま

す。 

 そういった点もよくあれしながら、質問にあ

りましたとおり、安定的に出荷期間の拡大、あ

るいは品質の安定といった面においては、非常

に有効な一つのハウスといったものが有効に機

能するというのは、特にも冬期の所得を確保す

る点では有効であるということも、それはもう

私から言うまでもないわけであります。 

 露地栽培で、小規模栽培ながら急成長を遂げ

ておりますニラのさらなる振興のために、北海

道の例なども視察をしたと。その中で、１棟の

ハウスを１年間７回転し、90坪ハウスで100万

円の売り上げを図っておるというような事例も

北海道の例でもあったと。で、参加した一部の

生産者の中からは、これは取り組んでみたいと

いう声も聞かれたということも報告を受けてい
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るわけであります。これは、北海道の知内町と

いう町の中での取り組みだということでありま

す。 

 で、これまでもホウレンソウ、花卉、菌床シ

イタケといったものにつきまして、いろいろハ

ウス施設や栽培資材等の助成も行ってきており

ます。 

 それから、ＡＳＴパワーアップ事業の中で、

ハウス導入支援事業で、就農間もない農家やあ

ぐりスクール生等を対象としてのハウス導入補

助や、遊休ハウスの移転補助といったようなこ

とも計画しております。場合によっては、県の

補助事業が利用できるものは、そのものを利用

するというようなものにも持って行きたいとい

うようにも思っております。 

 また、先ほど言いました葉タバコ廃作農家の

軽量鉄骨づくりの乾燥ハウス、これも非常に利

用するにはそれなりの施設として位置づけられ

るのじゃないかなと思っておりますので、これ

は葉タバコ廃作農家の皆さんの意向というもの

を確認しなきゃなりませんから、行政が勝手に

そこに行って、廃作をしたんだから使うという

わけにはいきませんので、意向を聞きながら、

有効利用のために、一つこれは農家の皆さんが

いろんな展開するために非常にいい施設になっ

たらば、改修費の補助などもやっぱり検討して

みてもいいんじゃないのかなというようなこと

で議論もしているところでありますから、その

ようなことも。 

 したがって、先ほど菊池充議員の質問の中に

もありましたとおり、確かに厳しい状況で、タ

バコもそのとおり70戸も廃作せざるを得ない。

そこでまた、ハウスが余剰施設として出てきて

くるという、いろんな問題が次々と押し寄せて

きているわけであります。そこでもって、やっ

ぱりここは踏ん張りどころだと、であれば、そ

れをしたたかに利用しようじゃないかと。北海

道だってそういうことをやっているじゃないか

というようなところもあれば、１年間で７回回

転で、一つのハウスから100万円といったよう

なものもやっているところもあるわけでありま

すから、我が遠野市だってそれできないわけは

ない。だけども、やっぱりそこで意欲を失わせ

るわけにはいかないという部分の中におきます

る、正にやる気といったものをその中に見出す

という部分の中における環境づくりも合わせて

行いながら、この問題にもやっぱり挑戦してい

かなければならないんじゃないのかなというよ

うにも思っております。 

 ただ、こういった答弁を申し上げながら、一

方においては言い訳するということにもなりか

ねないわけでありますけども、直ちにその結果

が出るというわけにはいかない。やっぱり２年、

３年という一つの時間も必要とするというもの

もあります。 

 それから、もう一方においては、こういった

ものに先進的に取り組んでいる農家の方々、や

っぱり一定の成果をきちんと上げているんです

ね。ですから、そういった先進的に取り組んで

いる遠野の、そういったやる気のある、意欲の

ある、先進事例をどんどん自分のものにしなが

ら、前に進んでいる方々の事例といったものも

きちんと学びながらやっぱり取り組んでいくと

いうことも必要じゃないかなと。したがって、

補助金がある、さまざまな助成金がある、それ

があるからやるじゃなくて、やってみたい、こ

うしてみたい、だから少しでも補助金なり、助

成金のようなものがあればもっと助かるという

ような、やはりそのような、補助金やるから助

成金やるからやれやれというんじゃなくして、

まずもってそういったやる気のある環境をつく

るというような、そのようなものとして、やっ

ぱり仕組みづくりなり環境づくりもしていかな

きゃならないんじゃないのかなというように思

っておりますので、ひとつ議員各位の御支援と

御協力もいただければということも申し上げて

いきたいというように思っております。 

 それから、続きましてＴＰＰの問題、環太平

洋連携協定ということに対して、メリット、デ

メリットも示されていない、遠野市としてはど

のような体制をとっていこうとしているのかと。

これは、非常に高い関心を持ち、私も注視はし
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ております。昨年の22年の12月議会でありまし

