
－ 65 － 

平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年９９９９月遠野市議会定例会会議録月遠野市議会定例会会議録月遠野市議会定例会会議録月遠野市議会定例会会議録（（（（第第第第３３３３号号号号）））） 
 

平成22年９月７日（火曜日） 

────────────────── 

議事日程 第３号 

平成22年９月７日（火曜日）午前10時開議 

第１ 一般質問 

────────────────── 

   本日の会議に付した事件 

１ 日程第１ 一般質問（伊藤庄吉、荒川栄悦、

瀧澤征幸、萩野茂男、小松大成議員） 

２ 散  会 

────────────────── 

出席議員（22名） 

１ 番  菊  池  巳 喜 男 君

２ 番  照 井 文 雄 君

３ 番  荒 川 栄 悦 君

４ 番  菊 池  充 君

５ 番  瀧 澤 征 幸 君

６ 番  小 松 大 成 君

７ 番  織 笠 孝 之 君

８ 番  菊 池 邦 夫 君

９ 番  菊 池 民 彌 君

10 番  佐 々 木    譲 君

11 番  浅 沼 幸 雄 君

12 番  多 田 誠 一 君

13 番  菊 池 敏 行 君

14 番  安 部 重 幸 君

15 番  新 田 勝 見 君

16 番  伊 藤 庄 吉 君

17 番  石 橋 達 八 君

18 番  荻 野 桂 一 君

19 番  萩 野 茂 男 君

20 番  佐 々 木    熙 君

21 番  佐 々 木  幸  夫 君

22 番  河 野 好 宣 君

────────────────── 

欠席議員 

  な  し 

────────────────── 

事務局職員出席者 

事 務 局 長  宮 田  実 君 

次 長  沖 舘  譲 君 

主 査  伊 藤  慎 君 

────────────────── 

   説明のため出席した者 

市 長  本 田 敏 秋 君 

副 市 長  及 川 増 德 君 

経営企画室長兼総務部長  平 野 智 彦 君 

健康福祉部長  山  尾  幸 司 郎 君 

産業振興部長  運 萬  勇 君 

農業活性化本部本部長  菊 池 武 夫 君 

農業活性化本部畜産担当部長  櫻 井  収 君 

環境整備部長  立 花  恒 君 

環境整備部施設整備担当部長  佐 々 木  政  嗣 君 

文化政策部長  荒 田 昌 典 君 

教育次長兼市民センター所長  細 越  勉 君 

宮守総合支所長  菊 池 林 蔵 君 

消 防 長  奥 寺 啓 蔵 君 

教 育 委 員 長  浅 沼 敬 治 君 

教 育 長  藤 澤 俊 明 君 

選挙管理委員長  藤 村 正 子 君 

代表監査委員職務代理者  佐 藤 サ ヨ 子 君 

農業委員会会長  北 湯 口    進 君 

────────────────── 

   午前10時00分 開議   

○議長（河野好宣君）  おはようございます。

御苦労さまです。 

 これより本日の会議を開きます。 

────────────────── 

   日程第１ 一般質問   

○議長（河野好宣君）  これより本日の議事日

程に入ります。 

 日程第１、一般質問を行います。順次質問を

許します。16番伊藤庄吉君。 

   〔16番伊藤庄吉君登壇〕 

○16番（伊藤庄吉君）  通告に従いまして一般

質問を行います。 

 ことしはいろいろな事件や事故などが発生し

て、新聞や週刊誌などをにぎわせている今日で
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すし、また中央においても話題の多い時節でも

あります。テレビなどは朝から晩までニュース

を報道しております。 

 また、ことしは牛の口蹄疫の件は終息宣言を

しましたが、油断ができない実態ではないのか

と、いつ起きてもおかしくない時代ではないの

かなと、こう思っております。ましてや、こう

いうものが野生などに感染したならば、大変な

事態になっただろうと、私は心配していました。 

 外国に目を向けますと、人命にかかわる事故

などで心が痛みますし、幸いにして当地では大

きな事件、事故もなく、平穏でございますので、

よかったのかなと、こんな思いをしております。 

 しかし、今国会において、民主党の代表選挙

など過熱するありさまです。国民を巻き込んで

の何というか、過熱ぎみでございます。新聞や

テレビなどに話題を提供している今日ですし、

また暑さだけでなく、話題の多いこのごろでご

ざいます。 

 それでは、質問に入らせてもらいます。 

 最初に、固定資産税についてを伺います。 

 税金は市民の義務であることは、市民はよく

理解しているものと私は思っております。 

 しかし、不公平なところが感じられるので、

あえて質問させてもらいます。前にも質問した

経緯があるので、あえて取り上げました。月末

が迫ると、納税組合の集金が来ます。組合員が

一堂に会しての話し合う折に、税金は高いと嘆

くのが時々口から漏れてまいります。特にも、

固定資産税の話になります。固定資産税の評価

が不公平ではないかと嘆いている、私もそのよ

うに感じております。評価は動かせないのです

からしようがないのでしょうが、税率を下げて

はと、こう思って質問するわけでございます。 

 前にも質問した折に取り上げましたが、山林

などは40年も納めますと、複利で計算しますと、

評価と同じぐらいになります。また、立木など

を処分しますと、一時所得として課税されます。

納税者は重税に不平を言いながら納めているの

です。今の税率は100分の1.5です。他市町村の

税率は遠野と同じところもございますが、大半

が100分の1.4です。山間地帯を多く有する行政

などは1.4が主体です。 

 また、商店街についても、不況で商いが低迷

しているときです。引き下げてはいかがかと思

い、質問しているわけでございます。評価は、

国の機関での評価ですので、動かせないでしょ

うが、税率を下げてはと、私はこう願うもので

ございます。市の固定資産税の総額は約12億も

の税収ですので、下げたくはないでしょうが、

納める市民にとっては重税感がします。 

 また、造林地と市所有の構築物や市道や県道

などにかかわりのあることについて質問いたし

ます。 

 先般、ある山林所有者から立木を売りたいと

のお話がありまして、現場を見ました。そこは

市道の上でした。木を切ることもできない場所

でした。もちろん、搬出路もつくれない急な傾

斜地です。脆弱な山林なのです。木を切ります

と、土砂が道路に落下して、道路をふさぐとこ

ろです。このような山林にも固定資産税がかけ

られ、納められているのです。保安林にもなっ

ていない山林なのです。固定資産税は納めなけ

ればならないことはわかっておりますが、木を

切ることもできない、どうすることもできない

山林などは、減免する方法はないでしょうか。 

 また、商店街においても、評価の高い町なか

での商い、非常に厳しいのです。改正してはと

私は思いますが、いかがでしょうか。100分の1.

5から100分の1.4にしますと、商店街も助かる

と思うが、いかがでしょうか。店を閉めていて

も、評価は下がらないでしょう。今の不況の時

代に実態を評価して、下げてもらってはいかが

でしょうかと、市としては評価は下げられない

でしょうから、課税の率を下げてはと思います。 

 次に、林業について伺います。 

 森林のくに振興事業費について伺います。 

 この資金の目的は、造林や間伐などに前もっ

て補助金の交付前に補助金相当額を貸し付ける

事業でありますが、効果が少ないのではないか

と思われますと私は思っています。それは時期

が遅いのではないかと私は思っておるのです。
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林業の現状は、年間を通しての作業が進められ

ているのです。振興事業費を活用したいのです

が、なかなかそれが思うようにいかない。この

間も森林組合に話をしました。しましたならば、

早くても９月末から10月と聞いていましたが、

早められないわけは何ですか、できれば５月末

くらいからできないかと、ましてや年間を通し

て利用したいのですが、いかがでしょうか。 

 次に、造林のかさ上げについてを伺います。 

 そこで、第１の質問は、今の林業行政は林家

の希望する制度でしょうか。一つの例をとって

みましても一目瞭然だと思われる。 

 初めに、地ごしらえをし、苗木を植え、手入

れをして、40年、50年間も手入れをして、売る

時期になって補助金をいただいても、採算が合

わないのが実態であります。今の補助金は68％

であるが、これに12％ぐらいの、総額にして8

0％ぐらいの補助があれば、もう少しは林家が

希望を持って植えることができるのではないの

かと、こんなように思ってます。これと同様に、

かさ上げしてはと思うのであります。 

 また、再造林についても、同様かさ上げをし

てはいただけないでしょうか、再造林は普通の

造林よりも補助金が減額されています。山林所

有者から見れば、市当局が思うように林家や山

林所有者の思いは受けとめていないでしょうか

と私は感じている一人でございます。 

 森林は、ＣＯ
２

の削減の主役でもあります。

緑豊かな国土、これは先人が知恵と努力によっ

てつくり上げた宝物です。最初の宇宙飛行士が

言いました。「地球は青かった」と。このこと

は先人の努力のたまものです。この緑豊かな郷

土の緑を守らなければならない、後世まで引き

続けていかなければならない、私はそう思って

おります。 

 市としては今後、今まで以上に支援を惜しま

ないでほしい。今山林所有者は、伐採しても木

を植えない林家がふえている現実であります。

これは補助金が足りないのが実態です。これを

打破してはと私は思うのですが、いかがでしょ

うか。 

 次に、分収造林のことについて伺います。 

 戦後の農村の復興を目指して、集落において

分収造林が盛んに行われました。国有地を借り

ての造林事業です。50年後の生活の安定を目指

して植林しました。私も参加して作業に出まし

た。50年後の生活の安定を夢に描きながら、き

ょうまで来ました。当時は木材の価格も高く、

現在の木材の評価は思いもよらない時代でした

が、50年間の思いは何だったのかと今ごろ嘆い

ています。 

 時代も変わって、新たな評価が出まして、森

林の持つ機能にあらゆる面から評価されており

ます。先ほど言いましたが、ＣＯ
２

の問題、地

球の温暖化の問題、こういうものを聞いて、あ

る程度は救いになるのですが、残念な気持ちで

す。造林者である集落の人々は嘆いています。

この造林した集落の人々の思いを市当局は理解

していますか。私の思いでは理解してはいない

のではないのかと、このように思っております。

それは、この分収造林の売り上げの10％を市が

収入として取っているわけですね。それは契約

時のことですので、当然だといえばそれでしょ

う。 

 しかし、造林した集落の人々の思いにとこた

えてはいかがかと思います。造林した人々にわ

ずかだけれども、交付してはと思うのです。集

落の造林者は50年間の手入れをして今日に至っ

ていますので、この間に死亡した人も多数おり

ます。この人々にこたえてはと問うものであり

ます。補助金も交付しているのでと言うでしょ

うが、時代に即応した取り組みをしてはと思う

のであります。 

 以上で１回目を終わります。 

○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）  伊藤庄吉議員の一般質

問にお答えいたします。 

 市税について、それから、林業についてと２

つの項目にわたっての御質問を承ったところで

あります。この市税の問題、あるいは林業の問

題等につきましても、伊藤議員のほうから委員
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会等におきましても、ただいま御質問を承った

