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   午前10時00分 開議   

○議長（河野好宣君）  おはようございます。

これより本日の会議を開きます。 

 これより本日の議事日程に入ります。 

────────────────── 

   日程第１ 一般質問   

○議長（河野好宣君）  日程第１、一般質問を

行います。 

 順次質問を許します。９番菊池民彌君。 

   〔９番菊池民彌君登壇〕 

○９番（菊池民彌君）  おはようございます。

正心会の菊池民彌です。今任期の最後の議会定

例会開催に当たり、つたない一般質問となりま

すが、市長に対しまして３点について伺ってま

いりたいと思います。 
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 まず、質問に入る前にことしの春の天候を思

うとき、非常に低温と日照不足に見舞われ、遠

野農業は不作となるのではと心配したものであ

りますが、その心配したことがよい方向に転じ、

７月以降は天候が立ち直り、今になっては毎日、

猛暑に見舞われ、余りの暑さに体の調子が狂い、

疲労が蓄積される思いでなりません。しかし、

農作物にあっては、特にも稲作は稲穂が首を下

げ、まさに「実るほど頭を垂れる稲穂かな」と

状況を呈し、田んぼ一面は黄金色に染まりつつ

あります。一方、頭を垂れる稲穂のこの情景は、

人生の歩みに何らかの示唆を与えてくれている

ようにも思えるところでもあります。いずれこ

の姿でこのまま進みますと、作況指数で示され

ているように大豊作となること間違いないもの

と思うところであります。農家の皆様にも明る

い希望がわいてくることでしょう。生産者とと

もに一年の苦労を分かち合いたい気持ちでいっ

ぱいであります。ここ二、三年不況風に精神的

苦悩が漂ったところでありますが、市民が幾分

でも幸せ感を感じられることは喜ばしい限りで

あります。刈り取りまでの間、台風の押し寄せ

のない安心した収穫期を望みたいものでありま

す。 

 さて、前置きはこの程度にしまして本論に入

りたいと思います。通告に従いまして大項目３

点について質問いたします。 

 第１点目であります。平成21年度の繰越明許

費について質問を行います。 

 この繰越明許費については、平成21年度にお

いては今までにあまりにも例のない多額なもの

となり、総額で23億2,642万4,000円となってい

るものであります。この主な理由としては、国

の緊急経済対策として国の第１次補正予算にお

ける地域活性化、経済危機対策臨時交付金及び

第２次補正予算における地域活性化、きめ細か

な臨時交付金が例年になく年度後半において多

額の予算措置されたことを受けまして、市とし

ても基本計画に登載されている事業について前

倒しなどを行い、事業推進に取り組んだことの

あらわれであることを思い、その積極的な姿勢

について評価するものであります。 

 中身を見るとき、斎場や学校整備など、そし

て市道整備など大型事業が主たるものでありま

す。この繰越明許費は言うまでもなく前年度事

業の予算として予算化を図ったものであります

が、しかし、諸般の事情等により工事等の着工

ができない見通しと判断がなされ、年度内に予

算執行ができないものとなったものであります。

この際は会計年度の独立の原則の例外といたし

まして、予算で定めて翌年度に繰り越して経費

の支出ができるものとしておるものであります。

こうしたことから、繰越明許費は翌年度の早い

時期から条件等の整い次第、予算執行が可能と

考えられます。 

 しかし、ここでは、小さい事業の例で大変恐

縮でありますが、例えば生活に身近な道づくり

事業を例にとりますと、地域住民が待望してい

た整備事業に予算化がなされたことから、１日

も早く着工し、整備完了を望むのは当然のこと

と思われるところであります。 

 ところが、新年度に入り、なかなか工事に着

手する気配が見えなかったのであります。地元

民が予算があったら早く工事発注し、着工させ

るべきとやきもきをしている実情があるわけで

あります。自分としてもその状況になり、経過

を見るとき、待望感を抱いている地域住民と一

緒にやきもきする思いをしてまいりました。つ

いては、この繰越額が順調に活用されているも

のか、気になるところであります。 

 よって、市長に質問いたします。この繰越明

許費の件数が約20件ほどあったと思われますが、

本年８月末までの予算執行について、執行済件

数と金額についてお示し願いたいものでありま

す。 

 また、未執行のものがある場合には、その予

算執行の見通しについてお伺いいたします。 

 次に、現在、繰越明許費にかかわる事業の促

進に取りかかっている状況とするのであれば、

平成22年度の新たな公共事業等もあるわけでし

ょうから、今度は22年度の事業の取り組みにつ

いて遅滞現象が起こらなければと思うところで
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ございますが、支障なく平成22年度事業の進捗

を図られるものか、心配するものでございます

が、この点について支障なくとり進めがなされ

ていくものかどうかをお伺いいたします。 

 次に、第２点目、沿岸地域等周辺市町の災害

時における後方支援基地の整備について質問い

たします。 

 現消防庁舎は昭和47年に建設され、消防防災

の拠点として市民の安心・安全な暮らしを守る

ために重要な役割を担ってまいったところであ

りますが、老朽化の進行と耐震性の理由から消

防庁舎の整備が急務となり、新しい総合防災セ

ンター整備に取り組まれているところでありま

す。場所にあっても最適のところに位置づけさ

れ、まことに結構なことと思っております。既

に造成工事にも着手され、順調にとり進められ

ているものと見ております。平成25年４月には

計画どおりの供用開始ができればと念じておる

ところであります。 

 その一方では今後30年以内に99％の確率で宮

城県沖地震が、また、90％の確率で三陸沖北部

地震が発生すると予想されているところから、

三陸沿岸市町の津浪被害に対する支援体制が求

められております。本市は沿岸と内陸につなが

る道路の整備も進められ、結節点となっており

ますことから、支援基地の位置づけとして最良

の地にあるものと目されております。総合防災

センターの整備にあわせ、背後に位置する遠野

運動公園地内の活用が大いに見込まれていると

ころであります。 

 本田市長は強いリーダーシップのもと、将来

予想されます三陸沿岸地域の大災害時に備えた

体制づくりに、仕掛け人としての立場で奔走さ

れていることは御案内のとおりであります。平

成19年２月開催の「防災フォーラム・イン遠

野」などを手始めとし、平成20年10月末から11

月初めにかけ、陸上自衛隊東北方面隊による三

陸沖地震を想定した震災対処訓練が運動公園一

帯を活用して大々的に実施されたことはきのう

のように思い出されますし、また、過般も宮城

県沖を震源とする大地震が発生し、沿岸部に津

波が発生し、大きな被害が出たことを想定して

東北管区広域緊急援助隊の北部三県合同訓練が

運動公園を中心にして救助訓練がなされたとこ

ろであります。 

 こうした訓練の傍らでは、県内関係市町が一

つとなって三陸地域地震災害後方支援拠点設備

推進協議会の設立を見たところであり、関係市

町が協力し、連絡調整を図って拠点施設の整備

を早急に図ろうとするものであり、関係市町の

意識の堅固さを物語っているものと思慮するも

のであります。こうした経過を見るとき、当然

にして後方支援拠点としての位置づけは本市が

担うことを当然と思うものであります。 

 このような経過を踏まえ、市長に質問いたし

ます。市長は後方支援基地の整備に当たり、先

ほど申し述べましたように、十分に手をつくし

ておられるものと認識しているところでありま

すが、岩手県当局や国の立場にあっては、本支

援施設整備構想についてどのような受けとめ方

をし、この構想をどのように進めてまいろうと

しているものなのか、その内容、見通しをお聞

かせ願います。 

 次に、後方支援拠点施設の整備については、

総合防災センター構想の一連の中での位置づけ

とはなっているものの、私といたしましては切

り離されたプロジェクトと考えられますが、市

基本計画や過疎地域自立促進計画の中にも網羅

されているもので、一連のものと理解した上で、

市長の考えではいつごろ、どんな施設整備をし

ようと考えているものか、その実現に向けての

構想をお聞かせ願います。 

 第３点目、円高による地元企業への影響等に

ついて、質問いたします。 

 最近、テレビや新聞等で取り上げ、報道され

ております円高・株安について、日々動きが加

速されているように思えてなりません。去る８

月24日の外国為替市場にあって円が一時１ドル

83円58銭となり、15年ぶりの高値をつけたと報

道されました。平成20年の秋以来発生したアメ

リカ発のリーマンショック後アメリカは経済再

生を目指し、金融緩和の姿勢を明らかにしてド
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ル安を武器に輸出拡大に活路を見出そうとの動

きにあるようでありますが、他の国々にあって

も通貨安によって輸出の拡大を図って、自国の

経済を守ろうと努力されているところでありま

す。 

 しからば、我が国の場合はどうかというと、

円高を目指す政策に対しては無策と言わざるを

得ないとの政府批判の記事が新聞にも掲載され

ていたことは御案内のとおりであります。 

 そこで、実はこの質問のテーマを定め、市長

に対しての質問するべく質問通告書を議長に提

出後、にわかに政府や日銀が動き出し、対策を

講じる運びとなっているところでありますが、

政府や日銀がこのことに対応策を打たないであ

れば、外国との取引の中で我が国の輸出する企

業にあっては採算が悪化すること必至であると

言わざるを得ません。政府や日銀の対策が万全

なものとなればと願うものであります。 

 このことを前提にしながら、私はこのような

ことを思いながらも、さきのリーマンショック

の影響にさらにプラスして企業への業績を悪化

させるようでは企業の経営不安はもちろんのこ

と、雇用不安にもつながってくるものと思われ

てなりません。また、家計のやりくりにも影響

が出てくるものと推察されるものであります。 

 こんなことを思いつつ、市長に質問いたしま

す。今の世の中は都会も地方も情報の伝達に格

差のない時代となっている状況であります。こ

うした中にあって、まず、この円高によって地

元企業への影響があるのではないかと心配して

いるものでございます。地元企業への影響が出

なければと願いたいところでありますが、影響

があるとすれば何社ぐらいがその影響を受ける

見込みとなるものか、についてお伺いしたいと

思います。 

 次に、輸出にかかわっている企業にあっては、

業績の悪化が予想されるところでありますが、

経営悪化につながりますと従業員の雇用にも影

響がもろに出てくるものと推察されます。市内

企業において雇用不安はないものかについても

お伺いします。 

 過般テレビを見ていたとき、東京の下町の工

場では３人雇用していたものを、この円高によ

って１人で働いているというテレビ報道があり

ました。そのようなことのないようにお願いを

したいものだなと、このように思う次第でござ

います。 

 最後に、地元高校生の来春の就職希望者数は

74名ほどとさきの市政調査会の席において当局

の説明を受けたところであります。その際、74

名中市内就職希望者27名となっていると伺いま

した。 

 一方、地元求人企業は８社で25名との説明で

ありました。このような社会状況の変化が生じ

ているとき、地元企業側の求人に対して変動が

生じなければと願うものでありますが、万一就

職できない場合には、国も当然、政策を打ちだ

すことではありましょうが、本市の打つ手とし

てはどのような対策を講じて就職難を救ってい

こうとしているものか、質問して一般質問とい

たします。 

○議長（河野好宣君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  菊池民彌議員の一般質

問にお答えいたします。 

 大きく分けて３項目にわたっての質問であり

ました。質問の冒頭、猛暑、そしてこの農作物

が大きな台風等が来なければ大豊作だというよ

うな中におけるお話がありましたけれども、本

当に大きな台風等が来ずにこの大豊作の中で、

この遠野物語100周年の実りの秋を迎えたいも

のだなというように、私も思っているところで

あります。 

 大きく分けての三つでありました。予算編成

にかかる繰越明許費のその実態、それから災害

における後方支援基地の現状、さらにはこの円

高に伴う雇用問題等につきまして、それぞれ数

字も上げての御質問であったわけであります。 

 まず、１点目の繰越事業の状況、それから22

年度の予定事業に支障はないかというような認

識の中における質問と承知したわけであります。

質問の中にもございましたとおり、繰越事業の
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この事業につきましては、繰越明許費そのもの

が国の緊急経済対策として地域活性化経済危機

対策臨時交付金、地域活性化きめ細かな臨時交

付金等により、斎場整備や綾織小学校の改築整

備事業など、そのような事業を実施計画を前倒

しして行うことができたわけであります。 

 また、さらには地域農産物加工生産拠点施設

整備など、地域活性化のための事業あるいはこ

れは臨時議会も開催しての事業であったわけで

ありますけれども、地デジ難視解消対策事業あ

るいは森林林業整備に伴う路網整備など、待っ

たなしの市政課題に対し、重点に事業を絞って

実施をしたという中に位置づけられるわけであ

ります。 

 繰越明許費の総額は約23億2,600万、事業件

数にいたしまして29件、このうち８月末現在の

進捗状況は発注金額は約19億6,000万円となっ

ております。これはこの20年度の繰越明許費の

総額21億7,300万と比較しますと、総額で１億5,

300万円増となっておるということであります。 

 ただいまの質問にありましたとおり、公共工

事とその関連業務の発注率、これ約85％で19億

2,600万円の発注金額となっておりまして、い

うところの切れ目のない発注により地域経済の

活性化に大きく貢献しているということに、さ

まざまな経済対策に伴う事業が位置づけられる

んではないかなというように思っております。

国の緊急経済対策という中における位置づけで

あったわけでありますけれども、当市の市政課

題解決の一助となったと、そしてまた、地域経

済の活性化にもつながったということにもなる

わけでございますので、私自身はこれは評価を

しているところでもあります。 

 そういった中で、22年度の予定事業の推進に

支障はないだろうかというような認識での御質

問でありました。繰越事業の中ではこの斎場建

築工事と綾織小学校、遠野北小学校の二つの小

学校の改築工事が事業費で大きなウエートを占

めておりました。これらの事業の主要な部分は、

既に21年度に契約が行われておりまして、この

未着手となっている繰越事業は陸上競技場の改

修や、路網整備事業など、施行時期あるいは実

施時期が限定される事業になっているところで

ありますので、これは22年度の予定事業の推進

には支障はないんじゃないかなというようにも

思っております。 

 では、22年度の当初予算で建設工事の発注件

数はという中で、ちょっと数字を申し上げます

と、８月末現在で42件、既に発注しております。

これは、前年度の同時期が43件でありますから、

ほぼ同じ数字を示しておるということになりま

して、22年度の予定事業も順調に事業が執行さ

れているという認識を持っているところであり

ます。 

 今後もこの事業執行においては、いうところ

の工程管理をきちんと持ち、そして緊張感を持

ちながら適正、的確な事務による早期発注に向

けてさらに取り組んでまいりたいというように

思っているところであります。 

 二つ目の質問であります。沿岸地域等周辺市

町村の災害時における後方支援基地の整備とい

うことで、いろいろ質問の中におきましても、

これまでさまざま沿岸市町村、陸前高田、大船

渡、釜石、遠野、宮古、そこにあと大槌、山田、

あるいはもうなくなりましたけど川井村も入り、

住田町も加わって、この沿岸等を大津波が押し

寄せた場合にということで、平成19年11月に提

案要望活動を行うべき三陸地域地震災害後方支

援拠点施設整備推進協議会を立ち上げて提案活

動を行ったわけであります。 

 その間の取り組みにつきましては、ただいま

お話ありましたとおり、それぞれ陸上自衛隊の

東北方面総監部のさまざまな震災対処訓練が大

規模に行われました。さらには、東北管区広域

緊急援助隊北部三県の合同訓練、そういったよ

うなものも行われました。そしてまた、ことし

の２月27日、チリ大地震、チリ中部沿岸大地震

の発生時に、まさにこれは実践に即した対応で

あったわけでありますけれども、この運動公園

には県の防災航空隊、地上隊、防災ヘリコプ

ター、燃料搬送車あるいは警察東北方面機動隊、

東北電力災害復旧隊、山形県、福島県、総員に
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して156名、車両86台が２月22日のチリ中部地

震の大津波警報発令の際に集結をしたわけであ

ります。これはこの平成19年以来、さまざまな

形で三陸沿岸を津波が来た場合の遠野の役割と

いったものが、文字どおり実践に即してこれが

実証されたということになったわけでありまし

て、まさにこの後方支援の必要性が、訴えてき

た必要性が確実に検証されたということになろ

うかというように思っております。 

 提案活動から４年を経過しております。国、

県ではどのような認識かという質問でもあった

わけであります。これにつきましては、市で構

成される市議会議長会におきましてもこの問題

につきましては、かなり精力的に提案活動と、

そしてまた、要望活動を展開していただきまし

て、これも大きな後押しになったんではないか

なというように思っているわけでありますけれ

ども。 

 東北地方整備局が作成しております東北圏広

域地方計画において、この宮城県あるいは三陸

沖地震等に連動した災害の際に、大津波災害の

場合に、具体的な集結拠点として遠野市周辺地

区と、これは遠野運動公園ということになって

おりますけれども、このように明記するという

方向で具体的に検討されておりまして、まだ、

公表にはなっておりませんけれども、いろいろ

先般も東北地方整備局に出向いていろいろお話

をしてまいりましたけれども、この位置づけの

中で、ただ、長大な三陸沿岸地域でありますか

ら、南三陸もありますから、遠野だけはないと

いう中にあって、宮城県のほうをどのように位

置づけるかと。もちろん国のレベルであれば、

そのような対応になるわけでございますから、

そういった中におきまして遠野市運動公園周辺

をそのような後方支援、集結の基地としての位

置づけがなされておるというようにも承知して

おりますので、いずれ近いうちにこれが公表に

なるのではないかなというように思っておりま

す。 

 いずれこの提案活動が一定の形としてあらわ

れてきておりますので、今後もこの提案活動を

展開しながら、早期の構想実現といったことに

目指してまいりたいというように思っておりま

す。 

 なお、県のほうの認識もきちんと理解が深ま

っておりまして、岩手県緊急消防援助隊初動計

画というのがあります。これは各消防本部が緊

急事態にこの三陸沿岸の宮城県沖地震の際に、

どのような行動を起こすかという場合における

緊急初動援助隊の進出拠点として集結地を遠野

運動公園と、これは明記してありますので、こ

れはやはりこれまでの４年間における提案活動、

それも遠野市だけでの提案活動なり、要望活動

じゃなかったという部分が、私はこの一定の形

でこのようなひとつの成果となってあらわれて

きているんではないのかなというようにも認識

しているところでもあります。 

 やはり、それぞれ八つの市と町、川井村がな

くなりましたから、七つということになろうと

いうように思っておりますけれども、そういっ

たひとつのネットワークと、連携と交流の中に

おけるさまざまな要望活動が功を奏したのでは

ないかなというように思っております。 

 これに伴って施設整備をどのように進めるの

かと、その構想を示してほしいということであ

りました。先ほどお話ありましたとおり、市の

消防庁舎、これは今、着実に進んでおります。

あそこにそれなりの一定の規模の中で文字どお

り、一番大事なのは３万1,000人の市民の安

心・安全を確保するということが一番大事な、

その拠点となるわけであります。 

 そしてまた、福祉との連携の中で、医療とい

うものの中における連携という中における消防

の果たす役割といったものもますます大切にな

ってきておりますので、文字どおり総合防災拠

点としてのひとつの形が運動公園の一角に間も

なく形としてあらわれるということになるわけ

でございまして、その新消防庁舎に防災広場を

整備する。あるいはヘリポートを整備する、自

主防災組織等の訓練スペースを用意する、さら

には消防団、それから婦人消防協力隊等の活動

の拠点もそこに整備をするというような中にお
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けるものとして、この構想につきましては、議

員各位にも御説明を申し上げているわけであり

ますけれども、間もなくこれがあそこに形とな

ってあらわれてくるわけであります。 

 その中にございまして、このヘリの有効性な

どもそれぞれいろんな場面で検証されておりま

すので、平常時には文化活動、スポーツ活動、

あるいはレクリエーション活動、そしてまた、

これから大変大事になってまいります健康づく

りの拠点として、そして有事の際には文字どお

り、この後方支援拠点構想のひとつの収容、避

難あるいは何と申しますか、後方支援基地とし

てのさまざまな機能を有する施設といったもの

もこの多目的利用施設というような中に位置づ

けながら、新消防庁舎付近に整備することも必

要ではないのかなというような認識でおりまし

て。 

 社会資本整備総合交付金といったものが国の

ほうでは立ち上げておりまして、これは自治体

がそれぞれの緊急性、優位性を持って使い勝手

がいい交付金として位置づけられておりまして、

この多目的利用施設についてもその社会資本整

備総合交付金に該当すると。いうなればこれを

使っても十分その目的には沿っておるというよ

うな認識で国の見解もいただいておりますので、

この社会資本整備総合交付金をうまく利活用し

ながら、この多目的利用施設といったものも運

動公園周辺に位置づけていきたいというように

も思っているところであります。 

 これにつきましては、さまざまな動きもあり

ますので、総合計画の後期計画そのようなもの、

あるいは健全財政５カ年計画と十分検証しなが

らきちんとした位置づけをしてまいりたいとい

うように思っております。 

 最後の質問であります。円高による地元企業

への影響を問うということで、本当にこれは１

日１日状況が変わっておると。質問にもござい

ました政府の対策あるいは日銀の対応等がその

日の市場も動かすというような中におきまして

なまぬるいんじゃないかとか、もっとダイナミ

ックに手を打つべきじゃないかというようない

ろんな新聞あるいはマスコミ等でも報道されて

いるわけであります。 

 この円高による地元企業の業績悪化が、金融

の維持あるいは雇用の不安にもつながるかもし

れないというような認識でその現状をどのよう

にとらえているのかということでありました。 

 この中で三つ目の質問の中で、高校生の求人

が減るなど影響が出ないか心配してると。万一、

就職できない場合はというような形での御心配

をされての御質問もありました。これ予想され

る就職者に対する市の対応策ということと、そ

のように受けとめてよろしいかというように思

っておりますので、担当の産業振興部のほうで

さまざま、ハローワークやあるいは県の機関あ

るいは高校と連絡をとりながら、情報を共有し

ながら数字を確認しておりますので、これにつ

きましては担当の産業振興部長のほうから具体

的に数字を上げて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、この円高による地元企業への影響につ

いてでありますけれども、市内企業の業績と申

しますか、持ち直しの動きが見られるというこ

とは、一応は承知はしておりますけれども、た

だ、依然としてこれはやっぱり厳しい状況には

変わりはないということになろうかというよう

に思っております。 

 ただ、この完成品を海外に輸出すると。円高、

ドル安でありますから、為替差損の影響を直接

受けるというのは、この円高の場合におけるひ

とつの状況なわけでありまして、完成品を海外

に輸出するという、いうところの直接受ける企

業は遠野市内では少ないということにも現状と

してはなろうかというように思っております。 

 ただ、これは少ないというだけで済ませるわ

けにはいかないと。取引先としている企業が円

高の影響の受けることになり、この受注量の減

少やコストの低減といったものがもろにそうい

うふうに市内の企業にそれが押し寄せてくると

いうことにもなるわけでございますので、やは

り全く企業が市内では多くはないので心配ない
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ということは、これは言えないということであ

