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   午前10時00分 開議   

○議長（新田勝見君）  おはようございます。

これより本日の会議を開きます。 

────────────────── 

   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。19番浅沼幸雄君。 

   〔19番浅沼幸雄君登壇〕 

○19番（浅沼幸雄君）  おはようございます。

新興会の浅沼幸雄でございます。通告に従いま

して、一般質問を行います。 

 私からは、原発事故による放射能汚染対策に

ついてお伺いいたします。 
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 昨年３月11日の東日本大震災による大津波に

より、東京電力福島第一原子力発電所の事故が

発生し、それにより放出された放射性物質によ

る汚染が市内各地でも確認されております。 

 本市の基幹産業であります畜産業におきまし

ては、昨年６月に寺沢牧場周辺地域の牧草が利

用自粛となり、さらにことし４月１日からの食

品の新基準値により、市内の牧草地約4,880ヘ

クタールのうち4,260ヘクタールが利用自粛と

なりました。また、露地栽培の原木シイタケに

おきましては、マスコミ等で報じられていると

おり、５月上旬に一部の生シイタケで基準値を

超えたものがあり、市内全域において、国の出

荷制限指示の対象となり、乾燥シイタケにつき

ましても、５月末時点で県の出荷自粛要請の対

象となりました。 

 そのほか、国の基準値を下回ってはおります

が、一部の山菜からも放射性物質が検出されて

おります。 

 前述の各分野での汚染により、それぞれ深刻

な影響が生じてきております。畜産業では、牧

草地の除染、23年産汚染牧草の処理、廃用牛の

処理、代替牧草の供給、放牧利用者の代替牧場

の確保、家畜糞尿処理など、徳用林産物である

原木シイタケでは、出荷制限や出荷自粛による

売り上げ減少の補償や補償金が支払われるまで

の運営資金の調達、安全なほだ木の確保など、

牧草地や原木シイタケの汚染による他の作物や

山菜への風評被害による単価の下落や出荷数量

の減少による売上高の減少などであります。 

 このような状況の中、一般市民へ目を向けて

みますと、市民の方々も日々の暮らしの中で、

大なり小なり不安を感じているものと察します。

毎日口に入れる食べ物や飲み物は安全だろうか、

学校給食の食材は、子どもたちが遊んだり、ス

ポーツをするグラウンドは、放射線内部被曝の

健康への影響は、などなど上げればまだまだた

くさんの不安があるものと思われます。 

 市では機会あるごとに多様な手段により、農

林畜産業への対応や対策、そして、市民生活の

不安解消や安心・安全を確保するための情報提

供を行ってこられたものと認識しておりますし、

現に、つい先日発行された広報遠野６月号にも

２ページにわたって放射能に関する記事が載っ

ております。 

 それらにより、市民の不安も大分軽減されて

いるものと思われます。 

 話は変わりますが、６月６日付、岩手日報紙

の風土計に次のような記事が載りました。「県

は、先月から県内４会場で、食品の放射性物質

汚染による健康影響等を考えるシンポを開催、

どの会場も大勢が参加して関心の高さがうかが

えた。発表者の不安軽減には学習を重ねるしか

ないという声が印象に残る」というものでした。

私も同感です。市民の不安を軽減するためには、

学習を重ねながら、安心・安全の事実を一つひ

とつ積み上げ、それを市民に対し繰り返し繰り

返し情報として提供することが重要であると考

えます。 

 そこで私の質問ですが、農林畜産業や市民生

活への放射能汚染対策について、現在までの市

の取り組み経過とこれからの対応策についてお

伺いいたします。 

 先ほども述べましたとおり、答弁が今までの

繰り返しとなる部分や重複する箇所もあるとは

思いますが、市民の不安軽減のためにもあえて

質問させていただきます。 

○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）  浅沼幸雄議員の一般質

問にお答えいたします。 

 いうところの東京電力福島第一原子力発電所

の事故により放出された放射性物質による汚染

問題、これは、当市にとっても大変大きな市民

の皆様の関心事にもなっており、また深刻な影

響も及ぼしておるということは、議員各位も御

案内のとおりであります。 

 ただいまの質問の中で、現在の状況、これか

らの対応策についてということが御質問の中に

ありました。そしてまた、この学習を重ねるし

かないという中において、それぞれの知識を持

ちながらこれに対応していくしかないんじゃな
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いかと、それも極めて大事じゃないかなという

お話がありました。広報６月号にも、そのよう

な情報を提供しておりますし、さまざま市のほ

うにも対策本部を立ち上げまして、各部、各課

がそれぞれ情報共有しながら、この問題にタイ

ミングを失することはないという中において対

応を急いでいるところでもあります。 

 また、農林畜産関係におきましても、ＪＡ花

巻のほうにおきましても対策本部を遠野の現地

のほうに立ち上げながら、まさに情報を共有し

ながらという形で、一丸となって対応を進めて

いるところであります。 

 私のほうからは、その対策を今進めている概

要につきまして御答弁申し上げまして、御質問

の中にありましたとおり、この影響といったも

のにつきまして、非常に心配だということもあ

るわけでありますから、今市内各地で測定をし

ている状況、濃度測定も含めての状況を、これ

は環境課を所管しております環境整備部長のほ

うから、そしてまた、農林畜産物、原木シイタ

ケを含め、放牧問題も大きく影を落としている

わけでございまして、その取り組みの状況につ

きましては、農林畜産部長のほうからその現状、

今後の取り組み方向について御答弁申し上げた

いと思っております。 

 基本的には、国と東京電力が速やかに対応す

べきものというのが基本だというように思って

おります。ただ、国や東京電力の対応を待って

おったんでは、なかなかこの対策が進まないと

いうのも実態であります。特にも御質問にあり

ましたとおり、出荷制限指示となった原木生シ

イタケや乾燥シイタケ、牧草地の除染対策はま

さに緊急を要する一つの課題なわけであります。

基幹産業である農林畜産業を守らなきゃならな

い。そしてまた、御質問ありましたとおり、安

全・安心な食の提供による風評被害の防止とい

ったものも、市としてもできる限りの対策を講

じていかなきゃならないというように受けとめ

ております。 

 こういった考えのもとに、３月議会において、

牧草の除染対策用の機械購入費として約9,000

万の予算を計上するとともに、今般の補正予算

におきましても、新たな課題に対応するための

機動的な予算といたしまして5,000万円の予算

も計上させていただいているところであります。 

 この４月の23日に、原発放射線影響対策本部

を市役所内に設置しておりまして、全庁挙げた

放射線対策の実施体制を整えました。その中に

ございまして、必要に応じて国、県等への要望

活動、あるいは東京電力への賠償請求等の取り

組みもまた行わなければならないというような

認識のもとにこの活動を展開しておりまして、

特にも、県内の市町村長でもって情報を共有し

ながら、国や県に対して、要望、提言などを積

極的に訴えていかなきゃならないかというよう

に認識しておりまして、相次いで開催されまし

た県の市長会、東北市長会、全国市長会におき

まして、どの席上でも問題提起がされ、その都

度、特別決議もなされておるというような状況

にあります。 

 ６月５日、６日には、民主党本部の幹事長室

のほうに、自民党本部の総裁室のほうに、それ

から、農林水産大臣、そしてまた復興大臣等に

対しまして、県の市長会長とともに私も参加い

たしまして要望活動を行ってきておりまして、

引き続き、スピード感を持った対応が可能とな

るように、これからもあらゆる機会をとらえて

対応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。 

 なお、質問の中にございましたこの不安を感

じていると、市民の皆さん、学習を重ねるしか

ないだろうかなというようなお話もありました。

内部被爆の問題がこの健康影響調査についてで

あります。これにつきましては、放射線内部被

曝健康影響については、一関市、奥州市、宮古

市、平泉町、金ヶ崎町、３歳から15歳までの13

1人を対象に調査を行っておりまして、放射性

ヨウ素は全員不検出であると。それから、放射

性セシウムによる生涯累積の内部被曝線量は、

最大でも0.03ミリシーベルト未満という結果で

ありまして、全員が１ミリシーベルトをはるか
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に下回る状況であるというような報告も受けて

おるところでありまして、岩手県で立ち上げて

おります放射線内部被ばく健康影響調査有識会

議におきましても、健康影響は極めて小さいと

いうような形で、会議のほうでは取りまとめて

いるところでありますので、健康影響は極めて

小さいレベルということは明らかになっており

ますので、これにつきましては、こういった情

報につきましても、十分アンテナを高くしなが

ら対応してまいりたいと思っておりますし、水

道水の浄水場、あるいはプールの水質、さらに

は牛ふん堆肥、ごみ焼却施設、し尿や下水道汚

泥についても、独自に測定をしておりまして、

市ではこのような取り組みを行う中からも監視

を続け、その都度、遠野ケーブルテレビ、ある

いは広報遠野、あるいは市のホームページ等で

公表してまいりたいと思っていますし、特に農

林畜産物の関係におきましては、農家回りをい

たしまして、約600世帯以上の方々の農家の

方々からさまざまな要望なり意見をいただいて

おりますから、これを遠野テレビで一定の番組

をとりまして、遠野テレビの中で疑問に答える

というか、要望に対してここで応えるというよ

うな形での企画も持っておりますので、そうい

うような形であらゆる手段を使って、市民の皆

さんの安心・安全といったものを、あるいは不

安のない環境づくりを積極的に対応してまいり

たいと思っておりますので、よろしくお願いを

申し上げたいと思っております。 

○議長（新田勝見君）  立花環境整備部長。 

   〔環境整備部長立花恒君登壇〕 

○環境整備部長（立花恒君）  命により答弁い

たします。 

 まず、空間放射線量測定についてであります。

市の放射線量に対する取り組みとして、６月６

日現在、市内11小学校の校庭の地表付近に、地

上１メートル、50センチ、５センチのそれぞれ

の高さの放射線量測定を、これまで10回実施し

ております。また、局所的、いわゆるホットス

ポットでありますけども、この放射線量が高い

と思われる箇所の測定も２回実施しております。 

 放射線量については、各測定日とも文部科学

省、厚生労働省における野外活動の制限指標3.

8マイクロシーベルト／ｈ及び放射線量低減策

を実施する場合の制限指標の１マイクロシーベ

ルト／ｈを下回っております。 

 また、放射能による市民の不安解消の一環と

して、簡易型空間放射線量測定機を15台整備し、

各地区センターに配備し、市民に７月から貸し

出しを行う予定であります。 

 続きまして、放射性物質濃度の測定について

であります。厚生労働省の「食品に含まれる放

射性物質の基準値」の見直しにより、平成24年

４月から基準値が大幅に厳しくなっております。

セシウムの新基準値としましては、野菜、穀類、

肉、これまで500ベクレルであったものが100ベ

クレル、乳児用食品については50ベクレル、牛

乳、乳製品、これまで200ベクレルであったも

のが50ベクレルに、また、飲料水200ベクレル

であったものが10ベクレルとかなり厳しくなっ

てございます。 

 また、放射能の影響による不安の軽減をする

ため市民の要請に応じ、直接持参する食品等の

放射性物質の測定を行うため、放射性物質測定

器を１台整備しております。６月１日から予約

を受け付けし、６月４日から測定を開始してお

ります。 

 ６月６日現在、受付件数は12件で、測定した

結果、いずれも基準値以下であります。測定し

たものは、井戸水が８件、ふきが２件、米１件、

灰１件でございます。 

 なお、基準値を超えた場合は検査機関へ委託

し再度測定することにしております。 

 一方、学校給食に使用する食材の検査対応は、

市内で収穫し、産直を経由して、給食センター

に納入される地元農産物、林産物を含みますけ

ども、農産物は、市及び県において農産物の生

産される時期ごとに検査機関へ委託し、検査を

実施しております。 

 現在までの検査結果においては、学校給食に

影響のある測定値は出ておりません。市及び県

で調査した農産物に含まれる放射性物質につい
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ては、いずれの品目からも放射性物質はほぼ不