内容等につきましてはいろいろ質問も承ってい

るところでありまして、若干委員会等における

答弁とも、あるいは重複するかというように思

っておりますけども、お答えを申し上げたいと

いうように思っております。 

 まず、市税についてであります。 

 固定資産税の税率の引き下げについてという

ことで、どうだと、不公平感があるのではない

かというような中における質問であり、これも

またあえて質問をするというような形での話で

もっての質問でありました。 

 この税制度そのもので、私からそれこそあえ

て申し上げるまでもなく、この固定資産税は、

土地や家屋などの資産の価値に対し、課税され

る財産課税的な性格を有する税であると。特に

もこの市税収入の約半分を占める市にとっては

重要な財源として位置づけられているわけであ

ります。 

 御質問の中にありましたことを繰り返すよう

なことになりますけれども、固定資産税の標準

税率は「100分の1.4」と規定されていますが、

当市では、お話ありましたとおり、「0.1」を

上乗せして「100分の1.5」という税率で課税を

しておるわけであります。 

 この標準税率そのものが市町村の財政需要の

面と住民の租税負担の面から、通常の状態にお

いて標準とすべき税率であり、市町村の意思に

よって税率を定めることができるという定めに

もなっているわけでありまして、ちなみに県内

13市の状況を見ますと、いうところの標準税率

で課税しているのは５市、それから、当市のよ

うに標準税率を上回る税率で課税しているとこ

ろは８市という状況になっております。 

 これにつきましては、ただいま伊藤議員のほ

うからもいろいろ御質問あったことも当然私も

一定の理解は持つわけでありますけども、市税

の大きな収入の大半を占めているという部分に

おきましては、より慎重な議論はまたしていか

なければ、経営という中にあり、あるいは歳入

確保という面におきましても、そしてまた、一

方においては不公平感があってはならないとい

うようなものをどのようにバランスをとってい

くかということに当然なるわけでありますから、

一つは、総合計画前期基本計画の着実な実行に

向けてということで、きのうも新田議員のほう

から前期基本計画をどのように総括するかとい

うような御質問をいただきました。 

 その中において着実な実施を一応見ることが

できたというのも一定の財源も、あるいは財政

基盤といったものを一つ確立しながら進めてき

たというところになるわけでありまして、経営

改革大綱に基づき歳出の見直し等も行いながら、

歳出抑制も行いながらやってきたという部分で、

前期５カ年計画の中ではおおむね着実な実行に

向けた数字を確保できたのではないのかなとい

うように思っております。 

 したがいまして、今作業を急いでおります後

期５カ年計画、それから、それにきちんとリン

クした形における「健全財政５カ年計画」とい

うような中におきまして、この市税収入をどの

ように確保するかということが重要な要件とい

うことになるわけでございますので、作業を急

いでおります「健全財政５カ年計画」、そして、

それに伴う総合計画後期基本計画の中で、税率

の問題含めた市税のあり方につきましても、さ

まざま検討してみたいというように思っている

ところでございますので、きょうのところはそ

のような形での答弁としてお許しをいただけれ

ばというように思っております。 

 それから、２つ目の山林所有者、あるいは中

心市街地を含めて市街地のということだという

ように受けとめたわけでありますけども、この

減免ということについてお話がありました。 

 これも町なか、あるいはそれぞれの山林とい

ったものにかかるものでありまして、ただいま

の伊藤議員の質問もこれまた、先ほどの固定資

産税と同様、一定の理解はするわけであります

けども、山林や市街地等の固定資産の評価に当

たっては、これは決まりといたしまして、国が

定める統一した基準に従って行っているもので

ありまして、地価の変動に対しても修正を行い
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ながら、適正な課税を行っておるというような

仕組みになっているわけであります。 

 山林の中においても、風水害や土砂災害など

を防止するために指定されております保安林と

いうのがあるわけでございますけども、これは

非課税という取り扱いになっておるわけであり

ます。 

 固定資産税の減免については、生活困窮や災

害等によるものという形で定まっておりまして、

山林や商業地などの特定の資産については、減

免を行っている自治体は県内はもとより、全国

でも例がないというように私も把握していると

ころであります。これは税負担の公平の観点か

ら、この部分は減免というところに持っていけ

るかどうかということについては、一自治体と

いうよりも、さまざま税の問題等も国政でも大

きな議論になっているわけでございますので、

そういうようなところをよく推移を見ながら考

えるということになるのではないかなというよ

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、適正な課税をする上では、歳入と

しての財源確保は当然行うと、これは当然であ

りますし、歳出において、林業振興や市街地の

活性化等にいろいろ対応しなきゃならないもの

については、これはまさにタイミングを失しな

いような形で施策を講じていくというの部分の

バランスをとっていくということに尽きるので

はないのかなと、そういうことになるのではな

いかなというように思っておりますので、よろ

しく御理解をいただければと思っております。 

 それから、大きな２つ目であります。 

 林業について、それぞれ御質問がありました。

１つは、森林のくに振興事業について、２つは、

造林事業のかさ上げはどうかと、３つ目は、分

収造林に係る10％の市の収入の取り扱いについ

てということで、３点であったというように受

けとめたわけであります。 

 森林のくにの振興事業についてでありますけ

ども、これも予算委員会等でもいろいろ御答弁

で申し上げているところでございますけども、

民有林の除間伐について、国、県の補助事業を

活用し、これに市がかさ上げをするということ

で、実質90％の補助をしながら、積極的に推進

しているというような状況にあります。 

 また、県や国の補助事業に該当しないものに

つきましても市単独で、間伐材の搬出経費につ

いても助成を行っているという、そのような対

応も行っております。 

 これらの補助金は、年度末に実績に応じて森

林所有者に精算するという仕組みで行っておる

わけでありますけれども、ただ、精算までの問、

森林所有者の負担が発生するということにもな

っているわけであります。このように一時的で

も所有者の負担が発生するということで、間伐

が進まなくなることを回避するために、かかる

経費の補助金相当額の貸し付けを受けられる森

林のくに振興資金制度を創設しているわけであ

ります。 

 森林所有者への貸し付けは、森林組合の特別

会計の中で行っておりますので、その原資は市

と森林組合が出資しているということでありま

すので、私はその仕組みを考えれば、慣例にと

らわれず、年度当初から貸し付けを行うとかと

いうようなスピーディーな対応がその中にあっ

ていいのじゃないのかなというようにも思って

おります。 

 そして、森林組合そのものの特別会計もいう

なれば、早くスタートをするというような中に

おけるようなもので取り組めば、今御質問にあ

ったようなことも幾分でもそのような一つの所

有者の皆様への何といいますか、使いやすさと

申しますか、対応がしやすいと申しますか、そ

のような仕組みにも持っていけるのじゃないか

なと思っていますから、森林組合のほうともい

ろいろ話し合ってみたいというように思ってい

るところであります。あるいは協力を要請する

というようなことも市としてあってもいいのじ

ゃないかなというようにも思っております。 

 それから、造林事業へのかさ上げ補助につい

てありました。 
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 これは戦後植林された人工林の大部分が成熟