たか、小松大成議員からもこのことについての

質問をいただいております。そのときにお答え

した内容、もう24年になっているわけでありま

すけども、そのときに答弁しているわけですけ

ども、国なり県が試算方法に準じて、市内の生

産が多い米、小麦、乳牛、和牛、豚肉といった

ものを対象に試算した結果、40億円が減額する

というような試算結果になったわけであります。

で、５品目の平成21年度の販売額が47億円とい

う中でとらえてありますから、何とこの減少率

は約80％になるということを考えれば、数字だ

けを見ればまさに壊滅的な打撃を受けるという

一つの結果として、数字は持ってはおります。

ただ、これを持ってしまうとまさに壊滅すると

いうことになるわけでありますけども、遠野市

としての対策となれば、私は一つの手づくりで

立ち上げたというか、検討してやったタフ・ビ

ジョン、これを一つ一つ確実なものにしていく

という一つの取り組みが、一つの対抗策という

ことにもなるのかなというような認識でもいる

わけであります。 

 一つのこの農地や各世代の労働力、非常に先

進的に取り組んでいる。そこに主産地化を図っ

ていくと、今回の議会の中でもそのようないろ

いろな議論が取り交わされました。主産地化を

図っていく。または、さまざまな取り組みの中

からブランド化も図っていく。イトーヨーカ堂

という全国のネットワークの中に、遠野牛とい

うプライベートブランドまで出せるという仕組

みをつくり上げたわけでありますから、こうい

ったブランド化も可能な品目を見定めながら、

それに確実に付加価値をつけていくということ

も大事じゃないのかなというようにも思ってお

ります。 

 で、一つの例でありますけども、この間の全

国市長会のときに、ある市長さんが私にぱっと

ポケットから出してよこしました。そうしまし

たら、ちょうど２合のパッケージに入ったお米

でありました。本当に鞄にいつも持っていて、

お米を、「市長、これまず家に帰って食べてみ

ろ、おいしいぞ」という形でさりげなくその自

治体のお米がおいしいぞということを盛んにＰ

Ｒしておった。市長さんのポケットに、その小

さな２合詰めのお米の袋が入っておったという

ことなわけでありますね。 

 それから、私も、これはただ言葉だけじゃな

くて、私もこれ真似っこしなきゃならないなと

思いながらですね、やっぱりそのような地道な

取り組みの中で、いうところの付加価値をつけ

ながら販売展開していくということになるので

はないか。一方においては、イトーヨーカ堂の

ような一つの全国的な流通ネットワークを持ち

ながら、一つの量的なメリットをその中で、ス

ケールメリットを出しながら取り組んでいく。

しかし、一方においては、ポケットの中に入る

ような中からブランド化を進めていくというよ

うな、そのようなものもすごく大事じゃないか

なというようにも思っております。それが、足

腰の強い農林水産業というものに少しでも近づ

く一つのステップになるんじゃないのかなとい

うようなこともあります。 

 したがって、ただいま申し上げましたとおり、

このＴＰＰ問題に関する情報につきましては、

まだ国のほうからも、農林水産省のほうからも、

県のほうからも具体的なそのような情報がきち

んと私どもに示されておりません。参加により

まして農家経営が悪化する。出稼ぎの増加や人

口流出、地域社会の維持、存続性が危うくなる。

いうなれば、大きな課題を抱える問題でもある

にもかかわらず、情報が少ないというようのが

今の状況じゃないかなというように思っており

ます。 

 しかし、ただ情報が少ないからといって、手

をこまねいているわけにはいきません。したが

いまして、この農村、農業、地域経済に対する、

あるいは環境などに対するさまざまな影響を考

えた場合に、これらの対策が示されない段階で、

ＴＰＰというものについては反対であるといわ

ざるを得ないということを、私も繰り返さざる

を得ないというのが今の状況だということであ

ります。 
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 ただ、反対、反対といって声高にしたって、

ただいまいろいろ、今度の議会の中でもさまざ

ま議論されました。愚直に遠野の資源と、遠野

の先進的に取り組んでいるマンパワーと、農家

の現場にいる方々のマンパワーと、それを取り

巻く農協、それから行政、そしてまた県やさま

ざまな機関、団体の皆様との中における総合力

として、そこで現場で頑張っている方々を力強

く後押しをしながら、ともにこの遠野のスタイ

ルとしての農畜林業、まさにタフ・ビジョンの

着実な展開とその具体化ということに尽きるの

ではないかなというように思っておりますので、

よろしくお願いを申し上げたいと思っておりま

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37号遠野市総合食育セ

ンター新築工事の請負契約の締結につ

いてから、   

   日程第３ 議案第38号遠野市総合食育セ

ンター建築付帯施設（厨房機器）工事

の請負契約の締結についてまで。   

○議長（新田勝見君）  次に、日程第２、議案

第37号遠野市総合食育センター新築工事の請負

契約の締結について及び、日程第３、議案第38

号遠野市総合食育センター建築付帯施設（厨房

機器）工事の請負契約の締結についてを一括議

題といたします。 

 各案件について、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

議会定例会に追加提案する議案の説明を申し上

げます。 

 議案第37号遠野市総合食育センター新築工事

の請負契約の締結についてであります。 

 遠野市総合食育センター新築工事の請負契約

の締結について、２月23日に条件つき一般競争

入札を執行しましたので、その落札者と契約を

締結するため、議会の議決を求めるものであり

ます。 

 契約の目的、遠野市総合食育センター新築工

事。 

 契約の方法、条件つき一般競争入札。 

 契約の金額、７億7,490万円。 

 契約の相手方、戸田建設（株）・（株）テラ

特定共同企業体、代表者、宮城県仙台市青葉区

一番町三丁目３番６号戸田建設株式会社東北支

店、支店長、郡司敏明、構成員、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。 

 次に、議案第38号遠野市総合食育センター建

築付帯施設（厨房機器）工事の請負契約の締結

についてでは、遠野市総合食育センター建築付

帯施設（厨房機器）工事の請負契約を締結する

ため、議会の議決を求めるものであります。 

 契約の目的、遠野市総合食育センター建築付

帯施設（厨房機器）工事。 

 契約の方法、随意契約。 

 契約の金額、２億6,145万円。 

 契約の相手方、盛岡市津志田南二丁目２番38

号、株式会社中西製作所盛岡営業所、所長、石

川真吾。 

 以上であります。よろしく御審議を賜ります

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37号及び議

案第38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、議案第37号及び議案第38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。 

────────────────── 

   休会の議決   

○議長（新田勝見君）  お諮りいたします。２

月29日及び３月１日の二日間は、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
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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、２月29日及び３月１日の二日間は休会

することに決しました。 

────────────────── 

   散  会   

○議長（新田勝見君）  以上で、本日の日程は

全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。御苦労さま

でした。 

   午後３時54分 散会   

 

 