りまして、市内製造業の大半は、組み立てメー

カーに部品を納入している企業でありますので、

これも徐々に影響が出て来るということも実は

心配をいたしているところでもあります。 

 さまざまな情報を取りながら、そういったも

のに対する対応といったものを、それこそタイ

ミングを失しなく、スピード感あふれるような、

そのような対応はしていかなきゃならないかと

いうように思っておりまして、そのためにも関

係機関がまさに情報を共有しながら、きちんと

対策なり、対応をしていくということが大事じ

ゃないかなというように思っております。 

 先ほどの質問にありましたとおり、現時点で

は製造業を中心に求人は増加をしておりますけ

れども、やはり形態が派遣社員や期限つきとい

った契約社員が大半を占めているという状況も

ありますので、こういったようなものをやはり

それぞれの個々の企業のほうにもさまざま理解

を求めながら、こういった雇用の安定といった

ものも対応していかなきゃならないかというよ

うに思っております。 

 中小企業緊急雇用安定助成金制度への市単独

の上乗せ助成で対応もしておりますので、離職

者を出さないようにもこのような点でもきめ細

かな、そのような対応とフォローをしていかな

きゃならないということと、こういった雇用問

題等につきましては、市単独ではやっぱりおの

ずと限界がありますので、国、県、そしてまた、

高校、それぞれの関係者一丸となって、そして

何よりも企業の方々のさまざまな形で厳しい状

況にありますけれども、いろんな形での理解を

いただきながら、この雇用安定と雇用の確保に

努めてまいりたいというように思っております

ので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（河野好宣君）  運萬産業振興部長。 

   〔産業振興部長運萬勇君登壇〕 

○産業振興部長（運萬勇君）  命によりまして

御答弁申し上げます。 

 新卒者の就職希望状況と予想される就職難に

対する市の対応策についてというふうにお伺い

いたしました。 

 高校生の状況でございますけれども、市政調

査会で報告いたしました後に学校で進路の再調

査がございました。その結果を受けまして、８

月25日に高校、県、ハローワーク、商工会、市

で平成23年卒業予定者の第２回目の情報交換会

を開催しております。 

 その中で、就職希望状況でございますけれど

も、高校の前回調査と変動がございまして、８

月25日現在では、遠野高校、遠野緑峰高校２校

で卒業予定者は240名であります。うち、就職

希望が89名、その就職希望先は市内が36名、県

内14名、県外26名、その他公務員含みでござい

ますが13名となっております。 

 これに対します求人件数でございますけれど

も、８月末現在におきましては市内では21社、

56人分の求人が出されております。昨年度の11

社42人分の求人よりもふえており、数字的には

市内就職希望者はおおむね第１志望の企業に応

募できる状況となっており、昨年度より緩和さ

れている状況にはなっております。 

 しかしながら、優秀な人材なら確保したいと

いう企業の声もありますし、そうしたことも含

めまして採用枠いっぱいに採用するとは限らな

い企業もあるかと思います。また、ことしの状

況は沿岸部などでは、地元求人が少ないために

当市の求人枠に応募してくる場合もあると想定

されます。楽観視できない状況であると認識し

てございます。 

 また、高校生など若者の地元就職支援策とし

て今年度から実施しておりますふるさと就業奨

励事業、高校生を採用した企業には１人当たり

15万円の奨励金を支給する。これを引き続き実

施しながら企業のフォローアップをしてまいり

たいと思います。 

 なお、８月末時点でございますけれども、市

内企業９社から24人分の申請が出されている状

況でございます。 

 企業には求職者を採用していただきますよう、

今後とも連携しながら働きかけていくこととし

てございます。 
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 以上でございます。 

○議長（河野好宣君）  次に進みます。７番織

笠孝之君。 

   〔７番織笠孝之君登壇〕 

○７番（織笠孝之君）  遠野一新会の織笠孝之

でございます。ことしの夏は残暑が異常に厳し

く、市民の皆様には心からお見舞いを申し上げ

ます。 

 特にも葉たばこ農家においては、立ち枯れ病

等による被害による収穫減の農家の方々にもお

見舞いを申し上げます。 

 通告に従って一般質問を行います。大項目で

３点でございます。１点目は公共施設について。

２点目は農業振興について、３点目は雇用対策

についてであります。 

 最初に、公共施設の市役所庁舎の分散化につ

いて質問をいたします。 

 旧遠野市も昭和29年に１町７カ村による大合

併で遠野市となり、昭和31年現在の東側に庁舎

が建設をされました。その後、昭和38年南側に

中央館が建設をされ、現在に至っております。

特にも東側の庁舎は約54年経過で老朽化した建

物となっていることは市民の皆様も御承知のと

おりです。遠野市もＪＡ駅前ビルを無償譲渡で

受け、建物の利活用でことしの８月６日、議員

全員協議会での報告事項で市役所庁舎の整備方

針が示され、今年度末までに市役所庁舎整備の

基本的な考え方をまとめるものとするとの報告

を受けた中で、東側の建物に入居している産業

振興部が旧ＪＡ駅前ビルへの事務所移転をする

計画の報告を受けました。その後の平成24年４

月以降には解体をする予定案も報告されました。 

 この計画どおり進むと、現市役所を中心とし、

市民センター、土木センター、健康福祉部、駅

前の産業振興部の５カ所の場所での用務や申請

の手続をするために、各部署に移動が必要にな

ります。各省庁での手続をするために、場合に

よっては１日がかりのこともあると思います。 

 市役所業務は市民のための市役所であると思

いますが、最近なぜか主人公が市長が自分だと

理解をしているかもしりませんが、本音は市民

が主人公であります。庁舎の分散化によって市

民サービスの低下につながっていきます。高齢

化社会に対応した現状に逆になっていくと危惧

されます。高齢者の方々や障害者の方が歩行や

車いすで用務のために５カ所の移動となれば、

大変厳しい状況と苦痛になるのではないかと思

いますが、いかがでしょうか。市長にお尋ねを

いたします。 

 現代社会の情勢は個人保護法の法律が制定を

され、金融機関をはじめとし、行政機関も本人

確認が必要な現在で余りにも厳しい対応と手続

が困難になりがちです。市役所庁舎は担当部署

の違いはあっても１カ所の場所で用務を済ませ

るように考えるべきと思います。特にも、分散

化になると経費の増大になってきます。今後、

市役所も無駄遣いにならないようにするために

も、１カ所に集中させ、市民が理解得られる場

所を選定すべきであると思いますが、市長にお

尋ねをいたします。 

 次に、組織機構の名称についてであります。 

 遠野市組織機構図の名称が変更されてから大

分経過をしていますが、市民の方々からいまだ

に担当部署の名称が長過ぎてわかりにくいと指

摘を受けています。市民の方々は確かに広報遠

野では見たが、名称が長過ぎることや、同様に

似た名称があるため、わかりにくいので見たく

ない方々や、極端な言い方をすれば、市民７割、

８割ぐらいの方々がわからないと答えていると

思います。市民の参加する場所によっては違い

が出てくるかもしれませんが、現状はそんな認

識をしております。一昔の市役所の担当部署は

簡単で覚えやすかったし、今でも覚えていると

話をされています。市民の声を反映をさせれば、

現在の組織の名称を簡単な名称に変更する考え

がないか、市長にお尋ねをいたします。 

 それから、部署の名称変更も多過ぎるのでは

ないかと市民から指摘を受けています。せっか

く覚えたのに、なぜ、何年もたたないうちに変

更になるのか、理解しにくいです。長期計画に

沿って将来の構想などにマッチした考えででき

るだけ変更のない部署の名称にすべきではない
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かと思いますが、市長のお考えをお尋ねいたし

ます。 

 次に、清養園クリーンセンターについてであ

ります。 

 ごみの焼却施設が岩手中部広域行政組合で３

市１町による建設計画で用地取得の見通しが立

ったと中部広域行政組合議会に報告を受けまし

た。現段階では平成27年10月の供用開始を目指

している状況であります。当初の予定は平成26

年４月でしたが、用地取得交渉が進まず１年半

のおくれになったのも事実であります。用地取

得が確定になれば建設に向けて計画どおり進行

するものと思われます。当市においても供用開

始となれば、一般廃棄物の処理については清養

園クリーンセンター敷地内に市内から収集した

廃棄物をストックするためのストックヤードの

建設になると思いますが、どこの場所に建設を

するのか、市長にお尋ねをいたします。 

 清養園はごみの焼却した熱源を利用して、保

養センター施設にお湯を供給し、通称よねつの

湯として市民皆様から入浴に利用されておりま

す。 

 施設には大広間、会議室、娯楽室やサウナ風

呂、自然を楽しむ遊歩道やボートも楽しめる池

もあり、冬には池を利用しての天然のスケート

リンクとなり、地元の方による保養センターの

協力隊なり、スケートリンクづくりや運営に御

奉仕をして協力をしていただいているのも事実

であります。 

 昭和49年に建設をされたごみ焼却施設は、当

時は迷惑施設として地域住民の大反対を受けた

のも事実であります。住民の理解も得るために

当時、全国にもないごみを燃やしてお湯や暖房

に利用することや、スケートリンクの氷に最後

にお湯で調整仕上げができることで、冬場には

ごみ焼却施設の大切さと利用価値が認識されて

きたことも事実であります。平成27年10月の供

用開始となりますと、現在の保養センター施設

はどのような計画になりますか。市長にお尋ね

をいたします。 

 外周辺等には春、夏、秋には合宿やオートキ

ャンプ場や今後は高齢者が年々増加しますので、

自分自身の健康管理のために年々愛好者が増加

しているグラウンドゴルフ施設の整備方針など

を含めた考えがないか、市長にお尋ねをいたし

ます。 

 清養園には今後、当然ごみ焼却する装置に変

わるエネルギーが必要であります。将来のエネ

ルギーをどのように考えますか。エネルギー装

置次第では冬場にはビニールハウスを活用した

園芸施設や野菜施設に暖房施設で冬場の花卉、

野菜などを生産可能だと思いますが、市長の考

えをお尋ねいたします。 

 次に、農業振興についてであります。 

 最初に、農林水産振興構想実現に向けて本年

３月にタフ・ビジョンを策定、発表されました。

策定に当たっては関係職員には大変御苦労をお

かけしました。敬意と感謝を申し上げます。今

までも農業水産業問題は先輩議員や同僚議員も

何遍も一般質問されてきたことも事実で質問回

数が多いだろうと思います。 

 農業生産高が低下し始めた平成16年12月に農

業100億円アクションプラン作成発表されまし

た。農業生産高を100億円達成に向けて農家所

得の向上に期待をしたのは私一人だけではなく、

市民、特にも農家の皆さんも熱い希望と所得の

向上を期待をしたところであります。その以後

に元気アップチャレンジ事業に変更し、平成17

年10月には旧宮守村と合併をしても農業生産高

の目標も変わりなく100億円だと不思議な生産

高目標でした。その後21年度まで進んでまいり

ましたが、一度も農業生産高がアップすること

はありませんでした。逆に毎年３億円前後の生

産高が低下をしているのも現状であります。現

在では、約20億円も低下をしているのが現状で

あります。 

 今回のタフ・ビジョンは、遠野市総合計画を

上位計画とし、農林水産業を中心とした本市の

一次産業を総合的、計画的に振興する方向性、

その実現方法を示す計画と足腰の強いタフな農

林水産業を目指すと発表されております。計画

期間はビジョンの計画にあわせ、６年間とする
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平成22年から27年度にするとした計画が振興計

画に書かれていますが、計画どおり進んでいけ

るのかについてと、実施計画と財政計画の整合

性を図りながら可能性について市長にお尋ねを

いたします。 

 農林水産業の目指すべき姿を実現に向けた７

項目の中の３点について質問をしてまいります。 

 まず、１点目は耕作放棄地ゼロの宣言の町に

ついてであります。市内耕作放棄地の面積は7,

200ヘクタールの約３％に当たる約210ヘクター

ルとなっております。田では68ヘクタールで、

畑では149ヘクタールの面積の中ですべてが復

元が可能なものなのか。場所によっては費用と

労力をかけ復元しても、利活用ができないので

はないのかと思う場所があると思うがいかがで

しょうか。本当に実現のためのビジョンですか。 

 今までもさまざまな取り組み項目で水田のフ

ル活用、農地の流動化、団地化推進、遊休農地

の解消、基盤整備の推進も取り組んできました

が、なかなか実現達成されない中で、今後どの

ような地域でどんな方法で実施されようとして

いるのか、耕作放棄地ゼロ宣言の町が絵に描い

た餅にならないような施策について、市長にお

尋ねをいたします。 

 次に、目指すべき姿の３、農業で生計がたち

後継者がいる町についてでございます。本当に

すばらしい生きがいを感じる項目ですね。高収

益販売農家の拡大、新規就農者の確保、育成に

ついて、全くそのとおりですが、高収益の販売

拡大に取り組み、事業はどんな事業の取り組み

で、具体的な内容についてお伺いをいたします。

高収益や農業所得が向上してくれば、新規就農

者や後継者も担い手の人材も自然と増加してく

ると私は思います。 

 今、遠野市で農業所得は現在、定めています

か。定めているとすればどのぐらいの所得にな

りますか、市長にお尋ねをいたします。 

 目指すべき姿の４、産地評価が高くブランド

化が進む町では生産振興・主産化の推進、消費

者視点に立った取り組み、推進ブランド化の推

進の項目の中で、生産振興に対する基本的な取

り組みは現在、どのような施策で進められてい

るかについて、消費者の視点に立った、具体的

な取り組みと地産地消の推進が仕組みとして一

緒に伴っていくと思われますが、市長の考えを

お尋ねいたします。 

 次に、有機栽培などの実現についてでありま

す。 

 有機農業は農業の自然環境機能を推進し、農

業生産活動に由来する環境への負荷を大幅に低

減するものであり、生物多様化の保全に資する

ものであります。また、消費者の食料に対する

需要が高度化し、かつ多様化する中で安全かつ

良質な農産物に対する消費者の需要に対応した

農産物の供給に資するものであると基本的な方

針があり、平成19年４月に有機栽培推進法が施

行されました。農業者が有機栽培を容易に従事

することができるようにするための取り組みの

推進とは、化学肥料及び農薬を使用しないこと、

並びに遺伝子の組みかえや技術を利用しないこ

とを基本とする有機農業は現状では病害虫の発

生等に加え、多くの場合、労働時間や生産コス

トの大幅な増加を伴うものであります。 

 こうした有機農業の抱える課題を克服し、農

業者が容易に有機栽培従事できるようにするこ

とが重要であることから、有機農業に関する技

術体系を確立、普及するための取り組みを強化

するとともに、有機農業の取り組みを対象とす

る各種支援施策を充実し、その積極的な活用を

図ることが必要であると推進基本事項にありま

すが、本市での取り組み姿勢は消極的であると

思うが、安全・安心の食べ物が世界的に求めら

れている現在、遠野市でも積極的に取り組みを

していくべきと思うが、市長の考えをお尋ねい

たします。 

 片一方では低減農薬で取り組みをされている

現状にもあります。有機栽培取り組みに無理の

ある方はまず、最初は低減農薬で始めて、次は

特別栽培と実行し、有機栽培に取り組む方法で

一気に取り組むのではなく、栽培をしていただ

く個人、営農組合、法人団体から少ない面積で

実証し、安定供給ができる仕組みと安全で本物
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の農産物のできるまちづくりの考えについて、

市長にお尋ねをいたします。 

 次に、販路拡大についてであります。販路の

問題についても現在まで多く議論をされてまい

りました。農家の皆さんがつくる農産物の基本

からわかる営業マンやアドバイザーの確立が不

可欠ではないでしょうか。市場、大手スーパー、

量販店、直売所、契約栽培、多元チャンネル販

売、インターネットによる販売、多種多様であ

りますが、行政としては専門の営業マンの配置

をする考えがないかについてと、活力あってみ

んなが生き生きする、就農する農家のためにも

販路拡大についての市長の考えをお尋ねいたし

ます。 

 食の安全・安心のために消費者との交流も今

まで以上に必要になってきますし、市内でも

時々試食会、試飲会が開催されていますが、そ

の結果として販路拡大につながっていますか。

拡大につながっているとすれば農家所得が幾ら

か上がってもよいと思いますが、所得が上がら

ないと聞きますが、消費者との交流の中から実

態を理解をしていただき、安全・安心の農産物

の販路の拡大と所得向上の考えについても市長

にお尋ねをいたします。 

 次に、雇用対策についてであります。 

 地域連携型緊急雇用創出事業については、雇

用状況の悪化に伴い市の産業振興部に専任の職

員２名による地域連携雇用推進室を立ち上げ、

雇用相談に対応してきたところですが、市内の

雇用情勢は21年をピークとし、少しは上向いた

状況にあるように思えるが、本年７月末までの

就職情勢と有効求人数についてお尋ねをいたし

ます。 

 これまでも地域連携雇用創出で取り組んでき

た結果、継続的に就職をされた方は今、現在何

人ぐらいいますか。臨時職員で仕事の期限が終

了した方々は、現在どのような状況になってい

ますか。再就職をしているのでしょうか。 

 それから、資格、技術習得をした方々の就職

状況はどうなっていますか。資格習得者の就職

者は継続的に雇用になる見通しでしょうか、市

長にお尋ねをいたします。 

 次にふるさと就農事業についてでございます。

21年度ふるさと雇用事業が３分野10事業の実施

をされ、雇用目標が22人に対して21人が雇用さ

れたと市政調査会で報告を受けました。報告を

受けた事業名に、まちなか魅力再構築事業が22

年度に繰り越しをされた額が454万2,000円がど

んな内容の事業で繰り越しをされたのでしょう

か。22年度の事業に活用されているかについて

お尋ねをいたします。 

 遠野アグリビジネス創出事業で、農業雇用拡

大の試験事業での重点分野に位置づけている試

験事業での雇用人数が６名を予定しているが、

具体的にどんな事業で将来の構想について市長

にお尋ねをいたします。 

 ふるさと雇用事業や緊急雇用の目標は87人に

なっていますが、市内で話を聞いてみますと、

現在の状況は昨年度より失業者が少ないような

気がしますが、まだまだ、職を求めている方々

がいますが、今、現在の状況はどのようになっ

ていますか。雇用相談窓口に来ない方もかなり

いるような気がします。相談に来ない方々はな

ぜ、来ないのか。実態調査をしてみたでしょう

か。調査をしているとすれば、どのような状況

にありますか、市長にお尋ねをいたします。 

 以上で、私の一般質問といたします。 

○議長（河野好宣君）  10分間休憩いたします。 

   午前11時11分 休憩   

────────────────── 

   午前11時22分 開議   

○議長（河野好宣君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  織笠孝之議員の質問に

お答えいたします。三つに分けての質問であり

ました。 

 まず、私のほうからこの公共施設あるいは組

織の名称の問題、クリーンセンターの問題、そ

れからタフ・ビジョンにつきましては、さまざ

ま具体的な数字を上げての御質問を承りました。 
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 その中で有機栽培とそれから販路拡大という、

ひとつの具体的なテーマに絞った御質問を承り

ましたので、この有機栽培の問題と販路拡大に

ついては担当の農業活性化本部長からお答え申

し上げますので、御了承いただきたいと思って

おります。 

 それから、雇用対策、これもいろいろ具体的

な数字を上げ、また、細かく御質問をいただき

ました。確実な答弁もまた、しなければならな

いかと思いますので、先ほど菊池民彌議員の一

般質問でもこの雇用状況が円高も含め、さまざ

まな円高、ドル安も含め、大きな影響が出てく

るのかなということも危惧しているというよう

な部分での答弁を申し上げましたけれども、具

体的な数字をそれぞれお答えとして申し上げた

いと思いますので、担当の産業振興部長からお

答え申し上げますので御了承いただければと思

っております。 

 では、まず、公共施設ということについて、

市役所の分散化あるいは組織の名称、これにつ

いていろいろ質問をいただきました。御質問に

ありましたとおり、私は終始一貫市民が主人公

だという、市民の目線でということでこだわり

を持ち、それに自負をしながらこの市長という

仕事を行っております。そのことについてはま

ずもっておことわりを申し上げておきたいとい

うように思っております。 

 市役所の分散化ということでありました。こ

れは確かに車いすや高齢者社会とかということ

に伴えば、そういった市民の利用の利便性とい

うことはもう当然のことながら考えていかなき

ゃならないのは、これは当たり前のことであり

ます。 

 ただ、やはり１カ所で課は別でも用事が済ま

せるのが本来の姿ではないかというのも、それ

についても全くそのような形で、したがって総

合力でもってひとつの市役所の仕事をしようじ

ゃないかということを繰り返し、繰り返し、職

員のほうには求めているのは、ただいま分散化

の中で物理的な分散化の中を市役所職員の意識

と、そしてまたフットワークと、そして情報通

信技術というものを利活用しながら、ちゃんと

それを共有し、市民の皆様のサービスの維持と

申しますか、これをきちんとはかっていかなき

ゃならないということで、総合力というような

ことを盛んに言っているわけであります。 

 このことにつきましては、ただいまの御質問

にありましたとおり、東庁舎はもう既に昭和の

合併の際の庁舎であります。また、この中央館

ももう昭和40年代、30年代後半の建物でありま

す。大変老朽化してきているわけでありまして、

ただ、ＪＡの農協ビルのほうに移ったからそれ

でいいんじゃなくして、それをどのように、言

うなれば利活用しながらネットワークを構築し

てということで、現実問題といたすれば、この

新しい総合庁舎を建設し、そしてまた、そこに

１カ所に集中するというのはそれは最も好まし

いことであることはそれはだれしもが考えるこ

とであります。 

 だったらできるかということになれば、そう

いう財政的な余裕はないわけであります。文字

どおり待ったなしの高齢者対策あるいは少子化

対策、そして福祉の問題、教育の問題、市民の

皆様にこたえなきゃならない課題がいっぱいあ

るわけであります。 

 したがって、その健康福祉の里、市民セン

ター、そして、県の合庁のほうに入った建設課

なり、都市計画課なりあるいは農業活性化本部

なり、県の職員とまさに一体となってひとつの

力を発揮しているわけであります。そして、市

民の皆様からはよかったと。県だ、市だと振り

回されることがなくきちんと対応してくれると

いうような評価もいただいているわけでありま

す。 

 そして、これからの時代はそれは商工会だ、

それは県のほうに行ってくれとか、それは農協

の問題だという時代ではなくなってきているわ

けであります。職員もそれぞれの組織の壁を越

えて総合力で仕事をするということが時代の流

れとして当然であれば、また、一方においては

さまざまな機関、団体もそれはそちらの団体の

ことだと、俺は関係ないというような、そのよ
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うな形での仕事はもうできないわけであります。

市民の、織笠議員が申し上げてますとおり市民

の目線に立って、市民のためだとなれば、それ

ぞれ団体も機関もいろんな組織も気持ちを一つ

にしながら市民の皆様にとってはどのような

サービスを、そしてまた、どのような対応をす

べきかということを考えなきゃならない、その

ような時代がそれを求めているわけであります。 

 したがいまして、ＪＡ農協のビルも利活用し

ようと。これは今まではそういった古い施設を

利活用するという部分については国は認めなか

ったわけであります。これは私は政権交代とい

うもののひとつの流れの中でやはり変わってる

んだなあということを感じました。 

 そして、それはいいことだと、そのような利

活用しながら市民のサービスを維持するという

ような、そういった拠点づくりというものは大

変いいことだという形で、社会資本整備総合交

付金、前はまちなか整備交付金であったわけで

ありますけれども、今度は変わりまして社会資

本整備総合交付金ということに変わっておりま

すけれども。それも交付金の対象になったとい

うことが、そのことを物語っているんではない

のかなというように思っております。 

 ただ、御質問の指摘にもありましたとおり、

それぞれ分散化すること、ただ、それをよしと

するわけにはいかないわけであります。当たり

前のことであります。これは議員が指摘のとお

りでありますから、それをそれぞれのワンスト

ップ化、あるいは情報共有化しながら、総合窓

口のようなものをつくりながら、市民の皆様が

いうところのたらい回しにならないように、そ

してまた、障害者であるとか、高齢者の皆様に

もきちんと対応できるような、いうところのユ

ニバーサルのひとつの考え方の中からバリアフ

リーの組織といったものも、その中につくって

いかなきゃならないかというように思っており

まして、そのようなところでこの市役所の東館

もそうでございますけれども、中央館もその耐

震の問題からあるいは老朽化の問題から、この

議事堂もそうでございますけれども、さまざま

な形で手を入れなきゃならないということが目

前に迫ってきております。そのようなことをよ

く考えながら、本庁機能をどうすべきか。 

 そしてまた、それぞれの施設をどう利活用す

れば、市民の皆様にとって本当に利便性が高ま

るのか。そして、もう一つはただそれだけじゃ

なくて費用を幾らでも抑えなきゃならないわけ

であります。そのような分散化したことによっ

て、御質問にありましたとおり経費がかかった

んでは、これは本当に市民の皆様にあるいは議

会の皆様にどのような申し開きをしたらいいか

とわからないことになるわけでございますから、

経費も抑えていかなきゃならない。 

 それをどのようにシステムをつくるかという

ことで、７月に副市長を本部長とする中心市街

地活性化推進本部というものを立ち上げまして、

それには農協の建物、この庁舎の建物あるいは

市民センターの建物、合庁の建物、それから市

のいろんな公文書が県の家畜保健所跡地に全部

入っているわけであります。これも県のほうか

らは早く動かしてほしいというような申し入れ

も受けております。 

 そのような部分の中で、どのような形でそれ

を整理整頓しながらネットワークを構築し、議

員御指摘のありましたとおりどのような形での

市民の皆様のきちんとしたニーズにおこたえで

きるかというような、ひとつの答えは出してい

かなきゃならないかというように思っておりま

すので、総合庁舎をどこかにまとめて１カ所に

つくるということは、これはこれからの後期５

カ年計画の中においても、幾ら財政をシミュ

レーションしてもそのようなお金はなかなか出

てこない。それよりも学校の、遠野中学校など

は昭和30年代の建物であります。こういったと

ころをきちんと整備をするといったところにも、

やはり市民の皆様はそれを求めているんじゃな

いのかなということを、やはり緊急性、優位性

といったものをその中で選択をしながら対応し

てまいりたいというように思っておりますので、

よろしく御理解をいただければというように思

っております。 
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 いずれ、繰り返しになりますけれども、市民