期を迎え、伐採して再造林する時期になってき

ておるということになろうかというように思っ

ております。 

 民有林の除間伐について、森林整備事業とし

て国、県の補助68％の補助制度を導入しており

ますけども、これに22％の市のかさ上げを行い

まして、これも実質90％の補助事業として行っ

ております。 

 しかし、この造林については、補助事業が活

用できるものの、市のかさ上げ補助を現段階で

は実施していないというのが今の状況であろう

かというように思っておりまして、６月の予算

等審査特別委員会でもお答えしておりますけど

も、当市は市の面積の約８割が森林が占めてお

るということで、里山美林というようなものも、

これも市にとっては大変な大きな課題であろう

かというように思っておりますし、また国のほ

うにおいても、昨年の12月、森林・林業再生プ

ランといったような形で、林業振興にもいろい

ろ力を入れるというような形での対応をしてお

りますし、もう一方においては、４月に定めま

した農林振興ビジョン、いわゆるタフ・ビジョ

ンの中におきましても、伐期を迎え伐採した後

の再造林の推進が必要と判断し、このビジョン

の中にもかさ上げ補助の創設についても一応言

及しているところであります。 

 いうなれば、そういったことを計画をしてい

るわけでありますので、今後、総合計画後期計

画の中で、この部分における取り扱いについて

も、きちんと正面から取り組んでまいりたいと

いうように思っておりますので、御了承いただ

きたいというように思っております。 

 最後の分収造林に係る10％ということでのお

話でありました。 

 50年と、分収造林は、国有林野において国以

外の者が分収林契約に基づいて植林した、そう

いった森林であると、位置づけでありまして、

市では、昨年の11月時点でありますけども、95

件、約501ヘクタールが分収造林として位置づ

けられております。 

 これは、昭和30年から40年の間に契約した分

収林であり、契約期間が50年という期間として

位置づけられておりますので、国の意向で、市

町村が間に入っての契約という位置づけになっ

ております。 

 そして、今御質問の中にありましたとおり、

この分収造林の収益について、造林者収益８割

のうちの10％、これはお話にもありましたとお

り、販売額全体の８％に当たる収益を市が分収

しておるというような仕組みにもこれなってい

るわけでございまして、市が収益する部分を造

林者に還元することができないかということで

ありましたけども、これ契約に基づいて行って

いるということでありますので、その８％収入

といったものにつきましては、造林者と国の連

絡調整や契約内容の管理事務費に充てられてお

るということで、財源の一部として林業振興に

もこれが活用されているというような中身にも

なっているわけでございますので、ひとつその

辺は御理解をいただければというように思って

おります。 

 ただ、こういったような形での今答弁になっ

たわけでありますけども、林業振興、遠野にと

っては大変大きなこれも産業振興であります。

木工団地といったような全国にも冠たる一つの

プロジェクトもあるわけでありますから、そう

いったようなことをよく見きわめながら、ただ

いま御質問のありました林業振興のそれぞれの

項目につきましても、何が課題で、何を見直し

しなきゃならないのか、じゃあ市としてどのよ

うな対応をしていかなきゃならないのか、じゃ

あそれが遠野市の身の丈の中でどこまでできる

のかというようなところにつきましては、後期

５カ年計画の策定作業の中で、こういった今御

質問ありました課題につきまして真摯に取り組

んで検討してまいりたいというように思ってお

りますので、御理解をいただければというよう

に思っております。 

○議長（河野好宣君）  16番伊藤庄吉君。 

   〔16番伊藤庄吉君登壇〕 

○16番（伊藤庄吉君）  再質問させていただき
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ます。 

 先ほどから、市長からるる答弁をいただきま

した。そこで、二、三、質問させていただきま

す。 

 この分収林、今までやった方々が伐期を迎え

て売り払い、その後に再度造林するという集落

の人々は一人も見当たらないのが実態でござい

ます。これは再造林という壁と、また今回売っ

たやつの実態を見ましても、50年もかけて果た

して後世に残せるか、こういうものがあります

ので、ほとんどの方々が再造林をしないという

のが今の実態でございます。特にも、先ほども

質問しましたが、再造林の補助率は低いのです。

これは、伐採した後は伐採した一部をまた造林

に使うのだという、そういう考えのもとがある

ものですから、その部分において減るというの

が実態なのですね。 

 しかし、今の木材価格の売り上げの80％をも

らっても、あるいは70％、ほとんど70％ですが、

これではまた後世に残していきたいと、そうい

う意欲がわかないのが今の実態でございます。

ですから、ここに補助金をかさ上げして、何と

か造林者の意欲を盛り上げていただきたい、こ

んな思いで質問しているわけでございます。 

 それから、もう一つ、固定資産税の評価、こ

れについて伺います。 

 山林やら建物などは年々、別として構築物、

あるところの畜舎、つくったときは鉄骨でつく

られて、立派な畜舎でした。ですから、評価も

高いし、もちろん税金はそれなりに払わなきゃ

ならない。 

 しかしながら、台風などに、嵐などに遭って、

その実態は私たちの目から見ますと、10分の１

にも満たないような評価ではないのか。しかし、

市は下げない。これはなぜだろうなと。この間

も見ました。屋根には牧草のロールを上げて、

屋根が飛ぶのを押さえてました。側はラバー

シート、でも、税金は払わなきゃならない、こ

ういうのにね、やはり毎年とは言わなくても、

５年に１回ぐらいは評価がえをしてはどうかと、

こんな思いでおります。ぜひその点を考慮して

いただきたい。 

 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）  伊藤庄吉議員の再質問

にお答えいたします。 

 この分収林の問題につきまして、今お話あり

ましたとおり、まさに再造林と、これを後世に

残すという部分においては大事な仕組みとして

考えなきゃならないのじゃないかということで

あります。全くその認識は、私も同じでありま

す。戦後植えたものが既に伐期に来ているとい

うような状態になるわけでございますから、先

ほどの１回目の答弁で申し上げましたとおり、

分収林そのものにつきましても、当市といたし

まして95件、約501ヘクタールといったものを

抱えているわけでありますから、これがいずれ

も50年という中にございまして、それぞれ伐期

を迎えておるという中にあるわけでありますの

で、先ほどの答弁とまた同じことの繰り返しに

なるかというように思っておりますけども、一

つの仕組みとして、切ってしまったらば、それ

をまた次にという循環型としての仕組みはちゃ

んとつくらなかったらば、じゃあその結果が出

るのが、ここの分収林にもありましたとおり、

50年、60年、70年の中で、一つの結果が出てく

るわけであります。やはり切ったと、では、す

ぐにちゃんときちんと造林をするというような

仕組みをちゃんとつくっておかなければ、まさ

に里山美林そのものが遠野からも失われてしま

うというような結果になるわけでございますか

ら、国が林業振興にも本腰を入れるというよう

な一つの動きも出てきておりますので、そうい

ったことをきちんと情報として踏まえながら、

であれば遠野市としてどういうことができるの

かというようなところをタフ・ビジョンの中に

も示していますとおりのさまざまな課題をひと

つ整理をしながら、何とか意欲を失わないよう

にというような仕組みも大事だというようなこ

ともありましたので、それはきちんと受けとめ

た形での議論や検討をしてまいりたいというよ
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うに思っておりますので、御了承いただければ

と思います。 

 それから、固定資産税の評価、畜舎が鉄筋コ

ンクリートで立派な建物、それが台風とか、さ

まざま傷める、そして、実態がどうもおかしく

なっているのだけども、それについても税金を

払わなければならないという実態があるのだと

いうようなお話でありました。 

 ただ、この固定資産税につきましても評価が

えという仕組みの中で、３年に一度評価がえを

するような仕組みとなっておりますので、これ

は税の負担、いわゆる課税評価と申しますか、

それが適正に行われている部分におきまして、

一つの一応の仕組みができておりますので、そ

ういった点におきましては、税務担当課のほう

にもきちんとそういった今のような趣旨踏まえ

ながら、実情というものをよくとらえた形での、

いうなれば評価をするというようなことになお

一層意を用いるような形での対応をしてまいり

たいというように思っておりますので、ひとつ

御了承いただければと思います。 

○議長（河野好宣君）  次に、進みます。３番

荒川栄悦君。 

   〔３番荒川栄悦君登壇〕 

○３番（荒川栄悦君）  清風会の荒川栄悦でご

ざいます。通告に従い一般質問をいたします。 

 日本の経済は円高・株安・デフレと低迷し、

さらに民主党の党首選と政治の空白は続き、な

かなか明るい材料は見えてきません。そうした

中にあって遠野市の１次産業振興の大役を担う

タフ・ビジョンが施行されてから４カ月もたと

うとしていますが、私は今回タフ・ビジョンに

かかわって疑問のあるところ数点質問いたしま

す。 

 さて、その前に、８月26日の日本経済新聞に、

「日本の農力（農業の力）」ということですが、

そこのコラムに経済同友会副代表幹事の数士文

夫氏のインタビュー記事がありました。引用さ

せていただきます。この考えに特に賛同するも

のではありませんが、農業に対してこのような

厳しいとらえ方もあるのかと思いました。 

 「日本の農業の課題は何ですか」という問い

に答えて、「３つある。一つは、農業政策が当

事者（政治家としての国会議員、行政としての

農林水産省、生産者代表としての農業協同組

合）だけの議論で終わっていること。産業の発

展に必要な消費者の観点が全くない。世界経済

フォーラムの競争力ランキングでは、農業政策

費用の項目でコスト負担が消費者に偏っている

とし、日本は133カ国のうち128位だった。二つ

目は、効率性が全くないこと。８兆5,000億円

の農業総生産額に対し、同友会の推定では国や

地方自治体が４兆6,000億円も税金を使ってい

る。そんな産業はどこにもない。それだけの税

金を使っているのに、資本効率や生産性などの

改善度合いが全くチェックされていない。三つ

目は、貿易自由化の問題だ。貿易立国の日本に

とって、経済連携協定（ＥＰＡ）や自由貿易協

定（ＦＴＡ）の締結が重要であるにもかかわら

ず、焦点の農業に対して政府・与党、農水省、

農協は何の行動もとろうとしていない。」と答

えています。 

 「今後、地球規模で食料不足が起こるとの予

測もあります。日本はどう備えるべきでしょう

か。」との問いに対しては、「中国はアフリカ

などの農地を買い占めていると言われているが、

日本は今のうちに政策で食糧を増産できる能力

をキープしておくべきだ。日本の水田の約４割

は生産調整しているのだから余力はある。そし

て、増産した食糧は輸出に回す。余力のある米

を政府開発援助（ＯＤＡ）で新興国に渡すのも

手だ。将来、世界の人々から非常に期待される

ビジネスにしていくことが必要だ。」と答えて

います。 

 「経済同友会は減反政策を５年から10年で廃

止すべきだと提言していますが」という問いに

対して、「米の価格維持を目的にした生産調整

は、選挙で票数を維持するための政策だ。納税

者のためになっていない。本当はすぐやめるべ

きだと言いたいが、休耕田をもとに戻すのに二、

三年はかかる。後継者もいないから徐々にやる

しかない。ただし、今からやらないとだめ
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だ。」と答えています。 

 「日本の農業を強くするにはどうすればよろ

しいでしょうか」という最後の問いに対しては、

「何が問題になっているかをオープンにした上

で、農業は国家財政の問題であり、ＦＴＡなど

外交問題でもあるとの認識を共有することが必

要だ。ばらまきにならないために投資効率をき

ちんと検証すること。戸別所得補償制度も農業

の再生にどれだけ貢献するのかをチェックしな

ければならない。納税者、消費者サイドに立っ

て農業を事業仕分けしてはどうか。」と答えて

います。 

 以上のコメントを念頭に入れてタフ・ビジョ

ンを見ますと、十分にその問題を取り込んで解

決の方向を策定しているところもあります。タ

フ・ビジョンの策定に当たって、生産団体・部

会等に対する現状課題ヒアリングを実施し、遠

野市農業振興協議会や農業委員会を初めとする

関係機関団体との協議を重ねてきており、広範

な意見を集約したこの遠野市農林水産振興ビジ

ョンはよくできていると思います。以後これを

単にビジョンと言わせていただきますが、ビジ

ョンの策定にかかわった方々の努力を評価した

いと思います。 

 ただし、きのう来、このタフ・ビジョンにつ

いては先輩議員が述べていましたが、これを

「絵に描いた餅」に終わらせてはならないと思

います。実効性を伴わなければならないと思う

からです。 

 最初の質問です。 

 ビジョンが施行されてから４カ月たっていま

すが、販売農家や担い手や営農組合等に対して

の周知の方法はどうなっているのか、いつまで

に周知を完了させようとしているのかを伺いま

す。ビジョンのダイジェスト版を農家に配布し

ただけで、その説明も一部の農家・団体だけで

は周知にならないと思います。平成17年４月に

農業活性化本部が発足したときには農家訪問30

0戸、延べ700回も訪問をしているのですが、そ

うした熱い思いによる行動が今改めて必要では

ないでしょうか。遠野市の販売農家現在3,000

戸、就農者3,500人にビジョンの目的達成の理

解と協力をいただく方法を考えるべきと思いま

す。できれば、市長を先頭に活性化本部の職員

や農業委員、アドバイザー、コーディネーター

の皆さんにも協力をお願いし、一丸となって農

家の生産現場に入って、ビジョンに対する理解

と協力を得るために汗をかくべきと思いますが、

市長の見解を伺います。 

 次の質問です。 

 ビジョンの推進体制について伺います。 

 タフ・ビジョン推進戦略会議として、「ＡＳ

Ｔ推進会議、プラザ会議、林業振興会議と鼎の

体制で農林水産業の振興を図ることとする」と

言っていますが、この戦略会議の体制は既にと

れているのか、とれているとすれば、会議は今

まで何回開かれているのかを伺います。 

 ＡＳＴ推進会議にあって、農業委員会との連

携・協働体制とマンパワーの活用としての地域

活性化アドバイザー、農業活性化アドバイザー、

新規就農対策アドバイザー、担い手支援コーデ

ィネーターたちとの合同の会議は持たれている

のでしょうか、関係者の情報の共有が必要だと

思います。特に、農業委員は地域に精通してお

り、農家情報に詳しいし、当然アドバイザーや

コーディネーターは仕事のプロです。 

 ただし、この方たちにのみ負担をかけさせて

はいけないと思います。ビジョン推進体制がし

っかり機能しなければ、農家への支援・施策の

実施に支障を来すと思います。ビジョンの計画

の進行上、この体制づくりを急ぎ、機能させる

べきと思いますが、市長の見解を伺います。 

 次に、耕作放棄地対策について伺います。 

 ビジョンの資料を見ますと、多様な労働力の

発揮の数値目標で、平成17年の全農家は3,681

戸、農業就業人口3,418人となっており、平成2

7年度では全農家3,200戸、農業就業人口2,500

人と予想を立てていますが、これだけ農家戸数

や就農者が減るということは、さらに耕作放棄

地や遊休農地がふえるということになるのでは

ないかと心配します。平成21年の耕作放棄地の

状況は、田畑合わせて209.6ヘクタールであり、
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復元が難しく、林地化や雑種地等に地目変更す