検出になっております。 

 放射性物質が検知された品目、コゴミ、アイ

コ、タラの芽及びワラビがありますが、いずれ

も国の制限値、基準値を大幅に下回っておりま

す。 

 現在市内で国の制限値や基準値を超えている

ものは、利用を制限されている畜産物の牧草、

国の出荷制限指示の原木生シイタケ、露地栽培

ですけども、あとは県の出荷自粛要請の平成24

年産の春子の原木乾しシイタケであります。 

 以上で答弁を終わります。 

○議長（新田勝見君）  大里農林畜産部長。 

   〔農林畜産部長大里政純君登壇〕 

○農林畜産部長（大里政純君）  命によりまし

て、浅沼幸雄議員の一般質問のうち、畜産物及

び原木シイタケについて答弁をさせていただき

たいと思います。 

 まず、畜産物についてでございます。東京電

力株式会社福島第一原子力発電所事故に伴い、

放出されました放射性物質は、当市の農業者に

経済的、肉体的、精神的な被害を及ぼしており

まして、農林畜産業をはじめとする地域産業に

おいても深刻な影響が生じてございます。 

 特にも畜産物の肉牛、乳牛では、昨年６月15

日からの宮守町寺沢牧野周辺地域の牧草の利用

自粛からはじまりまして、８月１日の牛の出荷

制限、あるいは事故後稲わらの処理、堆肥の利

用自粛等の問題が発生しております。 

 先ほどの説明にもございましたとおり、こと

しの４月１日からの食品の暫定基準値の改正に

よりまして、牧草の暫定許容値も一律に１キロ

グラム当たり100ベクレル以下と厳しくなりま

した。これによりまして、転作田を含みます市

内の牧草地およそ4,880ヘクタールのうち、4,2

60ヘクタールが利用自粛となりまして、当然市

の公共牧場も利用できないこととなりました。 

 23年産の汚染牧草の処理、廃用牛の処理、代

替牧草の供給、放牧利用者の代替牧場、家畜ふ

ん尿処理など、関連する多くの問題が生じてお

ります。 

 特にも大きな問題となりますのは、遠野の畜

産における草地基盤を事故前の状態に戻すため

の牧草地の除染の実行でございます。 

 これらの問題に対処するため、県遠野農林振

興センター、市、花巻農協、岩中酪県南事業所

等、畜産関係機関団体で構成をいたします放射

性物質による畜産物被害対策連絡会を昨年の８

月３日に立ち上げまして、現在まで14回協議等

を重ねまして対応を協議してまいりました。 

 本年２月28日から３月１日の３日間、牧草の

利用自粛農家約600戸を対象に説明会を開催し、

400人ほどに出席をいただきました。そして、

３月３日、４日と代替牧草の供給申請の受付を

いたしました。また、去る５月16日から18日ま

での３日間、牧草地の除染等の対象について農

家説明会を開催をいたしました。除染対象者約

708農家ございますが、470戸の農家が出席をし

ていただきました。この説明会では、遠野市の

牧草地の除染に関する基本方針等について説明

をいたしまして、農家からは149件の質問、意

見が出されました。今後は、この質問や意見に

答えながら、一日も早い除染に取り組んでまい

りたいと考えております。 

 市としても、遠野市原発放射線影響対策本部

を立ち上げ、各担当部署と一体となりながら、

必要な対策を決定し、一刻も早い畜産生産基盤

の再生へ取り組むこととしておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 次に、原木シイタケについてでございます。

一般食品に分類される原木シイタケは、放射性

物質の基準値が１キログラム当たり100ベクレ

ルとなったことに伴いまして、岩手県では、原

木栽培シイタケの全件調査を行っております。 

 原木栽培シイタケ全件調査の遠野市の状況は、

新聞等で御承知のとおり、５月上旬に「生」で

基準値を超えたものがあり、国の出荷制限指示

の対象となりました。 

 乾燥についても、５月末時点の第１回目の検

査の結果、基準値を超えるものが出まして、県

の出荷自粛要請の対象となりました。 

 原木シイタケ全件調査は、安全なもの、信頼
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されるものを消費者に届けたいという市内原木

シイタケ生産者の協力を得て実施してきており

ますが、結果として流通できないという状況に

なり、大変残念でございますし、悔しい思いを

しております。 

 今回の原木シイタケの放射性物質問題に関す

る補償については、生シイタケにつきましては

５月７日に、それから、乾しシイタケにつきま

しては、去る６月８日に東京電力が生産者に対

し出荷制限による逸失利益、ほだ木廃棄に伴う

将来の逸失販売利益、ほだ木廃棄費用及び検査

費用等が補償の対象である旨の説明をしており

まして、遠野市としては、適正な補償がなされ

ますよう生産者をサポートしてまいりたいと考

えております。 

 今後は、生産継続のフォローをしっかり行い

まして、遠野産の原木シイタケ生産が途絶える

ことのないよう、そして、安全な原木シイタケ

を消費者に届けられるよう、汚染ほだ木の更新

に、安全が確認された原木を使用するなどして、

早期の出荷再開を目指してまいります。 

 原木シイタケの放射性物質問題については、

今後とも岩手県及び遠野市、そして、流通団体

でございますＪＡ花巻や遠野地方森林組合と連

携を密にして対応をしてまいりたいと考えてお

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。 

 ８番荒川栄悦君。 

   〔８番荒川栄悦君登壇〕 

○８番（荒川栄悦君）  清風会の荒川栄悦です。

通告に従い一般質問をいたします。 

 あの忌まわしい東北大震災からきのうで１年

３カ月を迎えましたが、被災地の復興はまだま

だ見えてきておりません。発災時から災害後方

支援活動に頑張ってきた遠野市での平成23年度

の観光客の実績は、災害復旧における自衛隊、

消防隊、警察隊や報道陣、ボランティアの入り

込みは多かったものの、当然ながら、観光客本

体の入り込みは少なかった。平成24年は５月の

連休までの観光客の入り込みをみると、平成23

年度除きの平均値の七、八割まで復活してきて

いると聞きました。 

 遠野市は、今まで、遠野物語のイメージを大

事にし、長い時間をかけてこの観光資源づくり

をしてきました。それが、今花開き「永遠の日

本のふるさと」と相まって観光客の誘客に貢献

してきています。 

 さらに、今年度は、駅前に遠野観光交流セン

ターの落成、旧伊藤家や赤羽根蔵の復元・整備

の完成により、昔話村の充実、再編が今年度に

完了しようとしております。 

 遠野市の観光振興策で遠野物語発刊100周年

のキャンペーンが一昨年、そして、ことしが柳

田国男没50年という年でもあり、特にも、ＪＲ

によるいわてデスティネーション・キャンペー

ン、略して岩手ＤＣは、この４月から６月にか

けて行われていますが、今月いっぱいで終わる

この岩手ＤＣと遠野市の観光振興との関係の現

状はどうなっているのかを伺います。 

 平成23年度は、大震災への後方支援活動に忙

殺されたという状況の中で、遠野市は観光振興

におけるこの再出発の年に、「遠野さくらまつ

り」の入部行列は雨で中止でしたが、「粉んな

もんグランプリ」、それから、「春のどべっこ

まつり」とイベントをやってきております。 

 ちょっとある資料が手に入りましたので、こ

れも紹介したいと思いますが、６月９日に馬事

振興課や馬っこ王国、さらに馬の好きな有志の

人たちが、６月16日に馬のもてなしということ

で、ＳＬに対しての馬のもてなしというのを考

えて、そのリハーサルを６月９日に行ったよう

です。それで、有志の方から手に入れましたけ

ども、遠野市観光協会に、東京都世田谷区在住

の御夫婦の方から感想がメールで入っていたよ

うです。読み上げます。 

 ６月９日土曜日に、蒸気機関車で遠野を

経由して釜石に向かいました。道中、遠野

市の御案内を幾つかちょうだいしました中

に、馬のおもてなしの記述を見つけまして、

とても心惹かれました。あいにくの雨空で

したので、お馬さんはお休みかと思いつつ

も、案内のあった駅間に差しかかりますと、
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期待を胸に左右に視線を泳がせてしまう始

末。車内の歓声とともに、列車と並走する

馬と吹き流しや鯉を手にされる騎手の方々

を目にしました。表現力が乏しくてもどか

しい限りですが、まさに感動の連続でござ

いました。たくましく疾走する凛々しい馬

と騎手の方が駆け抜ける中、拍手をお送り

しましたが、蒸気機関車の迫力と御当人や

お馬の集中力にかき消されてしまったので

はないかと存じます。 

 事後ではございますが、改めまして、き

のうあのようなすばらしい演出をしてくだ

さいました遠野市の関係者の皆様方とお馬

にかかわっていらっしゃいます方々に心よ

り感謝の気持ちをお伝えしたいと存じます。

本当ありがとうございました。 

というような感想のメールが入っていたようで

す。 

 こういったイベントに、遠野市はこのデステ

ィネーション・キャンペーンにどう対応し、ど

のような取り組みを予定しているのかを伺いま

す。 

 さらに、このデスティネーション・キャン

ペーン以後の観光振興策と県内の他市町村との

観光における連携について、どうような構想を

お持ちなのかを伺います。 

 次に、観光施設の整備について質問します。

おおよそ昔話村の整備も今年度で終わろうとし

ており、たかむろ水光園の芸能館が復旧整備さ

れようとしています。今、遠野市では、遠野遺

産が114カ所認定されております。こうした遺

産の中から、新しい観光資源が育ってくる可能

性があると思います。遺産の認定はなったが、

その後の維持管理は地区で従来どおりしなけれ

ばならないと思います。 

 しかし、せっかく遺産認定になったのだから、

遺産の補修工事や周辺の道路や橋の補修がなさ

れれば、遺産の維持管理にも弾みがつき、地域

の活性化にもつながるものと思います。例えば、

カッパ渕ですが、ここは遺産の認定が第１回目

じゃなかったんですが、もとから遠野市を代表

する観光地の一つであります。重要な観光資源

です。ここは、自然景観が売りの場所ですが、

昔話村やふるさと村のように総合的な整備がな

されておらず、アクセス道路や下流の木橋等の

整備が必要になってきております。また、お寺

の境内にも環境資源があることにより、地元と

お寺さんと当局のコミュニケーションの確立も

必要と思われます。こうしたハード面とソフト

面が一体的に整備されることにより、地区民に

よる遺産の維持管理がスムーズにいくと思いま

す。 

 ここで言う当局とは、商工観光課はもとより、

市民協働課、遠野文化研究センターも一緒にな

って取り組むということです。当局と地区が一

体になって遠野遺産の維持管理に取り組むこと

によって、地区の人たちが、遠野遺産の価値を

しっかり認識し、遺産やその周辺が整備される

ことにより、地区のまとまりができて、貴重な

財産を守っていく仕組みが強化され、さらに遠

野遺産の中から新しい観光資源が生まれる可能

性があると思いますが、市長の見解を伺います。 

 また、「永遠の日本のふるさと遠野」のイ

メージを損なわない形で遠野遺産と違った観光

資源を新たに整備することもできると思います。

というのも、前に研修で神奈川県の南足柄市に

行きまして、そこの取り組みを研修したからで

す。南足柄市千津島地区の圃場整備事業がはじ

まったとき、改良区の組合員たちと１人の市職

員のアイデアにより「花の里づくり」がボラン

ティアにより進められました。その結果、「酔

芙蓉農道」、農道１キロに酔芙蓉700本、さら

に芙蓉100本を植栽、それから、「春めき並

木」ということで、足柄桜、これは足柄市のほ

うで品種改良した桜のようですが、これを1,00

0本、それから、「ハナアオイ農道」として、

農道700メーターにハナアオイ1,000株、さらに

は水田の畦畔には、崩落防止とモグラを避ける

ための彼岸花、リコリスというのを10万株植栽

し、リコリスの里等の名称をつけ、「花の里づ

くり」をマンパワーによる地域活動として推進

しました。 
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 さらに、最近は、この活動に刺激され、他の