の皆様のこの高齢化社会あるいは障害者の皆様

のそれこそ不便を来さないような形での市民の

皆様のさまざまな手続きができればワンストッ

プ化するような、そういうようなシステムは構

築していきたいというように思っているところ

でございますので、よろしくお願いいたします。 

 それから、組織機構の名称についてでありま

した。 

 時代はどんどん変わっております。ちなみに

御質問を承ったのでちょっと調べてみましたけ

れども、私が就任してから大きな組織機構の改

変、名称変更は平成15年の４月であります。こ

れは就任したとなれば、さまざまな形でのひと

つのどういうフォーメーションで行うかという

ことで進めていくというのが当然でありますか

ら、そのときには組織の改変とか名称変更を行

っております。 

 平成21年４月にも行っております。これはな

ぜかと申しますと、平成の大合併というものが

あったわけであります。御質問ではしょっちゅ

う変えているんではないのかなというような認

識で御質問があったわけでありますけれども、

しょっちゅう変えていることはないということ

でありますし、どうしてもわかりやすくという

部分になれば、ただ、わかりやすく、そしてま

た、市民の皆様になれば長い名称であるとか、

ちょっとこれはわかりにくいなというのについ

てはこれは謙虚に改めていかなきゃならないと

いうのも、これも当然でありますから、時代の

流れあるいはさまざま国や県がどんどん、どん

どん組織を変えてきております。私自身も織笠

議員のほうは市の名前がさっぱりわからないと

いうことでしたけれども、国や県となるとほと

んど私自身もわかりません。それぐらい全く変

わってきた。私それから見ると遠野はまだいい

んじゃないのかなというような感じもしており

ますけれども、決してそれでいいというように

思っておりません。やはり高齢者社会でありま

す。さまざま市民の皆様にわかりやすくこの組

織の名称なり、あるいは組織の位置づけなりも

きちんとそういった市民の目線で対応していく

っていうことはごく当たり前のことだというよ

うに思っておりますので、ひとつそういった点

での御理解をいただければと思います。 

 それから、清養園クリーンセンターについて

であります。 

 御質問にありましたとおり、これにつきまし

ては平成27年10月から、北上市当局の大変な御

尽力で用地問題が決着をいたしました。プロジ

ェクトがこれから着々と進むわけであります。 

 そして、その中におきましては、遠野市が一

番距離があると。和賀町後藤野地区にプラント

ができるわけでありますから一番距離があるわ

けでございまして、その搬送をどういうシステ

ムで行うかっていうことについていろいろ議論

もしておりますし、また組合のほうでも議論を

しております。当市といたしましては、その部

分における中継基地そのものは現在のクリーン

センターに位置づけるという方向で組合のほう

との調整を行っておるところでございますので、

これもただ今のものを生かすというんじゃなく

して、宮守町のほうから一たん、この日影のク

リーンセンターに持ってくるのと、それから直

接、宮守町岩根橋とか達曽部地域であるとかっ

ていう部分が直接和賀町後藤野に運ぶのと──

というのは、花巻市とか北上市は直送のわけで

あります。ストックヤードを持たないわけであ

ります。いろいろコストを検証してもらいまし

た。担当のほうに。そうしましたらば、一たん

クリーンセンターのほうにストックし、それか

らそれなりの容量のある専用車でもって北上市

和賀町後藤野の焼却プラントに運ぶほうがラン

ニングコストもかからないっていうようなひと

つの検証結果も持っておりますので、その方向

でこれについては組合のほうとの調整も行って

いきたいというように思っておりまして、組合

事業として間もなく現地調査などにも入る予定

ということになっているところでありますので、

御承知いただきたいというように思っておりま

す。 

 そしてまた、この施設の利用ということでさ
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まざま提案をいただきました。「よねつの湯」

ということでいろんな、天然リンクの話から地

域の皆様には本当にボランティアとして施設を

支えそして維持していただいております。これ

は本当に私も頭の下がる思いであります。その

ような地域の皆様のひとつの熱意と、それぞれ

取り組んできたノウハウがあるわけでございま

すから、織笠議員から御質問ありましたとおり、

このいろんな提案をそれぞれ、あそこをどう利

活用するのか。一つはストックヤードとし位置

づけができるんであれば、このお湯も──温泉

と申しますか、お風呂も含めてどのような形で

の利活用したらいいのか。もちろんお風呂とい

うことになればエネルギーをどう確保するのか

ということもあるわけでございますから、これ

からさまざまな形でのいろんな角度から最新の

情報をいただきながら、調査、検討をしていく

という作業がこれから始まりますので、ただい

まの御質問をそのような意味におきまして、い

ろんな御提案をいただいという立場で受けとめ

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、農業振興についてであります。 

 農業振興についてもいろいろ御質問がありま

した。農業活性化本部立ち上げたり、さまざま

なことをやりまして、冒頭にこのタフ・ビジョ

ンそのものについては、担当をした関係者に敬

意を表すという話がありました。これは本当に

ありがたいお話だというように思っております。

短期間でありましたけれども、いうところのコ

ンサルに頼めばそれなりのものとしてはまとめ

てもらい、それなりの言うなればビジョンが示

したかというように思っておりますけども、私

は当初から何のために100億円達成アクション

プラン、ＡＳＴを５年間やってきたんだと。あ

の中でさまざまなことを検証してきたんだと。

それがこれからのその遠野の農業のありようっ

ていうのは、その中でさまざま見えてきたはず

だと。それをきちんと中間総括しながら、これ

からの望ましい遠野の農業といったものをその

中で見出していくんだっていう中で、手づくり

でやろうということで手づくりで行ったわけで

ありまして、日常業務を抱え担当職員も、ある

いは関係者の皆さんも本当に苦労をしていただ

きました。果たしてこのビジョンはどのような

形で点数をもらえるのか、あるいは評価しても

らえるのか、これから、もうさまざま、決算委

員会とか予算委員会の中でも議論はしていくこ

とになろうかというように思っておりますけど

も、職員に対するあるいは関係者に対するねぎ

らいの言葉をいただいたっていうのは、関係者

にすれば大きな励みになるんではないかなとい

うようにも思っております。 

 そこで、合併もした、アクションプラン、こ

れも変更した、不思議だと、というような話あ

りました。不思議でも何でもなく私はアクショ

ンプラン──100億円達成アクションプラン、

そしてＡＳＴ、農業活性化本部、あぐりステー

ション遠野っていうのを立ち上げながら、そし

てＡＳＴ100チャレンジ事業っていったものも

検証しながら、ちっちゃな30万あるいは50万、

そのような事業でも一つの成功事例をその中か

らつくり出せないかっていうことでいろいろき

め細かくこの５年間やってきたわけであります。 

 そしてまた、合併したっていうことが、そし

てもともとがこの本会議場でも何度も議論され

てるわけでございますけども、数字としての10

0億円、それを目標にするっていうことはその

とおりでありますけども、そういったひとつの

──かつては遠野も農業100億円っていったも

の、生産が100億円ほど達したことがあるんだ

と、あるんじゃないかと、そういう底力がある

んじゃないか、だったらいろんな可能性にチャ

レンジしてみようと、できるだけそれに近づこ

うというのがこのプロジェクトであったわけで

あります。100億円達成できない。宮守と合併

したからそれは100億円そのまましておくのは

おかしいっていうことじゃなくして、それをき

ちんと着実に歩みを続けていくっていう部分の

中にあって、この農業の一つの望ましい姿が見

えてくるんじゃないかということで、それを今

度ビジョンとして取りまとめたということにな

るわけでございますので、御質問にありました
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とおり、計画どおり進んでいけるのかっていう

のもありました。それは可能性についてどうな

んだってなれば、可能性ありませんっていう答

弁はできないわけであります。これは可能性を

追求していかなきゃならないわけです。そのた

めには議員の皆様にも本当にお力添えいただか

なければならないわけでありますし、また応援

もしてもらわなきゃならないわけであります。

いろいろビジョンをさまざまな形でいろんな意

見、そしてまた、さまざまなその意見を申し上

げ──これは当然当たり前、議論をしなきゃ、

議論ですから当たり前なわけでございますけど、

一方によっては文字どおり、先ほど申し上げま

したとおり総合力として、それぞれの立場の人

がそれぞれの形で頑張るっていうか、これに取

り組むことによって生産農家の皆様もやる気を

出してくる、また一つの手ごたえも感じてくる。

それ一生懸命やって応援する、あるいは支える、

あるいはともにやるっていうようなそのような

構図の中で私は可能性っていうのが見えてくる

んじゃないのかなというようにも思っていると

ころございますので、そのような形での御理解

をいただきたいと思っております。 

 それからビジョン７項目を示したと。そのう

ちに３点に絞ってというお話がありました。ひ

とつ耕作放棄地ゼロ宣言のまち、これは大分私

どもも議論をいたしました。やはり耕作放棄地

ゼロ宣言のまちということをしましたときに、

本当にできるのかっていうものも。その当時全

くゼロに持っていくっていうのが一番望ましい

姿なわけでありますけども、幸い戸別所得補償

モデル事業、いうところの生産調整になった─

─生産調整の対象になった水田を有効活用し、

転作作物の作付を促進する水田利用自給向上対

策事業、戸別所得補償モデル事業と２つが柱と

して水田のフル活用といったような仕組みも今

現実に進んでいるわけであります。そしてその

ような中で、いうところの高収農家と畜産の耕

畜連携を活用しながら飼料作物のある、あるい

は認定担い手農家や集落営農の方々が農地を活

用する場合に農業委員会との連携や専門的なマ

ンパワーを活用しながらという部分で、着実に

それに向かって取り組むという中で、例えば半

分減ったぞとか、あるいは半分解消になったぞ

と、あるいは６割解消になったぞという数字で

も、これは私は当市にとっては大変大きな数字

ではないかなと。やはりそれぐらいの気概で取

り組むんだっていうことで耕作放棄地ゼロ宣言

のまちということを、あえてこれを訴えようじ

ゃないかということでの位置づけをしたわけで

あります。 

 できるかできないかっていうのをやらない前

からそれを議論してても私は始まらないと思い

ます。農業委員会はもう今週パトロールに出る

ということで着々と準備を進めておりまして、

農業委員の皆様が現地のほうに向かってそれぞ

れ耕作放棄地の現状をきちっと分析するってい

うような活動も既に始めようとしておりますの

で、そういった方々との連携の中から、この一

つの一定の成果っていったものをこの中で見出

していきたいというように思っております。 

 それから、農業で生計が立ち後継者がいるま

ちの中におきまして、いうところのその所得っ

ていったものをどのように位置づけているのか

ということでありました。今出荷額ということ

で見ますと、100万から300万円のところに約７

割のあれが集中してる、集中っていうか大半そ

こになっているわけでございます。それで、こ

のタフ・ビジョンの中におきましては、やはり

認定農業者をどのように担い手としながらこれ

をパワーを後押しするかっていうことが一つの

課題であろうということで、認定農業者という

一つの定義の中にあっては、380万円っていう

数字を持っておりますので、それをもってお答

えとしたいと思ってますし、何とかこれはその

ような方向で持っていくっていうような取り組

みもまた進めていきたいというように思ってお

ります。 

 それから、この産地評価が高くブランド化が

進むというこの遠野の取り組みでありますけど

も、やはりこれもさまざまなこのＡＳＴのこれ

までの取り組みの中で、いろんなこの主産地化
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あるいは消費者視点に立った取り組みといった

ようなもので位置づけておりますので、米、野

菜あるいは工芸作物の耕種、そして和牛繁殖や

酪農の畜産と小規模複合農家が多いというのが

遠野の特徴でありますから、耕畜連携の中から、

これから担当部長のほうからも答弁いたします

けども、有機農法など、それぞれのこの、言う

なれば選別化したそのような産地評価が高い、

そのような特産品っていうか主産地化っていっ

たものを進めてまいりたいというように思って

いるところでございますので、よろしくお願い

を申し上げたいと思っております。 

 それから、それからあとは大体そんなところ

に、方法、タフ・ビジョン、それから雇用の問

題について、地域連携型緊急雇用創出事業につ

きまして。 

 これも先ほど菊池民彌議員の一般質問につい

てお答えいたしました。 

 やはり今織笠議員から質問がありましたとお

り、この問題につきましてもやはりこの何と申

しますか、隠れてる数字もあるのかと、その辺

きめ細かくやはりフォローしなければならない

のじゃないのかなというように思っております

ので、これも先ほど来申し上げましたとおりそ

れはハローワークの仕事だ、それは県の仕事だ、

それは市ではないっていう中で、こういった各

機関が、先ほど担当部長がお答えしましたとお

り、連携を密にしながら極めて、何と申します

か濃密なフォローをし、そしてそれをきちんと

その対策を講じていくっていうことが非常に大

事な一つの位置づけではないかなというように

思っておりますので、具体的なこの資格取得の

ための支援を受けた就職状況であるとか、ある

いはまちなか魅力再構築事業が繰り越した理由

は何なんだとか、あるいはアグリビジネス創出

事業があるが、この内容は一体どういう内容だ

というようなことでありましたので、より具体

的に御答弁申し上げることが大事かというよう

に思っておりますので、これにつきましては冒

頭申し上げましたとおり、担当部長のほうから

お答えを申し上げ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（河野好宣君）  菊池農業活性化本部本

部長。 

   〔農業活性化本部本部長菊池武夫君登壇〕 

○農業活性化本部本部長（菊池武夫君）  命に

よりまして、織笠議員の一般質問にお答えいた

します。 

 まず、有機栽培の推進を図るべきという御質

問であります。まことに私もそのとおりだとい

うふうに思っております。ビジョンの中におき

ましても、安心で安全な農作物をふやしていき

たいということで位置づけております。 

 現在、さまざまな安心・安全の取り組みがあ

るわけですが、持続性の高い農業生産方式の導

入に関する計画、これを県知事に提出して認定

を受けるという制度があります。いわゆるエコ

ファーマーであります。エコファーマーにつき

ましては市内では71人が認定を受けております。

これをもっともっとふやしていきたいというふ

うに考えております。 

 エコファーマーにつきましては、サブセン

ターを中心として誘導を図っているわけですけ

ども、今後は認定農業者につきましてもエコフ

ァーマーに挑戦していただきたいというふうに

考えているとこであります。 

 それから、栽培の方法につきましては、やは

り土づくりが重要という考えから堆肥センター

の取り組みを推進してきています。昨年は水稲、

小麦、大豆につきまして、市内の生産グループ

に協力をいただき、化学肥料に重点を置かない

で堆肥と硫安のみで栽培するという実証試験を

行っております。 

 昨年度の結果につきましては、初期生育がや

や劣り、平均収量も若干減収であったわけです

が、生育上は問題もなく、化学肥料にかえられ

るものと考えているところであります。引き続

き今年度も実証試験を行っております。 

 このような取り組みを行う中で、議員の御質

問のように栽培方法といいますか、栽培体系を

確立していきたいというふうに考えております。 

 それから、市内にはさまざまな手法や品目に
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ついて、有機栽培あるいは無農薬栽培、自然栽

培などに取り組んでいる方々がおられます。減

農薬あるいは減化学肥料による環境保全型農業

の取り組みにつきましては高い技術力が求めら

れます。そういった意味では成功例を紹介する、

あるいは技術を紹介するという情報交換がまず

基本的に大事であるというふうに思っておりま

す。まず取り組んでいる方々やこれから取り組

もうとする方々と情報交換を行いながら、そし

てまた、普及サブセンターとも連携をして指導

体制をつくっていきたいというふうに考えてお

ります。 

 次に、販路の拡大についてであります。 

 議員の御質問のとおり生産振興と販路の拡大、

これを一体的に進めるということがやはり重要

であります。そのことはタフ・ビジョンの中に

も位置づけているところであります。 

 販路の確保と、拡大という点につきましては、

市場出荷と同時に契約栽培が大切であると考え

ております。あるいは品質や規格などが非常に

厳しいと言われておりますが、生協などの消費

者グループへの取り組みも大切であると考えて

おります。さらには、直売所における販売も期

待できる方法というふうに考えております。 

 現在、ＪＡにおきましても契約栽培に力を入

れておりまして、品目及び面積が着実に増加し

てきているというふうに認識しております。 

 現在取り組みのある品目は、カボチャ・キュ

ウリ・トウモロコシ・バレイショ・ニンジン・

加工キャベツというふうに品目も拡大してきて

おります。 

 したがいまして、今後も契約栽培の取り組み

につきましてはＡＳＴを中心としながらＪＡ等

と連携を図って支援してまいりたいというふう

に思っております。 

 それから、専門営業員の確保という御質問が

ありました。現在、農業活性化アドバイザーを

配置をしております。作物栽培指導あるいは販

路の開拓調査に取り組んでもらっているところ

であります。当面は、このアドバイザーあるい

はＪＡサブセンターと連携をした取り組みの中

で販路の開拓を目指してまいりたいというふう

に考えております。 

 以上です。 

○議長（河野好宣君）  運萬産業振興部長。 

   〔産業振興部長運萬勇君登壇〕 

○産業振興部長（運萬勇君）  命によりまして、

答弁いたします。 

 小項目に分けまして６点ほどの質問かと思い

ます。 

 一つ目は、資格習得のための支援を受けた者

の就職状況はどうなっているのかということで

ございますが、これにつきましては平成20年度

の後半のほうからこの事業を実施してまいりま

した。平成20年度にはホームヘルパー２級研修

を行っております。これには受講者が30名でご

ざいます。それとパソコン研修受講者14名を実

施しております。 

 昨年度、平成21年度は、これらに加えて大型

自動車の運転免許取得支援を行いまして、21人

が免許の取得を実施しております。──免許取

得しております。 

 この中でホームヘルパー２級講習あるいは大

型免許の取得でございますけれども、あわせて

平成20年度、21年度合わせて51名が資格を取得

してございますが、その中で就職された方は

ホームヘルパーで７名、それから大型免許では

３名、合わせて10名でございます。 

 この資格取得が、新たな職を探す際には対象

職種として広がったことにより就職できたこと

は成果があったことと見てございます。 

 それから、もう一つは、緊急雇用で実施した

臨時職員等のその後はどうなっているのかとい

うことでございますが、緊急雇用で行います臨

時職員の採用につきましては、これは短期的な

もので採用してございます。期限が定まってお

りますので、その後につきましては一般の求職

者として登録されますが、その一般の求職者と

してのその後の求職ですね、の結果につきまし

ては個々には把握はしてございません。いわゆ

るハローワークで毎月いらしております求職・

求人あるいは就職者数、それらの中に包含され
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ております。 

 それから、３点目でございますが、高齢者へ

の就職の呼びかけや相談体制はできているのか、

あるいは実態調査をしているのかということで

ございますけれども、高齢者の就職は厳しい状

況が続いているのはそのとおりでございます。 

 なお、求人上には年齢・性別の制限を加える

ことができないのが原則ではございますけれど

も、ハローワークでの募集情報を探して事業所

に応募をすることになるわけですが、現実には

求人よりも多かった場合は若年者が優先される

というような実態があるようでございます。 

 こうした高齢者の相談窓口等でございますけ

れども、ハローワーク、最終的にはハローワー

クになりますが、ハローワークで求職の手続を

するわけですけども、その前に相談に応じやす

くするためということで「とぴあ」にその相談

窓口を開設してございます。その中の約３割は

50歳以上の年齢の高い方でありますが、さらに

ハローワークと連携しながら引き続き相談に応

じてまいりたいと思っております。 

 なお、相談窓口あるいはハローワーク等にお

見えにならない方につきましては登録等の手続

きがされませんので、その中については求職者

じゃないという扱いになっておりますので、そ

の実態は把握することができません。 

 それから、４番目でございますが、ふるさと

雇用事業で平成22年度に繰り越したまちなか魅

力再構築事業の繰り越した理由と本年度の事業

の進捗はどうなっているのかということでござ

いますが、まちなか魅力再構築事業は、市の中

心市街地の空き店舗への誘致のために、営業専

任担当者を配置して商店街の充実とまちなかの

魅力の再構築を図るための事業でございます。 

 これは平成22年の２月から事業を実施するこ

とで進めておりましたけれども、営業専任担当

者の応募がなかったことから21年度中の事業実

施ができませんでした。そのために平成22年度

に繰り越したものでございます。 

 なお、平成22年度に入りましてまた募集しま

した結果、専任担当者が１人決まりまして、現

在事業を実施している最中でございます。 

 それから、５番目ですが、平成22年度の緊急

雇用事業の中に遠野アグリビジネス創出事業、

農業雇用拡大試験事業があるけれども、事業の

内容と試験の意味は何かということだと伺って

おります。 

 この事業は、農業活性化本部との連携のもと

に進めておりますけれども、この事業は就農を

目指す人や栽培技術の習得を目指す人を対象に、

一定期間雇用しながら農業技術習得を図るもの

でございまして、農業後継者の育成にも寄与す

ることを目的にしてございます。 

 具体的には、花卉や菌床シイタケ等の年間を

通じてある程度作業できる作目に取り組みまし

て、認定農業者の法人等が事業主体で６人の雇

用で現在実施してございます。 

 なお、事業名の中に「試験」とありますのは、

この事業が今後とも継続的な雇用を生み出す事

業になり得るかどうかを検証する意味合いを含

んでいることから名称を試験事業としておりま

す。 

 それから、最後に、平成22年７月現在の雇用

関係の数値等はどうなっているかということで

ございますが、７月の有効求人倍率は0.34倍と

なっております。これは例のショック以降徐々

に数字が持ち直してきておりまして0.34倍とい

う数字になってございます。 

 その内訳といたしましては、求職者が588人、

求人が199人となってございます。これは昨年

の５月、一番大変だったときでございますが、

当時と比較しますと求職者で約300人が減って

る。求職してる人が減るっていうことは就職し

たっていうことになるかもしれません。それか

ら、求人につきましては139人ということで約6

0人ふえてございます。そういったことから求

人倍率が上ってきているということになります。 

 さらに、今回９月議会に御提案申し上げてお

ります基金事業の追加補正予算を行いますと、

平成22年度の基金事業での雇用は101名となり

ます。したがいまして、７月現在の求職者588

人、単純に比較はできませんけれども、市が行
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います基金事業含めますと１割以上は基金事業