べき赤分類のものが155ヘクタールであり、残

りの容易に復元可能な緑分類、費用と労力を要

するが、復元可能な黄色分類と合わせて54.6ヘ

クタール、数値目標としてこれだけの解消を平

成27年までにするとしていますが、今後６年間

に予想される遊休農地、耕作放棄地の面積は幾

らになると思いますか、またその発生した農地

はすべてその都度、流動化や団地化を促して耕

作地として、担い手農家や集落営農組組織や新

規就農者等が活用できるようにするつもりでし

ょうか、そう考えれば耕作放棄地ゼロ宣言は達

成できると思いますが、今後発生する耕作放棄

地の解消の具体策はこれだけでよいのか、これ

でゼロになると考えるのか、市長の見解を伺い

ます。 

 次に、目指すべき姿３・「農業で生計が立ち

後継者がいるまち」について伺います。 

 ここでは、高収益販売農家の拡大を図り、農

業で暮らせる仕組みづくりが見えれば、後継者

も安心して就農できると言っています。当然の

考えだと思います。子ども、いわゆる後継者が

家に残れば遠野市の人口減にも歯どめがかかり、

遠野市のさまざまな分野に好影響を及ぼすと思

います。 

 さて、農家経営上、農業で収益を出すには何

が必要でしょうか、収益とは可処分利益と思い

ます。売り上げをふやしてコストを下げる、収

益を上げるにはこれしかないと思います。 

 ただし、コストを見るとき、省力化のための

機械化やハウスのような農業資材、いわゆる生

産資材をそろえること等がありますが、これら

は設備投資になり、償却資産となります。農薬

や肥料等の消耗資材を減農薬、減化学肥料とい

う考えで減らして、補完として有機堆肥を使え

ば簡単にコストは下がります。これは、付加価

値の高い生産を目指す有機農業のことであり、

循環型農業のことで、耕畜連携の仕組みづくり

も急がなければならないと思います。 

 さらに、コストを下げる方法として、販売・

流通における手数料を下げることが大事である

と思います。これは、販売・流通のチャンネル

を広げることにより可能になります。ここには、

消費者目線の考えも必要だと思います。そのた

めに農家に対する販路の開拓調査及び実践等の

活動をする農業活性化アドバイザーの支援が求

められると思います。 

 さらに、アドバイザーから遠野ブランドとし

ての付加価値の高い作物の栽培指導を受けるこ

ともできます。それによって、売り上げがふえ

ることになります。こうした営農指導・支援を

ビジョンの計画期間中に認定農業者や集落営農

組織にばかりでなく、販売農家全体にすべきと

思いますが、市長の見解を伺います。 

 また、そうした指導・支援を続けながら収益

を上げた農家をモデルとして紹介していくこと

も必要だと思います。ビジョンの目標数値とし

て500万円以上の販売農家を27年までに35件ふ

やすということだけでは、収益が上がらなくて

も単に生産面積をふやしただけでも販売額を上

げて達成できる指標だと思います。目指すべき

姿３の高収益農家の拡大の実現とは言えないと

思います。それよりも生産農業所得のアップを

指標とするほうが理解を得られやすいと思いま

すが、見解を伺います。 

 次に、農業産出額について伺います。 

 ビジョンにあって、平成27年度の農業産出額

は87億円と見ていますが、このビジョンが100

億円達成アクションプランの後継計画であると

すれば、平成27年に農産物直売所売り上げ６億

円、林業生産額10億円、木工団地事業体の売上

高15億円も加算して考えるということなのか、

これらを加算しますと優に100億円を超します

が、見解を伺います。 

 私は、これに関しては売り上げばかりを追い

求めるのでなく、前段で述べた収益を幾ら上げ

ることができたかが問題であると思うから質問

するのです。売り上げなのか、利益なのか、ど

ちらにウエートを置こうとしているのか、農家

にとって、どちらが大事なのかを考えるとき、

それによって営農指導方法が変わると思います

が、市長の見解を伺います。 
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 次に、目指すべき姿６の「里山が美しく林業

が元気なまち」について伺います。 

 最初に、林業にかかわって森林所有者に対す

るタフ・ビジョンの周知はどうなっているのか

を伺います。 

 ビジョンでは、森林所有者がみずから山の状

況を確認し、森林整備を計画するための国の交

付金の活用、次に、森林組合と連携した森林所

有者への整備の促進と言っていますが、早急に

森林組合と林業振興室が連携して森林簿をもと

に森林台帳を作成すべきと思います。遠野市の

民有林約３万9,000ヘクタールのうち人工林を

含む針葉樹が２万1,974ヘクタールあり、戦後

植林された６から12齢級が大半で、約600万立

方メートルの森林蓄積量となっています。林業

振興策としての森林整備のため、森林台帳をも

とにして、除間伐や皆伐・再造林等の長期の遠

野市森林施業計画が必要であると思います。ビ

ジョンは６年間で約4,000ヘクタールの整備を

見ていますが、森林組合の作業班、国生協の作

業班、素生協の林業者の数にもよりましょうが、

この量２万1,974ヘクタール、600万立方を整備

するのに20年から30年の時間が必要になります。

とすれば、ここに安定的に林業従事者としての

雇用が確保されると思います。 

 ただし、森林所有者と林業振興室と森林組合

３者の連携協働が機能しなければならないと思

います。また、台帳整備の事業予算も必要と思

いますが、市長の見解を伺います。 

 さらに、切り出された、今までより大量に出

る原木素材を基本的に木工団地で製品化するこ

とを考え、また市内の製材所に直接販売するこ

とを考えるべきだと思います。輸送コストを下

げることにより、幾らかでも山元にも還元でき

ると思うからです。一定量の原木素材が20年以

上も安定的に木工団地に供給されることにより、

木工団地が本来持っている機能により、川上か

ら川下までの製品の製造計画が立ち、販売計画

も立つというものです。計画的生産により製造

原価も下がり、販売競争力もつくと思います。

ここでも雇用がふえると思います。ＡＳＴでも

そうでしたが、林業振興室でも最終的に口にす

るのは、販売はどうするのかという声でした。

ＡＳＴにはアドバイザー、木工団地には販売の

プロがいます。このような今まで林業振興とい

えば、木工団地の活性化推進と基幹林道の整備

等ぐらいだったのが、ここに来てタフ・ビジョ

ンがあり、森林台帳が整備され、山元の森林所

有者・森林組合・林業振興室と木工団地が有機

的につながったと思います。こうした林業振興

におけるハード・ソフトの連携をしっかり推進

をし、管理・指導するのが協同組合森林のくに

遠野・協同機構であり、林業振興会議だと思い

ますが、市長の見解を伺います。 

 以上、タフ・ビジョンについて、見えにくい

部分、気になった部分について見解を求めてき

ましたが、遠野市の１次産業振興のすべてがこ

の遠野市農林水産振興ビジョンの中にくくられ

たのですから、政策がぶれることはないと思い

ます。 

 しかし、この１次産業も国の政策の変化や世

界、国内の景気の影響をもろに受けるし、天候

にも大きく影響を受ける産業であります。 

 また、このタフ・ビジョンも進行形であり、

パーフェクトではないと思います。足腰の強い

タフな農林水産業を目指すためにもローリング

を毎年度すると言っていますので、常に変化に

対応する柔軟な視点を持ち、進化させることに

よって、五、六年後、平成27年を目指して生産

現場にかかわる人たちが笑顔で希望の持てるよ

うになればという感想を持ちまして質問を終わ

ります。 

○議長（河野好宣君）  10分間休憩いたします。 

   午前11時01分 休憩   

────────────────── 

   午前11時11分 開議   

○議長（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）  荒川栄悦議員の一般質

問にお答えいたします。 
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 農業問題、あるいは林業問題に絞って、それ

ぞれこの４月策定しました農林振興ビジョン、

いうところの農林水産振興ビジョン、タフ・ビ

ジョンの内容につきまして、文字どおり見えに

くい部分、あるいは気になった部分というよう

な表現がありましたけども、そういった部分に

つきまして、かなり内容に踏み込んだ質問をい

ただいたところであります。 

 そしてまた、タフ・ビジョンそのものは進行

形なのだというような認識も示していただきま

して、進化させてほしいというようなお話もい

ただいたところであります。それぞれこのタ

フ・ビジョンを取りまとめ、ＡＳＴでもって５

年間のいろんな検証の中から、一つ遠野として

の身の丈の中における農政のあるいは林業の振

興のあり方、水産も含めてでありますけども、

１次産業の振興の一つの道しるべがこのような

形でまとまり、その内容に踏み込んだ中におけ

る質問をちょうだいしたところにつきましては、

この策定作業に当たった関係者も大変心強いも

のがあるのじゃないのかなというように思って

いるところであります。 

 また、これは心強いだけじゃなくして、文字

どおり進化させ、確実にこれを形にしていくと

いうことも、これも課せられた一つの義務でも

あり、責務でもあるわけでございますので、な

お一層緊張感を持って、このビジョンの実現に

向かって取り組んでまいりたいというように思

っているところであります。 

 冒頭、８月26日の日経新聞のインタビュー記

事の中における「日本の農業の力」という中に

おける紹介がありました。私もこの新聞記事は

読ませていただきましたけども、非常にこれか

らの一つの日本の農業を考える場合における厳

しいとらえ方をしているなというようなことも

その中で私も読み取ったところであります。 

 先般でありましたけれども、ＮＨＫの番組で、

私も余り、ちょっとチャンネルを合わせました

らば、たまたまその番組に出くわしたという形

での番組でありましたけれども、日本の農政で、

霞ケ霞がどのような形で日本の農政をやってき

たのか、それにおける現場とのさまざまな推移

と申しますか、歴史的な経過も含めて、かなり

丁寧に、そして、迫力のある番組を編成したの

を見させていただきました。その中には歴代の

農水省の事務次官等も登場しておりまして、そ

の中で、本当にこれは現実なのだなと思ったの

ですけども、その時々の判断が間違っていたと

いうような話も言及しているわけであります。 

 その中で、番組に出ておりました山形県の農

家の佐藤さんという御夫婦の方が、いかに翻弄

されてきたかというようなのも見事に浮き彫り

にされておったわけであります。米価闘争、そ

してまた、昭和35年の農業基本法の策定から始

まっての、米価闘争に始まって、さまざまな推

移の中におけるこの農業のあるべき姿といった

ものが今後どうなっていくかということにつき

ましては、その番組はさまざまなことを訴えて

おったというようなことも私も見ながら、改め

てこのタフ・ビジョンそのものによって遠野の

農業振興、１次産業振興、それが一つの雇用の

場にもつながり、さまざまな遠野の活性化につ

ながるということに本当に腰を入れて取り組ま

なければならないなというような思いもしたわ

けであります。少々前置きが長くなりました。 

 それぞれの質問にお答えを申し上げておきた

いというように思っております。これそれぞれ

農林水産振興ビジョンにつきまして、私の見解

ということでもありましたので、それぞれお答

え申し上げてまいりますけども、耕作放棄地の

問題、それから、「農業で生計がたち後継者が

いるまち」と、これは７つの姿の中で位置づけ

ているわけでありますし、農業産出額について

も、それぞれこれも具体的な数字の中で明確な

と申しますか、お答えをしたほうがよろしいか

なというように思っておりますので、この耕作

放棄地と「農業で生計がたち後継者がいるま

ち」、農業産出額のそれぞれの項目につきまし

ては、私の答弁の後、農業活性化本部長、担当

部長のほうから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。 

 まず、ビジョンそのものを評価するという中
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で、周知、あるいはその方法、市長みずから先