地区でも、ヒマワリ、ユウテイダリア、菜の花、

ざる菊等の多彩な花木が植えられるようになり

ました。これを受けて、さきの市職員の１人、

古屋さんという方ですが、これを課長とした花

紀行課が庁内に設置され、市全体で取り組むフ

ラワーユートピア構想が打ち出されました。そ

こから立ち上げられた政策は以下のものがあり、

幾つかは実現されているものもあります。まず

は、遊休農地、耕作放棄地の解消、観光農業の

推進、市民農園、クラインガルテンとドイツ語

のようですけども、市民農園の開設、地産地消

の推進、産地直売所の充実、グリーンツーリズ

ムの推進、定年による団塊世代の農業参入、新

規農業者の育成、認定農業者の増員、農地の流

動化、食育の推進、集落営農の推進、地域の

マーケット化・ブランド化、さらには園芸療法、

セラピーですね、花の郷土づくり等多岐にわた

っております。特にも観光面では、いろんな花

の咲く時期にあわせたイベントにより、多くの

観光客が訪れるようになっております。 

 圃場整備事業という一つの事業を契機に、１

人の人間のアイデアを受け、環境に配慮した

「花の里づくり」が計画、実施され、次世代に

引き継ぐ南足柄市ならではの里づくりまで発展

させた地域住民のパワーのすごさを感じました。 

 また、一つの構想が軌道に乗ることにより、

多くの関連する政策が地域住民の理解と協力を

得ながらスムーズに施行され、地域の活性化が

大きく推進されることがわかります。 

 こうした取り組みに市長も挑戦されてはいか

がでしょうか。こうした構想に対する市長の見

解を伺います。 

 次に、福島第一原子力発電所事故による放射

能汚染がもたらした遠野市への影響、今回は私

は観光振興にかかわって伺います。 

 この放射能汚染に対し、議会では、放射能汚

染対策調査特別委員会を立ち上げましたが、当

局にあっても早々に畜産物被害対策連絡会や遠

野市原発放射性影響対策本部を素早く設置し、

すぐさま放射性物質測定器、放射線測定器等の

購入を決断したことは評価に値するものと思い

ます。私は、いつも言っていますが、この放射

能汚染は大変なことであり、人災であると。ま

た、ある新聞では公害であると報道しておりま

す。 

 まず、観光客の入り込みについて伺います。

原発の水素爆発時から現在までの時点での変化

を伺います。 

 前段で触れましたが、去年からことしにかけ

ては、県内の地震、津波による被害への支援の

ために多くの人が遠野市に滞在をしました。だ

から、ここでは、観光分野にかかわる事業者の

放射能汚染被害は特定できないとは思われます。 

 次に、観光客の楽しみは、きのうの一般質問

にありましたが「花より団子」といって、食べ

る楽しみが一番でしょう。そこで農産物の食材

への放射能汚染により、観光客の市内における

食料の購買や食事にどのような変化が起きてく

るのか、起きているのかを伺います。 

 観光客に対して、食の安心・安全のために当

局は観光事業者にどのような指導を考えている

のでしょうか。遠野市でも、放射性物質測定器

を購入したのですから、測定器の利用が進む中

で、市内全域における食材の汚染状況がわかっ

てくるわけで、それは公表されるべきだと考え

ております。そうしたとき、観光客に対しても、

ベクレル値を表示するのか、許容値内であるか

ら大丈夫であるとか、どういう表示をするのか

を伺います。さらに、放射線も測定器があるわ

けですから、観光施設や観光地の放射線量も測

定し公表するべきと思いますが、見解を伺いま

す。 

 この先さまざまな分野における放射能汚染状

況がわかったときの観光客の行動は、私には予

測がつきません。もし、そのとき観光客の入り

込み数が減少したなら、平年時に比べて数字が

おちた分だけ、例えば、平成22年度には入り込

み数が206万2,692人、宿泊者７万3,654人でし

たが、遠野市のＧＤＰに換算し、それを汚染被

害として被害額を東電なり国に請求すべきもの

と思いますが、市長の見解を伺います。 
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 最後になりますが、観光地域づくりプラット

ホームについて伺います。 

 この観光地域づくりプラットホーム構想は、

着地型旅行商品を企画販売するなど、滞在型観

光につながる持続的な取り組みを活性化させる

というものであります。遠野市も、平成22年度

にワーキングチームを組織し、その方向性を策

定したところであります。しかし、去年の３.1

1の大災害により、その構想は一時棚上げされ

ました。また、その構想を進めるためには、地

域内の着地型旅行商品の提供者と旅行会社や旅

行者をつなぐワンストップ窓口としての機能を

担う事業体が必要であるとされております。そ

れを担う組織体は、遠野市観光協会でなければ

ならないと私は思います。 

 そこで伺いますが、この地域づくりプラット

ホーム構想は、現在どのような状況にあるので

しょうか。ワーキングチームに参加した観光関

係団体と情報の共有を含めた連携はとれている

のでしょうか。私は観光振興に関して、いつも

提言してきていましたが、観光協会の法人化が

大事ですと。進化まちづくり検証委員会にあっ

ても観光協会の法人化は指摘されています。進

行状況を示してください。 

 観光協会の現状分析で、当局は、遠野市の持

つ遠野というブランドの強みを生かし切れてい

ない。戦略的な営業活動が不足している、収益

力のある足腰の強い組織づくりが必要と分析し

ています。遠野地域観光プラットホーム構想に

おける事業者に予定されている観光協会には法

人格を有することが求められると思います。さ

らに観光協会の法人化後には、旅行業の登録も

必要と思いますが、その指導はなされているの

でしょうか。 

 さきの南足柄市の例ではありませんが、さま

ざまな事業主体の関係者がかかわることにより、

遠野市の観光振興の先頭に立てる法人の観光協

会になっていただきたいものです。当局のしっ

かりとした行政指導を望みますが、観光協会の

自立こそが大事ですから、観光協会の民間とし

ての意思の尊重はなければならないと思います。

市長の見解を伺いまして、私の一般質問としま

す。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午前10時45分 休憩   

────────────────── 

   午前10時56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〕 

○市長（本田敏秋君）  荒川栄悦議員の一般質

問にお答えいたします。観光振興、今展開され

ておりますいわてデスティネーション・キャン

ペーンのこの取り組み状況も踏まえ、当市の観

光振興をどのような切り口の中で展開していく

のか。特にも、東日本大震災でもっての影響が

出ていると思うけども、その辺をどのような形

での体制を構築していくのかというような形で

の提案も含めての御質問と承ったところであり

ます。 

 デスティネーション・キャンペーンの現状と

今後の観光について、さらには、観光施設の整

備、風評被害、いうところの先ほど浅沼議員か

らいただきましたこの福島第一原子力発電所事

故のこの風評被害、これが観光の面でどう出て

いるのかと。それから、いうところの観光地域

づくりプラットホームについての現状等も含め

ての御質問であったわけであります。 

 その中で、いわてデスティネーション・キャ

ンペーンの現状と今後の観光の一つの一定の方

向性につきましては、担当の産業振興部長のほ

うから、この現状も踏まえて御答弁申し上げま

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。 

 いずれこの観光振興と、デスティネーショ

ン・キャンペーンという形で行われているわけ

でありますけども、デスティネーション、目的

地という中で岩手県では32年ぶりの展開であり

まして、ただ、さまざまな形でＪＲ、そして、

岩手県の観光協会、そして、岩手県、三者一体

の中から大変な巨費を投じてのキャンペーンが
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展開されているわけでありますけども、特にも

その中心となる平泉やら、あるいは盛岡の方々

の話を聞くと、いま一つ盛り上がりに欠けると

いう話も聞いております。 

 先般、盛岡のほうに出かけた際に、やはり、

この取り組みについてどうなんだろうという話

が話題になりました。そうしましたならば、い

うところの弁当屋さんも含めて、仕出し屋さん

も含めてのそうでございますけども、お土産屋

さんも含めて、いま一つだという話がありまし

て、「六魂祭」というのも行われまして、この

東日本大震災の復興ということで、大変な盛岡

はじまって以来の人であったというように聞い

ておりますけども、これもまた福島から10台ほ

どのバスが盛岡の「六魂祭」に来たと。この10

台の福島からのバスがどこに向かうのかなと思

って注目しておったところ、そのまま福島へ帰

ってしまったという話も聞いておりまして、い

うところの波及効果という部分が、この震災復

興なんだと、被災地を力強く後押しするんだと。

その部分においては、やっぱり観光という中に

おいて、被災地ツアーという言葉は非常にこれ

も注意して使わなきゃならない言葉かと思うわ

けでありますけども、私は、被災地のあの現状、

あの惨状といったものを、自分たちの目で見、

そして、肌を感じるというような、そのような

ツアーもあっていいんじゃないのかなと思って

おりますけども、これも、いまいちその方向に

行っていないという話も聞いているわけであり

ます。 

 岩手県を挙げてのこのデスティネーション・

キャンペーンであるわけでありまして、質問の

中にありましたとおり、蒸気機関車、メールで

入ってきたと、馬の姿といったものが、Ｄ51と

の姿とダブってすごく感動を受けたという話が

質問の中にもありました。私も、試乗でありま

したけども、北上から遠野まで、Ｄ51、昭和15

年製造のＤ51に乗りまして、釜石線を走って遠

野まで来たわけでありますけども、やはり感動

でありました。 

 そういったようなものの中で、その沿線にそ

ういった馬や、あるいは遠野ならではの風景が

あるというのは、これはやはり本当に感動を呼

ぶということは当然だというように思っており

まして、それを支えている多くの遠野の方々が

いるんだという部分が、やはり遠野の観光にと

っては非常に大事じゃないのかなと、質問をお

聞きしながら、改めて承知したわけであります。 

 このさまざまな機会を生かしながら遠野ファ

ンをふやしていくという部分の中に、私は、遠

野の交流人口の拡大というものを位置づけてい

いんじゃないかなというように思っておりまし

て、遠野物語100周年、これも、本当に世界に

含めてのいろんな発信もできました。遠野の底

力というのも、その中で示すことができたわけ

であります。その底力を示したのは、３万市民

それぞれの皆様がそれぞれの立場の中で遠野に

対する思いといったものを踏まえた活動をして

くれたがゆえに、遠野物語100周年といったも

のを、これまでにない発信力のある企画になっ

たんじゃないのかなというような評価もいただ

いているわけであります。 

 そういった遠野ファンが全国にかなりの数の

方がいらっしゃいます。そしてまた、遠野まご

ころネットをはじめとする、この復興支援をい

ただいた方、数にいたしますと６万人を超える

方々が全国から遠野に集まり、遠野を拠点にし

て被災地に入ったという数字があるわけであり

ます。 

 そしてまた、50近い市町村の方々が遠野の後

方支援を支えてくれました。そして、これまた

300近い関係機関、団体の皆様が遠野を拠点と

いたしまして、被災地支援、後方支援を支えて

いただきました。このような方々をまさに遠野

ファンとして位置づけながら、交流人口の拡大

に努めていくというのも、遠野の観光振興にと

っては、すごく大事なことではないのかなとい

うように思っております。 

 このことでもって、さまざまタイミングを合

わせたような、あるいは地域資源をうまく生か

したような、そのような一つの発信をすれば、

いうところの観光客の入り込み増というものに
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は私はつながるんじゃないのかなというように

も思っているところでありますので、ひとつよ

ろしくお願いを申し上げたいというように思っ

ております。 

 その中で、一つの提案の中で、荒川議員のほ

うからは、遠野遺産の問題と絡めながら、新し

い観光資源が生まれる可能性があると思うけど

も市長の見解を伺いたいという話。これはもと

もと遠野遺産認定制度というのは、文化的な価

値があるから、それを、いうなれば文化課であ

るとか、あるいは県教委のほうとか文化庁から

お墨付きをもらうんじゃないと。地域の方々が、

おらほの大事なじいちゃん、ばあちゃんが大事

しておったもの、その前から前から大事するも

のなんだ。それを大事にしようという中におけ

る遺産として認定することによって、環境整備

をみんなの力でやっていこうというのが、この

遠野遺産認定制度のもともとの理念なわけであ

ります。これが、今114指定をされておりまし

て、市内各地で、この環境整備が、文字通り市

民の皆様の力によって環境整備が進められてお

るわけであります。単に保存するだけではない

と。環境整備をするんだと。ということは、こ

れを言葉を変えていけば、環境整備というのが、

観光施設の整備がそれだけ市民の皆さんの力に

よって進められているんだということにもなる

わけでありますから、みんなで築くふるさと遠

野推進事業補助金、これ市民協働の施設整備を

進めてきておりまして、これをもう少し利活用

をしようじゃないかということを言って進めて

いるわけでありますけれども、この中には、い

うところの花いっぱい運動なども、地域づくり

で沿道を行き交う人々、遠野を訪れる方々に少

しでもという部分で、沿道を花で埋めようじゃ

ないかというような花いっぱい運動なども、地

域づくり連絡協議会の皆さんを中心にしながら、

各町の地連協の皆様の力も得ながら、各市民の

皆さんの力をいただきながら、このようなみん

なで築くふるさと遠野推進事業の中で、この市

民協働による施設整備も行っているわけであり

ます。 

 そういった点では、南足柄市のフラワーユー

トピア構想の成功事例とは、あるいはちょっと

立場は違うし、あるいはその濃度も違うかもし

れませんけども、私は行っていることは同じじ

ゃないのかなというように思っております。 

 したがって、観光地域づくりの成功事例が南

足柄市のフラワーユートピア構想でありますよ

ということであったわけでありますけども、そ

れは、見方、あるいは立場、それから、さまざ

まなアプローチの仕方ということによってそれ

ぞれの認識の違いはあるかと思いますけども、

私は、遠野のこのまちづくりも、南足柄市と十

分対抗できるだけのまちづくりは、遠野市は市

民の皆様はそれぞれの地域で取り組んでいると

いうような一つの自負も持っておりますので、

南足柄市がそうだから、遠野もそれ真似ようじ

ゃない。お互いそれぞれ特性を生かし合いなが

らのまちづくりなんだと。南足柄市は、フラ

ワーユートピアで、それはそれで一つの成功事

例だろうと。遠野は、まさに遠野物語の世界で

あり、あるいはこういったまちづくり、地域づ

くりという部分の中における、あるいは遠野遺

産認定制度といったものの中において、それを

遠野の文化として、あるいは歴史として、それ

を一つの観光資源に持っていくというような部

分の中において展開しているんだという部分に

あっては、私はこの遠野のこの文化、川勝知事

が、「遠野には場の力があると。あなたの遠野

市には歴史がある、伝統がある、文化がある、

自然がある」というような形での場の力という

表現をされたわけでありますけども、これを私

どもは、この遠野遺産認定制度に代表されるよ

うなものとして、きちんと市民とともども共有

し合いながら、これをきちんと磨き上げれば、

一つの大きな観光資源になり、一つの成功事例

にもつながっていくんじゃないのかなと。そう

すると、南足柄市のフラワーユートピア構想と

ともに、遠野のこの構想も相並ぶだけの一つの

成功事例として位置を占めることができるんじ

ゃないのかなというようなことも思っていると

ころでございますので、ひとつよろしくお願い
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を申し上げたいというように思っております。 