で求職者を救っているということになるのでは

ないかというふうに思ってございます。 

 以上で御答弁とさせていただきます。 

○議長（河野好宣君）  午後１時まで休憩いた

します。 

   午後０時01分 休憩   

────────────────── 

   午後１時00分 開議   

○議長（河野好宣君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 ７番織笠孝之君。 

   〔７番織笠孝之君登壇〕 

○７番（織笠孝之君）  それでは、再質問をさ

せていただきます。 

 まず最初に、市役所の総合庁舎の検討につい

てでございますが、今までもさまざまなとこで

検討委員会を立ち上げやってこられたわけでご

ざいますけれども、特にも学校問題なんかにお

きましては、地域全体に浸透しないまま決定さ

れてるような感じがいたします。そこで、これ

からの総合庁舎検討におきましては、やはり地

域住民、遠野市内全体に問題を提起して、私は

検討すべきではないかと思いますが、この点に

ついてはいかがでしょうか。 

 次に、清養園クリーンセンター、ストック

ヤードを建設する場所についてでございます。 

 ストックヤードを建設するについては場所の

選定が必要だろうと思います。そこによって保

養センターのエネルギーの設備に要する敷設の

場所も決定をしなければならないだろうと思い

ます。そういった観点から総合的な計画が私は

必要だろうと思います。行政の計画については、

基本構想から始まって約３年はかかるわけでご

ざいますから、そこにさまざまな問題が生じま

すとすぐ５年はたつわけでございます。ですか

ら、その計画について、もし具体的にあるので

あればここでもう一度答弁をお願いしたいと思

います。 

 次に、タフ・ビジョンの中で農業収入が農家

の所得が問いましたところ、農家の収入が100

万から300万の方が７割ぐらいいるという状況

でございます。 

 今後、認定農業者になったらすぐ国の営農組

合の農業所得の目標は380万でございますが、

到底そこには行き着かないような気がいたしま

す。この問題について、どう本当にきちっと計

画を持って、対策を持って、全員の農家がなる

には不可能だろうと思います。そういった中で、

できる農家からどのような指導できちっとやっ

ていくかという明確な答弁をいただきたいと思

います。 

 それから、エコファーマーに挑戦をしている

ということでございましたが、エコファーマー

はエコファーマーで大変すばらしいことをやっ

てると私も聞いておりますし、たまたまエコフ

ァーマーやってる方々から、ことしっていいま

すか、大分前から根こぶ問題が出て困っており

ますと言われております。そういったときに根

こぶ対策はなかなか見えないようでございます

が、どうしても農協、行政サイドに相談しても

なかなか回答が得られない。ということで民間

の飼料会社に委託したらやはりなかなかうまく

いかなかったという答弁をいただいております

が、そういう中で行政あるいはＪＡと相談しな

がらどのような対策を打ち立てていくのか、そ

ういったことができなければエコファーマーの

農業も難しいものになってくるのではないのか

なというように思います。 

 次に、有機栽培についてでございますが、有

機栽培については前にも述べたとおりなかなか

難しい問題でございます。ですけども、それを

今挑戦してやってる方々がおります。そのとき

にどうしてもその病害虫やさまざまな問題に当

たるわけでございますけれども、そのときにそ

れがわかる、あるいは農商工の連携の中でそう

いった指導員といいますか、そういうきちっと

わかっていただける指導員の確立が必要だろう

と思います。相談したがすぐにわからなかった

ということでなく、本当にそういった指導員を

私は確立することが大事ではないのかと思いま

すがいかがでしょうか。 
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 それから、もう一点でございます。有機栽培

の中で土壌診断をお願いをしたということにな

るわけですが、土壌診断はＪＡでもやってくれ

るということでお願いをしたら、どのぐらいの

期間でできるのかということで尋ねたら、１週

間ぐらいでできますということだったんですが、

実際土壌診断を依頼したら１カ月以上もかかっ

たと。そういう中で電話をしなければまだまだ

出てこなかったという状況でございます。です

から、この辺の連携もうまく機能していないの

ではないかなというように思いますし、活性化

本部を中心としてそういう対応ができないもの

か、改めて再質問して終わります。 

○議長（河野好宣君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  織笠孝之議員の再質問

にお答えいたします。 

 ６点でありました。その中で４点目のエコフ

ァーマーと有機栽培については、この農商工連

携の指導員の確保の問題、あるいは土壌診断等

を初めとするその対応の問題ということで、３

点ほどこのエコファーマー、有機栽培でありま

したので、これは先ほどの答弁とのかかわりも

ございますので農業活性化本部長のほうから答

弁を申し上げますので御了承を願いたいと思い

ます。 

 まず、市役所総合庁舎という表現で再質問を

されておりましたけども、そのイメージとする

ところがどのようなイメージで総合庁舎ってい

う言葉を使われているのか、いまいちちょっと

不明確な点がありますので、答弁にどのような

答弁をしたらいいのか。地域全体の振興という

ような言葉もあったわけであります。地域振興

全体を考えない行政はないわけであります。地

域振興全体を考えて、それぞれの地域の特性を

生かしながらという部分の中で、限られたこの

マンパワーと、特にも地域住民の皆様の大変な、

それぞれの地域に対するこだわりの中でネット

ワークを構築しながら、そしてそれをその地域

の活力にしようっていうことで懸命に頑張って

いるのが今の私は遠野の姿じゃないのかなと思

っております。 

 したがいまして、庁舎の、この分散した庁舎

をどのようにという部分は、先ほどの答弁でも

申し上げましたとおり、このネットワークを活

用しながら、文字どおりそこに従事する職員が、

バリアがあってはならないと。何でもわかるよ

うなそのような形での職員として、言うなれば

何と申しますか、そういった職員になっていか

なきゃならないということで、私は地域住民の

皆様とのそこで信頼関係もでき、またさまざま

なネットワークも構築でき、それが地域振興と

いうものにつながってくるというように思って

いるところでございますので、ひとつそういっ

た点での御理解をいただきたいと思っておりま

す。 

 それから、ストックヤード、これは場所の選

定の問題でありますけども、先ほどの答弁でお

答え申し上げましたとおり、このストックヤー

ド、中継基地等につきましては、現在のクリー

ンセンターを位置づけるということで組合のほ

うと話し合いをしながら、しかるべき調査も行

っていただくっていうことで今進んでいるとい

うことでございますから、その調査の結果がど

のような形で出てくるかはともかくとし、あそ

このクリーンセンターをこの新たな焼却プラン

トが北上市のほうに展開できた後は、あそこを

ストックヤードとして、中継基地としての活用

を図るという方向で今調整しておるということ

でございますので、御理解いただきたいと思っ

ております。 

 タフ・ビジョン。所得の部分、農家出荷額の

分で100万から300万が７割と先ほども答弁を申

し上げました。認定農業者は380万円、これは

かなり難しいんじゃないかなあというようなそ

ういう認識であります。これはこの100万から3

00万の部分の中で、７割の方がそこにあるとい

うことを考えれば、非常に数字的には難しいと

いう認識を持たれるかもしれませんけども、認

定農業者っていう一つのマンパワーをきちんと

確立しながら、その中でその農業者の皆様のや

る気、まさに本気でやる気っていう部分を考え
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る。それを各関係機関がそれぞれがそれぞれの

立場で支援し、バックアップし対応すれば、こ

の目標数値も決して達成不可能ではないってい

うような部分の中で、やはりそういった気概の

中で取り組むということが私は極めて大事だと

いうように思っておりますので、目標を設定し

た、難しいんじゃないかっていうことを今言う

わけにはいかない。たった今、このタフ・ビジ

ョンができ上がったばっかりなわけです。たっ

た今というか４月に。今取り組んでいるわけで

あります。それをきちんと正面から受けとめて、

こういった数値に果敢に挑戦していくっていう

その姿勢こそが私は大事じゃないのかなと。達

成できるかできないかっていうようなところの

議論よりも、達成に向かって進むんだっていう

ような、そのような取り組みが、遠野の農業を

元気にするんだということになるかというよう

に思っておりますので、御理解をいただきたい

というように思っております。 

○議長（河野好宣君）  菊池農業活性化本部本

部長。 

   〔農業活性化本部本部長菊池武夫君登壇〕 

○農業活性化本部本部長（菊池武夫君）  命に

よりお答えします。 

 エコファーマーにつきましては、先ほどの御

質問にもお答えしましたが、岩手県が認定して

おりまして、岩手県が主に指導をしております。

遠野におきましてもサブセンターの普及員の皆

さんがエコファーマーの拡大、そして、エコフ

ァーマーの皆さんが栽培上悩んでいることにつ

いて相談に乗ってるということが現状でありま

す。 

 しかし、例えば薬を一般の観光栽培から半分

以下に抑えようという栽培方法でありますから、

そういった意味ではさまざまな課題、病害虫が

発生するという、それを薬で抑えるのではなく

て抑えるということでありますから、非常に困

難な状況にあろうかというふうに思います。 

 しかし、いずれ岩手県、県内あるいは全国の

情報を集めながら対応をお願いしたいというふ

うに思っております。 

 それから、有機栽培への挑戦についてであり

ますが、エコファーマーをもう一歩進めたもの

が有機栽培、無農薬無肥料で３年間栽培、それ

を認証されたものが有機栽培というふうに、農

業と認識しておりますが、まさにそういった意

味ではさらに病害虫のその影響が心配されます

し大きな課題となってくるだろうというふうに

思います。 

 そういった意味では、議員が御質問のように

専門の指導員というお話はあるわけですけども、

このようなその有機農業に対する指導、技術を

持った方がやはり余り見当たらないというのが

実態ではないかというふうに思います。 

 さらには、その有機農業と一言で言いまして

も、この中身は非常にその方法が多様であると

いうこともその指導の難しさにつながっている

のではないかなというふうに思っております。 

 ちなみに、議員も有機農業に取り組んでおら

れるということで大変すばらしいことだと思っ

ておるんですけども、私も実はことし一反歩だ

け無農薬・無肥料・無堆肥で米を栽培しており

ます。案の定雑草にかなりやられたわけで、そ

の雑草対策に対しても指導員ということの指導

員の指導を求めたところでこれはどうしようも

ないわけで、やはりみずからがいかに取り組む

かということが基本にあって、サブセンターさ

んなんかの御意見をお願いしたいと思っていま

す。 

 そして、ＡＳＴにおきましては、さまざまな

そういう相談を受け付けて、可能な限りアドバ

イスしたいというふうに思っておりましたので、

御協力──窓口に訪れていただきたいというふ

うに思います。 

 それから、土壌診断につきまして１カ月以上

かかったというお話につきましては、これにつ

きましては、実態を把握をしまして、ＪＡさん

と速やかな対応をお願いといいますか協議をし

てまいりたいというふうに思います。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

○議長（河野好宣君）  次に、進みます。17番

石橋達八君。 
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   〔17番石橋達八君登壇〕 

○17番（石橋達八君）  通告に従い、一般質問

を行います。 

 一議員にとりまして、この本会議場の一般質

問は、大局的な立場から自分の考えを披瀝し、

政策等を述べる大切なチャンスであることから、

なるべく多く、できるなら定例会ごとに質問す

るよう心がけてまいりました。 

 これまでの施策を振り返り、現在の課題を掘

り起こし、そして将来展望をお聞きしてまいり

ました。 

 今後とも、福祉・医療・介護、産業振興、環

境そして教育・文化、市政を取り巻く課題は一

層複雑多岐にわたっておりますが、より豊かで

潤いのある市民生活のため発言をしてまいりた

いと思っております。 

 さて、ことしは「遠野物語」発刊100周年を

記念し、多くの行事が行われていることはもと

より、国内の多くの人から注目され、報道もさ

れております。 

 余談になりますが、８月の28日、秋田の大曲

全国花火大会では、民話の里遠野かっぱ伝説の

名前のついた花火も上がったそうであります。

夜空はもちろん、雄物川の川面に遠野のかっぱ

が顔を出したかもしれません。 

 過日、遠野物語が100年間なぜ読まれてきた

か、読まれ続けてきたのかの取材で、東京から

来られた新聞社の方が語っておりました。東京

新宿で開かれた遠野物語セミナーが大盛況でそ

うそうたる方々が参加されていたと本人は驚い

ておりました。ますます遠野の日本のふるさと

として知名度を上げ、子どもたちや市民が誇り

に思える遠野市をつくっていきたいものであり

ます。 

 ことしは遠野を訪れる観光客を見て感じたこ

とでありますが、小グループはペアで、アメリ

カやヨーロッパの方でありましょうか、外国の

方が目についた記憶がありません。外国人観光

客の誘致についても取り上げたこともあります

が、国内はもとより外国人観光客として中国、

韓国、そして台湾など、アジアの方々も訪れて

いただくことを期待したいと思います。 

 さて、最初の質問は、遠野市の社会資本整備、

21世紀型の公共投資の積極導入について伺いま

す。 

 昨年、ことしと経済対策などの手が打たれて

おりますが、国全体の景気状況は、リーマンシ

ョック後の最悪期は脱したもののいまだ好調と

は言えません。依然として低成長にとまってお

り、新たに円高、株安は予断が許されない状況

となっております。 

 御承知のとおり、雇用情勢も新卒・未就職者、

失業者が多くいる状況であり、特にも地方経済

はデフレの影響や公共投資の大幅な削減で大変

だという声も聞こえます。コンクリートから人

へというかけ声で大幅にカットされた公共事業

の影響も出ているのではないかと思うわけであ

ります。しっかり仕分けをかけなければなりま

せんが、今後とも地方の活性化のため交付金、

雇用対策、真に必要な社会資本整備の前倒し等

による景気回復のための緊急経済対策が必要で

あります。これらは国政に求めなければなりま

せん。 

 遠野市では比較的大型の事業が計画されてま

いりました。今後とも継続的に計画されること

を求めたいと思います。 

 遠野市の平成23年度の予算編成がこれから本

格的に検討がされる時期になろうかと思います

が、来年度以降、真に必要な社会資本整備、新

たな福祉施設の環境整備、公共施設の耐震化、

太陽光発電の設置や拡充、老朽化した施設の改

修や新設、一般的にコンクリートの建物は耐久

年数が40年から50年ぐらいと言われております

が、私が中学１年生のとき木造の前遠野中学校

が火災で消失いたしました。急遽、現在の遠中

に移ってあれから50年経過しております。痛々

しいほど老朽化を感じてなりません。特にもい

まだ耐震化が行われてないことは一刻の猶予も

許されないのではないでしょうか。市民セン

ターや地区センター整備も急がねばなりません。 

 また、水洗化率の向上のためには合併浄化槽

等の普及整備、上水道管等の計画的更新、大規
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模修繕など、必要な事業は積極的にやっていく

べきと考えますが、市長のお考えをお聞かせく

ださい。 

 次に、遠野市過疎地域自立促進計画（案）に

ついてお伺いをいたします。 

 今定例会の議案にもなっておりますがよろし

くお願いいたします。 

 ことしの４月に過疎地域自立促進特別措置法

が改正されました。過疎債の対象範囲が大幅に

拡充され、これまでのハード中心からソフト面

にも活用が拡充されております。過疎地域自身

のアイデア、知恵を発揮する番であります。地

域の実力が試されると言っても過言ではない。 

 その対象は市政全般に関して活用されますが、

例えば高齢者の福祉向上についても過疎化の実

態は深刻な面がいっぱいあります。過疎集落に

住む人たちの生活の足の問題、ボランティアに

よる登録制の自家用車活用も参考になりますが、

高齢者の日常の買い物や用足し、通院、暮らし

の中で最も基礎的な条件となる地域医療の確保、

居宅介護システム、新しい高齢者の緊急通報シ

ステム、そして人口流出や市街地の閉店に伴う

空き家の問題、景観に加え治安対策の問題も出

てくるかもしれません。地域の担い手確保など、

地域の人が将来にわたり安心して暮らせる諸施

策に活用できるようになりました。全国で1,72

7市町村のうち過疎地域に指定されている団体

は776市町村、ソフト対策で使える過疎債の上

限額は自治体の人口規模と財政力指数によって

それぞれ異なりますが、活用を図り地域のニー

ズにこたえていただきたいと思いますが、遠野

市としてはこの計画（案）作成に当たり、どの

ようなことに留意され、どのようなことを目指

しているのかを改めてお伺いをいたします。 

 次に、豪雨対策について伺います。 

 最近の気候にこれまでとは違う変化を感じる

のは私だけではないと思います。農作物に対す

る影響など、ことしの猛暑は高齢者の命をも奪

う暑さであります。また、同じ遠野市内でもあ

る地域は大雨でも、ある地域は降らなかったり、

ある地域では見る見る間に道路に水たまりがで

きて田畑の水が住宅に流れ込むほど降っても、

ある地域は全く晴れていたといった現象もあり

ます。 

 気象庁の全国的データによりますと、ここ30

年間で短い時間で強雨や大雨の発生回数が増加

傾向にあるということであります。原因につい

てはいまだはっきりしないようでありますが、

地球温暖化が進むと豪雨や強力な台風が高まる

とされております。 

 そこで、遠野市の環境配慮契約法に関する取

り組みをお聞きしたいと思います。 

 国や地方自治体が公用車などの製品や電力な

どのサービスを購入する場合、価格だけではな

く二酸化炭素を初めとし、温室効果のガスの排

出削減も考慮するよう定めた環境配慮契約法が

平成19年に成立しております。 

 しかし、環境庁の調査によりますと、都道府

県や政令都市と市町村ではその認知度に大きな

差があるようであります。これまで遠野市とし

てもごみの分別、減量、省エネ、そして風力発

電などクリーンエネルギーの導入などを図って

おりますが、ことしのような天候は改めて、実

効ある環境施策の推進のため、自治体がみずか

ら果たすべき役割も必要であります。 

 遠野市として温暖化対策条例の制定など踏み

込んだ対策もありますが、この環境配慮契約法

に対する認識をお伺いいたします。 

 また、７月には岩手県内でも豪雨による被害

が発生し、被害額も33億数千万円になっており

ます。全国的にもゲリラ豪雨による土砂崩れ、

土石流、河川のはんらん、床上・床下浸水、ま

た２年前のことになりますが神戸市灘区では川

遊びをしていた子どもを含む５名の方がこのゲ

リラ豪雨に襲われて命を奪われております。今

後、こうした気候変動による災害発生に対する

備えが必要と考えます。地震や台風、大雨、土

砂崩れ等の自然災害を想定した、予測した予測

マップを各自治体が作成することになっており

ますが、これまでのハザードマップは１時間最

高50ミリの降水量を想定した治水整備、災害対

策が作成されたものと認識しておりますが、１
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時間に100ミリとなるとそれとは別に対策が必

要ではないかと考えます。現実にこの８月31日

にはお隣の宮古市区界では１時間に観測史上最

大の52ミリ、一関では１時間に換算すると局地

的に100ミリも記録されております。 

 新防災センターの整備が進行中でありますが、

防災関連の機器についても最先端のシステムの

導入を求めたいと思います。 

 また、ゲリラ豪雨に対する防災意識の啓発、

各地域を想定した豪雨の際の避難マニュアルの

作成、情報、伝達体制、遠野テレビ等による告

知放送、携帯電話の活用などなどソフト、ハー

ド両面から市民の生命、財産を守っていただき

たいと思いますがいかがでしょうか。 

 高齢社会の課題について伺います。 

 今100歳以上の方の生存不明が大きな問題と

なって報道されております。それはそれとして、

長寿であることはすばらしいことでありますが、

それに伴う課題も出てまいります。 

 ３年前のデータになりますが、遠野市の全人

口に占める65歳以上の割合は、岩手県下13市の

中でトップだったと思います。そういう意味で

遠野がどのような施策対策を打てるか、ある意

味大事な立場にあろうかとも思います。市民だ

れもが年をとってまいります。病気にもなりま

す。足腰も弱ってまいります。願わくは最後の

最後まで元気でいたいものであります。 

 孤独の問題では、デイサービスなど参加して

いる方々からは、「本当にいい」と、「おかげ

さんでお話相手ができてお風呂にも入れていい。

幸せだ」といった感想も伺いますが、問題はそ

れから外れた高齢者の人がどのようになってい

るかであります。孤独死の問題では、老人クラ

ブの皆様の活動で日常の安否確認や高齢者の見

回り、地域支援者の活動が行われているようで

ありますが、地域福祉計画の進みぐあいはどの

ようになっているのでしょうかをお聞きいたし

ます。 

 ことしは、朝目を覚ますと救急車のサイレン

が何日も聞こえました。例年にない出動回数で

はなかったのかと、このように感じております。

消防署の皆様には大変御苦労様と申し上げたい

と思います。 

 さて、この救急車で人が搬送される場合、高

齢者がいざというときに搬送される場合、神奈

川の大和市の救急医療情報キットがテレビで放

送をされておりました。同じく神奈川の南足柄

市でも安心キットが無料配付されたという報道

もされておりました。その人の詳しい情報が冷

蔵庫を見ればわかるというものであります。緊

急時の正確な情報は重要であり、生存率や生還

率にかかわります。当市としても参考にならな

いものでしょうか。子育てするなら遠野市、老

後も送るなら遠野市となれば大変よいのではな

いかと思います。高齢者の方々が具体的に何に

困り、何に悩み、何を求めているかこまごまと

調査し、高齢社会の総合的対策を求めたいと思

います。 

 子育てプランに対し幸齢プラン。「コウレ

イ」の「コウ」は「高い」でも「後」でもあり

ません。「幸せ」と書いて「幸齢」でございま

す。 

 先ほど新防災センターにかかわり最新のシス

テム導入を求めましたが、高齢者の安否確認の

テレビ電話の導入、高齢者でも簡単に使える携

帯電話など、導入できればと思いますがどのよ

うなものでしょうか。 

 次に、新しい福祉について伺います。 

 日本は今、高齢化、女性の社会進出、世界を

取り巻く不況など目まぐるしい変化の中にあり

ます。国民の生活と価値観は多様化し、男女の

役割や家族のあり方などライフスタイルの模索

も始まっております。 

 しかしながら、こうした変化変化の流れに対

応できずにとまどう人も少なくありません。グ

ローバルゼーションの経済の中で生み出される

不安定な雇用、所得格差、うつ病、ＤＶ、児童

虐待、不登校など、病んだ心から生まれる深刻

な問題、増加する独居老人の問題など、これま

での社会制度で想定しなかったリスクへの対策

が求められております。 

 私ども公明党では、年金、医療、介護の充実
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に加え、生きること自体を脅かす新しいリスク