頭に立てというような話もありました。私もそ

のつもりでというよりもその覚悟で、これは取

り組みたいというように思っております。 

 関係機関や農家と共通認識を持ちながら連携

していくというのが一番大事なわけであります。

よく言う役所仕事の中でという言葉は私自身も

余り使いたくないのですけども、計画を立てれ

ばそれで終わりと。何か一つのビジョンを示せ

ば、それで何か仕事が終わったというのでなく

して、それからが極めて大事なわけでありまし

て、それをどう共有するかというところも一つ

の大事な取り組みだというように思っておりま

して、実は４月以降、戸別所得補償の申請事務

等に担当部署がほぼそれにかかりきりだったと

いうような、これは言いわけにもなるかと思い

ますけども、これにほとんどかかりっきりで、

タフ・ビジョンの周知というところにつきまし

ては直ちに取り組むのが本来あるべき姿であっ

たわけでありますけども、限られた人材の中で、

マンパワーの中で、それをあれもこれもという

わけにいかないということで、まず戸別所得補

償の申請事務をきちんと間違いなく行うのだと

いうことで、それにかかりきりになったという

こともありまして、若干４月に策定はしたとい

うものの、その周知については少し出おくれた

感もあったのかなということは思ってはおりま

すけども、これをもって担当部局に遅いぞとい

うのを責めるのも非常に酷なような感じもして

おったわけでございますから、その点はひとつ

御理解をいただきたいというように思っており

まして、それぞれ農家組合長さんとか、あるい

はＮＯＳＡＩのそれぞれの幹部の方々、それか

ら、広報遠野８月号でありますけども、農家の

みならず全市民の理解をいただくという形もと

りたいと思いまして、約８ページにわたって特

集を組ませていただいております。 

 それから、ビジョンの概要版とそれぞれ今年

度の補助事業につきましてもチラシを配布し、

配っております。 

 さらに、ＪＡさんのほうの協力いただきまし

て、ＪＡ秋期営農座談会というものが始まって

おります。81カ所ということで行われることに

なっておりますので、その座談会の場で、この

概要、あるいは推進体制、あるいは現在力を入

れている事業、補助事業等について、この81カ

所でもってＪＡとタッグを組みながら周知を図

るということに持っていきたいというようにも

思っております。 

 いずれ、御質問ありましたとおり、農家の理

解と協力が何よりも大切であります。情報を共

有しながら、ともに考え、そして、さまざまな

ものにチャレンジしていくというような、そう

いう環境が非常に大事でありますので、今後も

ＪＡの部会、あるいは会議、さらには指導会と

いったようなものが行われますので、あらゆる

機会をとらえながら、さらなる周知に努めてい

きたいというように思っておりますし、私も日

程を調整しながら、そういう場に直接出席する

ような一つの対応も行いながらこの周知に進め

てまいりたいというよりも、周知というよりも

一緒になってこのビジョンを実現していこうじ

ゃないかというようなそのような呼びかけも行

ってまいりたいというように思っております。 

 なお、この11月に予定しております第２回に

なりますけども、「農林水産振興大会」では、

さまざまな実践事例、あるいは成功事例、ある

いは私は失敗事例もあってもいいのじゃないか

なというように思っておりますけども、そのよ

うなものについて発表してもらいながら、農家

の方々のやる気といったような機運を後押しし

てまいりたいというように思っております。 

 その抽象的なやる気だとかという、そういっ

たことじゃなくして、じゃあ実際どのように推

進するのだと、推進体制どうなっているのだと

いうようなお話もありました。ＡＳＴはこれま

でも普及サブセンター、あるいはＪＡや市の三

者が一体となって、この推進体制を組みながら

特産品の開発、あるいは販路の拡大、そういっ

たことにつきましても取り組んでまいりました。

この４月には県の農林振興センターにも加わっ

てもらい、ＡＳＴのパワーアップも図っており
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ます。 

 そして、さらにはワンフロア化を図ったとい

う形で、これはきのうの庁舎の分散の話も織笠

議員から出ておりましたけども、そのような一

つのメリット、デメリットという部分はいろい

ろあるわけでありますけども、当面これはやは

り今のマンパワー集団をきちんと、いうなれば

集約しながら、ベクトルを合わせ、農業現場で

頑張っている農家の方々としっかりとした、い

うなればタッグを組むというような仕組みづく

りが大事だろうというように思っておりまして、

農林振興センター、遠野普及サブセンター、市

の農業活性化本部、ＡＳＴでございますね。そ

れから、農業委員会事務局が県のかつての合同

庁舎のほうに入りまして、定期的に連絡会議を

開催しながら事業を推進しておるというような

形になっておりまして、４月から大体もう５カ

月、６カ月、半年を過ぎようとしているわけで

ありますけれども、非常に情報が共有されて、

それに御質問ありましたとおり、アドバイザー

の配置も６月で行ったわけでありまして、アド

バイザーの皆様の豊富な経験、ノウハウといっ

たようなことが共有するような環境ができてい

るというようなことも報告を受けておりますの

で、これでもって一つの推進体制の構築を図っ

ていきたいというように思っております。 

 それから、戦略会議のお話もありました。こ

れは戦略会議につきましては、一気に戦略会議

といっても、それこそ会議だけが躍ってしまう

ということにもなりかねませんので、当面連絡

会議という一つの連携会議と申しますか、その

ような位置づけの中から、穏やかなスタートと

言えば変でございますけども、よく言う一つの

大きく戦略会議になってしまうと、それがひと

り歩きしてしまうような感じになりまして、本

当に必要な議論がどこかに行ってしまうという

こともありますから、私は連携ということが極

めて大事だというように思っておりますので、

連携会議を継続する中で、行く行くは農業、畜

産、林業、水産といったものがきちっとタッグ

が組めるような組織体に持っていけると。だか

ら、これは進化させるということになると思い

ますけども、そのような考えでいるところであ

ります。 

 それから、耕作放棄地の問題につきまして、

これもきのう織笠議員のほうからもありました。

これは、やはり私は文字どおり関係者が一丸と

ならなきゃならないと思っておりますし、「耕

作放棄地ゼロ宣言のまち」ということに位置づ

けたわけでありますけども、そこをどのように、

そこに何を植えるのか、何を栽培するのか、じ

ゃあそれをどのように販路として持っていくの

か、そのようなところの、ただ、放棄地ゼロと

言っても、あるいはなくすと言っても、そこに

何を、土地をどのように利用するのかというよ

うなところの仕組みづくりも大事かというよう

に思っておりますので、その辺の今の取り組ん

でいる状況等につきまして、それから、「農業

で生計がたち後継者がいるまち」、これもやっ

ぱり生産者が手取りが本当に実感として感じ取

るような仕組みに持っていかなきゃならないわ

けであります。よく言う抽象的な言葉のもてあ

そびであってはならないわけでありますので、

この辺についても具体的に施策を念頭に置いて

取り組んでおりますので、次の農業産出額と同

様、この問題につきまして活性化本部長のほう

から具体的に数字上げて、また具体的に今どの

ような方向で今取り組んでいるかということに

つきましてお答え申し上げたいというように思

っておりますので、御了承いただきたいと思っ

ております。 

 私といたしましては、特にも御質問ありまし

たとおり、農業委員会との連携の中から耕作放

棄地の問題などは、やはりかなりの部分として

取り組める、あるいは解消できる、そのような

余地がまだまだあるではないのかなというよう

にも思っておりますので、耕作放棄地ゼロ宣言

で、可能か可能でないかという話もきのうこの

本会議場で議論があったわけでございますけど

も、可能なのか、それともそういうことよりも

可能に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、よろしくお願いいたしま
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す。 