 それから、風評被害であります。風評被害と

いうよりも、この認定遺産制度につきましては、

商工観光課あるいは市民協働課、そして、遠野

文化研究センターということになるわけであり

まして、私は、常日ごろから職員に対しまして

は、地域の市民の皆様も地域総合力で地域を活

性化しようと頑張っているんだと。だから、市

役所も、文字通り総合力で市民の皆様と向き合

わなきゃだめなんだと。何かあったときに、い

や、それは、商工観光課でしょうと、いや、そ

れは、市民協働課でしょうと、いやいやおらほ

じゃないと、文化研究センターでしょうと、そ

ういう会話はやめようと。頼むぞと、わかった

という会話を、市役所職員同士お互い交わして

ほしいということを何度も話しておりますので、

そういった職場文化といったものをつくること

によって、ただいま御指摘のあったような一つ

の課題に挑戦し、一つの成功事例に持っていく

事例として、成功事例として近づくものになっ

ていくんじゃないの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。 

 したがって、この構想に対する市長の見解は

ということでありましたので、もちろん南足柄

市の状況も私も承知しておりますので、議員か

ら指摘がありましたとおり、いいものはどんど

ん取り入れると。そしてまた、その成功事例の

中から我々学ぶべきところも大いにそれを取り

入れるという中で、まさにいい意味での競争と

いう中における切磋琢磨する競争の中から、地

域資源を利活用した活性化というものをそこに

見出していきたいというように思っております。 

 福島第一原子力発電所事故による風評被害に

ついてであります。これにつきましても、環境

に影響しているんじゃないのかなと。そういう

ことで、これは公害でもあるし、人災でもある

と。これは、先ほどの浅沼議員にも御質問でお

答えしましたとおり、まさに、観光客の入り込

み数も大きく減少いたしました。当市でも例外

ではありませんでした。そして、食への風評被

害も心配されます。 

 先ほど答弁をいたしましたけども、農畜産物

への影響も心配されます。いろんな意味で影響

が出てきているわけでありまして、御質問の中

でベクレル値を表示するのか、いわゆる市内全

域における食材の汚染状況がわかってくるわけ

で、それを公表されるべきと考えますと。その

場合に、ベクレル値を表示するのか、許容値内

であるとして表示するのか伺いますという御質

問があったわけでありますけども、これは、こ

れまでもベクレル値で表示しておりますから、

これまでも表示しておりますし、これからもそ

れで表示するという一つの情報公開の中におき

ましては、そういうスタンスは貫きたいという

ように思っておりますので、これも御了承いた

だきたいというように思っております。 

 それから、この風評被害の中におきまして、

いうところのＧＤＰに換算し、それを汚染被害

として被害額を東電なり国に請求すべきものと

思うがということがありました。これは正直な

ところ、請求したい思いはいっぱいあるわけで

あります。ただ、このＧＤＰをはじめとするそ

の数値化をどのようにするのか。シイタケとか

さまざまなものについては、風評被害も補償の

対象にすると、賠償の対象にすると。しかし、

それは、これまでこれぐらい売れてたものがこ

れまで落ち込んだと。この単価だったものがこ

こまで落ち込んだという形で数値化できるわけ

ですね。その場合に、いうところの入り込み数

と宿泊者だけでもってこれをＧＤＰに換算して、

これだけ被害を受けたから、それを払ってくれ

というものについては、かなり正直なところ容

易じゃないのかなというようにも思うわけであ

ります。 

 ただ、やはり間違いなく影響を受けているわ

けでありますから、これは、遠野市だけの問題

じゃないと。やはり、被害を受けている全市町

村の問題でもあるし、まさに、これは、国や県

を、あるいは東京電力をもって、きちんと対応

すべきものなのではないのかなというように認

識してございますので、請求したい気持ちはや
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まやまある、そうしたいという気持ちもある。

ただ何をもってという部分になると、そういっ

た数値の世界でありますから、それをきちんと

把握するのには、一つの一定のルールづくりが

急がれるんじゃないのかなというように思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

 それから、観光地域づくりプラットホーム構

想、現在どのような状況にあるのかと。そして、

観光協会の法人化といったものもあるんだとい

う中で、足腰の強い組織づくりの中でこの体制

づくりを、観光協会の自立こそが大事なんで、

民間としての意思を尊重しなければならないと

いう一つの質問がありました。これにつきまし

ては、震災前から多くの市民の皆さんの参加を

いただきまして、観光窓口のワンストップ化と

いうことで、遠野観光地域づくりプラットホー

ムについて議論を重ねてきたという経緯があり

ます。その実現に当たりまして議論してきただ

けじゃない。この４月に供用開始いたしました

「旅の蔵遠野」、遠野市観光交流センターを拠

点として位置づけながら、指定管理者として遠

野市観光協会が主体となりまして、そこに遠野

ふるさと公社、（株）遠野などの観光団体が連

携体制を構築したという一つの形が少しでも前

に進みました。既にこの「旅の蔵遠野」では、

遠野ふるさと公社がスタッフを派遣いたしまし

て、そして、物品販売等の業務に当たっており

ます。そしてまた、伊藤家、赤羽根蔵、まだ完

成はしておりませんけども、ことし中に工事が

進みますと、来年はすっかり導線ができて、赤

羽根蔵のお土産屋さんであるとか、伊藤家のレ

ストランなどもきちんとした操業体制に入るわ

けでありますけれども、（株）遠野のノウハウ

を生かしながらそこを運営しているというよう

な一つの仕組みをそこにつくらせていただきま

した。 

 それから、観光協会のほうではビジョンを策

定いたしまして、24年度内の法人化と、そして、

その自立した経営計画及び経営戦略を策定して、

足腰の強い観光協会として、その他の関係団体

との役割分担を行いながら、オール遠野として

の体制をとりたいということで、今それぞれの

課題を整理しておりますので、特にもこの進化

まちづくり検証委員会で一定の方向性をこの中

で出しているわけでありますから、このプラッ

トホーム構想の取り組みは、昨日のアウトソー

シングの議論の中にもありましたとおり、一定

のそういった分野は、民間のノウハウに基づい

て、いうところのどんどん発信し、フットワー

クのいい中で、柔軟な商品開発も行いながらと

いう民間のノウハウをフルに発揮するというこ

とになろうというように思っておりますので、

この部分における体制の構築といったものにつ

きまして、市の立場としてもこれからも一緒に

なって連携を深めてまいりたいというように思

っているところでもあります。 

 デスティネーション・キャンペーンの現状等

につきましては、担当の産業振興部長のほうか

らお答えを申し上げますので御了承いただきた

いと思っております。 

○議長（新田勝見君）  鈴木産業振興部長。 

   〔産業振興部長鈴木惣喜君登壇〕 

○産業振興部長（鈴木惣喜君）  命によりまし

て、いわてデスティネーション・キャンペーン

の現状について答弁させていただきます。 

 ことしは、「復興元年」で、東日本大震災で

落ち込んだ東北地域及び本県の観光による経済

復興、地域再生に大きな役割を果たすものと期

待されております。県は、その効果として、平

成22年度比で５％増の800万人、宿泊者数は、

平成23年度比20％増の200万人を目標とし、そ

の経済波及効果を約100億円と見込んでおりま

す。 

 期間中の大きなイベントして、５月26、27日

に、盛岡市で開催された「東北六魂祭」には、

２日間で約24万人の観光客が訪れたとのことで

あります。 

 このような中で、当市にかかわり、期間中は、

花巻・遠野・釜石間の「復興応援バスツアー

（遠野・釜石号）」や蒸気機関車Ｄ51によるイ

ベント列車「ＳＬ銀河ドリーム号」運行などが

実施されております。 
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 当市の単独事業として、観光客の受け入れ環

境整備や新たなイベントを開催しておりますが、

主なものとして、遠野のイメージＰＲにつなが

るような、新しい視点での観光イメージポス

ターを製作したり、市内ＪＲ各駅や観光施設に

歓迎横断幕を設置する、あるいは雨の日の観光

客のおもてなしとして、カッパの頭をデザイン

した無料傘を配布いたしております。 

 ２次交通対策としては、観光タクシー「駅か

ら観タクン」、遠野めぐり号の運行を行ってお

ります。並びにＪＲ各駅を発着点とする観光ス

タイルの提供としては、駅からのマップをつく

っております。宮守駅、綾織駅、青笹駅、上郷

駅からのマップを地域の方々の協力をいただき

ながら製作したところでございます。 

 既存イベントのブラッシュアップも図りなが

ら、新しい魅力の創造ということで、はじめて

食の祭典「粉んなもんグランプリ」を開催いた

してございます。「粉んなもんグランプリ」の

入り込み数は新聞報道等でも御存じのとおりだ

と思いますが、約3,000人ということでござい

ます。そのほか、ふるさと村では、「春のどべ

っこまつり」という形で新しい視点で取り組ん

でございます。 

 そのほか、地域全体で来訪者に対するおもて

なしのため、お出迎え隊、郷土芸能披露、休憩

スポットの設置などをしながら、先ほど荒川議

員からも情報提供ありました「ＳＬ銀河ドリー

ム号」のおもてなし、例えば、遠野駅では、

「座敷わらし隊」、あるいは郷土芸能の披露、

そういった形で昔話の披露なども含めて、さま

ざまな形で市民の皆さんに参画いただいており

ます。６月２日、３日、９日、10日の運行の状

況を伺いすると、乗降客が遠野駅で400人もの

方々が乗り降りされたと、一定の効果があった

のではないかなというふうに考えてございます。

並びに、宮守駅では、遠野商工会女性部が、二

日町駅付近では、遠野の馬っこ王国ライディン

グクラブの皆さんが、先ほど申し上げましたと

おり、それぞれ創意工夫をされながら、おもて

なしをしていただいております。 

 そのような中で、ことし４月の市内の主要観

光施設の入り込み数は約３万人で、平成20年か

ら平成22年までの過去３カ年と比較して、11

0％、ゴールデンウィーク期間中は、後半大雨

の影響があったものの約１万5,000人で70％ま

で回復してきております。 

 県内の主要観光施設を例にとると、花巻温泉

郷では、約40％の増、平泉で15％の増というふ

うな数字を示してございます。いずれ入り込み

数が30％以下に落ち込んだ昨年から、大幅な回

復が見られ、中心市街地の旅の蔵遠野、伊藤家、

赤羽根蔵、あすもあ遠野、これらの各施設の

オープンや、いわてデスティネーション・キャ

ンペーンによる一定の波及効果があったものと

考えてございます。 

 いずれ今後も県内の各市町村とのさまざまな

観光協会との協議会等を通じながら、連携をし

ながら、遠野の観光の魅力を効果的かつ継続的

に情報発信しながら、復興支援に結びつくよう

な遠野ならではの着地型旅行商品の造成、ある

いは大手エージェントへのＰＲを推進しながら、

観光入り込み客増に着実につなげていきたいと

いうふうに思ってございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  ８番荒川栄悦君。 

   〔８番荒川栄悦君登壇〕 

○８番（荒川栄悦君）  再質問させていただき

ます。これは、ちょっと視点も変えることには

なるんですが、入り込み数を確保するにはどう

したらいいのかなということを私も考えたとき

に、かつて２年前でしたか、遠野物語研究所が

主催している遠野学という講座の中で、遠野緑

峰高校が２年間かけて観光客にアンケートをと

って、その結果、遠野に来ている観光客のおお

よそ６割強が県内のリピーター客であるという

ような形で出ている。それで、遠野に対する観

光客の６割が県内のリピーター客であるんであ

れば、それにどうやって対応しようとしている

のかと。それと、市長のほうからも発表があり

ましたが、土淵バイパスの一部開通、それから、

復興道路としての釜石道路が鱒沢まで、さらに
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はもう少しすると遠野インターまで来るという