への対策を新しい福祉として提案をいたしてお

ります。これまでも社会福祉法は福祉サービス

として国民の利益保護の役割を果たしてまいり

ました。さらに、最近では、地域福祉の推進な

ど共助のあり方も図られており、市民協働の色

彩も強めております。 

 前段で申し述べましたが、経済や社会構造の

変化とともに、少子高齢化の避けがたい波の中

で、家庭における悩みに変化の兆しが見えてお

ります。それは障害認定もできず本人や家族だ

けで苦しむ精神疾患の病気の多発的傾向であり

ます。つまり現在の福祉の狭間にある人たちで

あります。 

 一例を挙げますと、精神的な病であり国民病

とも言われておりますうつ病の問題であります。

厚生労働省の患者調査報告によりますと1996年

は43万人、一昨年の2008年は2.4倍の104万人と

急増しているようであります。統計にはかれな

い方も含めると250万人とも推測をされており

ます。全人口の２％は深刻であります。この病

気によって引きこもり、不登校、更年期障害、

自律神経の不調、さらには対人恐怖症や働きた

くても働けない、外出もできないという不安感、

本人も家族も悩む状況になっております。 

 また、発症する原因や病気の形態もさまざま

であり、かつ複雑ということであります。この

病を克服した方もおられますが、この病気の広

がり傾向を見ますとせっかくの能力を持ちなが

ら社会でそれが発揮できないことは人材の損失

と言わざるを得ないのであります。 

 こうした状況の中、企業側にも行政側にも有

効な対策がいまだにないのが現実であります。 

 重ねて申し上げますが、こうした人たちに福

祉の光を当てるには、年金、医療、介護などの

従来の社会保障制度の枠を越えた、違うもう一

つの新しい福祉政策の展開が求められます。 

 我が党では、一昨年、党内にうつ病対策ワー

キングチームのプロジェクトを立ち上げ、その

対策に力を入れております。その対応策として、

薬物療法に加え、認知行動療法等も併用し政府

に提案しております。 

 しかしながら、これは医療制度の一分野に過

ぎません。今後、福祉面でのサポーターも必要

であります。 

 さきにも申し上げましたが、この病気に付随

した社会的な心の病として、ＤＶ被害、児童虐

待被害、高齢者の孤独死や自殺の問題など、見

えにくい心の病気への対応が新しい福祉の視点

として重要と考えます。遠野市としてのうつ病

に対する取り組みはどのような方針があるのか。

福祉の光の届きにくい人たちへの公助、共助を

含めた新しい福祉について、市長の御意見を、

見解を求めるものであります。 

 以上を持ちまして、今期の一般質問はどんど

はれとさせていただきます。（笑声）御静聴あ

りがとうございました。 

○議長（河野好宣君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  石橋達八議員の一般質

問にお答えいたします。 

 大きくは５点にわたっての御質問と承知いた

しました。公共事業、地域の経済の底上げ、さ

らには過疎地域自立促進特別措置法の今後の展

開、さらには豪雨対策、高齢者社会の課題、遠

野市としてのどのような対策を考えているか、

新しい福祉というこの概念に、この現代病と言

われるうつ病の問題等についてどのような対策

を講じるかという形での話をいただきました。 

 その中で豪雨対策の中におきましては、この

新しい災害情報システムの話もございましたの

で、これは今プロジェクト進めております新消

防庁舎との兼ね合いもございますので、消防長

のほうから具体的に御答弁申し上げます。 

 それから、もう一つは、この高齢化社会のほ

うで、やはり安心・安全のためにどのような情

報システムを構築してるのかと、考えているの

かという話もありました。この新防災センター

とかかわる最新エコシステムの導入についてと

いうことでのお話もありましたので、これは文

字どおり総合行政としての中から健康福祉部の

ほうもいろいろかかわりながら進めております



－ 38 － 

ので、健康福祉部長のほうから現在の取り組み

状況について御答弁申し上げますので、御了承

いただければというように思っております。 

 質問の冒頭、遠野物語100周年という話の中

で大曲の花火の話が紹介されました。80万人と

いう方がことしの大曲の花火に、言うなれば見

学されたそうでございます。その中で遠野物語

100周年にかかわる花火が打ち上がったという

ことで、大変な評判だっていうことを私の耳に

も届いておりまして、これはやはりこの遠野物

語100周年、その中において、この夢花火とい

う中で、市民の皆様の力によって20年間この夢

花火が続いてきたというものが大きな裏づけと

なりまして、まさに日本というよりも世界屈指

のこの花火大会のこの遠野も飾ったというよう

な一つの結果を得たんじゃないかなと思ってお

りまして、これはまさに多くのこの関係者の皆

様の取り組みにもまた感謝をしなければならな

いんじゃないのかなと私は思ってるところでも

あります。 

 さて、この社会資本の整備ということでお話

ありました。これはこの質問の、石橋議員のこ

の質問の背景には、いうところの積極的な事業

展開を図りながら、地域の経済の底上げをすべ

きじゃないかなという認識の一つの認識があっ

ての御質問だというふうに思っております。 

 きょうの午前中の菊池民彌議員の繰り越し事

業の部分につきましても、国のほうで進めてお

る、言うなればこの世界同時不況、平成20年９

月リーマンブラザーズのこの経営破綻がきっか

けで起きた世界的な経済恐慌なわけであります

けれど、これによりましてあっと言う間に、そ

れこそ地方にもこの雇用不安あるいは不況って

いったものが押し寄せてきたわけであります。

政府におきましてもこれを放置するわけにはい

かないっていうことで、地域活性化緊急安心実

現総合対策交付金、地域活性化生活対策臨時交

付金、平成21年度には地域活性化経済危機対策

臨時交付金、地域活性化公共投資臨時交付金、

地域活性化きめ細かな臨時交付金といったよう

な対策を次々と打ち出しながら、いうところの

景気の底上げを図るべき対応をしたわけであり

ます。 

 当市といたしましても、この総合計画に搭載

されている事業の前倒しと、多分思いつきでや

るわけにいきませんからもう前倒しだと。それ

から、市内への経済効果が十分に期待できる事

業と、それからこの起債充当で計画してる事業

の財源の振りかえ、これも財政運営上大変重要

なことなわけでありますから、そういったよう

なことをきちんとポイントとして設け、これは

事業採択基準として設けて、それぞれの交付金

の充当を行いながら事業を実施したわけであり

ます。もちろんこの事業展開に当たりましては

臨時議会等も開催しながら、議員各位からも大

変な御理解のもとにタイミングを失しないよう

な形でのこのような事業の展開ができたんじゃ

ないかなと思っておりまして、５つの交付金で

もって42事業、総事業費は24億7,000万、その

うち交付金総額は13億7,000万っていうような

結果を得てるわけであります。これは非常に大

きな経済波及効果、経済対策としては一定の役

割を果たしてんではないかと思っております。 

 ちなみに、急ピッチで現在工事が進んでおり

ます斎場建設も、21年度の地域活性化経済危機

対策臨時交付金の充当を受け、この事業を前倒

しにしたということになるわけであります。こ

の交付金がなければなかなかやっぱり財政的に

も判断できなかったんじゃないのかなというよ

うに思っておりまして、23年５月の完成を目指

し、この斎場が工事中だというのもこのような

背景があってのことかというように認識してお

ります。 

 それから、交付金事業ではありませんけども、

現在、やはり進めております消防、新消防庁舎

のこの改築プロジェクトと申しますか、新築移

転も24年８月の供用開始を目指しながら進んで

いるわけでありますので、こういったようなも

のもこれからの地域の経済の活性化には一定の

役割を果たすんじゃないかなと思っております。 

 それから、６月の、ことしの６月の補正予算

で、これもいろいろ議論もいただきましたし意
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見もいただきました。この総合食育センター整

備事業という中で、これも基本設計及び実施設

計費を計上したわけであります。これも交付金

が手当をされたということで、議員各位からも、

まだこの総合食育センターの全体の中身が見え

てないのに進めるのかという議論もあったわけ

でありますけども、この交付金をうまく活用す

るっていうことで、国のほうからは交付をして

あるんで、きちんとこれを財源担保するような

手続きをとってほしいというようなこともあっ

たもんでございますから、今盛んに市民懇談会

を設置しながら、どのような形での総合食育セ

ンターをきちんと位置づけるかというような中

でおきまする今作業を進めておりまして、これ

は総合計画の後期基本計画にもきちんと載せる

ということにもなろうかというように思ってお

ります。そういった事業もあります。 

 それから、これは中学校再編成がらみの事業

とも位置づけられるというように認識もしてる

わけでございますけども、ただいま石橋議員か

ら質問ありましたとおり、遠野中学校、痛々し

いっていう表現あったわけでありますけども、

これも子どもたちのためには改築を急がなきゃ

ならないわけであります。総事業費は、あくま

でも概算ですけども、19億から20億円ぐらいか

かるということになっておりますので、この改

築に係る環境が整い次第、これにも取り組まな

ければならないのかなというようにも思ってい

るところであります。 

 また、遠野小学校の屋内運動場の改築整備事

業、これは今度の補正、９月議会にも調査事業

は載せておりますけども、24年度の事業費で─

─24年度でもって総事業費は概算で約２億4,00

0万といったものも位置づけておりますし、そ

れから平成28年の岩手国体、これもカウントダ

ウンが始まっております。少年サッカーの会場

整備、これも行わなきゃならないというような

形でさまざま、ただいま御質問にありましたと

おり、市民の皆さんに──市民の方々にとって

本当に待ったなしのこのようなプロジェクトが

待っておりますので、きちんとした財政シミュ

レーションを行いながら、有利な財源を幾分で

も確保するという中における対応を進めてまい

りたいというように思っております。これらに

つきましても一括交付金の議論が今されており

ます。この部分も一括交付金の中で市町村が、

基礎自治体が使い勝手がいいっていう部分にお

いては非常に響きのいい言葉なわけであります

けども、いろいろ新聞報道等を見ますと、地方

のほうには約３割ぐらいその交付金が減るんで

はないかっていうような財政シミュレーション

もされてるっていうことなもんでございますか

ら、国の動きなどもよく見ながら、総務省のほ

うでは交付税のほうについては今年度並みって

いったようなものはきちんと要求をしてるとい

うことでございますけども、国の概算要求、も

のが96兆円にもなっておるというようなことと、

それからこの前お聞きしましたところ、この予

算編成作業が１カ月以上作業がおくれてるって

いう話も聞いておりますので、そういうような

こともよくアンテナを高くしながら、この積極

的な財源確保と、こういった社会資本整備には

タイミングを失しないような形での対応を進め

てまいりたいというように思っております。 

 それから、過疎地域自立促進特別措置法につ

いてであります。 

 これは、この計画につきましては今議会に市

町村──あらかじめ都道府県に協議し、市町村

議会の議決を経て過疎地域自立促進計画を定め

なければならないということになっております

ので、今議会にこの計画を提案申し上げている

ところであります。 

 これは、大変作業とすれば実質２カ月あるか

ないかの作業でありました。改正過疎法そのも

のがどうなるかという部分もあったわけであり

ますけども、議員立法で改正過疎法が４月１日

施行という中にありまして、それがさまざまこ

うきちんとなって、私ども市町村に作業ってい

うことで来たのが５月連休明けてからでござい

ましたから、かなり作業が集中的に行うことに

なったわけでございますけども、おかげさまで

作業が間に合いまして、この９月議会に提案す
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るというところになりまして、今議論をいただ

くということになってます。 

 このハード事業重視からソフト事業重視で大

きくギアチェンジしたということでありまして、

既に総務省のほうからは、当市におけるこのソ

フト事業に使える過疎対策事業債の上限額、こ

れはあくまでも試算でありますけども、22年度

は１億7,107万2,000円という数字も示されてお

ります。これは一応この部分は過疎対策事業債

を活用して、ソフト事業に言うなれば使ってい

いですよというような形での数字も示されてい

るわけであります。そんな会計もありまして、

23年度を初年度とし27年度を最終年度といたし

ますこの後期基本計画、後期５カ年計画、総合

計画、後期５カ年計画にこれをきちんと位置づ

けるという部分で、今般議会のほうに提案して

おります過疎計画は、後期基本計画の先行計画

という中に位置づけているわけでございますの

で、これを着実に実行するということになろう

かと思っております。その場合のこの計画の特

徴は、地域の雇用を地域雇用の創出と、地域経

営改革のこの２つを優先課題としながら、10の

事業を重点施策として位置づけ、それをプロジ

ェクトとして位置づけているところであります。 

 この場合における一つの当市の過疎計画の一

つの何と申しますか、目玉と申しますか、その

特徴は、地域活動専門員配置事業といったもの

をこのソフト事業として位置づけたいというよ

うに思っております。 

 これは、先ほどの織笠議員の質問の中にも、

地域振興といったものが市全体として見えるよ

うなものがなければだめなんだっていうような

お話がありました。私は、建物を建てるってい

う部分における地域振興じゃなくして、そこに

かかわっている職員も含めて、市民の皆様の知

恵や工夫をお借りしながら、職員もみずから市

民目線の高さの中に立って、どのようなこのソ

フトのネットワークを構築するかっていうこと

が地域活性化にとっては非常に大事なことでは

ないかなというように思っておりまして、この

マンパワーとしての地域活動専門員の配置事業

っていったものをどのように展開するかという

ことを今いろいろ検討もしなければ、これから

いろいろ検討しなきゃならないかというように

思っております。 

 当然のことながら、その議論の過程には地区

センターのありようをどうするのかといったよ

うなものも避けて通れない議論にはなるんじゃ

ないかなと思っておりますので、市民の皆様あ

るいは議員各位、そして特にも庁内が、庁内議

論を十分に行いながら、この地域のプランナー

としての地区センターのあり方についても、こ

の過疎計画の中における一つの柱として位置づ

けて議論して、実行してまいりたいというよう

に思っております。 

 もちろんこの地域活性化のみならず生活交通

の問題、交通弱者の問題あるいは介護を初めと

した高齢者福祉、地域医療の確保、産業振興、

地域教育環境の確保あるいは自治会活動、さま

ざまあるわけでございますから、こういったよ

うなものを、よく私申し上げておりますけれど

も、縦糸を横糸にしながらの仕組みをつくって

いきたいというように思っております。 

 なお、この過疎問題につきましては、先般、

総務省のほうから連絡がありまして、過疎問題

懇談会のメンバーとして引き続き指名をという

ような形での連絡いただいておりまして、今月

末にはこの改正過疎法の中におけるこの過疎問

題にどのように取り組むかっていう会合が総務

省のほうで行われるということになっておりま

すので、そちらにも出席しながら、地域の実情

といったものをことあるごとに主張し訴えてい

き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、次に、豪雨対策についてでありま

す。 

 これはこの豪雨対策、新たなハザードマップ

などの対策は必要ないかというようなお話であ

りました。 

 この連日の猛暑にも代表されるように、最近

の気候変動といったものは、非常に何かこれか

らの一つの気象状況っていいますか、地球規模
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における何か変化があるんじゃないのかと感じ

させるほどの猛暑であります。これからさまざ

まな政策を、あるいは事業を、企業が事業を起

こすにしても自治体が政策を、国が政策を検討

するに当たっても、気象変動っていうものがも

う避けて通れないっていうことがよく指摘され

ております。これまでは人口減少であるとか高

齢化だとか少子化だとか、そのようなものが一

つの地域経営を考える場合においては考えなき

ゃならない一つの課題であったわけでございま

すけども、気象変動といったものも考えなけれ

ば、いうところの農業政策もなかなかうまくい

かないんじゃないかなっていうようなことも言

われているわけでございます。この最近のこの

豪雨、ゲリラ豪雨って言われるものは何かそん

なことを感じさせる一つの現象でもないかなあ

というように思っておりまして、その中で環境

配慮契約法に対する認識を示してほしいという

お話がありました。 

 これは御案内のとおり、質問にありましたと

おり、環境に配慮したこの契約を、いわゆる環

境配慮契約、グリーン契約ってことになるわけ

でございますけども、製品やサービスを調達し

た際に環境を考慮し、環境への負荷ができるだ

け少ない製品を優先的に選択し、環境保全に取

り組むことだということが法律の趣旨なわけで

あります。 

 これにつきましても、当市としては平成15年

度からエコオフィス活動に取り組みまして、Ｉ

ＳＯ14001の認証を得ながら環境負荷の低減を

実施しております。昼休みにおける消灯、冷暖

房使用の抑制、夏は28度、冬は19度、それから

ごみの発生抑制、資源化などにも取り組んでい

るところであります。 

 この遠野市の地球温暖化対策実行計画の平成

20年度の市の事務事業に係る温室効果ガスの総

排出量、これは平成15年度に対し17.7％を下回

る排出量となっており、減量化が進んだという

ことも一応数字的には検証されておりますし、

21年度の公用車の更新に際しましては、低燃費、

低公害車両21台購入するっていう中でそのよう

な対応も行っているところであります。 

 そしてまた、それぞれが環境保全に取り組む

っていいましても、これは事業主あるいは市民、

さまざまな立場の中でこれを取り組んでいかな

きゃならないわけでございますので、私はこの

環境契約法ももちろんそれぞれの趣旨としては

その必要性は認めるわけでありますけども、問

題はこのふるさと遠野の環境を守り育てる基本

条例、そしてそれに伴う遠野市環境基本計画っ

ていうものを策定しているわけであります。そ

の中においては市民の責務、滞在者の責務、事

業者の責務、市の行政の責務等明確に示しなが

ら、この着実に環境を守っていこうという条例

を既に制定しておりますので、この今のこのふ

るさと遠野の環境を守り育てる基本条例のこれ

の着実な進行管理がまず大事ではないのかなと

いうようにも思っているところでございますの

で、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、想定できない災害に備え、新防災

センターにおけるシステムの導入等につきまし

ては消防長のほうから答弁を申し上げますが、

この豪雨災害も含め、この正確な災害情報収集

に努め、早期の情報提供を行っていくというこ

とが、これはもちろん基本なわけであります。

そしてまた、住民の皆様もみずから危険を感じ

たらすぐに避難する。自分の身は自分で守ると

いう心構えも普段から持つということも大事な

わけでございますので、自主防災組織のこの普

及啓発を精力的に行うということも大事な対策

ではないかなと思っております。 

 ちなみに、90行政区中74行政区82.2％の結成

率であります。したがって、残りのこの行政区

に地域防災の取り組みやら、あるいは活動指導

等を行いながら、防災応用力の向上にも努めて

いきたいと思っておりますし、今週末行います

市の防災訓練におきましても、このさまざまな

災害を想定したという中における訓練、特にも

自治会及び自治防災組織を中心に、住民の皆様

による災害時要援護者の安否確認、松崎７区、

８区及び上郷２区、３区等で避難訓練、初期消
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火訓練、応急手当訓練等を実施いたしまして、

災害時の役割、災害対応の活動などを検証する

ことといたしておりますので、このような地道

な取り組みをこれからもきちんと行ってまいり

たいというように思っております。 

 次に、４番目の高齢者社会の課題についてで

あります。地域福祉計画、３年前はトップであ

ったんではないかっていうことで、さまざま高

齢者の課題には総合的な対策は取り組んでいか

なきゃならないというお話でありました。 

 地域福祉計画ということで３年ごとに見直す

ということで、この個別計画で地域福祉計画の

個別計画であります遠野市高齢者福祉計画、介

護保険事業計画などに基づいて実施しておりま

して、地域福祉計画はことしが推進５カ年プロ

グラムの３年目に当たるということであります

ので、現在、その総合窓口体制の充実や地域見

守り体制の構築など、最終年度である平成24年

度までに終えるように、関係団体との連携のも

とに取り組んでいるところであります。やはり

これは大きな課題であろうかというように思っ

ております。 

 特に私は、基本的にはこの社会福祉協議会と

の連携のもとに、文字どおりこの地域包括支援

センターのような、ようなっていうよりもあの

機能が365日機能し稼働するようなそのような

仕組みをつくっていかなきゃならないし、また

24時間体制なども構築していかなければ本当の

安心・安全っていったものは構築できないんじ

ゃないかなと思っております。きょうは日曜日

だとか今は夜だというようなことはないような、

そのような仕組みづくりもまた敷かなきゃなら

ないかというように思っておりますので、御質

問にありました高齢者ニーズの詳細調査と総合

対策でどのようなことを行っているかっていう

ことにつきまして、健康福祉部長のほうからそ

の内容も含めて答弁を申し上げますので、御了

承をいただければと思っております。 

 最後の質問であります。 

 新しい福祉についてということで、うつ病対

策の取り組みについてのお話がございました。

精神状態の低下あるいは食欲の低下、不眠など

を特徴とする精神的な病気で心身両面にあらわ

れてくると言われております。これは議員の質

問にも、石橋議員の質問にありましたとおり、

ここ数年でもう確実にふえてきているというこ

とで、今やマスコミ報道等を見ますと国民病だ

とまで言われておるというようなことも承知し

ております。 

 統計的に見ますと35人から50人に１人がうつ

病というような、そのような極めてショッキン

グな研究結果も出ておるということも聞いてお

ります。当市としますと市の人口は３万人だと

いうことを考えれば、600人から850人がこうい

ったうつ病の患者ではないかっていうことも推

計されるわけでありますから、これは文字どお

り、質問にありましたとおりほっとけないとい

うことになるかというように思っております。 

 一時期はうつ病は心の風邪だという中で、ほ

っといても簡単にっていうような風潮もあった

わけでありますけども、これはなかなか時間が

たてば治るという病気ではないっていうことも

研究の結果としてあらわれており、特にもこの

自殺というあってはならないそのような最悪の

パターンにつながるっていうような関連性も高

いっていうことも研究結果として出ているよう

でありますので、経済問題あるいは健康問題、

その背景にあるのがうつ病であるっていうわけ

でありますから、だれでもが安心して生活でき

る地域づくりを目指すという部分もこれは対策

としては大事ではないのかなというようにも思

っているところでもあります。 

 傾聴と、「傾いて聴く」と、「傾聴」という

この相手の話をじっくりと聞くというこの傾聴

ボランティア、これは非常に大事なっていうよ

うな対策だっていうことを聞いておりまして、

心の健康づくり事業としてこの傾聴ボランティ

ア事業で、当市におきましてもボランティア、

傾聴ボランティア「ひなたぼっこ」、あるいは

ひなたぼっこなどがとぴあでこの傾聴サロンを

開催しておりまして、この認知症やひとり暮ら

しの方への訪問活動も行っております。 
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 それからまた、高齢者の方々には特定検診時

のチェックからハイリスク者を特定しながら、

回想法──回る想う法と、昔を思い出すという

ことになるかと思いますけど、回想法支援事業

を実施しながら早期治療といったものにもつな

がるというようなことが非常に大事だというよ

うなことを言われております。 

 私も盆休暇期に福祉のふれあいホームやら、

あるいは施設等を数カ所回って歩きました。ま

た、きのうも宮守町の敬老会のほうに出かけて、

いろいろ高齢者の皆様とも懇談をしてまいりま

した。 

 やはりこの回想法という昔懸命に頑張ったこ

とでもって話しかけると、お年寄りの皆様もそ

れを思い出しながら、本当に目が輝いてくると

いうのを実際私も体験してきておりまして、そ

のようなちょっとキザな表現にはなろうかと思

いますけれども、心と心が通い合うような、そ

のようなきめ細かなこのような、まあいうとこ

ろの話をじっくり聞くというような中における

対応なども、お金がかからなくてもできる対策

だという部分においては大事なことではないの

かなというようにも思っております。 

 このような一つの対策の中から、うつ病とい

うものを少しでも防止するというか、防ぐと、

あるいは少なくするといったような体制、相談

体制の充実などもいろいろ図ってまいりたいと

いうように思っておりますので、御了承いただ

ければというように思っております。 

 以上、私からの答弁は以上とさせていただき

ます。 

○議長（河野好宣君）  奥寺消防本部消防長。 

   〔消防長奥寺啓蔵君登壇〕 

○消防長（奥寺啓蔵君）  命によりまして豪雨

対策の質問中、新総合防災センターの情報シス

テムに関する部分についてお答えいたします。 

 洪水、地震、土砂災害と多岐にわたる自然災

害の被害を予測し、その被害範囲を地図化した

災害予想図、いわゆるハザードマップですが、

その予想を超える被害がゲリラ豪雨と言われる

集中豪雨により被害が各地で出ているところで

あります。 

 質問の中にもありましたけれども、岩手県内

ではことし７月17日に岩手町、一戸町、葛巻町

の県北部３町で時間雨量59ミリの雨量を観測し、

局地的な豪雨で農地や道路ののり面が崩れるな

ど被害が発生いたしております。 

 遠野市でも８月14日、お盆の最中でありまし

たが大雨警報が発令され、降り始めから雨量が

附馬牛町小出地区で93ミリを観測され、市災害

警戒本部では警戒パトロールを実施したところ

ではあります。 

 被害の詳しい状況につきましては夜間のため、

正確に把握できなかったことから、翌日も引き

続き建設課、消防本部合同で市内一円のパト

ロールをしております。幸いにも大きな被害に

は至らなかったものであります。 

 また、市では昨年に引き続き６月24日に市内

土砂災害危険箇所パトロールを遠野土木セン

ター、遠野農林振興センター、遠野警察署、砂

防ボランティア協会及び消防本部との合同で市

内16カ所を目視ではありますが点検しておりま

す。 

 遠野市内では大きな被害は発生しておりませ

んが、自分が住んでいる地域の危険な箇所や避

難所の情報を共有しながら、防災意識の向上を

促す体制づくりにも努めているところでありま

す。 

 現在、平成24年度の供用開始を目指して、新

消防庁舎の建設を進めております。現在消防庁

舎本体の実施設計を組んでおる最中ですが、こ

れとあわせ新消防庁舎の消防本部通信司令室に

災害情報ネットワークを構築すべき具体的作業

を今進めているところであります。 

 通信指令システム基本計画をこのほどまとめ

ました。それに基づき関係事業者から最新の通

信技術を生かした合理的なシステムの提案を受

け、防災情報システムの構築を進めようとして

おります。 

 災害時における市の危機管理センターとして

のハード機器の導入、防災行政無線や市内約８

割の世帯が加入している遠野テレビなど、これ
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まで市が整備してきている情報インフラと最新