 それから、ビジョンの中における「里山が美

しく林業が元気なまち」という一つの分野であ

りますけども、これも極めて重要な一つのタ

フ・ビジョンの中における事業としてというよ

りもプロジェクトとして認識しております。 

 先ほどの伊藤庄吉議員の質問の中にも固定資

産税の山林の減免の問題だとか、あるいは分収

林の取り扱いの問題だとか、かさ上げ補助の問

題だとかというような個別の事業の今後の見通

しについてのお話がありました。それぞれ個別

の事業そのものを見直ししながら、文字どおり

よりいい方向に、それこそ進化させる方向に事

務事業の見直しを行っていかなきゃならないわ

けでありますけども、この「里山が美しく林業

が元気なまち」というのにつきましては、森林

環境を良好な状態で維持するというのは遠野に

とっても大変大事なことなわけであります。今

「遠野物語」100周年の中で、多くの観光客の

皆様やさまざまな有識者の方が訪れております。

非常に黄金色に輝いた田んぼを見ながら、すば

らしい農村風景だと。今度、里山、里川と。先

般も東北サイクリング協会の主催によりますサ

イクリング大会が遠野でありました。約270名、

300名近いサイクリング愛好者が集まったので

すけども、この遠野路を60キロ、45キロと駆け

抜けたときにこの景観、これほどのものはない

ぞと、参加者の方々が異口同音に話しておりま

した。里川、川と一緒に水を、それこそ川を元

に平行しながら走る道路なんていうのはなかな

かないよというような話を、それから、この穏

やかな山のきれいなことと、本当に最高の景観

ですねというようなお話もいただいたわけであ

りますけども、これはやはりこれからの農林水

産振興ビジョンというものにあっては、文字ど

おり収益を上げ、収入をふやし、そして、その

中で手ごたえのある農業振興、１次産業振興と

いうのは当然にあるわけでございますけども、

一方においてはそういった景観を保持するとい

うのも一つの役目としてあるわけでございます

から、そのようなこともちゃんと見据えてこの

山の問題にも取り組んでいかなきゃならないか

というように思っております。 

 それで、市有林・民有林の団地化の推進と適

切な除間伐や低価格の路網の整備という一つの

質問でありました。 

 これは、今の現在の状況は森林所有者の意向

に沿いながら小規模分散型の除間伐作業という

ことになっているわけであります。 

 しかし、これはやはりもう限界に来ていると

いうように思っております。路網整備をしなき

ゃ、作業箇所の集約化も図らなきゃならない。

それから、御質問ありましたとおり、団地化、

あるいは高性能林業機械を活用した効率的な作

業システムの導入も必要になってきているわけ

であります。 

 そのためには、市内の民有林の現状をきちん

と把握しながら、集約化を推進する区域も設定

しなきゃならない。それを計画的にするために

は、これは国の「森林・林業再生プラン」の中

でも検討されている課題でありますけども、新

たな民有林の整備計画として森林経営計画の策

定が必要だというようにとらえておりますので、

この集約化の区域を設定するという部分におい

ては、きちんとした現状把握と整備計画を持た

なければならないかというように思っておりま

すので、その作業に着手をいたしております。 

 それから、森林組合の存在もすごく大事じゃ

ないかなというように思っております。森林組

合が森林所有者の方から同意を得るというよう

な一つの、当然でありますけども、そして、森

林管理をいうなれば全面的に委託をする、その

方向でやってほしいというような部分の一つの

仕組みをきちんとつくって、そこで森林組合が

そういう計画的にこういった除間伐を含めなが

ら山を守り育てるというような仕組みに持って

いくということも、そこに市の行政がどうかか

わっていくかというようなところの仕組みづく

りが私は非常に大事だし、またそれは、先ほど

の伊藤庄吉議員のさまざまな課題に対する答え

もその中から見えてくるのではないのかなとい

うようにも思うわけであります。 



－ 80 － 

 ４月に第12次公有林経営計画に基づく森林経

営を当面と、策定しております第12次公有林経

営計画を基本といたしますけれども、今後この

市有林・民有林の施業の一体化、一本化という

ことについても検討を行っていく必要があるの

ではないのかなと思っております。 

 それから、路網の整備、これは路網にも３種

類があると、一つの規格別に言いますと、中核

作業道というのが、それから、基幹作業道とい

うのが、それから、作業路という３つ目があり

まして、それぞれが、この中核作業道は、利用

頻度が高く高規格な作業道という部分に位置づ

けされております。基幹作業道は、トラック走

行が可能な作業道と、それから、作業路という

のは、高性能林業機械の走行に用いる作業路と

いう一つの区別、区分されておりまして、それ

ぞれ交付額もそれによって分けられているわけ

でございますけども、簡易で災害に弱い作業路

と比較して、間伐材等の搬出、森林整備用資材

の搬入等長期にわたる利用が可能だというよう

な基幹作業道を選択するのがやはり将来的に見

てもいいのではないだろうかと。もちろんこれ

は自然をきちんと守るという部分も当然視野に

入れながらでございますけども。そういう認識

に立ちまして、21年度で国のモデル事業を活用

いたしまして４路線、延長にいたしますと9,62

4メートルと、約そのような形の基幹作業道を

整備しております。 

 それから、今年度においても、国の基金事業

とか、交付金事業を活用しながら、４路線、6,

250メートルの基幹作業道を整備する予定とし

ております。 

 そして、昨年度当市で整備した作業道は、ほ

かの市町村のモデルとなるのではないかなとい

うような評価もいただいているという報告を受

けておりますので、これらのようなことを踏ま

えながら、路網整備と一体としたものになりな

がら、後期５カ年計画にきちんと位置づけた計

画的な整備としたものを行っていく必要がある

のじゃないかなというように思っております。 

 それから、造林計画を策定し、計画的に除間

伐、造林を行うことで、雇用といったものに結

びつけることができないかというお話がありま

した。 

 これも、先ほどの伊藤議員の答弁の中でも触

れましたけども、人工林の大部分は戦後の造林

したものであると、そして、手入れ不足から森

林資源の質の低下が見られ、その向上が課題と

なっておるということになるわけでございます

ので、伐期を向かえ、伐採した後の再造林もき

ちんと仕組みとしてつくりながら、やはり積極

的な森林管理といったものをそこに展開し、そ

こに一つの年間を通した一定の作業を確保する

ということになると、間違いなくそこに雇用と

いうものが生まれてくるわけでございますので、

作業員の雇用の安定にもつながるという一つの

ことになってくるのではないのかなというよう

に思っております。 

 それと、もう一つ、私はすごく大事なことだ

というように思っておりますけども、今一つの

提案として、今いろいろ調査費につきまして９

月補正にも若干計上させてもらっておりますけ

ども、木工団地の一つのプロジェクトをうまく

利活用するという、おける今の山林、森林、人

材をどう養成していくかということも非常に大

きな課題になってきておりますので、公設の林

業大学校構想をどうか遠野にうまく展開できな

いかというような方向で、きのうは、これは

佐々木譲議員にも人口定住策の中でということ

でちょっと御答弁は申し上げているわけでござ

いますけども、林業の基礎知識と、それから、

技術、特にも高性能機械がどんどん出てきてお

ります。そうしてオペレーターといったものも

養成していかなきゃならないということで、そ

ういう中における林業大学校構想の中で、もう

一方においては、国有林と民有林を一体的に管

理するという一つの切り口を設けながら、関係

機関団体、いうところのワンフロア化という中

における一つの仕組みもそこに立ち上げていい

のじゃないのかなというように思っておりまし

て、仮想でありますけども、森林総合事務所の

ようなものをもって、それは今営林署という言
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葉は使いませんけども、国有林の問題だと、そ

れは民有林だと、それは市有林だじゃなくして、

それをきちんと仕組みをつくって、そこで森林

組合などとうまくタッグを組むような、そのよ

うな新たな仕組みづくりも求められてきている

の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。 

 これは、今さまざま調査をしながら、いろい

ろどのような課題があるのか、あるいは林業大

学校構想にしろ、あるいは森林総合事務所構想

にしろ、どういう課題があるのか、今担当のほ

うで整理をしておりますし、あるいはさまざま

な情報もとって、いろいろ検討しておりますの

で、今後こういったものにも挑戦していく中か

ら、御指摘のあったような雇用の場につながる

ような一つの産業として位置づけていくという

形で持っていきたいというように思っておりま

す。 

 それから、森林所有者に対するタフ・ビジョ

ンの周知方法ということでありました。 

 これは、先ほど申し上げましたとおり、ダイ

ジェスト版とか、あるいはＪＡのほうと同様、

林業振興会議といったものがありますので、こ

ういったようないろんな会議等を利用しながら

対応していきたいというように思っております。 

 それから、これは最後の質問になりますけど

も、木工団地のプロジェクトについてもお話あ

りました。 

 川上から川下までと、遠野式の循環型産業の

システムを構築しているわけでありますけども、

これがうまく機能しているのかなというような

形での、これは産業と雇用といった場合につい

ては大変大きな場であります。本当に関係者の

懸命な努力によりまして、遠野の木を遠野で加

工し、価値を高め、生かし、さらに木を植え、

森を守り、未来につなげると、文字どおり循環

型の産業システムとして木工団地が位置づけら

れるわけであります。 

 川上から川下と、この部分におきましてそれ

ぞれ木工団地内の中におきまする活性化を図る

ために協同組合森林のくに遠野・協同機構を設

立いたしまして、木工団地内の情報共有、総合

調整、商品開発を行ってきております。しかし、

まだまだ課題があります。 

 したがいまして、特にもことしの５月に「公

共建築物等における木材の促進に関する法律」

が国会で議決されました。国を挙げて木材利用

の促進に取り組むということになったわけであ

ります。当市は早くから公共施設の木造化とい

うことで取り組んできておりまして、さまざま

な有識者の方、あるいは大学の先生方、あるい

は業者の方々、いろんな方たちが視察にも来て

おります。視察に来ておるからというのじゃな

くして、この全国的に木材利用が促進されると

いう流れがこの法律の施行によりまして一つの

大きな追い風となってきておりますので、この

機会を逃すことなく、団地内事業体の連携と団

結と申しますか、これをきちんと強化しながら、

関係機関一体となってのスクラムの中から林

業・木材、そして、住宅産業の振興を図り、そ

こで一つの雇用の場を図り、遠野の産業を元気

にするというような、そのような方向に今後な

お一層関係者との連携を密にしてまいりたいと

いうように思っておりますので、御了承いただ

きたいと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

よりまして荒川議員の一般質問にお答えいたし

ます。 

 まず、耕作放棄地についてであります。 

 私も先日転作確認に歩いてみました。非常に

不作付、作付されていない水田が多いことにび

っくりしました。そういう作付されていない水

田が徐々に耕作放棄地に移っていくだろうとい

うことが心配されました。そういう意味では耕

作放棄地がこれからもふえるであろうというふ

うに推察されるところでありました。 

 あるいは農家数が減少してきているという御

指摘がありました。その中でも二種兼業農家が

減少が著しいという状況にあります。すなわち、
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小規模な農家が土地を手放すなり、耕作をやめ

てしまうという例が多いのではないかというこ

とも推測されています。 

 したがって、今後も耕作放棄地がふえるであ

ろうというふうに予想されるわけですけども、

その数字ということについてはとらえていると

ころではありません。 

 しかし、今月から農業委員会でも耕作放棄地

の把握のためにパトロールを実施する計画と聞

いております。その情報の共有と活用に連携し

て取り組んでまいりたいというふうに思ってお

ります。 

 具体的には、農地パトロールの結果を受けて、

１筆ごとに耕作放棄地を分類をしてまいります。

その分類した耕作放棄地をなくすための方策と

しては、農業委員会と連携をしながら、あるい

は農林水産振興協議会の耕作放棄地対策部会、

これと連携をしながら解消に取り組んでまいり

たいと、国の事業、あるいは今年度から市の単

独事業として設置しております耕作放棄地解消

の事業に取り組んでまいりたいというふうに思

っております。さらには、農地として復元困難

なものもあります。そのようなものについては、

転用を誘導するということに取り組んでまいり

たいと考えております。 

 それから、耕作放棄地解消については、現実

問題として発生要因、さまざまな要因が考えら

れると思います。 

 したがって、１筆ごとに対応しなければなら

ないわけですが、そういう対応をする際にはや

はり農業委員会、あるいは関係機関と連携をし

て、地域に入って取り組んでいかなければなら

ないというふうに考えております。 

 それから、集落営農組織、あるいは農地利用

集積アドバイザー、現在取り組んでいただいて

いるわけですけども、これらの活動、あるいは

中山間地域等直接支払制度の地域の取り組みと

連動しながら、耕作放棄地が発生しないように

取り組んでまいりたいと考えているところです。 

 それから、「農業で生計がたち後継者がいる

まち」についての御質問がありました。 

 単に100億円、100億円と言っておりますけど

も、いかに生産者が手取りの額をふやすことが

できるかということが本来の目的、目標であり

ます。そしてまた、一時的なものではなくて、

持続的な農業経営をつくっていくということが

やはりより大事なことだろうというふうに考え

ます。手取り増を実現するには、議員がお話の

ように、販売額をふやす方法、あるいは生産コ

ストを下げる方法、どちらかがあるだろうとい

うふうに思います。 

 コストを下げる方法としまして、現在、市の

堆肥センターを活用して、製造した堆肥を安価

で供給するという取り組みを行っているところ

であります。あるいは低コストの栽培実証につ

きましては、米について慣行栽培と同等の生育

が認められるという結果が出ております。ある

いは園芸農家に対しても、堆肥が良質なことは

高い評価を得ているところでありますので、今

後循環型農業を推進してまいりたいというふう

に思っております。 

 それから、生計が立つということでお話しま

すと、認定農業者が現在424戸ございます。や

はりこの認定農業者がきちんとこれからも担い

手として経営ができていくことが基本的に大事

だろうというふうに思っておりますから、各種

の支援、アドバイザーによる相談に取り組んで

まいりたいというふうに思っております。さら

には、「500万円以上の販売農家」をふやすと

いうことを目標にしておりますけども、これは

先ほどお話したのと同じなのですが、所得とい

うのはなかなかとらえづらい、わかりづらい数

値であります。 

 したがって、わかりやすい一つの指標という

ことで、販売の農家数ということで設定をして

おります。そういった目標につきまして、いず

れにしましてもアドバイザー、あるいは関係機

関と連携をして、総力で支援をしてまいりたい

というふうに考えております。 

 それから、農業産出額、林業生産額も含めて

の100億円かという御質問でありました。現在

平成27年度の農業産出目標は87億円という目標
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に設定しているわけですけども、これは「100