ような形でなれば、市長もいつも言っている遠

野の広域経済圏といったことがはずみがつく。

そういった中で、観光客がさらにどういうふう

に入り込みしてくれるかという中で、遠野市観

光推進計画というのもあるんでしょうから、こ

ういった中でどういう見直しがされていくのか、

この辺について、２点になりますけども、リ

ピーター客のその取り込み、県内客、それと、

観光広域経済圏における県外からの観光客の入

り込みをどうとらえていくかということを質問

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）  荒川議員の再質問にお

答えいたします。このリピーターをどのような

形できちんと確保するのかというのも一つの大

きな課題だと。それから、高速交通網と申しま

すか、釜石自動車の全通が見えてきたと。土淵

バイパスもこの４月１日にはプレイベント、そ

して、22日には、グランドオープンと申します

か、という中でもう着々と準備が進められてい

るわけであります。遠野インターもかなりの前

倒しで供用開始になるんじゃないかなというよ

うな情報も来てるわけでありますから、まさに

遠野の観光、あるいは交流人口の拡大というこ

とになれば、一つの正念場をまた迎えておると

いうことにもなるという認識は全く同じであり

ます。 

 ただいまの１回目の質問にありましたとおり、

さまざまな遠野ファンというのは、遠野物語10

0周年の中で、これも私は本当に私の想像する

より、この遠野物語の世界といったものにつき

ましては、多くのファンが全国にいるというこ

とが、いろんなイベントを通じ、そして、さま

ざまな形でのこの情報を見ますと、そのことが、

我々が思う以上に遠野ファンというものが多い

んだなということをよく耳にするわけでありま

す。 

 一昨日でありましたけども、静岡県の県のほ

うで顧問として活躍されております前の外務省

の欧亜局長でオランダ大使であった東郷先生が

遠野をはじめて訪れ、そして、いろいろ視察を

していきました。そのときに、はじめて来たと。

もともと大使をやって、外務省の局長をやった

方ですから、世界を股に歩いてきた方なわけで

ありますけども、遠野のこの持っている自然、

歴史、そしてまた、それを文化ということにな

ろうかと思うけども、これは絶対世界に通用す

る発信力のある一つの大きな資源なんだと、大

事にしてほしいということを何度も言って帰ら

れましたけども、ただいまの荒川議員の御質問

の中に、こういったリピーターというものを単

なる観光という視点じゃなくして、やはり歴史

を学び、伝統を感じ、そしてまた、その中で文

化といったものの大切さを思い、そして、また、

自然の豊かさというものをそこで感じるという

中におけるのが、遠野の一つの観光であり、交

流人口の拡大というものになるんじゃないのか

なと。そうしますと、それは普遍的なものであ

るわけでありますから、釜石自動車道が全通し、

遠野に入ってきやすくなる。そしてまた、いず

れは、土淵バイパスの向こうには立丸峠という

のがあり、宮古、下閉伊地区とのアクセスも、

これもいずれは整備しなきゃならないというこ

とになってくる。そうすると、いろんな赤羽根

トンネルにしろ、仙人新トンネルにしろ、ある

いは立丸トンネルといったものが実現した場合

における立丸トンネルにしろ、ストロー現象と

しての引き寄せられるか、引っ張り込まれるん

じゃなくて、引き寄せる一つのストロー現象と

してのこの高速道路というものが位置づけられ

るんじゃないかと。遠野に来てくださいと。遠

野に寄ってくださいと。そしてまた、その遠野

のその自然、歴史、文化、風土を感じ取ってく

ださいという中におけるものとしての環境整備

を、まさに点から線に、線から面にという中に

おける取り組みがこの観光振興計画の見直しの

基本になろうかというように思っておりますの

で、よく私も言われます、いや、釜石自動車道

全通しないで遠野でとまればいいんじゃないの

というような話はされます。しかし、道路はや
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っぱりつないで道路なわけであります。ネット

ワークなわけであります。しかし、今すぐ、こ

としから工事がはじまったから来年全通するわ

けじゃないわけであります。ここ７年、８年、

あるいは10年の中におきまして、今それぞれい

ただいた一つの提案、あるいは市民の皆様の一

人ひとりの活動の中から、しっかりしたものに

環境整備すれば、私は遠野のこの観光振興とい

うものを通じての活性化といったものは、確実

なものとして、手ごたえがあるものとして、実

現できるんじゃないのかなというようにかたく

信じておりますので、これからもよろしく御指

導いただきますようにお願いしまして、答弁と

させていただきます。 

○議長（新田勝見君）  次に進みます。 

 11番小松大成君。 

   〔11番小松大成君登壇〕 

○11番（小松大成君）  11番の小松大成でござ

います。通告に従いまして、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、市長の政治姿勢です。２つ目に

は、生活保護政策の現状についてです。３つ目

には、農業後継者育成対策について。以上、３

点について市長の見解をお伺いいたします。４

つ目には、橋下大阪市長の提唱する「教育基本

条例」について、教育長の見解をお伺いいたし

ます。 

 まず、その前に私は長きにわたり遠野市に在

住し、先日祖国スイスに帰国した市勢振興功労

者でありますマックス・エンデルレ神父さんの

遠野市での功績に感謝と敬意を申し上げたいと

思います。 

 私は、マックス・エンデルレ神父さんの紹介

で、高校卒業と同時に、スイス連邦共和国に１

年間農業研修生として滞在いたしました。今か

らおおよそ40年前のその体験が今でも思考行動

のかなめとなっており、離日されたマックス・

エンデルレ神父とは、主義主張に多少の議論は

ありましたけれども、今でも大いなる敬意を抱

いております。 

 マックス・エンデルレ神父さんは、カトリッ

クの宣教師として1954年に来日いたしました。

奇しくも私が生まれた年であります。日本とい

う地で同年過ごしたということにも何かしら感

慨深いものがあります。宣教師の傍ら、数々の

活動に参加し、もしくはみずから立ち上げ、遠

野市の発展に力を注いでいただいたことは、周

知のとおりです。私が尊敬の念を抱くのは、カ

トリック教の宣教師という立場でありながら、

他人にカトリック教の教義を押しつけるような

ことはしませんでした。 

 昨年３月11日の震災津波被害に対しても大変

心を痛めておりました。このような人柄から、

神父さんの周りには宗派を越えて人が集いまし

た。その中で私自身、マックス・エンデルレ神

父との親交の中から、いかにここ遠野の地を愛

しているのかを感じることができました。 

 しかし、母国スイスへの望郷の念は、私が市

議会議員になる以前の10年前から口にしていま

したから、いつかは、「遠野を離れるときが来

るのだな」と思っていましたけれども、現実に

なってみると、一抹のさみしさを禁じ得ません。

神父さんには、心より感謝と敬意を表したいと

思います。末永い御多幸を願わずにはいられま

せん。感謝する会の席では、神父さんを訪ねて

スイスを訪問しますと、その場の勢いで約束し

てしまいましたけれども、今多少反省しており

ましたけれども、ぜひ実現させたいと思ってお

ります。 

 それでは、質問に入ります。はじめに市長の

政治姿勢について伺います。 

 橋下徹大阪市長率いる「維新の会」が提唱し

ていた「教育基本条例案・職員基本条例案」が

先般大阪府議会、大阪市議会と相次いで議決さ

れました。我が党は、この条例は、日本国憲法

に反するのは明らかであることを解明した上で、

橋下維新の会が、国政進出を目論む以上、地方

自治体の問題にとどまらない大きな問題である

ととらえ、その危険性を指摘し、市長の見解を

伺うものであります。 

 同様に、この２条例は、公務員及び教職公務

員に向けられた攻撃であるとのことからして、
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教育長の見解も伺います。 

 さて、橋下「維新の会」の国政への進出が取

りざたされ、橋下市長の言動が特にも大手マス

コミで無批判に湯水のように流されています。

このような状況から、我が党機関誌「赤旗」の

世論調査でも、関西地域では国会で影響力を持

つ議席をとってほしいといった声が半分を超え

る調査結果が掲載されました。 

 このように、高い期待がある理由として、自

民党政治を変えてほしいといって期待し、民主

党に期待した国民が、現在、自民党政権と変わ

らない状況に落胆し、そのかわり、市民受けす

る公務員バッシングを繰り返し発言し続ける橋

下市長、そして、それを無批判に報じるマスコ

ミ報道によって、何かしらの期待感を市民、国

民が抱いているといった状況ではないでしょう

か。 

 冒頭に御紹介したように、私は１年間スイス

に滞在しました。その間、ヨーロッパ各地を訪

ね歩きましたけれども、今思い出しても強烈な

印象を抱いているのは、オランダ・アムステル

ダムにあるアンネ・フランクが隠れ住んだ住居

です。今となっては、文言は定かではありませ

んけれども、大筋次のような内容のメッセージ

がありました。一地方の極右政党であったヒト

ラー率いるナチスドイツの政権誕生も、当時の

民主的な公選によって誕生した。しかし、その

後の非民主的政治手法によって、ユダヤ人はも

とより、共産主義者、民主主義的文化人、宗教

者までも徹底的に弾圧され、その悲惨さは言語

に絶するものであった。民主主義政治と独裁政

治の距離は、それほど離れていないのです。こ

れが私が受け取った歴史の教訓と感じたもので

す。 

 だれしもが一度は読んだことがあると思われ

るアンネの日記から、私自身その現場に立ち、

隠れ家で過ごした彼女の心境に思いをめぐらせ

たときの重苦しい心情たるや、今でも忘れるこ

とはできません。 

 このような歴史ゆえに、橋下大阪市長の公選

で選ばれた以上は独裁的手法も当然とするよう

な発言は、私にとっては許しがたい暴言であり

ますし、このような暴言を無批判に報道し続け

る大手のマスコミの報道姿勢には、怒りさえも

禁じ得ません。 

 橋下大阪市長の民主主義を否定する政策運営

と言動には、枚挙にいとまがありませんけれど

も、その詳細を報道しているのは我が等機関誌

「赤旗」と一部の週刊誌のみですから、大阪市

で起きた橋下市長による「恐怖政治」とも言わ

れる全市職員への「思想調査」の事件を紹介し、

市長の見解を伺います。 

 橋下大阪市長は、市長当選後の２月９日、橋

下市長の業務命令として、大阪市全職員に対し

てアンケート調査が突如実施されました。「職

員労組の活動の問題を調査するため」というも

のでしたけれども、地元紙には、「市役所のみ

ならず大阪中を震撼させるもの」といった内容

の記事が載ったようです。 

 「このアンケート調査は任意の調査ではあり

ません。市長の業務命令として、全職員に真実

を正確に回答していただくことを求めます。正

確な回答がなされない場合には、処分の対象と

なります」と、職場のメールに配信されたアン

ケート調査の冒頭は、「橋下徹」の名の直筆入

りの「業務命令」文書からはじまり、それを開

いていくと「労組にあなたを誘った人はだれ

か」といった問いから、「あなたは、この２年

間特定の政治家を応援する活動、求めに応じて

知り合いの住所等を知らせたり（街頭演説を聞

いたりする活動を含む）ことに参加したことが

ありますか」とあり、その「活動内容」、「誘

った人」、「誘われた場所」、「誘われた時間

帯」まで答えさせています。回答は、パソコン

のポータルサイトに打ち込むものであり、すべ

ての回答に答えない限り、次のページが開かな

いシステム構成になっていたとのことでした。 

 日本共産党は、この調査が、憲法19条の思想

良心の自由、21条の政治活動の自由を踏みにじ

り、28条にも反する不当労働行為だと指摘した

上で、憲法遵守義務を負う自治体の長が、幾重

にも憲法を蹂躙して、職員の思想・良心の自由
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を土足で蹂躙、その人格を丸ごと支配しようと