の通信技術との連携により、市民への災害情報

を迅速かつ明確に提供できるシステムの構築を

目指し、現在作業を進めているところでありま

す。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

○議長（河野好宣君）  山尾健康福祉部長。 

   〔健康福祉部長山尾幸司郎君登壇〕 

○健康福祉部長（山尾幸司郎君）  命によりま

して石橋議員の新防災センターとかかわる高齢

者の安否確認等の最新システムの導入はという

部分につきましてお答えいたします。 

 緊急通報システムにつきましては、現在病弱

であったり高齢者のみの世帯等緊急時に支援が

必要な方を対象に、消防署と連携した緊急通報

システム約390台を配備しているところであり

ます。 

 システムとは別に市老人クラブ連合会に対し

まして、ひとり暮らし老人や高齢者等への週１

回程度の訪問による安否確認を委託しまして、

また地域福祉事業といたしまして配食ボランテ

ィアほのぼの会によります安否確認などの取り

組みも行われてございます。 

 さらには、地域で支援が必要とされた障害者

や高齢者などの生活弱者、要援護者に対しまし

ても、社会福祉協議会が中心となりまして緊急

安心箱の配備を進めているところでございます。 

 新システムにつきましては現在策定してござ

います総合計画後期基本計画との整合性を図り

ながら、このたび総合防災センターの整備とあ

わせて導入される消防本部通信指令システムと

の連携する緊急時情報システムの中で検討会を、

検討チームを組織しまして、見直し、検討を進

めているところであります。 

 いずれにしましても、高齢者に優しく機能的

に使いやすいシステム導入へ向けて、現在チー

ムの中で検討を進めているところでございます。 

 以上です。 

○議長（河野好宣君）  10分間休憩いたします。 

   午後２時13分 休憩   

────────────────── 

   午後２時23分 開議   

○議長（河野好宣君）  休憩前に引き続き会議

を再開します。 

 次に進みます。10番佐々木譲君。 

   〔10番佐々木譲君登壇〕 

○10番（佐々木譲君）  社民党遠野支部の佐々

木譲であります。通告に従い一般質問を行いま

す。 

 まず最初に、本田市長にお尋ねします。 

 本市２期目の市長として一年が経過しようと

していますが、本年は１期目に策定された本市

総合計画の前期５カ年計画の最終年度に当たり

ます。さきの議会でその計画した事業の着手率

はほぼ95％であると報告されました。このこと

は高く評価すべきことであると思い、この間の

市当局を初め関係者各位に深く感謝申し上げま

す。と同時に、残された課題解決に向けてなお

一層の御尽力を願う次第です。さりながらこの

間、悲しむべき事件、事故が続いたのも事実で

す。「百里を行くものは九十九里をもって半ば

とす」の言葉のとおり、安心することなくお励

みいただきたいものです。 

 質問に入ります。まず最初は災害時における

要援護者等に対する支援についてであります。 

 前期５カ年計画の人口構造の変化予測では、

高齢者比率が平成27年には34.7％と予測してあ

りましたが、本年７月末では33.5％となってお

り予測を越える数値です。人口数の動向も同じ

です。平成17年の合併時には３万2,364人だっ

たものが、本年７月末で３万340人と約５年間

で2,024人も減少しており、３万人を割るのも

間もなくと推測されます。要援護者数も6,692

人と増加に歯どめがかかりません。福祉の里の

果たす役割はますます大きくなるものと考えら

れます。 

 今月12日に実施されようとしている本市防災

訓練でも、高齢者、障害者等の見守り体制整備

モデル事業として各自治会での取り組み状況が

検証されますが、それとは別に災害時における

要援護者に対する支援にどう取り組もうとして

いるかお尋ねします。 
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 具体的に言えば、要援護者同士で支援し合わ

なければならないような事態が間もなくやって

くるのではなかろうかということであります。

今こそ高齢者支援を全市的な課題として組織的

に取り組むべきです。 

 少子化にとっても同様です。少子化対策・子

育て支援により、若干の回復の兆しが見られる

ものの微妙であり、数値は述べませんが深刻な

問題と考えざるを得ません。若者が少ない、結

婚に至るカップルが少ない。この現象は本市に

限らず全国的現象と言えますが、以前にも提案

した結婚祝い金等を含めた新たな施策が求めら

れますが、結婚祝い金創設の考えはないか再度

お尋ねいたします。 

 本市の基幹産業である農業においても、新た

にタフ・ビジョンを策定し、農業の再生を図ろ

うとしている取り組みは評価しますが、肝心の

労働力となる人材が減少しつつあることに不安

を抱くものです。人口減少に歯どめがかからな

い中で、県外から本市へ移り住んだ定住者の増

加については、去る８月29日岩手日報論説の

「地域活性化に希望の明かり」との記事にある

とおり評価したいとは思いますが、今後ますま

す「で・くらす遠野」の取り組みが期待されま

すが、定住化対策としての「で・くらす遠野」

の現状をどうとらえ、今後どのように取り組ん

でいくかをお尋ねします。 

 あわせて、定住化促進にもつながるとも考え

られる、先ほど市長がおっしゃられた林業技術

者養成のための公設林業大学校の本市への開設

計画の現状についてもお答えいただきたいと思

います。 

 ２点目の質問は、「遠野物語」発刊100周年

事業についてであります。 

 この間のイベント等を含め市立博物館リニ

ューアルと相まって、本市を訪れた多くの方々

の数の増加は一目瞭然であったと思い、これは

関係者の努力により所期の目的が達成されたの

ではと喜んでいる一人ですが、この事業の運営

に当たられた市職員の動員数の多さを心配する

ものです。当然と言えば当然かもしれませんが、

代休や勤務振りかえなど職員の労務過剰に対す

る対応はどのようになっているのでしょうか。 

 間もなく遠野まつりがやってまいります。ま

つり参加団体による市内パレードの運営など、

市職員の方々による協力が再び見られるものと

思いますが、市民協働のまちづくりを標榜する

のであれば、地域づくりに参画させるため、一

市民として市職員を地域に戻し、地域全体の行

事に転換することも考えるべきと思いますがい

かがでしょうか。 

 市内各地域では文字どおり地区民が知恵を出

し合って地域行事を成功さております。各地域

の協力を求めて行事に取り組む方途を検討する

ことも必要と考えます。慣性の法則では動いて

いる物体はいつまでも動き続けようとし、静止

している物体はいつまでも静止し続けようとす

るといいます。いわゆるマンネリ化からいつ脱

するかの時期を求めなければなりません。この

ことを含め、中間総括がどのようになされるの

かをお尋ねします。 

 次に、教育長に２点についてお尋ねします。 

 最初の質問は、教育環境の整備、特にも少人

数学級の実現についてであります。 

 中教審は、去る７月26日川端文部科学大臣に

「今後の学級編制及び教職員定数の改善につい

ての提言」を提出しました。川端大臣はこれを

受けて「少人数学級実現に向けて精力的に取り

組みたい」と表明しております。 

 提言の主なポイントは、小中学校の単式学級

編制の標準を現行の40人から引き下げ。小学校

低学年については、さらなる引き下げを検討。

小中学校の複式学級の学級編制の標準も引き下

げ、学級編制に関する権限を都道府県教育委員

会から市町村教育委員会へ委譲等々です。これ

はまさしく、さきの議会で私が鱒沢小学校の教

職員定数改善で申し上げた内容とほぼ一致して

おります。 

 本市は全国に先駆け、ネットゆりかごの施策

を実現し、我が党の福島党首や原口総務大臣ま

で視察に訪れるなど、全国的にも福祉の町とし

て有名となっております。さらに、わらすっこ
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条例も先駆けて制定しました。今こそ本市独自

の学級編制基準の見直しをする機会ととらえな

ければならないときかと考えます。 

 私の資料によれば、市内中学校の今年度１学

級31名以上から34名までの学級数は９学級で、

35名以上の学級は１学級の合計10学級となって

います。しかも、この35人以上の学級は中１ギ

ャップと言われる１年生なのです。今国の動き

が40人以下学級に取り組もうとしているとき、

先ほど述べた遠野であるならば、何としても国

に先駆けても取り組んでいただきたいのです。 

 なお、本議会でも何度もこの件の先進地を紹

介してまいりました。秋田、山形、福島、青森

などの例も申し上げております。このことにつ

いての要望を述べておりますので、一日も早く

実現されることを期待しますがいかがでしょう

かお答えください。 

 次の質問は、市内中学校の再編成についてで

あります。 

 この原稿は先月急いでつくったものですから、

中身が支離滅裂で不明な点も多かろうと思いま

すし、この中学校再編については８月28日の岩

手日報、そして本議会開会の９月３日、開会前

の全協で教育委員会から提示されました。した

がって、内容の前後するところはあろうかと思

いますが、いずれ私の考え方を述べて質問とい

たしますので、その点をしんしゃくして御答弁

いただきたいと思います。 

 この件については今まで同僚議員が何度も質

問しておりますので、経過等については十分承

知しておりますので割愛しますが、この計画の

実施について当初の方針を変更して検討するこ

とはないのでしょうか。そうであるとするなら、

次の点についてお答えください。 

 最初は、あくまでも３校同時スタートなので

しょうかということです。これは先ほど言いま

したように、３校同時スタートとおっしゃって

ました。今までの答弁では、小友地区だけが合

意が得られていないので粘り強く説得に当たる

と申されていましたが、その後進展は見られて

いるのですか。 

 さらに、綾織小学校の新築により今年度内に

供用を開始する方針と伺っております。ですか

ら、綾織小学校は今年度内に小中一緒に校舎を

使うことになるわけです。それゆえ、小中の児

童生徒や、教職員、保護者などの協議の進展は

どの辺までなされているのでしょうか。 

 前にも述べましたが、中学校の校舎を小学生

が使うということになれば、階段の段差など危

険な箇所が非常に多いということも述べました。

そして２階の教室に特別教室があるわけですし、

音楽室など２階に行く場合も。綾織中学校の多

目的ホールの上は裸の木材で交差されている天

井なわけです。私が子どもであれば当然渡りた

くなるような設計でもあるわけでして、非常に

安全が心配なわけであります。したがって、そ

の辺のところを含めて、保護者など教職員との

協議はどの辺までなされているのでしょうか。 

 仮に再編計画が計画どおり進んだ場合、小友

地区の生徒が宮守中学校に統合になったとして

も、このままでは１学年２クラスは実現不可能

と思うのですがいかがでしょうか。先ほど言っ

たように、35人以下の学級でなければ２つにな

らないわけですので、40人学級がいくとするな

らば１学級で済むわけですから、したがってそ

の辺のところも含めてお考え、御答弁いただき

たいです。 

 それから、また、さきのマスコミ報道によれ

ば、本県児童生徒の家庭学習時間の少ない理由

としてクラブ活動の弊害を指摘しておりました

が、「早寝早起き朝ごはん」の標語を全校生徒

がうたい、そして中体連では１カ月に２回の土

日のクラブを休業することを申し合わせりして

おりますけども、遠野では一向にその改善が見

られません。したがって、統合によるバス通学

を余儀なくされた場合、これらのことをどのよ

うに克服するお考えなのでしょうか。お答えい

ただきたいのです。 

 再編については、まだまだクリアしなければ

ならない課題が多すぎると思います。この計画

の３校案で進めても、そう遠くない時期に生徒

数で言えば市内１校で足りるような時代もやっ
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てこないとは言えません。 

 したがって、当初の時期にこだわることなく、

じっくり考えて進めてはいかがでしょうか。教

育長の見解をお尋ねします。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（河野好宣君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  佐々木譲議員の一般質

問にお答えいたします。 

 私のほうには災害時の高齢者支援あるいは定

住促進策、さらには「遠野物語」発刊100周年

事業についてということでの御質問を承りまし

た。 

 それで「遠野物語」発刊100周年のほうにつ

きましては、御質問のほうには中間総括をとい

うことと、それからこの100周年の関係で市職

員の動員の多さを心配するということで。この

職場環境ということについてという部分と地域

職員が地域とのかかわりということについての

御質問もあったわけでありますので、この中間

総括ということでございますので、発刊100周

年事業の中間総括のほうは数字等を含めまして、

荒田文化政策部長のほうから御答弁いたします

し、それから、これは私も非常に気にもしてお

ることでありますけども、このイベントが多い

ということにおける職員の負担という問題につ

きまして、これはそれぞれ総括しております副

市長のほうから職員のこういった土日勤務の実

態等も含めまして御答弁申し上げますので、ひ

とつ御了承いただければというように思ってお

ります。 

 それで、災害時における要援護者に対する支

援ということで、質問の冒頭には、２期目の市

長として１年経過しているという中で、前期５

カ年計画の最終年度に当たるんだという中で9

5％、これは評価できるんじゃないかという大

変ありがたいお言葉をいただいたわけでありま

す。 

 ただ「百里を行くものは九十九里をもって半

ばとす」ということで、安心すんなというよう

な話もあったわけでございますので、この言葉

を本当に正面から受けとめながら、なお一層緊

張感を持って市政課題そのものに挑戦してまい

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。 

 まず初めの、この要援護者に対する支援とい

うことで、これも先ほど来石橋議員からも一般

質問の中にありましたとおり、やはり高齢社会

の中におきまして、ただいま佐々木譲議員から

も高齢化率が予測を上回るスピードで進んでい

るんじゃないかというようなこともありました。 

 要援護者が要援護者同士で言うならば助け合

うというようなことも、もう現実のものになっ

てきているんじゃないかというお話もあったわ

けでありますけども、これは高齢化率がこうい

った加速度的に進むんで仕方がないというんじ

ゃなくして、やはりきめ細かく、この安心、安

全といったものを確保していかなければならな

いかというように思っております。 

 ちなみに要援護者数というのは、把握してい

る数字は6,692人ということになっております。

これが調査対象者として位置づけております。

この災害時における見守り体制整備は24年度ま

でに全行政区に整備し、要援護者を確実に把握

しようという形で進めたいというように思って

おります。昨年度末現在で90行政区中26行政区

で見守り体制が整備され、431名の要援護者が

その中で登録をされております。 

 これを21年度から社会福祉協議会、民生児童

委員で整備をお願いしている福祉票、これをも

とに災害時等要援護者登録票の整備をしている

ところでありますので、災害等に地域でだれが

支援を行うのか、だれに連絡するのか。避難場

所で必要となる薬やかかりつけ医などの情報を

記入していただく災害時等要援護者登録票によ

り、高齢者や障害者の方々の見守り体制を着実

に整備を図っていきたいというように思ってお

りまして。 

 さまざまな手法はあろうかというように思っ

ておりますけども、いうところの地域のきずな

を大切にしながら、その中におけるネットワー

クの中で、いうところの見守り体制の構築の中
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から要援護者の災害時における体制といったも

のの安心・安全の確保といったものを図ってい

きたいなというように思っているところでござ

いますので、御了承よろしくお願いを申し上げ

たいと思っております。 

 それから定住対策、これもただいまの御質問

にありましたとおり、この５年で2,000名を超

える人口減少になったということであります。

これは私も厳しく受けとめております。やはり

雇用の確保あるいはそういった部分における若

者定住といったような、やはりそのためには雇

用の場といったものも本当に確保していかなけ

れば、この人口減少に歯どめがかからないので

はないのかなというように思っておりますし、

少子化対策ということで、子どもさんを２人で

も３人でも持ってもらいながらというような部

分もまた、これも対応していかなきゃならない

と。そのためには結婚祝い金の創設の考えはな

いかと、これはこれまでもいろいろ議論されて

きているところなわけでございまして。全国で

も自治体におきましては、さまざまこれに対し

てもいろいろなアイデアと試みによって行って

おりますけども。 

 結婚祝い金が果たしていいのか、いずれ今ま

でのような形じゃなくして何か新たな結婚を奨

励すると申しますか、結婚につながるようなそ

のような新たな施策と新たな発想、これはやっ

ぱり必要だなというように実は思っているとこ

ろでございますので、これからもいろいろ私も

あちこちインターネットなどに通じながら、全

国の動きをいろいろ調べてはおりますけども、

ぜひいいアイデア等がありましたならば、こう

いったものに対する考えなどの意見またいただ

ければというように思っております。 

 繰り返しになりますけども、今までどおり出

会いの場だけをつくって云々といっても、これ

は限界があるのかなと。何かもっとインパクト

のある施策も必要じゃないのかなというように

は思っているところであります。 

 それから、人口に歯どめがかからない中で、

この「で・くらす遠野」についての評価をいた

だきました。これはやはりさまざま取り組んで

きた中でも、この「で・くらす遠野」の対策は、

市民協働という部分における取り組みとして、

一定の成果は上がっているのではないかなとい

うようには思っております。 

 昨年度８世帯18人が移住をいたしました。市

町村を通じて県内に移住したのが昨年度が50人

ですから、その中で約３割が遠野市を占めたと

いうのは、これは大きな成果ではなかったのか

なというように思っておりまして。年度にしま

すと18年度は４世帯６人、19年度は５世帯10人、

20年度は４世帯９人、21年度は８世帯18人と。

ことしは、ことしの８月までに２世帯３人とい

うような、そのような数字になっておりますけ

ども、これもやはり大切にしなければならない

数字ではないかなというように思っております

ので、今後ともこの空き家の移住者向けに遠野

市空き家リフォーム事業助成金といったものも

あれしておりますし、それから、移住希望者の

掘り起こしを目的といたしまして、遠野型定住

住宅、これは移住家（イスカ）という森林のく

に遠野木工団地、それから「で・くらす遠野」

が共同で企画し、販売を行っているそういった

住宅もありますので、こういったようなものを

積極的にアピールすると。 

 ただ私はこの中に、市有地などもうまく土地

としてのセットができないかなというようなこ

ともちょっと議論してもらっておりますので、

そういった中における一つの定住人口の確保も

図っていきたいというように思っております。 

 「で・くらす遠野」市民制度は35都道府県で

会員数が806人となりました。昨年は304人です

から、１日１人の割合で、この「で・くらす遠

野」にも入会をいただいたということになるわ

けでございますので、都市と農村の交流人口の

拡大というものにこれからもなお一層積極的に

取り組みながら、「で・くらす遠野」の市民が、

会員が、できれば定住につながるようなそうい

うような仕組みとして取り組んでまいりたいと

思っております。 

 それから、この定住策の一つとしてというこ
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とでのお話がありました公設林業大学の設置に

ついてであります。これは国のほうで昨年12月、

森林林業再生プランを提示をいたしました。そ

の中で日本型フォレスター制度の創設と技術者

等育成体制の整備についても、その中で位置づ

けられております。 

 そういったことを含めまして、市としてこの

地方の現場の声として、林業大学校構想を国に

対して声を上げる価値があるということで、調

査活動を行っているところでございまして、こ

の調査活動に要する経費も今般の９月補正のほ

うに計上しているところであります。 

 先進的に人材育成機関の視察やら、あるいは

有識者を招いての研修などを通じ、木工団地と

いう全国にも例のない大きな、言うならばキャ

ンパスがあるわけでございますから、これをう

まく利活用しながら、これからの森林、林業の

再生に向けた一つのマンパワー、人材育成の拠

点を遠野で形づくれないのかなと。それがひい

ては人口定住策にも結びつくということにもな

るんではないのかなと思っておりまして、担当

のほうにはいろいろ調査をしながらということ

で、今調べてもらっているところでございます

ので、これの具体化につきましても一層取り組

んでまいりたいと思っております。 

 最後の「遠野物語」発刊100周年につきまし

ては、これから数字を上げて中間総括という形

で答弁として御報告申し上げますけども、議員

各位の大変なる御理解もいただきながら、着実

に100周年を次の100年に継ぐというイベントの

中で、市民の皆様の大変献身的な御理解をいた

だきながら事業が展開しておりますので、この

場を答弁をお借りいたしまして感謝を申し上げ、

これを安心することなく次の100年に継ぐ、そ

のような地域活性化につなげるような、そのよ

うなものとして、位置づけたものとして対応し

てまいりたいというように思っておりますので、

よろしくお願い申し上げたいと思っております。 

○議長（河野好宣君）  荒田文化政策部長。 

   〔文化政策部長荒田昌典君登壇〕 

○文化政策部長（荒田昌典君）  命によりまし

て100周年関連事業の概要につきまして御答弁

を申し上げます。 

 中間総括ということでございましたが、この

機会でございますので、多少事業の概要も御説

明を申し上げ答弁とさせていただきたいと思っ

ております。 

 まず最初に、市民団体による市民協働事業に

ついてでございます。平成21年度につきまして

は、遠野小学校ＰＴＡが遠野の里の物語公開講

演事業を開催をいたしましたし、一日市おかみ

さんの会が町方言葉で遠野物語を語り、にぎわ

い創出事業を行いました。それから、グループ

わらべは紙芝居で伝える遠野の昔話事業、こう

いう事業が平成21年度は11事業ございまして、

延べ参加者は３万3,000人を数えました。 

 それから、今年度も引き続きこの市民協働事

業が行われておりまして、６月12、13日に行わ

れた遠野青年会議所が遠野物語の日を盛大に事

業ということで、ジンギスカンストリートとか

夜神楽、しし踊りなどを展開をいたしまして盛

大に行われました。 

 それから、いろり火の会は昔話の語り部交流

事業、それから遠野町婦協の遠野こだわりの語

り部スポット運営事業などなど６事業約5,000

人がこれまでのところ参加をしているところで

あります。 

 それから、こだわりの語り部認定につきまし

ては現在まで398人を認定をしているところで

ありますが、その活動拠点といたしまして語り

部スポットを開設をし、昨年は４カ所、約6,00

0人の利用がありました。それから今年度は３

カ所開設をし、利用を図っているところであり

ます。 

 次に、市主催記念事業等の成果についてであ

ります。１月17日にはオープニングイベントを

行いまして、１部、２部合わせて1,500人の参

加がございました。 

 それから１月21日には「遠野物語へようこ

そ」という解説本を市内１万200戸全世帯に配

布をいたしました。 

 それから、１月30日、31日には遠野物語から
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題材をとって遠野物語ファンタジー「オシラサ

マ昇天」が2,400人の参加で行われました。４

月24日は遠野市立博物館のリニュアールオープ

ン、各方面から高い評価をいただいておりまし

て、８月末現在で３万人強の入館者を数えてお

ります。この数は対前年比の３倍ということに

なっております。 

 それから、６月12、13日には遠野物語100年

祭、出演した子どもたちの熱演が大きな感動を

呼びました。また、記念すべき遠野物語宣言も

行われました。 

 さらに関連事業といたしましては、遠野物語

を学ぶ市民講座、これは11回開催をし、1,600

人ほど受講しております。 

 それからテレビ、ラジオ番組の製作です。遠

野を主として取り上げたテレビ放送番組が３本

ございますし、ラジオ放送も毎週日曜日に昨年

の４月から現在も継続して「遠野物語昔あった

ずもな」という番組が放送されているところで

あります。 

 それから、その他のテレビ、ラジオの特集な

どは39件ございました。そのほか市外県外での

図書館などでの企画展、書店のフェアー、それ

から講演会等、これは20件行われております。 

 それから、関連書籍の発行、これは15件ござ

いました。それから雑誌など「サライ」２月号

初めさまざまな雑誌でも特集号が組まれました。

これは39件。新聞等では各種新聞で取り上げて

いただきました。特集号としては17件、その他

の記事といたしましては541件取り上げていた

だいたところであります。 

 それから、遠野物語100周年のロゴをつくっ

たわけでありますが、それにつきましても、も

ちろん市役所ではあらゆる印刷物、封筒ですと

か会議資料、ポスター、チラシ、看板などで活

用してございますが。市内、市外の商店や企業、

さまざまなところからそれの利用申請がござい

まして、今まで140件申請を受けておりました。

それらのものはそれぞれの企業のＰＲチラシで

すとか、ホームページ、名刺、工事用看板、開

発商品、旅行企画、さまざまなものにこの100

周年のロゴが活用されているという状況でござ

います。 

 それから主なツアーといたしましては、ＪＲ

の大人の休日倶楽部のツアー、それから日本の

ふるさと遠野まつりのツアー、妖怪セミナーｉ

ｎ遠野のツアー、駅からハイキングのツアーな

どなどＪＲを初め各旅行会社がさまざまなツ

アーを企画、実施しているところであります。 

 観光客等の具体的な数値につきましては、こ

こ数カ月の対前年比を見ても観光客数では５月

が対前年4,500人の増、６月が１万9,000人の増、

７月が7,000人の増となっておりますし、宿泊

客につきましてもそれぞれ1,000人以上の増加

が見られているという状況でございます。 

 このような具体的な数値、これももちろん大

事でありますが、一番肝心なのはやはり市民の

皆様がどれだけ遠野物語に深くかかわりを持っ

ていただいたかということ。それから、そのこ

とを通じて郷土に対して自信と誇りを持ったか

ということが肝要ではないかというふうに考え

ておるところであります。 

 同時に、こういう100周年事業が遠野市の観

光、それから他の産業、そして市内経済にそれ

ぞれどのような効果をもたらしたかということ

も、これを検証することもまた大事なことだと

いうふうに認識をしてございます。 

 したがいまして、最終的な総括の時点では、

その辺のところの数値もきちっととらえながら、

経済波及効果として改めて御報告の機会をもた

せていただければというふうに考えているとこ

ろでございます。 

 以上で終わります。 

○議長（河野好宣君）  及川副市長。 

   〔副市長及川増德君登壇〕 

○副市長（及川増德君）  命によりまして佐々

木譲議員の市職員のイベント従事についてのそ

の対応についての御質問に答弁をさせていただ

きます。 

 市のさまざまなイベント行事等あるわけです

が、基本的にはいろいろな機会にも話をしてお

りますが、総合力を生かして事業推進あるいは
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事業に当たっていくということを、その基本に