億円達成アクションプラン」を引き継いだ形で

設定しているということでありますから、林業

の生産額を含めて考えているものではございま

せん。いずれ農業に限っての農業振興にかかわ

る将来的な目標ということで、今後も引き続き

目指してまいりたいというふうに考えておりま

す。 

 やみくもに数字を求めるものではなくて、さ

まざまに生産、あるいは販売拡大の取り組みを

行う中で、生産者が手取り感を実感できるよう

な取り組みを進めてまいりたいというふうに考

えております。「タフ・ビジョン」の実現のた

めに具体的な取り組みを関係機関と今後も継続

して取り組んでまいりたいというふうに思いま

すので、御協力をお願いしたいというふうに思

います。 

 以上です。 

○議長（河野好宣君）  ３番荒川栄悦君。 

   〔３番荒川栄悦君登壇〕 

○３番（荒川栄悦君）  再質問させていただき

ます。原稿がないんで、ちょっと繰り返しても

らいたいところでありますが、林業振興にかか

わって質問いたします。 

 今言われたように、国の政策の動きの中でも

全国的にも木材の流通量はふえていく。そうし

た中で遠野でも木材の流出はふえていく。さっ

きも言いましたように、木工団地があってとい

うことになれば、全国にやっぱり遠野は一番有

利な場所にあるんじゃないかと、材木の流通、

遠野市で林業資材、木材を販売していくという

ことにおいては一番有利な立場にあるところに

いるんだと思います。ただ今までの木工団地の

あり方がここでやっぱり改めて問われなきゃな

いんじゃないかなと思って再質問するものです。 

 やはり木工団地の中にあって、いろんな協同

組合が存在しているわけですが、これらの経営

状況を見ますと、さまざまにその危険をはらん

でいる部分があると。この辺も素早く、なぜそ

うなのか、これからじゃあどうやればいいのか

というようなことを早急に検討されなきゃない

かなと思うから質問するものです。 

 やはりそこに、聞きましたら、森林のくに協

同機構という組織ができたとなれば、その辺が

木工団地の上位団体というような形の中で、そ

こで検討されてもいいのかなと思いますが、相

当なリーダーシップが必要とされる形で検討さ

れるべきだと思いますんで、この辺にこそ市長

が頑張らなきゃない部分があるんではないかと。

ここができれば、当然山から木を出す、木工団

地で加工する、製品化する、販売する、ここが

さっきも言いましたように計画的になされれば、

原価も下がるし販売競争もつく。全国でやっぱ

りこういう木材の販売競争が出てきたときに、

遠野だけが高い材を売るというようなことにな

れば、遠野にはだれも注文よこしませんよ。や

はりここでしっかりとした対応をとらないと、

全国に逆におくれをとる。となると、市長が構

想している林業大学等の誘致等も難しくなる。

逆に遠野がそういったものを持ちながら、さら

に大学を持ち、林業で先行していくということ

も考えなきゃないと思いますんで、市長の見解

を伺って質問とします。 

○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）  荒川栄悦議員の再質問

にお答えいたします。 

 林業振興、この木材の需要がふえてきておる

と。全国的にもそういった意味においてはこの

木工団地を立ち上げておる遠野では有利なポジ

ションにあるんではないかと。ただこの中にあ

って、この木工団地そのもののあり方が問われ

ているんではないかというような認識の中で、

それをどのように、いうところのリーダーシッ

プを発揮するんだというような認識での御質問

であったかというように受けとめたところであ

ります。 

 実は、この協同機構を平成17年に立ち上げま

した。この平成17年に協同機構を立ち上げると

きも、やはりさまざまありまして、参加してい

るそれぞれ事業体の認識、あるいは温度差も大

分ありました。あるいは経営状況もそれぞれ状



－ 84 － 

況が違ったわけであります。それを17年に協同

機構という中で、まずひとつみんなで力を合わ

せようじゃないかというような、そこでひとつ

の関係ができたというのは、私は大きな前進だ

ったというように思っております。 

 ただもう平成も22年でありまして、この協同

機構そのものをどのように機能させるのかとい

う部分がやっぱり大きな一つのポイントではな

いのかなと。そこで、いうところの行政がそこ

にどのようにかかわりながらという部分は、も

うひとつはまだきちんとしたものとしては見え

ていないなというような形は私もそういう認識

はしております。 

 ただこのそれぞれの木工団地に影響している

個々の企業の経営改善には、県の関係者も大変

な関心を持っていただいて懸命な指導もしてい

ただきました。それからそういったことを踏ま

えながら、この協同機構がさまざまな形でいろ

んなことに積極的に挑戦してみようというよう

な気風と申しますか、環境も生まれてきており

ます。 

 この前発表した「移住家（イスカ）」という

定住人口というか、Ｉターン・Ｕターン向けの

商品開発なども森林の機構と、それから「で・

くらす遠野」と、それから市内の建設というか

設計業者等もかかわって、それぞれが連携を図

りながら、ああいう商品開発も図ったというよ

うな動きも、これも機構を中心とと言いますか、

そういったところが中心になりながら、ああい

う商品開発にまで向かっていこうというような

機運が出てきておりますので、このタイミング

をきちんととらえて、この日本の全国でも冠た

る木工団地のプロジェクトといったものを安定

飛行のほうに持っていくような形で、なお一層

私も市長という立場の中で積極的にかかわって

まいりたいというように思っておりますので、

その決意を申し上げまして答弁にさせていただ

きます。 

○議長（河野好宣君）  午後１時まで休憩いた

します。 

   午前11時54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。 

 引き続き一般質問を行います。５番瀧澤征幸

君。 

   〔５番瀧澤征幸君登壇〕 

○５番（瀧澤征幸君）  遠野市議会の会派、と

おの会議の瀧澤征幸です。通告に従い、一般質

問をいたします。 

 有害鳥獣駆除対策についてです。 

 市内各地において、カラス、ニホンジカ、カ

モシカ、クマ、キツネやタヌキ、そして最近で

はハクビシンによる被害も出始め、特に農家に

おいては被害の程度は甚大を極めており、看過

できない状況となっていることは周知の事実で

あります。それに呼応するかのように岩手大学

と県立大学が共同で、この６月から上郷町畑屋

地区を中心とした山林において、野生動物につ

いての研究を行っております。 

 その内容は、総務省戦略的情報通信研究開発

推進制度、いわゆる「ＳＣＯＰＥ」の地域ＩＣ

Ｔ進行型研究開発部門であり、「里山での活動

を支援するユビキタスセンサーネットワーク環

境構築の研究開発」という研究テーマで行われ、

野生動物生体情報収集と野生動物の管理に周波

数950メガヘルツ帯センサーが利用できないか

という実証実験であります。 

 上郷町畑屋地区のクマの調査研究は、岩手大

学の青井俊樹教授が長年にわたって行っており、

多くのクマが生息していることがわかっており

ます。この総務省の研究は、センサー20個を電

波がつながるように約３キロメートルごとにわ

たって設置し、そこを通過するクマの情報を得

るというものです。 

 この実証試験に当たり、その20個のセンサー

を設置する山林の地権者を探すべく努力したそ

うですが、法務局にかけあっても地権者を特定

するのは非常に困難だったそうで、上郷町２区

と３区の自治会で毎月共同発行しております自

治会報にて、この研究内容を自治会にお知らせ
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しております。設置期間は８月から翌年の３月

までの８カ月間とのことです。また余裕があれ

ばニホンジカについても研究を行いたいとのこ

とで、実証試験が成功すれば、クマやニホンジ

カの位置情報を防災無線で伝えることが可能と

なり、また食害対策にも応用できる可能性があ

るそうです。 

 このように大学において本格的に有害鳥獣に

ついての実証試験が始まったわけですが、一方

では、「いわて野生動物被害対策研究会」なる

ものもあり、ＬＥＤによるニホンジカ追い払い

実験、焦電型赤外線センサーユニットの開発な

どユニークな研究報告がなされております。 

 電気牧柵の普及は、この数年でかなり進んだ

と思います。一方ではハンター──猟友会の

会員は激減の一途をたどっており、農地の荒廃

と比例して、有害鳥獣はふえる一方です。また

この深刻な農作物被害を知ってか知らずかわか

りませんが、政府の行政刷新会議の仕分け作業

においては、野生鳥獣による農業被害防止の施

設整備費の予算が４分の１に縮減となりました。

そのまま減額にはならないとしても予算減額の

方向は変わらないのではないかと思われます。 

 しかし、有害鳥獣について見ますと、全国的

にはこの10年前と比較して、シカに至っては2.

2倍捕獲されているとのことで、国策としての

有害鳥獣対策は後退していると言っても過言で

はありません。 

 ただ平成23年度の農水省の予算概算要求の概

要を見ますと、鳥獣被害緊急総合対策に係る予

算計上がなされており、これまでに比べ、多少

の減額があったとしても、予算要求どおり認め

られれば中山間地域等での鳥獣被害軽減のため

の不作付地の有効活用、野生鳥獣と家畜のすみ

分け対策の推進、地域ぐるみによる被害防止活

動としての鳥獣捕獲機材の導入、発信機やセン

サーなどを活用した生息調査、大規模緩衝帯設

置、誘導捕獲わな設置などに対する助成も受け

られるようですので期待されるものであります。 

 この際伺いますが、遠野市としてこれまで野

生動物についてどのような調査等を行ってきた

のか。また現在の有害駆除への助成はどのよう

な仕組みでどの程度になっているのでしょうか。

確認の意味でお教え願いたいと思います。 

 行政職員の中に野生動物の専門家はほとんど

皆無でありますが、鳥獣被害はただごとではあ

りません。行政としても本腰を入れて対応すべ

きであると思います。そのためには、行政とし

て、「いわて野生動物被害対策研究会」に加入

するなど情報の共有化を進めてはいかがでしょ

うか。また狩猟や有害捕獲といった技術のみで

はなく、被害実態の迅速な把握、対策立案、住

民との合意形成など、複雑で多様化する野生鳥

獣対策に対応できる人材育成が急務であると考

えます。 

 前述の農水省の平成23年度概算要求の事業に

ついても、現在の有害駆除に当たっている方々

だけでは対応が困難であると思います。そして、

猟やわなの資格を持っている方々はそのほとん

どが60歳以上であり、猟友会の会員数も激減し

ております。そこで今のうちに遠野市の単独予

算を使ってでも、これまで私が述べてきたよう

な施策を積極的に進めない限り、有害駆除は後

手後手の対応を強いられると思いますが、いか

がでしょうか。 

 また同時に、現在の有害駆除手続きの早急な

見直しが必須であります。被害が発生し、写真

を撮り、有害駆除申請書類を作成、提出し、そ

れから最低でも１週間は許可がおりない実態が

あり、農家にとってこんなに嘆かわしいことは

ありません。クマがいなくなってから許可を出

してもどうにもなりません。クマやシカは、ま

た来年里におりてきて、農家に甚大な被害をも

たらします。ですので、遠野市における有害対

策の現状を考えますと、例えば許可権限を市が

持ち、迅速な有害駆除ができるよう制度を改め

るべきと考えますが、市長のお考えを伺います。 

 農家の方々は当然作物を荒らされることに怒

りを持っておりますが、それよりも人命が何よ

り大切であります。これまでも市内において、

人命にかかわるような事故がありました。しか

し、このような有害駆除の現状のままでは、一
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向に解決の糸口が見つからないのであります。

人間と獣のすみ分けをしっかり構築していくこ

とが今後求められていると考えます。人間と獣

の共存は、遠野郷しし踊りの中の歌や踊りとし

てしっかりと表現されております。だからこそ

遠野市が「日本のふるさと遠野」として存在し

続けるのだろうと思っております。 

 以上、述べてきましたように、有害鳥獣駆除

対策にはたくさんの課題や難問が山積しており

ますが、行政として確かな対策を一歩一歩着実

に実行していただきたいと存じますので、市長

のお考えをお聞かせください。 

 以上で、私の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）  瀧澤征幸議員の一般質

問にお答えいたします。 

 この有害鳥獣駆除対策に一本に絞っての、こ

の深刻な事態と、それにタイミングを失しない

ような形で、まさに遠野物語の世界をきちんと

守るべきではないかというような視点に立って

の御質問と承ったところであります。遠野物語

100周年、日本のふるさと遠野として、さまざ

まな環境づくりを行っているわけでありますけ

れども、この人間と獣と申しますか、共存が、

まさにこの遠野物語119話の中に、さまざまな

このことが記されているということで、この有

害鳥獣駆除というのも、その辺においては大変

悩ましい課題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。 

 またこの質問の中には、岩手大学との研究の

話にも触れられておりました。岩手大学と県立

大学が共同で、この６月から上郷町のほうで行

っていると。これはいうところのＩＣＴを利活

用したという中における研究だということで、

「里山での活動を支援するユビキタスセンサー

ネットワーク環境構築の研究開発」という大変

長い事業でありますけども、これが遠野を一つ

のフィールドにして、さまざま行われていると

いうことも、これもまたまさに遠野ならではと

いう部分においては非常に関心を持つ、また注

目しなきゃならない研究活動じゃないのかなと

いうようにも承知いたしております。 

 それで御質問の中には、この調査ということ

をどのようにとらえているのか、現状をどのよ

うにとらえているのかというお話がありました。

この農作物に大きな被害を生じさせている主な

鳥獣というのは、カラス、ツキノワグマ、ニホ

ンジカということに代表されるかというように

思っておりまして、これまでは市内全世帯の調

査はまだ行ってはおりません。ＪＡの各生産部

会や被害を受けた農家の方々からの聞き取りと

いう中で把握しておりまして、ちなみにこの21

年度の状況をその中から把握いたした数字とし

て出しますと、あくまでも被害試算ということ

になろうかというように思っておりますけども、

カラスが約１ヘクタールで100万円強の被害が

出ておると。それからツキノワグマは14ヘク

タールで約1,000万と、それからニホンジカは4

35ヘクタールで約9,600万円と。合わせますと

１億円の被害が出ておるというような、放置し

ておけない現状であるということがこの数字か

らも言えるのではないかなと思っております。 

 あくまでもこれは聞き取りと、被害の状況に

おける試算ということですから、その被害の状

況はもっと深刻になってるんではないだろうか

なというように思っておりますので。特にもシ

カの被害などもさまざま出てきておりまして、

せっかくしたが、すべて食い尽くされてしまっ

たとか、田植えを３回、４回とやり直したとい

うような、そういった切実な声も聞いておりま

すので、これは放置できない一つの大きな市政

課題でもあるというように承知しております。 

 こういった被害を防止するために、電気牧柵

の導入補助、購入補助なども実施しております

けども、21年度は115件のこの購入助成を行い

ました。また緊急雇用創出特別対策事業を活用

いたしまして、パトロール要員を配置しながら

被害の状況把握にも努めているところでもあり

ます。 

 冒頭申し上げました岩手大学あるいは県立大

学の共同研究、これはツキノワグマに発信機を
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取りつけながらその行動を研究するものと聞い