いうのは、文字通りファッショ的な恐怖政治、

独裁政治以外の何者でもないとの中央委員会談

話を発表いたしました。 

 我が党は、この問題は、一地方自治体首長の

問題のみならず、ファッショ的な恐怖政治、独

裁政治を許さない戦いと位置づけ、大阪市議会

はもとより、国会でも取り上げました。これら

の戦いの中から、大阪市議会では、事の重大性

を認識した自民党、公明党、民主党からもアン

ケート調査の違法性を問う声が挙がり、それま

で沈黙していたメディアも看過できなくなり、

次第に批判の論調が目立つようになってきたと

言います。 

 その後の批判の高まりでアンケート調査の凍

結、廃棄になったようでありますけれども、し

かし、現在、橋下大阪市長は、その違法性を認

めず、市職員、市民に対し謝罪することもなく、

いわゆる鋭い詭弁を持ち出し、みずから正当化

するといった態度に終始しているということで

す。 

 そこで、市長に伺いますが、これまで述べて

きたような橋下大阪市長の政治手法についてど

のような認識をお持ちでしょうか。特にも日本

国憲法とのかかわりについて伺います。 

 この事件は、極端な形で市長と職員の関係を

考えさせられました。遠野として、このような

事件はあり得ないと信じますが、今後の市政運

営における市長と職員との関係はどのようにあ

るべきととらえているのかお聞きいたします。 

 次に、生活保護行政について伺います。 

 この問題は、委員会等で繰り返し取り上げて

質問した経緯があります。しかし、ここに来て、

人気お笑いタレントの母親が生活保護を受けて

いたことを、マスコミがセンセーショナルに取

り上げ、生活保護受給世帯バッシングとも言え

るような状況になってきています。このような

状況を好機とばかり、厚生労働省は、今月４日

には生活保護制度の改革として、生活新戦略の

骨格を国家戦略会議に報告しました。この報告

の内容の大きな点は、扶養義務を果たしてもら

うための仕組みの検討であり、まさに厚生労働

省はこの機会を逃さずといったタイミングであ

ります。現在でも、生活保護を申請すると、役

所が申請者の親族へ扶養の有無を確認すること

から、生活保護の申請が親族に知られることを

嫌がり、申請をためらう人が、私の周囲にも少

なくありません。親族が扶養できない理由を証

明することになれば、親族まで所得資産調査を

されることになり、親族に迷惑をかけたくない

として、ますます申請をためらう人が出てくる

ことは明白であり、憲法25条で保障された生存

権の侵害に当たると言わざるを得ません。厚労

省は、この間、働ける年齢層の生活保護受給を

問題視、自立促進の名でその層への受給べらし

をねらってきました。しかし、実際受給者の中

で最も多いのが無年金、低年金の高齢者で、扶

養義務化は、これらの働くにも働けない高齢者

が、親族からも冷たい視線にさらされかねない

全く冷たい政策であると言わざるを得ないので

す。 

 今回の芸能人の事件を最大限利用し、厚労省

とマスコミなどは不正利用が蔓延しているかの

ようにあおり立てていますけれども、厚労省自

体の資料でさえ、2009年度で不正とされた額は

約102億円、生活保護費の0.33％、つまり99％

が適正に運用されていることになっている。 

 現在マスコミで騒がれているような一部悪質

ケースを受給者全体の不正であるかのごとき報

道と、ここぞとばかり、受給権を縮小させよう

と画策する厚労省には、怒りさえも感じます。 

 生活に困窮すれば、だれでも申請でき、審査

の結果、基準に合っていれば、平等に受けられ

るといった当然の制度を充実させる、このこと

を国に求めていくべきと思いますが、いかがで

しょうか。 

 さて、マスコミが余り報道しない事件に、今

月１月20日に札幌市で、40代姉妹が孤立死して

いるのが発見された事件がありました。実は、

札幌市では、25年前も３人の子どもを持つ母親

が生活保護を受けられず餓死したといった痛ま

しい事件が起きています。1987年１月に３人の
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子どもを抱えた母子家庭の母親が、福祉事務所

に再三生活の窮状を訴えましたが、保護申請と

して対応されなかったことから、悲惨な結末を

迎えることになってしまいました。当時は、暴

力団の不正受給を口実とした「第三次適正化」

キャンペーンのもとで、生活保護受給者べらし

が進められていました。今回の孤立死も不正受

給キャンペーンが繰り広げられている最中の出

来事で、単なる偶然といって片づけることはで

きない重大な共通点が、全国餓死孤立死問題調

査団（団長井上英夫金沢大学教授）によって明

らかにされました。ライフラインがとめられ、

食料も底をついていた姉妹でした。申請してい

たら事件は防げたと認めた市当局は、面接担当

職員の事情聴取を行ったそうです。聴取記録も

取っていないといったずさんなものだったよう

です。調査団は、保護申請者に対する余りのず

さんな対応に開いた口がふさがらなかったと述

懐しています。 

 さて、調査団は調査結果を踏まえ、札幌市に

対し要望書を提出しております。その中から孤

立死防止対策として、遠野市としても参考にな

ると思われる事項について数点列挙してみたい

と思います。 

 一つには、やはり必要とする人がもれなく生

活保護を受けられるようにすること。つまり、

生活保護制度の広報の強化であります。 

 ２つ目には、ライフライン業者、つまり、電

力、水道など、定期的にその利用状況がわかる

業者との連携強化であります。 

 ３つ目には、リスク層に対する積極的なアプ

ローチ。 

 ４つ目には、行政内部での連携強化。遠野市

においては、これがかなり進んでいると聞いて

おりますけれども、今どのようになっているの

かも確認したいと思います。 

 ５つ目には、生活保護ケースワーカーをはじ

めとする十分な職員配置と専門性の向上であり

ます。遠野市においては、３名ほどのケース

ワーカーがいると聞いておりますけれども、果

たしてこれで十分なのでしょうか。 

 以上、既に生活保護行政に取り入れられてい

るものがあるかと思いますけれども、遠野市に

おいて、福祉政策の貧困から、孤立死や孤独死

が出たなどということがないようお願いし、市

長の見解をお伺いします。 

 次に、農業後継者育成について伺います。こ

の問題は議会で毎回のように論じられています。

私も過去に日本の農業にとって後継者育成は重

要課題として、ヨーロッパ諸国、特にもフラン

スの農業後継者育成対策の例を取り上げ、日本

の後継者育成の取り組みの遅れを指摘した経緯

があります。 

 今般提案された補正予算案に新規就農総合支

援事業予算が提案されており、政府もやっと農

業後継者対策に目を向けてきたのかと、一定の

評価をするものです。 

 現在、経済統合されたＥＵの農業後継者対策

を調べてみますと、さらなる手厚い資金援助、

後継者対策がなされています。 

 先ほど申しましたスイスはＥＵに加盟してい

ませんけれども、スイス連邦共和国の農業支援

は40年前の話になりますが、その所得のかなり

の部分が国の助成制度によるものと記憶してい

ます。後継者育成にもかなりの予算がつぎ込ま

れているということでした。 

 私の滞在した村は、山岳地帯の小さな村でし

たけれども、当時、20代、30代の若者が意欲的

に酪農、養豚、花卉栽培に取り組んでいました。

このような国の支援について、当時お世話にな

った主人の話では、私たち農民は農業を通じて

環境、景観を守っている。国民がそれを支持し

ている。当然のこととあっさり言われたのには

驚きました。 

 現在どのようになっているか、インターネッ

トで検索してみましたところ、加藤達人日本農

業実践学園学園長のコラムがありましたので、

紹介したいと思います。 

 私が数年前にスイスを訪問した際、直接農家

から伺った話です。私たちは農業を通して環境

景観を守っている。そのため政府は耕地面積、

家畜の頭数、はてはリンゴの木１本まで評価し
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所得補償します。我が家は15ヘクタールの農地

を所有する平均的な農家ですが、年間430万円、

これは日本円に換算した金額だそうです──の

補償がもらえるのです。そして、これは、国民

投票で、国民全体から認められた私たちの当然

の権利ですと胸を張ってつけ加えていたのが印

象的だとありました。 

 今もスイスの農業政策は変わってないんだと

関心させられました。残念ながら、後継者対策

には触れられていなかったので、当時と比較す

ることはできません。やはり、スイスにおいて

も、後継者の問題は重要課題となってきている

ようで、さらなる支援策を講じるとの報道がな

されています。 

 話をＥＵの農業後継者対策に戻しますが、Ｅ

Ｕでは、若年層の就農資金援助策として、一人

当たり上限１万5,000ユーロ、ただいまルート

換算では大分低いようですけれども、当時は21

1万円の一時交付金、就農後の新規投資に対す

る25％の資金援助をしているようであります。 

 このように、先進資本主義国でも、食料生産

とその後継者対策には相当の予算をつぎ込んで

おります。今般の新規就農総合支援事業は、新

規就農者に対する支援策として一歩前進と評価

するものです。新規就農者１人150万円の支援

金額についていえば、これからの生活にも事足

りる金額とは言えません。ましてや、農業は、

気候や病害虫、さらには価格変動に左右される

といった常にリスクを伴う産業です。生活でき

なければ、アルバイトでもすればいいなどとい

った片手間な気持ちで取り組めるものではあり

ません。新規就農ともなれば、その規模にもよ

りますが、膨大な初期投資も必要です。150万

円の支援金額は決して少額とは申しません。ほ

かに収入の見込みがなければ、生活保護の対象

者にもなりかねない金額です。一人前の農業者

に成長するには、さらなる上積みも市として検

討するべきと考えますが、市長の見解を伺いま

す。 

 次に、教育長に質問いたします。市長質問と

同様、橋下大阪維新の会の大阪教育条例に対す

る教育長の見解を伺うものです。 

 大阪教育条例は、日本の教育、引いては日本

の社会を独裁的社会に向かわせる危険性をはら

んでいると多くの著名人が反対の声を挙げてい

ます。地方の条例としては、異例のことと言わ

ざるを得ません。危惧する条例の内容は、政治

は教育を支配しないといった基本的な民主主義

のルールにあります。大阪教育条例の中心は、

知事と府議会が教育振興基本計画制定権を把握

することにあります。知事が計画案を提案し、

府議会が議決します。教育委員会は計画段階で

知事と協議はできますが、意見が異なる場合、

知事の判断が優先されるとされます。この基本

計画、教育目標や教育内容、方法を盛り込めば、

無制限の政治の教育介入が可能となります。し

かも、各教育委員は、毎年基本計画にどう貢献

したか、自己点検、評価しなければなりません。 

 知事はその点検評価に基づいて、各教育委員

が罷免に当たるかどうかを判断することになり

ます。これ自体が法律に違反していると言わざ

るを得ないのです。府教委は、基本計画実現の

ため、府立学校共通の指針を定め、学校はそれ

に基づく運営を指示されます。さらに校長は、

基本計画と指針を踏まえ、学校経営計画を定め

なければなりません。まさに時の権力が教育目

標を決め、そのとおりに教育委員会と学校を動

かそうとするものです。 

 橋下大阪維新の会などは、選挙で勝ったもの

が教育の目標を決めてどこが悪いと開き直って、

条例を正当化していますけれども、これこそが、

政治が教育を支配してはならないという民主主

義社会の基本原則を否定するものです。なぜ政

治が教育を支配してはならないのか。それは、

教育とは何か、民主主義とは何かの根本にかか

わります。教育は、人間の価値観や心の形成に

深く影響を与える営みです。そうした人間の内

面については、政治権力は立ち入らないという

のが、近代民主主義の基本となっています。 

 政治権力が、この価値が正しいから教えよ、

この内容が学問的に正しいから教えよといった

社会は独裁国家の教育にほかになりません。 
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 このような危険な教育条例に対し、日本ペン