据えているところであります。こういう観点か

らも担当の部署だけではなく、関係する部署も

担当部署と同じような認識を持ちながら事業に

当たってもらうことにしております。 

 そのことはこういうイベント等に従事するこ

とによって、さまざまな学ぶべきところが多く

あるという観点からでもあります。関係機関と

の連携の仕方あるいはこういう大きな事業に取

り組むに当たっての行動力、あるいは交渉力、

あるいは事業の分析、コミュニケーション能力

等々。さまざまなこういうイベントあるいは事

業に従事する中で学ぶところが多い、いわば職

員資質の向上にもつながるという観点から、総

合力を生かして事業推進を図っていくというそ

ういう考え方であります。 

 したがいまして、これまで多くのイベント、

今年度においても、ことしにおいてもイベント

が開催されておるわけでございますが、佐々木

譲議員が質問の中でも触れておりますように、

これらの事業等には休日あるいは祝日、そうい

った部分では代休や振りかえによって対応して

ると、基本にしてるということであります。 

 もちろん時間外勤務手当で対応する事業も当

然ございます。昨年は時間外勤務手当の支給状

況を見ますと、給料総額に占める時間外勤務手

当の割合ですが4.4％でありました。今年度の

７月末現在ではこの給料総額に占める時間外手

当の割合は4.8％ということで、0.4％昨年１年

間の平均を上回っているという状況であります

が、この辺については確かに遠野物語100周年

というイベント行事が多く開かれているという

ところも要因にあろうかと思いますが、いずれ

職員の健康、この件も十分配慮しながら代休、

振りかえ、そして時間外勤務手当の支給という

ところで対応をしていきたいというように思っ

ております。 

 また、職員の地域参加についてであります。

一市民として地域の行事に参加をするというこ

とは、これは当然のことであります。地域に郷

土芸能等がある職員は地域参加を優先し、地域

の盛り上げに頑張ってもらっているというとこ

ろであります。 

 また、地域に郷土芸能等がない職員を中心に

しながら、遠野まつりでいきますとこの市役所

同好会でみこしを担いでいるわけでありますが、

全国からこの遠野まつりに参加したいという観

光客もいらっしゃいます。一緒にみこしを担ご

うということで呼びかけをしながら遠野まつり

に参加をしているわけでありますが、かつては

市の職員だけでも十分間に合うぐらいの担ぎ手

がおりましたが、近年は市役所の職員だけでは

間に合わないと。そのことは地域への参加も多

くの職員が参加をしているという実態からも見

られます。 

 昨年の遠野まつりを例にいたしますと、地域

の郷土芸能等に参加した職員は約４割おったと

いうことであります。また市役所のみこしを担

ぐ同好会への参加は職員の約２割でございます。

そして遠野まつりの運営に従事した職員が２割

という状況で、約８割の職員が何らかの形で遠

野まつりに限っていえばかかわっているという

状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（河野好宣君）  藤澤教育長。 

   〔教育長藤澤俊明君登壇〕 

○教育長（藤澤俊明君）  佐々木譲議員の一般

質問にお答えをいたします。 

 最初に教育環境の整備、少人数学級の整備に

ついてお答えをいたします。 

 まず、本市独自の学級編制基準ということに

ついてでございますが、現在公立義務教育小学

校の学級編制並びに教職員定数の標準に関する

法律、いわゆる義務標準法第４条の規定により

「学級編制はその学校を設置する地方公共団体

の教育委員会が行うもの」とされておりますが、

あくまで同条及び第５条の規定により「都道府

県の教育委員会が定める基準に従ってかつ都道

府県教育委員会の同意を得なければならない」

とされております。 

 したがって、現行法では市町村の教育委員会

が学級編制に関する独自の基準を設けたり、都
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道府県教育委員会の同意なしに学級編制を行っ

たりすることはできないとされておりますので、

この御理解のほどよろしくお願い申し上げたい

と思います。 

 また、中学校における１学級の生徒数の基準

につきましても、同法の第３条第２項の規定に

より40人を標準とし、都道府県教育委員会が定

めるとされております。現在岩手県教育委員会

においては小学校１年生及び２年生並びに中学

校１年生につきましては、この40人の規定を35

人といたしまして、本市の小中学校においても

この基準に基づいて学級編制を行っているとこ

ろであります。 

 本市における１学級当たりの生徒数の中で31

人以上の学級は、遠野中学校の２年生、３年生

の計８学級並びに宮守中学校１年生及び２年生

の２学級であります。 

 中学校１年生における１学級当たりの生徒数

は、遠野中学校が26人、宮守中学校が35人とな

っております。 

 現在１学級当たりの生徒数が30人以上の学級

を抱える学校には教員の加配が行われておりま

す。遠野中学校には２名、宮守中学校には１名

が加配されております。 

 主として数学や英語における１学級を２人の

教員で見るティームティーチングや学級を幾つ

かのグループに分けての習熟度別授業を行うな

ど、少人数指導の実践にも取り組んでいるとこ

ろでございます。 

 なお、議員がおっしゃってる中教審の提言を

踏まえ、公立義務教育小学校教職員改善計画

（案）が先月の27日文部科学省から公表されて

おり、これに係る義務標準法の改正案の国会の

提出も検討されているようでありますが、今後

国の動向を考慮しながら、本市における教育環

境のさらなる充実に取り組んでまいる所存でご

ざいます。 

 次に、２点目の質問である中学校の再編成計

画についてお答えをいたします。 

 中学校再編成計画につきましては、御承知の

とおり８月31日に開催された教育委員会定例会

において、平成25年４月１日を目標に市立中学

校８校を３校に再編成する計画の策定について

提案をし、全会一致で可決され、９月３日に開

催された議員全員協議会において議員各位に報

告したところでございます。 

 この計画を策定するに当たって、市議会に設

置された中学校再編成調査特別委員会から平成

21年６月11日、再編成計画に対する最終報告に

おいて示された１点目、市内８校の中学校を３

校にする再編成する中学校再編成計画案は既存

校舎及び用地の有効活用を図る上でやむを得な

いように思われること。 

 ２点目、地域間の温度差の解消も含め、住民

合意を得るための努力が必要と思われる。 

 ３点目、再編成の３校とも平成23年４月１日

の同時スタートは時期尚早と考えられること。 

 ４点目、市民合意に時間をかけて慎重に検討

すべきと考えられることの４点を尊重し、計画

案では平成23年４月１日としていた再編成の時

期の見直しを前提に現計画案における市民理解、

市民合意の形成に努めてまいりました。 

 ことし１月から２月にかけて開催した市民懇

談会では、出席者の皆さんから再編成を行う前

提に立って学校の指導体制、通学対策、郷土芸

能伝承や地域活動の継承にかかわる地域との連

携、学校間の交流、新しい学校づくりに向けた

前向きな意見、提言を数多くいただきました。

それらはまさしく再編成の決定後に学区単位で

組織する学校づくり協議会において、具体的に

話し合っていくべき内容のものでありました。 

 また、もっとも強く感じたことは、当初平成

21年３月を目標としてきた計画決定の時期が延

びていることにより、今後計画がどのように進

むのか、多くの市民の皆様や保護者の方々に対

して不安を生じさせてしまっているという状況

も、一刻も早く払拭しなければならないという

ことでありました。 

 ことし３月２日には、これまで計画案の見直

しを求める要望を行ってきた附馬牛地区の保育

園父母会、小学校ＰＴＡ、中学校ＰＴＡから、

再編成計画を進めていく前提に立った要望書の
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提出があり、前向きな話し合いが進んでいるこ

となど市民合意の形成も図られてきたと考えて

おります。 

 こうした経過を踏まえ、小友小についてはま

だ再編成に対する御意見をいただけないでいる

状況にはありますが、４年６カ月の間にわたる

市民の皆様との懇談を積み重ねるにより、市全

体においては再編成に対する一定の理解が進ん

でいる状況を重要ととらえ、当初の計画案から

再編成時期について見直しを図った中学校再編

成計画を決定したところであります。 

 さて、策定した計画について、議員が課題と

して上げられている点についてお答えします。 

 最初に、合意が得られていない小友地区との

協議のその後の進展と、あくまでも３校同時で

あるかについてでありますが、再編成の時期に

つきましては平成25年４月１日を目標とすると

しております。 

 遠野市全体を考えて、中学校８校すべてを対

象にした再編成計画であることから、遠野市の

新たな中学校体制を同時期に一斉にスタートし

たいという考えには何ら変わりはありません。 

 しかしながら、小友小につきましては昨年８

月に開催した各町関係団体代表者懇談会におい

て、「ゼロから考える時間が欲しい、単独なの

か再編成なのか、計画案でよいのか、これから

出発点として住民の意見交換を始めたい」との

要望があり、教育委員会ではその要望を了承し

たところでありますが、いまだ具体的な提案が

ない状況にあります。 

 しかし、今後とも話し合いの窓口となる小友

町の中学校再編計画を考える会との誠意を持っ

ての話し合いを継続していくつもりですが、そ

の話し合いの状況によっては目標とする平成25

年４月１日の同時スタートができず、時期にお

くれが出るおそれもないわけではないと考えま

す。 

 小友中学校は市内８校のうち生徒数の減少が

もっとも高く、住民基本台帳による実数として

把握している平成33年度には全校生徒が18人に

なることが見込まれている状況にあります。子

どもたちがどのような教育環境の中で中学校生

活を送ればいいのか、地域、保護者の皆様と真

正面から話し合っていかなければならないと強

く思っております。 

 次に、小友中学校と宮守中学校の再編成では、

１学年２クラスの実現が不可能ではないかとの

質問でありますが、御承知のとおり文部科学省

では来年度から、１学級当たりの上限を小中と

も現行の40人から35人に引き下げる学級の上限

人数を定める義務標準法の改正案を来年１月の

通常国会に提出することを検討しており、改正

案が成立した場合には年度によっては時折生じ

る38人、40人による１学級１クラスが解消され、

少なくとも住民基本台帳による実数として把握

している平成33年度までは１学年２クラスの実

現は可能であります。この場合、１学級20人程

度の生徒数となり、きめ細かな学習指導を行い

ながら、クラスの間でも切磋琢磨できるものと

考えております。 

 次に、綾織中学校に建設中である綾織小学校

の完成による中学校の特別教室や体育館の小中

共同利用についての質問でありますが、この校

舎改築に当たっては、ＰＴＡを中心に夢拓く綾

織小学校を創る会細部検討委員会を組織し、18

回にも及ぶ設計に関しての会議を積み重ね、中

学校施設の共同利用による学校運営上の負担を

軽減するため、直接体育館に行くことができる

渡り廊下、多目的に使用できるホール、図書館

の設置など効率的な小学校の構造に工夫をこら

してきました。 

 工事実施後については、小中学校を交えて隔

週の定例の工程会議を開催し、小中学校の意見

を取り入れながら工事を進めるとともに、地域

保護者に対しても共用に係る課題を整理しなが

ら説明会を４回開催しており、11月完成前の10

月には内覧会を兼ねた説明会を開催する予定で

あります。そして計画どおり３学期から供用開

始で授業が進んでおります。 

 ３学期につきましては、体育館を除いておお

むね小学校新校舎で授業を受けることが可能で

ありますが、23年度以降については、特別教室
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での小中共用箇所が随所に生じることから、小

学校、中学校、それぞれの学校運営に支障を及

ばさないよう今後共用に係る必要な改修も含め、

さらに詳細な対応について学校とも詰めていく

ことにしており、このことに係る保護者の方々

への説明会も予定しております。 

 次に、再編成によるバス通学を余儀なくされ

た場合の家庭学習時間の影響についての質問で

すが、通学時間の差については、中学校再編成

にもかかわらず現在のどの学区においても日常

的に生じていることであり、その置かれている

また置かれている環境の中で、子どもたちの負

担や不利が大きいような場合については、その

軽減を図るため最善の配慮に努めることが重要

と考えます。 

 再編成に当たって、もっとも配慮すべき事項

として生徒の負担軽減のためスクールバス、ス

クールワゴン等のきめ細かな運行体制により通

学時間の短縮を図る最善の配慮に努める計画を

しており、特にも遠距離の生徒については直通

で学校と出発点を結ぶことを考えております。 

 また、家庭学習時間の少ない理由の一つとし

て上げられている部活動については、部活動の

延長線で夜おそくまで行われているスポ少活動

について、教育上の観点からまた通学対策の面

からもそのあり方を十分に検討する必要がある

と考えております。 

 最後の質問にそう遠くない時期に市内１校で

足る生徒数になるから、じっくり考えて進めて

はいかがでしょうかということがございました

が、市内１校で足る人数になるとは、いつの時

期を指しているのでしょうか。 

 再編成時期に示されている３校については、

複数校による学校間の交流や切磋琢磨、地域性、

通学距離などが考慮され、今後20年ほどの見通

しの中で指導体制、部活動、集団活動などの課

題に一定の改善が図られるもっとも望ましい学

区設定と判断したものであり、議員各位による

調査特別委員会からも、８校を３校に再編成す

る中学校再編成計画案はやむを得ないとの最終

報告を受けています。 

 また、例えば遠野市の今年度の生徒数は795

人であり、これを１校として考えると生徒数の

中では県内で一番の生徒数になります。加えて、

平成33年度における見込みは633人でございま

すが、この数にしても県内では大きな生徒数と

なります。１校になりますと逆に大規模校が抱

える生徒指導上や学校運営上のさまざまな課題

が生じることが予想されます。 

 住民基本台帳による実数として平成33年度の

生徒数を把握し、さらに10年後の平成44年度の

生徒数を推計し、計画における３校で再編成す

る効果が期待できるとするなら、私はそれで十

分であると考えます。 

 今、中学校再編成は計画を決定したスタート

ラインにあり、これからが本番になります。今

後再編成後の学区ごとの市民の皆様で組織する

学校づくり協議会とともに考え、熟成させなが

ら完成に近づいていくことになります。 

 子どもたちは複雑でかつ変化の激しいこれか

らの社会をさまざまな難問、課題を克服しなが

らたくましく、そして力強く生き抜いていかな

ければなりません。小中学校、そして保育園ま

で数えれば10数年間少人数で固定されたクラス

メートと過ごす環境よりも、子どもたち一人ひ

とりが持つ個性や能力や夢を生かすことのでき

る発達段階に応じた中学校教育の環境として、

９教科の指導体制を確保し、部活動や集団活動

を充実させ、生徒が多くの友人や教職員と出会

い、触れ合いながら相互に刺激し合い、切磋琢

磨する体験を通してじっくりと自己を見つめ、

よりよい自己発見、自己確立を促すことのでき

る学校規模を確保することこそ教育委員会の責

務であります。 

 中学校再編成はすべての生徒が再編成後の中

学校の教育課程を通して、その成果を実感し、

充実感や達成感を味わいながら、個性をみがき、

確かな学力をつけ、豊かな心と体をはぐくんで

いくことができる活力ある学校づくりを目指す

ものであります。 

 今後も誠心誠意全力を傾け、中学校再編成に

取り組んでまいりますので、よろしくお願い申
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し上げます。 

○議長（河野好宣君）  10分間休憩いたします。 

   午後３時29分 休憩   

────────────────── 

   午後３時39分 開議   

○議長（河野好宣君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 本日の会議時間は議事の都合によりあらかじ

めこれを延長いたします。 

 次に進みます。15番新田勝見君。 

   〔15番新田勝見君登壇〕 

○15番（新田勝見君）  通告に従い一般質問を

行います。 

 宮沢賢治の「雨ニモマケズ」の詩の中に「サ

ムサノナツハオロオロアルキ」とありますが、

昔から冷害に悩まされてきたこの東北地方、こ

としはどうでしょう。私が今まで生きてきた中

で一番長く、そして一番暑い夏だったような気

がしております。そして残暑もいまだ続いてお

ります。 

 そういう中で、お米の作柄については平年並

みからやや良と見られております。私も水稲栽

培をしておりますが、豊作の反面、全国的に消

費の減退や作付の拡大などにより米余りの状況

にあるということであります。 

 ＪＡ中央会では、過剰米について政府におい

て緊急に買い入れ実施を求めていくということ

が農業新聞に載っておりました。もちろん平成

22年産米の価格の下落を食いとめようというこ

とであります。 

 米のみならず食料は、人間が生きていくため

には欠かすことのできないものであります。食

料の安心・安全、そのために長期展望に立った

農業政策が不可欠であります。それは国政にお

いて、だれが政治を行おうと基本的なことに関

しては十分に考えていただきたいと、常に私は

そう思っているところであります。 

 さて、通告している質問に入ります。 

 まず、永遠の日本のふるさと遠野を標榜し、

策定されました遠野市総合計画についてであり

ます。 

 その前期５カ年計画が平成22年をもって終了

し、平成23年４月からは後期５カ年計画に入ろ

うとしています。そこで前期５カ年をどのよう

に総括的評価をしているのかお伺いたします。 

 資料によりますと、５つの大綱を設定。そし

て大綱ごとに指標があり、今回前期４年目に当

たる平成21年度の資料を見てお話をいたします

が、その実績を見ますと84指標が達成され、21

指標がおおむね達成、32指標が未達成となって

おります。トータルで見れば21年度の部分につ

きましては77％がおおむね達成であります。市

当局、職員の方々、そして市民の努力のたまも

のと思います。そして、その評価が、数値によ

って判定できることなど総合計画がわかりやす

いシステムになっているというふうに私は思っ

ております。 

 そこで気になるのが、大綱３に載っておりま

す「活力を創意でつくるまちづくり」その未達

成が約50％となっております。その要因は何な

のかについてお伺いいたします。これは産業の

部分が多く、この部分は遠野市のもっとも重要

なことと思っております。目標値が高く見積も

りしたのかどうか。あるいは課題が多く成果が

上がらなかったのかどうか、その点についてお

伺いいたします。 

 次に、後期計画の目指すビジョンは何かお伺

いいたします。前期５カ年計画においては、１

として遠野広域経済圏の形成、２として市民と

行政の協働のまちづくり、この２つがビジョン

として上げられておりました。さまざまな社会

状況の変化や環境の変化など、後期のビジョン

も大きく変わってくるのではないかと私は思っ

ています。さらに、後期の目標値においては、

どういう形で決定されるのか。目標値の考え方

についてお伺いいたします。 

 市長がいつも申し述べております身の丈に合

った数値にするのか、あるいはもっと目標値を

上げ活力が生まれてくるような目標値にして、

市民とともに元気の出る市政にするのか。達成

率で評価するのであれば、その目標値によって

大きく変わるとも考えられます。 
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 いずれにしても現状を十分に踏まえながらも、

これからの後期５カ年計画を、市民とともに活

力のあるまちづくりができるような計画づくり

が求められていると私は思っております。 

 次の質問に移ります。 

 畜産振興についてであります。畜産といって

も、牛、馬、豚、ニワトリなど多くを指します

が、私は主に和牛の繁殖と肥育についてであり

ます。 

 肥育牛のことにつきましては、当局のほうか

らタフ・ビジョンの計画において食肉関連の業

者などの誘致によって、遠野牛として販売して

いくという方針をいただいておるところであり

ますので、これは大いに期待するところであり

ます。 

 繁殖牛の飼養については厳しい状況にありま

す。今頑張っている繁殖農家は過去のヨーネ病

やＢＳＥ狂牛病、そして最近では宮崎県で発生

した口蹄疫など、家畜伝染病やそういった多く

の影響を受けながら、ひるまず継続をしている

方々が今残っているというふうに思っておりま

す。畜産を市の農業の中心とするならば、課題

解決に取り組みながらも振興すべきと考えます。 

 私は、今まで広大な公共牧野の利活用を訴え

てまいりましたが、年々利用者の減少が続き、

資料によりますと昨年は放牧頭数311頭の減少

となっております。放牧によるメリット、デメ

リットはそれぞれ存在するわけですが、私が思

うには、畜産を経営として成り立たせるために

は多頭化も必要であります。そしてまたコスト

低減も考えなければなりません。そのためには

公共牧場の利用を欠かすことはできないという

ふうに思っております。公共牧場の利活用が進

まない原因はどこにあるのでしょうか。お伺い

いたします。 

 今の和牛繁殖の農家の状況は、この10年間で

約300戸ほど減っております。１年約30戸とな

ります。そして現在670戸おります。そして頭

数については200頭ほどの減少で3,200頭となっ

ています。不安定な子牛の値段、高騰するえさ

代など農家は苦しい経営を強いられています。 

 しかし、遠野における畜産業は、全体で平成

20年度には農業生産額の約45％を占めておりま

す。現在では生産額は米より多くなっています。

公共牧場の利用と畜産相まって考えますと、自

立のできる畜産と自立のできる放牧部門事業、

その道筋をつけるべきと考えます。そのために

は公共牧野の草地基盤の整備はもちろんのこと、

単純な夏期放牧のみならず通年の預託が可能と

なり、あるいは子牛の品質向上安定が図られる

ような生産方式の導入も産地化を確立するため

には必要と考えられます。タフ・ビジョンには

載っておりますけれども、キャトルセンターの

整備等についてもどのようになっているのか市

長にお伺いをいたします。 

 次の質問に移ります。 

 平成23年度国の予算について、各省庁一律1

0％削減を打ち出しているが、本市への影響に

ついて市長の考えをお伺いします。 

 政権交代後初の予算編成、つまり平成23年度

の国の予算について菅総理は、歳出の一律10％

カットを各省庁に課したとの報道がありました。

我が市は、言うまでもなく自主財源の乏しい市

であり、私自身一瞬大変なことになったなとい

うふうに思った次第であります。 

 しかし、８月31日で締め切られた概算要求額

が96兆円台と過去最高を更新したという報道も

ありました。予算配分についてはこれから時間

をかけて詰めることになると思いますが、元気

な日本復活特別枠あるいは一括交付金の導入な

どの話もあり、来年度の予算の確保については

市としても十分に考えていただきたいと思いま

す。 

 この不況下の中、市予算の減少は直接市の運

営と雇用など市民生活にも大いに影響するもの

と思います。 

 財源不足の中、予算をふやせば国債がふえる

ことになり、痛しかゆしというべきかと思いま

す。いずれにしても国民重視、地方再生を願う

ものであり、市長の見解をお伺いして、一般質

問といたします。 

○議長（河野好宣君）  本田市長。 
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   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  新田勝見議員の一般質