クラブの浅田次郎会長は、思想信条によって人

が序列化されたり、差別、弾圧されたり、また、

職場や地域や国から追われることはこれまでも

反対してきたし、これからも反対します。よっ

て、私たちは、大阪府教育・職員基本条例に反

対しますといった声明を発表しています。 

 さらには北海道大学教員、国立教育研究所次

長、中教審専門委員など、往年の政府の文教政

策を理論的にリードとしてきた市川昭午氏は、

大阪府教育・職員基本条例成立は、我が国のリ

ベラル・デモクラシーにとって「終わりのはじ

め」となると言っても過言ではないと警告を発

しています。 

 ここで教育長に伺いますが、今まで述べてき

たように、橋下大阪市長は、選挙で選出された

ことを民意だとして、乱暴に教育行政に介入し

ようとしています。日本国憲法のもとでこのよ

うなことが許されるとは思いませんが、教育長

としてどのように受けとめているのでしょうか。 

 また、橋下市長は、大阪市内学校の学力低下

に激怒して、学力テストの学校ごとの平均点公

表をねらっているとも言われます。学力テスト

成績公表は、成績第一主義に陥り、教育の根幹

である人格の形成といった最も大切な部分がな

おざりになりかねない危険性があります。この

ことから、私は学力テストそのものに疑問を持

つものですが、少なくとも学校間の過剰な競争

心をあおり立てるような学力テスト成績公開は

するべきではないと考えますが、教育長の見解

を伺います。 

 私の一般質問とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  午後１時まで休憩いた

します。 

   午前11時55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。 

 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。 

 それぞれ通告のあった一般質問に先立ちまし

て、マックス・エンデルレさんの話がありまし

た。このエンデルレさんにつきましては、50年

以上遠野の幼児教育あるいはボーイスカウトの

育成、さらには御質問の中にもありましたとお

り、スイスへの農業者研修という中に、または、

サレルノの国際交流の橋渡しとまさに多岐にわ

たって、特にも人づくりと、人材育成というふ

うにつきましては、大変な御活躍をいただいた

わけであります。 

 そして、そういった功績が認められ、遠野市、

旧遠野市でありますけども、市政振興功労者と

しても顕彰をされておったわけでありまして、

それらの経過を踏まえまして、私が実行委員長

という職を受けまして、各関係機関にも呼びか

けをしながら、150人ほどの関係者の方が集ま

っての感謝の集い、大変感動的な感謝の集いで

ありました。それを踏まえまして、去る６月８

日、市のほうといたしましても、スイスの母国

に帰るということであったものでございますか

ら、公用車を手配いたしまして、盛岡のほうま

でお送りするというような形での対応をさせて

いただきました。６月８日の日に遠野を発つと

きに、帰りたくないんだよなというようなこと

を一言漏らし、そして、本当に万感の思いの中

で遠野をあとにしたわけであります。50年とい

う長きにわたって遠野市政、特にもこの何にも

変えがたい教育、人づくりといったものに御功

績をいただいたと。小松議員の冒頭の中にもあ

りましたとおり、思想信条、国、立場といった

ものを全く超えた中における気持ちでもって遠

野のために尽くしていただいたということなわ

けであります。機会があったら、ぜひスイスを

訪ねてほしいというお話もあったわけでありま

す。エンデルレさんの気持ちといったものをよ

く踏まえながら、各議員ともどもこの気持ちを

大切にした、まさに心と心の交流と申しますか、

そのようなものを我々も学んだということをも

って、私も先ほどの質問の中にあったことを踏
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まえまして、所管の一端を申し上げたいという

ように思っております。50年間大変御苦労さん

であったということを、この場をおかりしまし

て申し上げたいというように思っております。 

 さて、質問をそれぞれいただきました。大き

く分けて３つの質問であったというように承知

いたしました。この政治姿勢の問題、そして、

生活保護の問題、さらには後継者問題という中

にそれぞれ質問があったわけであります。特に

も今大きく話題になっております生活保護の問

題につきましては、現状と課題といったことも

質問の中にあったわけでありますから、これに

つきましては、担当の部長のほうから答弁を申

し上げますので、御了承いただければというよ

うに思っております。 

 まず、最初に市長の政治姿勢ということにつ

いてのお尋ねであります。橋下大阪市長のさま

ざまな言動が毎日のように、言動といったらち

ょっとあれかもしれませんけども、毎日のよう

に報道されております。まさにマスコミが大変

な注目の中で、いろいろな形での国のあり様、

国と地方のあり様、あるいは広域自治体として

の都道府県のあり様、基礎自治体としての市町

村のあり様といったものが、その中でかなりス

トレートに問題提起され、また発信されている

のではないかなというように私自身も受けとめ

ております。 

 この中におきまして、新聞、テレビ等で報じ

られるのが、どこまで全体をとらえての状況な

のか。そして、またその背景とか、経過といっ

たものがどこまで踏まえた形での記事なり、放

送、ニュースになっているのかということは、

私は冷静に見なければならないのかなというよ

うに思っております。 

 私の個人的なことでありますけども、橋下市

長さんとは３度ほどお会いして、いろいろ懇談

をしたことがあります。非常に単刀直入と申し

ますか、率直に、文字通り歯切れがよくずばず

ばと切り込んでくるという部分におきましては、

やはりすごいなというような感じの印象を持っ

ておりまして、その中においても、まさに立て

板に水のごとく次々とその課題がきちんと整理

されて、発言されるというものにつきましては、

やっぱりすごさというものを私も直接感じてい

るところであります。 

 ただ、その中におきまして、質問にございま

したとおり、思想調査につなげるような、ある

いは違憲、違法ではないかというものにつなが

るような一つのことが報じられているけども、

市長は一体どう考えるだろうかというような形

での御質問であったというように思っておりま

す。 

 したがって、繰返しになりますけども、個々

の報道されている発言やら、あるいはそのフ

レーズの部分だけを持ってして、橋下市長さん

の言わんとしているところを、それだけでとら

えるということについては、やはり私はもう少

し冷静に、その前後と、あるいは背景と、その

発言に至った経過といったものも、もうちょっ

と整理して受けとめて、また分析をしてみる必

要もあるんじゃないのかなということを、いつ

も新聞、テレビを見て思うわけであります。 

 ただ、市職員に対してのさまざまなアンケー

ト調査を行ったりというような部分におきまし

ては、正直なところ、少々やり過ぎではないの

かなというような印象も持っているところであ

ります。 

 ただ、ねらいとするところは何なのかという

ところは、やはり見きわめる必要があるんでは

ないのかなと。大阪市の状況、あるいは市長に

なる前の大阪府の状況などを考えれば、これも

またある意味においては、やむを得ないパフ

ォーマンスなのかなという方のそういう識者も

いるわけでありますから、その辺のところも、

きちんととらえた上での判断といったものが必

要ではないのかなというように思っております。 

 私は、この維新の会という中におきます橋下

市長さんのさまざまなこの発言なり、行動がま

さに大きく大新聞、マスコミを賑わしていると

いう部分の中にあっては、なぜなのかというと

ころも、もう一つ考えてみなきゃならない。今、

国会でもさまざまな国民の生活に直結するよう
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な大きな課題が議論されております。決めれな

い、決められない、前に進まない、何か全体的

に一体どこにこのもやもやしたものを、どこに

どのようなという中における、何か仕組みが機

能していない。まさに、いろんな国や県や、

我々基礎自治体というのは、市町村もあるいは

それを言えるかもしれませんけども、それがど

っかで流れていない、機能していないという一

つの現実も、ある意味においては、受けとめた

上で、橋下市長さんのいろんな行動なり発言と

いったものも読み取ってみる必要もあるんじゃ

ないのかなというような感じもしないわけでは

ありません。 

 ただ、遠野市では、今まで橋下市長さんがや

っているようなアンケートを実施したこともあ

りませんし、また、する考えもありません。市

の職員は、文字通り市民全体への奉仕者であり

ます。公務員としての大原則に基づき、法律に

基づき、政治的な行為の制限や争議行為等につ

きましても、明確に禁止されていることから、

そういったことを踏まえて、日常において遵守

していく市職員としての基本的な事項でありま

して、そういったことを考えれば、調査そのも

のを実施するというような考えには結びつかな

いし、私自身にとっては、考えられないという

ようなことでありますので、この大阪市の今回

の調査については、判例や学説でもいろいろ言

われております。職務命令、あるいは懲戒処分

等といったような言葉も使われているわけであ

りますし、もう一つは、思想信条の自由にかか

わる問題もあるわけでありますので、公務員と

すれば、ある程度それには制約を受けるという

ことがあったとしても、少々やり過ぎではない

のかなというような印象で受けとめているとこ

ろでございますので、それをもってひとつ答弁

とさせていただきます。 

 それから、生活保護の現状についてでありま

す。これは、この後、これは生活保護につきま

しては、我々基礎自治体にありましては、かつ

ては機関委任事務として、平成、今から十四、

五年前でありますけども、機関委任事務として、

これを県や市が受けるという形で、福祉事務所

という中でその事務を行っておったわけであり

ますけども、社会福祉法の第14条におきまして、

法定受託事務といたしまして、当市にあっては、

健康福祉の里の所長が、この権限をもって生活

保護の申請及びこの可否を決めるという中にお

ける事務を所掌しておりますので、この現状に

つきまして、福祉の里所長でもあり、健康福祉

部長でもある部長のほうから答弁を申し上げま

すので、御了承いただきたいと思います。 

 いずれこの生活保護は、今大きく問題になっ

ております扶養義務との関係がいろいろあるわ

けであります。生活保護法は、もともとは扶養

は、生活保護に優先するというような一つの法

の定めになっておりまして、親族は、自分の生

活が損なわれない範囲内で扶養し、それでも不

十分な場合、公的扶助を行うというような、そ

のような仕組みとして成り立っているわけであ

ります。 

 しかし、扶養は優先であって、決して強制で

はないというのも、またこれも法律の定めとし

て位置づけられているわけであります。 

 新聞の記事でちょっと見ましたけども、厚生

労働大臣の小宮山大臣が、その後の法改正の動

きについてはどうなっているか確実な情報は持

っておりませんけども、親族が扶養できない場

合、親族側に扶養が困難な理由を証明する義務

を課すというような法改正も考えているという

新聞報道をちょっと見たことがあります。これ

も、一つの今生活保護が急増し、そしてまた、

市の財政も圧迫し、そして、それがセーフティ

ネットとしての生活保護がそうじゃなくなって

しまっているという部分における危機感が、そ

ういう法改正の動きになったかというように思

っておりますけども、生活保護という一つの最

低限度の生活ということを、憲法25条でうたっ

ているわけであります。この憲法25条は、質問

の中にもありましたとおり、すべての国民は、

健康で文化的な最低限の生活をする権利がある

と定めているわけであります。最低限の生活を

する権利があると定めているわけであります。



－ 64 － 

じゃあ、最低限の生活ということになった場合

においては、食べます、それから、着ます、住

宅に住みますという中にあって、これは、その

セーフティネットとしての生活保護の中で、ど

うしても貧困という中にあってこれに頼らざる

を得ないときは、それは保障しますよと。しか

し、ぜいたくはしないでくださいねという一つ

の定めとして、生活保護そのものは成り立って

いるわけであります。 

 したがって、やはり病気だとか、いろんな事

情でどうしてもこれに頼らざるを得ないという

ような事例があるわけでありますから、この扶

養義務の問題が、センセーショナルに、あるい

はワイドショー的にばんばん取り上げられてし

まって、本当に肝心なことが、肝心な法と、あ

るいは憲法のいわんとしているところが置き忘

れて、扶養の問題なり何なりに置きかえられて

しまった場合においては、本当にぎりぎりの生

活をしている方々が、その影響を受けなければ

いいなということもちょっと心配するわけであ

りまして、私は、そういった意味においては、

生活保護は最後の一つの手段であるというか、

方法であるというような認識のもとに、訂正で

かつ公平な申請なり、あるいはそれは適用判断

する場合の事務といったものはきちんと怠らな

いような形での対応を進めることが一番大事じ

ゃないのかなというように思っておりますので、

そういった点で、私の考えの一端も申し上げま

して、答弁とさせていただきます。 

 それから、最後の農業後継者育成の問題につ

いてお話がありました。この中で、小松議員の

経験の中から、スイスの例、あるいはフランス

の例を出しながら質問があったわけであります。

この日本の後継者育成の取り組みの遅れが非常

に問題だったんだと。しかし、今回、６月補正

予算に新規就農に係る総合支援事業が予算とし

て提案されたと。国もようやっと腰を上げたか

という中において、これを一定の評価をすると

いうようなお話がありました。二、三十年前の

このスイスの山岳地帯においては、国の支援で

もって、私は先ほどの質問を聞きながら改めて

思ったわけでありますけども、農業は、あるい

は農家の方々は、まさに農業というものを通じ

ながら、あるいは１次産業というものを通じな

がら、環境と景観を守っているということが私

は非常に大事にしなきゃならない、ひとつ今日

本にとっても大事にしなきゃならない政策では

ないのかなというように思っております。 

 遠野を訪れる方もよく言います。絶対この遠

野らしい景観を守ってくださいと。田んぼは田

んぼとして、畑は畑として、また、里山として

の山は手入れをされておるという中にあって、

これは金に換えられませんと。これは本当に大

事な宝ですよと、資源ですよというお話はよく

いただくわけであります。これは、反収あたり

何俵とれたかという議論ももちろん大事であり

ますし、農家所得、農家の皆さんの所得をふや

していくということも、これも大事な政策の一

つとして位置づけなきゃならないわけでありま

すけども、やはり、耕作放棄地ゼロ宣言を目指

そうといった、そのような切り口は、やはりこ

の景観であり、そしてまた、いうところの農村

におけるその環境であるということにもつなが

るということを、やはり一つの施策としてきち

んと位置づける必要があるんじゃないのかなと

いうことを改めて思っているところでもありま

す。 

 そういった中にございまして、今般、予算を

提案して申し上げてるわけでありますけども、

昨年の10月に、地域の中心となる経営体の育成

や新規就農者を明確にするために、集落ごとに

地域農業マスタープランを作成するということ

になりました。青年就農給付金事業は、集落で

の話し合いにより、地域農業マスタープランに

より、新規就農者として位置づけられた青年就

農者が、集落に定着し、就農初期の経営リスク

の軽減を図るため、今年度から創設されたとい

う制度であります。 

 これは、御案内のとおりというように思って

おりますけども、給付事業の内容は、国では、

45歳未満の若い収納者を年間２万人定着させ、

持続可能な力強い農業の実現を目指すため、新
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規就農者の経営が軌道に乗るまでの最長５年間、