問にお答えいたします。 

 それぞれ総合計画の前期５カ年計画の総括の

部分、あるいはこの畜産振興、それから予算編

成と、それぞれ多岐にわたっての御質問を受け

たところであります。 

 ことしの夏は大変な猛暑だということで、き

ょうの一般質問でも各議員からは、そういった

中において実りの秋という部分を迎えるという

のは認識を示していただいているわけでありま

すけども、「雨ニモマケズ」と、「サムサノナ

ツハオロオロアルキ」という中で、ことしは大

変な暑さだったと。何せ113年ぶりということ

なわけでありますので、ほとんどこの暑さを経

験したことがないというのが、この暑さそのも

のの厳しさを物語っているんではないのかなと

思っております。 

 こういった気象変動という中にあって、この

農業振興なり日本の農政そのものがいかに安定

した天気図になるのかという部分も、また非常

に関心を寄せざるを得ないということにもなる

わけでありますけども。そのような中におきま

して、総合計画前期５カ年計画のこの総括的評

価と後期基本計画のビジョンについてというこ

とでの御質問を承ったところであります。 

 質問の中にもございましたとおり、大体おお

むね前期５カ年計画の中におきまして、毎年度

指標を定めながら、それを検証しながら進めて

おると。これも平成22年度が最終年度というこ

とになるわけでございますので、そういった点

では先ほど佐々木譲議員からも、おおむねそう

いった部分においての指標を達成している分に

おいては、評価できるんじゃないのかなという

ような認識での御質問を承ったところでありま

す。 

 この前期基本計画の総括的な評価ということ

につきましては、この新市まちづくり、これは

合併しての協議会で策定したものでありまして。

平成17年10月１日、１市１村の合併によりまし

て新遠野市が誕生にあわせ、新市まちづくり計

画を基本としながら、それを引き継ぐ計画とし

て平成18年度を初年度とし、遠野市総合計画の

策定に着手いたしまして、平成18年６月に遠野

市総合計画基本構想、同年９月に前期５カ年計

画の基本計画を策定したと。 

 この総合計画基本構想そのものは18年度から

27年度までの10カ年と、そして前期基本計画は

18年度から22年度までの５年間ということに位

置づけたわけであります。 

 その間におけるものとして、21年度ただいま

新田議員が言われましたとおり、わかりやすく

構成したんではないかなというような評価をい

ただいたわけでありますけども、この前期５カ

年計画における目標達成状況をわかりやすく、

市民の皆様に毎年それも公表しながら対応する、

進行管理をするということで、148項目に及ぶ

まちづくり指標を数値で示して、それを各年度

設定をするという対応で進行管理をしているわ

けであります。 

 基本計画に搭載の140事業中130事業は着手し

ておりまして着手率が95％と、それからまちづ

くり指標においては、この137指標中105指標が

目標を達成したということで、この達成率は7

7％ということになっておりますし、この集中

改革プランにおきましても81項目中72項目が改

善目標を達成したということで、達成率でしま

すと89％、それから全事務事業の評価の取り組

みにおいては443事業中390事業が目標をおおむ

ね達成し、これは88％の達成率となっておりま

す。 

 合併して５年という中におきまして、合併協

定項目事務事業の調整においては、主要全119

項目中118項目の調整が完了し、この調整済み

率は99％となっております。 

 ところで残り１項目は何だということになる

わけでございますけども、学校給食調理場の建

設計画に関することが一つの調整がまだついて

ないということになってまして、これも御案内

のとおり６月補正におきましては基本構想なり

実施設計、そしてまた市民懇談会等も立ち上げ

ながら、さまざま今議論しているところでござ
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いますので、これも今年度完了の見込みという

ことになるんではないかなと。したがって、こ

の数字そのもの、もちろん中身にはさまざまな

検証しなきゃならない課題はいっぱいあるわけ

であります。 

 ただ、おおむね達成とか、いうところの完了、

調整済み率を見れば、前期５カ年計画はただい

ま新田議員の質問の中にもありましたとおり、

議員各位の大変な御理解もいただきましたし、

また市民の皆様の御理解もいただいた中で、一

応の手ごたえと申しますか、形としてもあらわ

すことはできたのではないなというようにも思

っているところであります。 

 特にも財政状況、これも非常に気になるとこ

ろであります。この中で普通会計における経常

収支比率は21年度末の財政状況で見ますと経常

収支比率が83.4、公債費比率が11.7、市民１人

当たりの借入金残高が60万3,000円と、これは

いずれも健全財政５カ年計画の目標値を達成し

ております。したがって、この計画の実施と財

政運営が一応バランスのとれた形で維持できた

んではないのかなというようにも思っていると

ころであります。 

 御質問にありましたとおり、そうはいいなが

らも、大綱３、活力を創意で築くまちづくりで

は、これは未達成の割合が非常に高いと、これ

をどのように総括するんだと。特にも、活力を

創意で築くまちづくりは農林畜産業、商工業の

振興、観光と交流のまちづくりでありますから、

遠野にとっては一番大事な一つの分野ではない

だろうかという認識での御質問というように思

って受けとめたところであります。私も全くそ

れについては同じでありまして産業振興、もち

ろん１次産業を中心とする産業の振興が非常に

大事であります。これをなくしては雇用の確保

も人口減少にも歯どめをかけることができない

という意味におきまして、あるいは市民所得の

向上にもつながるという部分でありますから、

本当に大事な大事なこれは分野であるわけであ

ります。 

 それがなぜこの21年度なかなか、なかなかと

いうのは未達成の事業が多かったんだというよ

うな部分があるわけです。これは、若干この部

分におきましてはさまざまな要因はあろうかと

いうようには思っておりますけども、社会情勢

の変化や長引く経済不況、これはやっぱり世界

同時不況がありました。吹き荒れました。それ

から新型インフルエンザなどによりまして、交

流人口とか人の移動が大幅に制限もされました。

この辺のところは全く想定してなかったという

部分で、この目標値の設定段階において、こう

いった要因といったものが想定外であったとい

うことも一つの背景にはあるのかなというよう

に思っておりますし、また率直にこれは認めな

きゃならないかというように思っておりますけ

ども、特に農林畜産関係における出荷額や生産

量において厳しい結果になっておりますから、

これは私は率直に認めますけども、その部分に

おける高い目標値設定も未達成の要因にはなっ

たのかなというようなこともこれは謙虚に反省

もしなきゃならないし、また次の後期計画の場

合における数値目標には、そういったことをき

ちっと踏まえた対応をしていかなきゃならない

かなと。 

 ただ、これはきょう午前中の織笠議員の質問

にもありましたとおり、やはりそれぞれの高い

目標を持ちながら、志を高くしてそれに向かっ

ていくというのもまた必要であるわけでござい

ますけども、ただそれに伴って全然達成しなか

ったというんであれば、これまたあれでござい

ますから、そこのバランスをどうとるのかとい

うようなところの中で、厳しくその辺を検証し

ながら、後期基本計画に一つ反映させていきた

いものだなというように思っているところでご

ざいますので、御了承いただければというよう

に思っております。 

 であれば、この後期計画はどのようなビジョ

ンのもとに策定をするのかというようなお話が

ありました。今、後期基本計画の策定作業を急

いでおります。そしてまたそれぞれの数値目標

の積算作業も急いでおります。今般の議会のほ

うに提案しております過疎地域自立特別措置法
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に基づく過疎自立促進計画のこれは、これら後

期５カ年計画の先行計画として位置づけており

ます。それぞれの事業をプロジェクトと位置づ

けながら、これを今後の作業の中でおおむね11

月になろうかというように思っておりますけど

も、それぞれの位置づけた事業を具体性を持ち

ながら、そしてまた財源を担保しながら、健全

財政５カ年計画とリンクしながらという部分で

の作業を急いでおりますけども、やはり後期基

本計画においては、この避けて通れない人口減

少、もう一方においては少子高齢化と、それか

ら、これはいわゆる過疎問題に果敢に挑戦する

ということに一つなるんじゃないのかなと。仕

方がないんじゃないと、過疎地域というか人口

減少社会になっても少子高齢化社会になっても

底力というのがあるんだと、それをどのように

発揮していくかという部分を、一つの挑戦とい

うスタンスの中から、後期基本計画にそのよう

なものを具体的に位置づけたいというように思

っておりますし、やはりこの遠野物語発刊100

周年の中で改めて検証もされ、その力といった

ものが市民共通の財産ということにもなってる

わけでありますけども、この遠野ならではの持

つ地域文化あるいは資源、これの再発見の中か

ら地域経済の再生につながるような元気と活力

を生み出せるような新たな地域活性化の仕組み

もその中でつくっていかなきゃならないと。そ

れはやはり、さまざま都市と地方の連携と交流

のネットワークもあります。地方自治体同士の

ネットワークもあります。しかし私は一方にお

いては、地域内におけるネットワークもまた大

切にしていかなければならない一つの活力と元

気の一つのもとになるのではないか、仕組みに

なるのではないかなというように思っておりま

すので、そういったものも位置づけたいという

ように思っております。 

 それからもう一つは、やはり中学校の再編問

題にも象徴されますとおり、幼稚園から保育園

そして小学校そして中学校、高校と、遠野の教

育、遠野の子どもたちの教育環境をどのように

整備していくのかという部分における取り組み

もきちんとした、単なる数合わせの環境の整備

ではなくして、その中から本当にたくましいそ

してしたたかな遠野の子どもたちが教育できる

ような、そういったようなソフト・ハードのま

ちづくりもまた進めてまいらなければならない

かというように思っております。 

 もう一方においては観光と交流、そして高齢

化社会におけるものもこれは避けて通れないと

いうことであれば、やっぱり健康づくりといっ

たようなものにも果敢に挑戦をするといったこ

とが後期基本計画の中における一つの柱として

位置づけられるのかなというように思ってると

ころでございますので、御了承いただければと

いうように思っております。 

 それから続きまして、畜産振興についてであ

ります。これもいろいろ御質問がありました。

病気等にも悩まされながらも頑張っている農家

がいると。特に当市にありましては畜産振興が

大きな柱であると、これは間違いないところで

ありまして、タフ・ビジョンを策定するに当た

りましても、さまざまな議論の中から畜産振興

を明確に位置づけ、これを遠野の産業振興の一

つの柱にしようという中における位置づけもし

たわけであります。 

 この現状をどうとらえているかという話であ

りました。12年から21年度の10年間で黒毛和種

の動向を見ますと、年度ごとと申しますか年ご

との浮き沈みはありますが、飼養農家戸数は97

0戸から681戸と、高齢化あるいは後継者不足、

さまざまな要因でもって減ってきております。

もう一方、繁殖や肥育の飼養頭数は5,579頭と

いう数字から5,292頭と減ってはおります。 

 しかしこれは一方においては規模拡大する農

家の方あるいは酪農等から転換農家もあるとい

うことで、農家戸数の減少幅これは約30％、そ

れに対しまして飼養頭数の減少幅は約５％とな

っておりますので、この辺にこの畜産振興の一

つのヒントもあるんではないのかなというよう

に思っています。 

 タフ・ビジョンの中では農業総生産額の45％

を占める畜産業は、先ほど申し上げましたとお
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り、遠野の産業振興においては重要な柱だとい

う位置づけをしております。その中で、公共牧

場等の整備とその部分が大事だというような認

識の中から、畜産振興公社を中核としながら、

生産農家を育成しながら、将来に希望が持てる

振興策を組み立てていかなきゃならないかとい

うように思っております。 

 それで公共牧野の利活用が進まないのはなぜ

かというような、そのような質問もありました。

これは北上山系開発時に造成した牧野の草地更

新のおくれ、牧草の生産量や質の低下、危険箇

所の点在、広大な面積の管理体制などなど、農

家が安心して預けることができない要因もその

中にはあるんじゃないのかなと。これをただた

だストレートにこれを認めるというのも本当に

残念なことでありますけども、現実にはそのよ

うなものが一つの要因としてあるんではないか

なというように思っております。 

 農家の皆さんによっては転作等によって草地

を活用し、放牧しないで自分で牛を飼養すると

いうようなケースもふえてきてるわけでありま

すから、やはりその辺のこともあります。 

 こういった放牧の特性について理解を得るＰ

Ｒも一方においては不足してるのかなというこ

とも思っておりますので、これは畜産振興公社

の放牧事業のあり方ともそれぞれかかわってま

いりますので、19年度から20年度の２カ年にわ

たって草地基盤再編整備基本調査といったもの

を国の指定を受けて実施をいたしました。畜産

農家の皆様の意向調査を行うとともに、いうと

ころの畜産的土地利用の検討を行ったというと

ころであります。 

 この結果を踏まえまして畜産基盤再編整備構

想を取りまとめまして、先般、草地林地一体的

利用総合整備事業として国への補助事業の採択

に向けて、県の指導を受けながら手続をとった

ところであります。県の全面的なバックアップ

を受けながら東北農政局とも協議をしながら、

本採択に向け今事務を進めているところであり

まして、この事業計画の中にはキャトルセン

ターを整備すると。それから５つの公共牧野を

主幹牧場とそれから補完牧場というように役割

を分担しながら、草地改良等の基盤整備とこれ

の集約を図るというそのような計画にしている

ところであります。 

 それぞれが、これが国や県の協議が調います

と、いうところのこの牧野の利活用も含めなが

ら、畜産振興の一つの大きなプロジェクトとし

て、特にも北上山系の開発における牧野の利用

というか、そのようなものの中において一つ位

置づけられるのではないかなというように思っ

ておりまして、先般も東北農政局のほうにお伺

いいたしまして、県の指導をいただきながら全

面的にこれにつく、言うなれば構想の具体化を

図るべき今作業を急いでいるので、ひとつ御指

導をよろしくということで、先般ごあいさつも

してまいりました。 

 ただこの事業がいうところの、今政権がどう

なるかというか政府予算がどうなるかというこ

ともあるわけでございますけども、仕分けの対

象等になって、また事業があるけども予算がな

いなんていうようなことになってもまたこれも

非常に心配されるところでございますけども、

そういったことに振り回されないように、何と

か県や国の力をいただきながらも、もう一方に

おいてはそれにただ、それが県や国の一つの交

付金なり事業の採択を受けたからそれでいいじ

ゃなくして、地元として本当にこれに本気での

めり込めるような、そのような一つのマンパ

ワー集団の協力をいただきながら、こういった

構想の構築に当たっていかなければならないか

というように思っておりますので、これからが

これの一つの大きな山場を迎えるんではないか

なというように思っておりますので、よろしく

お願いいたします。 

 これは畜産振興公社の経営基盤の強化にもつ

ながるということにもなります。もう一方にお

いては、農家の増頭要望にこたえ、農家所有草

地の整備を盛り込んでおりますので、将来的に

は耕作放棄地等の解消と連動しながら、草地の

創設といったものも可能になってくるというこ

とになろうかというように思っております。 
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 やはり、それぞれ自立しながらさまざまなこ

とをやるということになるわけでございますけ

ども、この分野は個人投資が非常に難しいと、

分野とすれば。やはりそうなった場合において

は、公共が投資をするというような切り口の中

における組み立ても非常に大事ではないのかな

というように思っておりますし、こういった畜

産振興公社あるいはそういった一つの構想がプ

ログラムとしてでき上がった場合に、今度は農

家個々の自立経営といったものがきちんとそこ

に位置づけられれば、一つの具体的なものとし

て進むことができるんじゃ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、よろ

しく御指導をお願い申し上げたいというように

思っております。 

 それから最後の質問で予算編成についてであ

ります。 

 これは、それぞれ23年度の予算については各

省庁一律10％ということを打ち出しているとい

うことは前の答弁でも申し上げたところであり

ます。国のほうで先般聞きましたところ予算編

成作業が１カ月ほどおくれてるということもあ

りますし、今、非常に国民的な関心事になって

おります民主党政権における党首がどなたにな

るのかということによっても大きく動きが出て

くるということもあるわけでございまして、そ

の辺のところもよく見極めなきゃならないかと

いうように思っております。 

 ただ私は、一括交付金のことにつきましては

非常にやっぱり心配はしております。と申しま

すのは、どうしても地方にあっては社会保障費

と申しますか生活保護費から含めてさまざまな

福祉のニーズに一定のきちっと手当てをしなき

ゃならないと。それがそういった補助事業もす

べて一括交付金となった場合に、気がついてみ

たらば総額が減っていたとなれば、本当に財政

運営上が厳しくなってくるわけでございますか

ら、やはりそういった福祉、特にも福祉とか教

育とか医療といった部分については、やはり国

の責任も一定のものをきちんと手当てをすると

いうようなものを打ち出してもらわなければ、

地域経営は本当に大変な状態になってまいりま

す。一括交付金だ、やりやすいという、そのや

りやすい、取り組みやすい、非常に使い勝手が

いいというところに惑わされてしまったんでは、

気がついてみるとということに。小泉内閣のと

きの三位一体改革もそうであったわけでござい

ます。税源移譲という議論で、我々も取り組ん

で、何か地域が自立できるような仕組みができ

るのかなと思ったんですけども、そういうこと

にはならなかったというような苦い経験もある

わけでございますから、その辺のところは岩手

県市長会とか東北市長会とか全国市長会等を通

じながら、地方の声といったものをきちんと中

央に届くような、そのような活動も行っていく

ことも大事じゃないのかなと思っております。 

 いずれ、概算要求基準では、地方交付税交付

金は22年度の予算の水準を確保するという総務

省のスタンスが明らかになってきておりますの

で、こういった点はほっともしておりますし、

ぜひそのような形での対応をお願いをしなけれ

ばならないかというように思っております。 

 あと、市の予算編成に当たりましては、これ

も財政当局のほうにいろいろ作業を急いでもら

っておりますけども、歳入をきちんと見積もり、

その歳入に見合った歳出予算を編成するという、

これは財政の基本原則であります。そして遠野

市総合計画後期基本計画と健全財政５カ年計画

といったものをきちんと連動しながら、23年度

以降も健全財政を維持するような形での、より

緊張感のある財政運営といったものをしてまい

りたいというように思ってるところでございま

すので、御了承いただければと思っております。 

 以上であります。 

○議長（河野好宣君）  15番新田勝見君。 

   〔15番新田勝見君登壇〕 

○15番（新田勝見君）  ３点質問いたしました

けれども、１点について再質問させていただき

ます。 

 これは、やはり畜産振興の部分でございまし

て、公社の放牧部門、これはやはり農家がどん

どん山へ放牧しないと収入が上がらないと、高
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くすれば逆に上がらないと、農家にすれば上げ

たいけどちょっと経費がかかり過ぎると、そう

いうような相反するような結果になっていない

かなというふうに思っております。最近はロー

ルというのが大体そういうようなのがはやって

まいりまして、うちの中で、夏を通して舎飼い

もできるようなシステムですかね、そういうも

のが小さいロールなんかもありますから、そう

いう中で、仕事がなくなったからうちで飼いま

しょうと、こういうのが多くなっているわけで

ございまして、そういう中でやはり、私が心配

してるのはやはり、公社の部分で赤字部門が出

ればいつも農協と折半ですよと、こういう形に

なっている。そしてまた、農協が合併してきま

すとこの辺についてはちょっと考えなきゃなら

ないというような話も聞いておりますので、や

はり放牧の頭数もやはり上げてもらう工夫、そ

うすることによって放牧料も公社の収入も上が

ると、そういう部分がもうちょっと考えていた

だきたいなというふうに思っております。 

 その原因として、何といいますか公社の放牧

部門におきましては放牧料の未払いですか、そ

ういった部分がありますし、また高齢者貸し付

けについてもなかなか未払いが結構あると、こ

ういうことでございまして、やはりその辺も改

良といいますか努力をしながら、やはり放牧事

業というものも十分採算のとれるような形にし

ていただきたいなと、そう思います。 

 いろいろ話聞きますと、放牧場を減らしてい

くと、それは人員削減になるわけですけども、

放牧場を減らしていくと、こういうことも考え

ておるようでございますけれども、そういった

部分についても若干お尋ねしたいと思います。 

 それから、やはり放牧しないところは安く採

草、今も酪農家とかそういったところに採草地

として貸している部分もありますけども、寺沢

牧場さんのようにつくって安く農家に販売する

とか、そういったいずれ工夫しながら、いずれ

根本的には最終的に言いたいのは公社も経営も

成り立ってほしいし、農家の放牧頭数も上がっ

てそれも何とかカバーできないかなと、欲のあ

る話かもしれませんけども、その辺についても

うちょっと、──あ、もう一つありました。や

はり放牧している方々の意見といいますか利用

者組合でもないでしょうけど、そういった方々

からいろんな話を聞く機会は余りないんじゃな

いかなと思うんですよね。そういう面では、牧

場利用の方々とのいろいろと懇談会なりそうい

うようなのを持って、お互いにやっぱりコスト

低減に向けてお互いに持ちつ持たれつ頑張って

いくというような方向も出すべきではないかな

というふうに思っておりますので、その辺につ

いてお尋ねして終わります。 

○議長（河野好宣君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  新田勝見議員の再質問

にお答えいたします。畜産振興に絞っての再質

問でありました。 

 御質問にありましたとおり私もこの畜産振興

公社、このものをどのように体制強化をするか

ということと、特にいうところの農家との信頼

関係と申しますか、それもきちっと構築してい

くというようなことをきちんと構築をしなけれ

ば、なかなか利用といったものについては確保

できないんじゃないのかなというようにも思っ

ておりまして、畜産振興公社そのものでもって

馬の育成調教施設も持っておるというようなこ

とで、この２月に立ち上げました進化まちづく

り検証委員会の検証結果の中におきましては、

これはやはり大きな課題だということで先般中

間報告がなされ、競走馬における育成調教部門

は完全に民営化にして、公社から切り離せとい

うような報告書ももらってるわけであります。

これにつきましては議員各位にもいろいろな形

でのその後の状況も御報告しなければならない

かというように思っておりますけども、それに

つきまして今精力的に交渉も行っているところ

でありまして、これも11月あるいは年内あるい

は年度内には一定の方向性を出さなきゃならな

いと。 

 そしてそれと並行に、この放牧部をどのよう

にするかというところもあわせてきちんと議論
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をしていかなきゃならないわけでございますの

で、ただいまお話ありましたとおり、建設業と

かさまざまな不況でもって仕事がなくなったと

いうことで、上げなくても自分のところでとい

う部分もふえてきてるという話も聞いているわ

けでありまして、この公社とのそれから畜産農

家の方と、もう一方においては農協との関係も

これもやはりいろんな面でもう少しさまざまな

形での協議もしなければならない課題ではない

かなというように思っておりますので、そうい

ったところをきちっと整理しながら、畜産プラ

ザ遠野を立ち上げておりますから、その畜産プ

ラザ遠野のほうにおきまして、関係機関、団体

との話し合いの中から放牧料の問題をどうする

のか、草地造成をどのようにするのか、あるい

は放牧しなくとも休耕田などを使いながら採草

地といったものを確保できる仕組みはどうなの

か、それによって増頭がどのように確保される

のかといったところの部分の中で、先ほど１回

目の答弁で申し上げましたとおり、国・県の全

面的な支援をいただきながら、今の進めておる

事業の具体化もその中で図っていきたいという

ように思っております。 

 それから２つ目として、放牧している畜産農

家の方々とのざっくばらんな意見交換の場がち

ょっと少ないんじゃないかなというような御指

摘がありました。これも大事なことだというよ

うに思っておりますので、畜産農家の方々の意

見を直接聞きながら、まさに現場の生の声を聞

きながらという部分における対応もあわせ進め

ながら、ただいま申し上げましたとおり畜産振

興公社の仕組み、関係団体どうするのかと、そ

れに国や県というもののかかわりをどのように

持っていくのかというところで、もう一つにお

いては、単なるそういった頼るということじゃ

なくして、自立という中における畜産農家をど

のように育成していくのかというようなところ

もきちんとした把握をしながら進めてまいりた

いというように思っておりますので、よろしく

お願い申し上げたいと思っております。 

────────────────── 

   散  会   

○議長（河野好宣君）  お諮りいたします。本

日の会議はこの程度にとどめ、散会いたしたい

と思います。これに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（河野好宣君）  御異議なしと認めます。

よって、本日はこれにて散会いたします。御苦

労さまでした。 

   午後４時26分 散会   
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