年間150万円を給付するものであるわけであり

ます。そしてまた、夫婦で就農した場合は、22

5万円給付するという内容になっております。 

 今般６月補正予算で提案申し上げてます中に

は、こういった一つの制度を受けまして、個人

11経営体、夫婦で３経営体、合計14経営体分、

総額にいたしまして2,325万円を計上いたして

おります。 

 市内の45歳未満の新規就農の件数は、平成21

年は１件でありました。22年は３件で、23年は

ゼロ件となっておりまして、また、この24年、

５月現在で３件が就農しております。これらの

就農者の方の経営状況を確認しながら、交付要

件を満たすか、本人と面接を行いながら、給付

金の交付に向け事務を進めてまいりたいという

ように思っておりまして、これから就農を計画

している青年農業者の方々には、広報遠野や遠

野テレビなどを活用しながら、制度を広くＰＲ

してまいりたいというように思っております。 

 また、新規就農者の支援体制につきましては、

22年度からアドバイザー、あるいは農業に関す

るさまざまな形での専門的な立場でのアドバイ

ザーを配置しながら支援を行っておりますし、

それから、農地、住宅紹介、あるいは栽培指導、

営農指導にも当たっておりまして、このような

ことをきめ細かくフォローをしていくという体

制をとりたいというように思っております。 

 県内の市町村でも、八幡平市であるとか、洋

野町、二戸市、九戸村、そういったところにお

きましては、新規就農者に対しまして、就農後

３年間にわたり生活費や家賃の支援を行ってい

るという事例も出てきているわけであります。 

 そのようなことも踏まえながら、御質問にあ

りましたとおり、いろんな形でのＡＳＴパワー

アップ事業であるとか、あるいは重点推進品目

を栽培する場合の資材の購入等に当たっての経

費の補助であるとか、「アスト起農塾」にあっ

ては、その技術指導であるとか、「遠野ふるさ

とあぐりスクール」においては学習会など栽培

体験を実施しているなど、さまざまな形での制

度も進めてきておりますので、そのような制度

を文字通り、縦糸横糸に組み合わせしながら、

こういった制度とタイアップした形での新規就

農の方々へのバックアップといったものをして

いきたいと思っております。 

 質問の中には、市独自で嵩上げと申しますか、

を考えないかというような話もありました。そ

れこそ、県内の市町村でもそのような動きも出

てきておりますので、この動きを見ながら、こ

の各種事業がうまく有効に本当にかみ合ってい

るのかということも検証しながら、こういった

新たな制度の、市単独の制度についても、やは

り大きな検討課題として検証してまいりたいと

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）  荻野健康福祉部長。 

   〔健康福祉部長荻野優君登壇〕 

○健康福祉部長（荻野優君）  命によりまして、

生活保護政策の現状について答弁をいたします。 

 当市における生活保護の現状は、リーマンシ

ョックのあった平成20年度以降は、経済雇用情

勢の低迷により、急激な増加に転じ、特に平成

22年度は、対前年度比で大きな伸びを示しまし

た。平成23年８月には、保護世帯236世帯、保

護人員322人と最大の数字となったところであ

ります。それ以降、保護世帯数、保護人員、保

護率ともに微減で推移し、平成24年５月末現在

の状況は、保護世帯数233世帯、保護人員317人

となっているところであります。 

 また、生活保護受給者の義務である各種届け

出義務を怠ったり、本来は、収入があるにもか

かわらず、収入がないような申告を行うという

ような不正な手段により保護を受けたケースに

対する費用返還件数については、平成21年度が

２件、22年度が１件、平成23年度が４件であり、

過去３年間で合計７件、費用徴収額は合計59万

7,393円でした。これらについては、全額徴収

済みであります。 

 最近のマスコミ報道で取り上げられている不

正受給問題に関しては、保護を受けるべき方に

対して必要な保護が適切に行われているように
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することは当然でありますが、一方で、本来で

あれば、保護を受けるべきでない方については、

保護を受けることのないように、生活保護制度

が市民から十分な信頼を得られるよう、適正に

運用することが重要であると考えているところ

であります。 

 このような状況を踏まえ、当市では、不正受

給を未然に防ぎ、生活保護制度への偏見や受給

者への差別を抑制するため、生活保護業務運営

方針を策定し、生活保護世帯及び被保護者の状

況把握に努め、各種関係機関との連携体制を図

り、適切な助言、指導、支援を実施していると

ころであります。 

 稼動年齢層のいる者の世帯に対する指導、援

助の推進については、公共職業安定所との連携

事業である「福祉から就労」支援事業を活用し、

専門機関と協働することにより、利用者に対す

る効果的できめ細かな指導、援助を図り、世帯

の自立助長を推進しているところであります。 

 平成23年度から生活保護担当職員を１名増員

し、現在４名体制でありますが、そういった形

で生活保護世帯に対する自立支援及び事務処理

等の円滑な実施体制を確保するとともに、ケー

ス診断会議等での保護動向の分析、把握を行い、

これに対して組織的かつ計画的な指導と運営管

理に取り組んでおります。 

 保護の適正実施の推進については、税務課と

連携した収入状況調査、金融機関及び生命保険

会社に対する預貯金等の資産調査のほか、扶養

能力調査については、保護申請時における３親

等以内の親族に対する文書照会に加え、扶養が

十分期待される親族への管外訪問調査を年２回

程度実施し、各種調査の徹底による適正な給付

事務に努めております。 

 保護の相談、申請時における適切な窓口対応

については、懇切丁寧に相談内容を聴取し、保

護のしよりなどを用いて十分に説明し、必要な

助言を行うとともに、民生児童委員など、地域

からの情報収集に努めているところです。 

 また、保護の申請に至らなかった方に対して

は、関係機関と連携し、各種制度の相談窓口に

つながるよう必要なフォローアップを実施して

いるところであります。 

 議員の御質問に孤立の防止対策として５つの

点が参考例として挙げられました。これについ

て、遠野市の取り組みを紹介いたします。 

 １つ目は、必要とする人がもれなく生活を受

けられるようにすること、生活保護制度の広報

の強化についてとありましたが、これについて

は、民生児童委員に対して、定例会及び改選期

を通じて繰り返し説明し制度を周知していると

ころであります。 

 また、高齢者介護サービス利用者に対しては、

ケアマネジャーを通じ制度を周知しているとこ

ろであります。 

 また、離職者に対しては、就労相談窓口、例

えばハローワーク、まちおこしセンターを通じ

制度の周知を行っているところであります。 

 また、ライフライン事業者に対しては、使用

料を滞納している世帯へ生活保護制度のしおり

の配布協力を依頼しております。 

 また、ライフライン業者連携強化に係る緊急

対応についてでありますけども、平成24年３月

に市内ライフライン事業者、11社ほどでありま

すが、電気事業者、ガス事業者、水道事業者、

トータルで11社でありますけども、供給停止前

に一定期間の支払い猶予などの柔軟な対応を依

頼しているところであります。 

 また、滞納者に督促状などを送る場合、福祉

の里への連絡やパンフレットの同封について依

頼しているところであります。 

 また、供給停止をした場合は、福祉の里へ情

報の提供を依頼しているところであります。 

 この取り組みは５月にもライフライン事業者

に訪問し、対応を再度依頼しているところであ

ります。 

 ３点目のリスク層に対する積極的アプローチ

でありますけども、民生児童委員やライフライ

ン事業者、地域包括支援センターなどから情報

の提供に基づいて、家庭訪問による面接相談を

実施しております。 

 また、新聞販売業者や郵便事業者等の宅配業



－ 67 － 

者と連絡、連携体制の構築を図っているところ

であります。 

 ４点目でありますけども、行政内部の連携強

化でありますけども、税務課、市民課、水道事

務所等と連携しながら、滞納等で困窮している

世帯が、生活保護相談窓口につながるような体

制を構築しております。 

 生活弱者の把握と支援については、地域包括

支援センターや障害担当及び児童家庭担当と情

報を共有し、訪問等、必要に応じた支援を実施

しております。 

 また、５点目でありますが、生活保護ケース

ワーカーをはじめとする十分な職員配置と専門

性の向上でありますけども、先ほど１名増員し

たというお話をしましたが、いずれ社会福祉法

第16条に基づき、当市の保護世帯数から積算し

た標準数である査察指導員１名及び生活保護

ケースワーカー３名を適正配置し、きめ細かな

対応を可能としております。 

 所長を含めた個別ケース検討会の所内研修ほ

か、県主催の処遇事例研究会、自立支援研修会

に参加し、生活保護ケースワーカーの資質向上

と生活保護世帯に対する効果的な支援方法のあ

り方について研修を行っているところでありま

す。 

 このように、普段から家庭に継続的にかかわ

りのある新聞販売事業者、郵便事業者、宅配事

業者との連絡、連携を図り暮らしの見守りネッ

トワーク体制を拡大していく所存であります。 

 いずれ、依然厳しい経済情勢の中、最後の

セーフティネットである生活保護制度が真に有

効なものとして活用され、だれもが住みなれた

地域で安心して暮らせるよう生活保護のさらな

る適正実施に努めてまいります。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  藤澤教育長。 

   〔教育長藤澤俊明君登壇〕 

○教育長（藤澤俊明君）  小松議員の一般質問

にお答えをいたします。 

 教育の目標は、教育基本法に定められており

ます。その第16条では、教育行政は、国と地方

公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の

もと、公正かつ適正に行わなければならないこ

と、地方公共団体は、その地域における教育の

振興を図るため、その実情に応じた教育に関す

る施策を策定し実施しなければならないと定め

られております。 

 また、第17条では、政府は教育振興基本計画

を定め、その計画を公表すること。地方公共団

体は、その計画を参酌し、地域の実情に応じ、

当該地方公共団体における教育の振興のための

施策に関する基本的な計画を定めるよう努めな

ければならないと定められております。 

 議員の御質問にありました大阪府、大阪市の

「教育行政基本条例」は、大阪府内や大阪市の

区域内における教育行政に関して基本となる事

項を定め、市長及び教育委員会が、子ども、保

護者、地域の方々の意向を把握し、相互の連携

及び協力をしながら、それぞれの役割と責任を

果たし、教育の振興に資することを目的に策定

されたものであり、あくまでも大阪府や大阪市

の区域内における実情に応じて制定されたもの

であると認識しております。 

 当市においては、平成21年３月に、遠野市教

育振興基本計画を策定し、ふるさとの文化を生

かし、「夢」と「誇り」を育む学びのまちづく

りを基本理念として４つの基本方針を基軸とし

て教育行政の推進に努めているところでござい

ます。 

 遠野市教育委員会といたしましても、今後も

教育基本法の理念にのっとり、確かな学力、豊

かな心、健やかな体の調和を重視する、生きる

力を育む教育を推進し、ふるさと遠野や日本、

世界発展に貢献できる人材を育成していきたい

と考えております。 

 次に、学力テストの学校ごとの結果公表につ

いてでありますが、議員のおっしゃるとおり、

学校間の過剰な競争や序列化につながることが

ないよう、本市においては、学校ごとの結果を

公表する予定はございません。「全国学力・学

習状況調査」等の結果は、児童生徒の学力の向

上に資するため、授業等の指導のさらなる改善
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に向けた資料の一つとして、各学校等への情報

提供はしてまいりたいと考えておりますので、

御理解を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（新田勝見君）  これにて一般質問を終

了いたします。 

────────────────── 

   休会の議決   

○議長（新田勝見君）  お諮りいたします。６

月13日及び14日の２日間は、委員会審査のため

休会いたしたいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新田勝見君）  御異議なしと認めます。

よって、６月13日及び14日の２日間は休会する

ことに決しました。 

────────────────── 

   散  会   

○議長（新田勝見君）  以上で、本日の日程は

全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。大変御苦労

さまでした。 

   午後１時35分 散会   

 