ておりますので、これはただ駆除するというこ

とじゃなくして、まさに人間と獣の共存という

部分の中におけるひとつのルールがそこで構築

できるひとつの研究ではないかなというように

思っておりますので、こういったものについて

は、ただ数カ月調したとかそういうのじゃなく

て、数年を要するわけであります。動物の、野

生動物の行動形態を把握するわけでございます

から、やはり一定の年数も必要と思われますの

で、この研究に対して市としても協力を惜しま

ないつもりであります。 

 岩手大学とか県立大学とも協定を結びながら、

いうところの産学官連携という形でいろいろ進

めておりますので、こういった研究などもその

一環として受け入れる中において、市の立場と

しての対応も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２つ目のハンター等への助成をどの

ような仕組みでどの程度やっているのかという

ようなお話もありました。これは鳥獣対策は、

市とＪＡと、それから森林組合、それから国有

林材生産共同組合で組織しております「遠野地

方有害鳥獣駆除協議会」、これは会長は私であ

ります。事務局は農業活性化本部のほうに置い

ております。この協議会には猟友会のメンバー

約50名でもって「有害鳥獣駆除隊」を組織いた

しまして、有害鳥獣の捕獲やパトロールにも当

たっていただいております。 

 この駆除隊の皆様には駆除協議会が、それぞ

れの構成機関団体からの負担金で有害駆除経費

を払っておるということであります。わなの設

置とかパトロール、また実際の駆除に当たった

時間等に応じまして、隊員に対して支払うとい

う対応をしておりまして、その予算が19年度ま

では約50万でありましたけども、20年度からは

90万円に増額をしております。この１時間当た

りの出動に対して支払われる駆除経費が500円

前後という非常に低額になっているわけであり

ます。したがいまして、これもさらなる増額も

やはり考えなければならないのかなと。 

 と申しますのは、19年度から21年度までの隊

員の出動時間が、これまで約1,000時間であっ

たのが、約2,200時間と大幅にふえているわけ

でありますから、これだけ、何と申しますか、

クマとかニホンジカとか、そういったカラスと

かそういったものについては深刻になってきて

いるというのも、この数字からも読み取ること

ができるんじゃないのかなというように思いま

す。 

 それからニホンジカの有害捕獲については、

これは県から委託を受けて実施しておりますが、

その委託料は１頭当たり6,427円と。しかし、

この予算の範囲内での委託契約でございますの

で、21年度捕獲実績102頭、102頭で、１頭当た

りの駆除費は3,809円と。当初見込みの約６割

にとどまっておるということでありますので、

いろんな予算も、あるいは仕組みもつくってい

るわけでございますけども、実際の被害の状況

から見ると、ちょっとミスマッチになっておる

というような現状にもありますから、やはりこ

ういったところについて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。 

 それからニホンジカの駆除頭数、19年度の30

頭から昨年度102頭と、これも飛躍的にふえて

きております。増加しております。これの数字

見ただけでも県の委託料だけでは十分でないと

いうひとつの現状でありますから、市としても

これは検討すべき一つの課題であるというよう

に認識いたしております。 

 で、それからもう一つは、このニホンジカ以

外の駆除について、岩手県から、県から猟友会

に対して、有害鳥獣捕獲委託料として支払われ

ておりまして、その単価はその年の捕獲頭数に

よって変動があるという仕組みになっておりま

す。１頭当たりの捕獲、これ駆除した単価はツ

キノワグマがおおむね5,000円、それからタヌ

キやハクビシンは1,000円、カラスは100円とい

うようなそのような状況になっているわけであ

ります。いずれこの実態、捕獲の実態、捕獲と

いうか駆除の実態と、被害の状況と、約１億円

にもなっているというような実態と、それから
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いろんな手当なり駆除隊に対するさまざまな対

応なりについては、もうかなりずれが出てきて

おりますから、これはやはり御質問にありまし

たとおり、この共存ということを考えた、見た

場合においては、一定規模のこの駆除を行いな

がら、そのいうところの人と獣の共存といった

ものも志向していかなきゃならないわけでござ

いますので、やはり考えなきゃならないという

ことで、御質問の中では人材育成とかこの駆除

対策に当たる野生鳥獣対策に当たる人材と、そ

ういったような市単独ででも進めるべきではな

いかというような御質問であったわけでありま

す。これも大事なことであります。 

 「いわて野生動物被害対策研究会」が、岩手

大学農学部地域連携室の中に置かれておりまし

て、これには県とか、市では八幡平市なども参

加しておるということを聞いておりますので、

こういったものに対して、当市も積極的にアプ

ローチしながら、情報交換、被害対策の研究と

いったものはやっぱり行う必要があるんじゃな

いかなというように思っておりまして、情報を

もう少し確認しながら、これについてはやはり

加入といったことも考えてみてもいいんじゃな

いのかなというようにも思っております。 

 それから人材育成につきましては、本当にこ

れは献身的な活動をしていただいております。

駆除というあれでございますから、本当に駆除

隊の皆様にはさまざまな形での御苦労をおかけ

しておるということで。そしてこの隊員の皆さ

んは仕事を持ってる方も多いと。平日の日中の

活動ができる隊員が限定されておりまして、隊

員が不足しておる状況にもあります。わな利用

の免許取得者をふやしながら、捕獲の増加につ

なげることもまた考えていかなきゃなりません

し、そのために今年度から、22年度から免許取

得の、わな・猟等の免許取得の助成として補助

率２分の１でありますし、それから免許の更新

助成と、これは補助率３分の１ということで創

設をしておるわけであります。駆除隊員の拡大

も図っていきたいというように思っております。 

 それから、この駆除する場合においては有害

鳥獣捕獲許可について、県と市町村のとの関係

もあるわけであります。ニホンジカとかカラス

については、権限は市の方、市町村に移譲され

ております。 

 ツキノワグマについては、これは環境省のレ

ッドデータブックで絶滅のおそれがある動物と

されておりまして、保護及び管理という必要性

から、まさに現に民家や学校に出没している場

合などで非常に危険性が高い場合を除き、県知

事の許可を得なければならないという、そうい

うような実態になっているわけであります。 

 したがいまして、このツキノワグマの捕獲許

可の権限移譲を受けるには、市段階におきまし

ても保護管理検討委員会などを組織しながら市

内の生息数を確実に把握すると。そして保護管

理のための独自計画を立てるというような形で、

そしてその上で年間の捕獲及び狩猟可能頭数を

そこで決定すると。その決定に基づいて、有害

補助を実施するというひとつの流れがあるわけ

でありますから、これは一つの自治体において

はこのようなものをきちんと打ち立てるという

部分については、正直なところかなりの作業を

要するということになるわけであります。 

 したがって、県内には、ただいま申し上げた

ような一つの前提で、危険性が具体的な場合を

除き、県知事の許可を得なければならないとい

うわけでございますから、直ちに駆除というこ

とにはならないというような、そういうような

状況であります。県内には市町村段階で権限移

譲を受けている市町村はありません。そういっ

た形で、ツキノワグマの場合は花巻保健福祉環

境センター、これ捕獲証との関係もありますか

ら、花巻との書類のやりとりというのが必要で

ありますけども、この以前よりも許可までの日

数がかかっているというのが県の行政組織の再

編に伴いまして、そのような現実も出てきてお

ります。したがって、この捕獲許可のあり方に

ついて、県に簡素化と迅速な許可といったよう

なものを対応する、求めるということも一方で

は必要でないのかなというように思っておりま

す。 
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 それから深刻さを増してきておりますこのニ

ホンジカの被害対策、今駆除の話、あるいはそ

ういった人的対応の話を申し上げたわけでござ

いますけども、ニホンジカの被害対策について

は、これは遠野市単独では限界がありますし、

また無理なわけであります。私、よく本気とも

冗談とも言わず話しているわけでございますけ

ども、こういった野生動物には市町村境は全く

ないわけであります。したがいまして、広域的

な対応が非常に大事だと。 

 広域的な対応が大事で、それぞれの市町村が

同様な悩みを抱えているがゆえに、私はそうい

ったときにこそ県の組織の機能というものを発

揮すべきではないのかなというように思ってお

りまして、それを共通の悩みをうまくコーディ

ネートしながら、その被害を最小限にとどめ、

いうところの人間と獣の共存といったものをそ

の中で一方では確保していくというような部分

のコーディネート役は、やはり県のほうの役割

としてあるんじゃないかなと思っておりますの

で、県南広域振興局、あるいは沿岸広域振興局

という中で、この４月から県の行政組織も動い

ておりますので、広域で実効性のある対策、あ

るいは支援策といったものを、こういった広域

局を通じ、要望するというような行動もまた大

事ではないかなというように思っておりますの

で御承知いただければというように思っており

ます。 

 以上で、答弁とさせていただきます。 

○議長（河野好宣君）  ５番瀧澤征幸君。 

   〔５番瀧澤征幸君登壇〕 

○５番（瀧澤征幸君）  再質問いたします。 

 市長の答弁、本当にありがとうございました。

やはり前向きな行政のこの形と言いましょうか

ね、そういう方向性をきちっと持っているんだ

なということで安心したわけですけれども。 

 ただ私が質問した中で、一つ人材育成の部分

についてですけれども、実は猟友会というか、

そういう捕獲の免許は、特に鉄砲というんです

か、そういったものはなかなか免許とりにくく

なっている。しかも免許の更新も非常に難しく

なってきています。例えば精神的な部分の病が

ないか等まで、等々専門の病院で調べられると

いうこともございます。 

 本当に、特にクマに対しては、ドラム缶式の

あれでなければ撃つしかないということも、盛

岡なんかのような例もありますけれども、いわ

ゆるわなの捕獲の免許をとるという人たち、若

い人たちも少ないですが、現在の猟友会の人た

ちは高齢になってきているわけですよね。幸い

50歳代の方々も何名かいらっしゃいますけれど

も、やはりそういった方々にリードをとっても

らって、単に鉄砲で撃つとか、わなで捕獲する

だけではなくて、やはり地域を地理的に知って

いる人たちとかそういった人たちの協力を求め

たり、あるいは事前の策をとれるようなものは

とるとかですね、やはり獣が来る通り道という

のがございますから、それを緩衝というか柔ら

かく抑えるとか、あるいは地区住民に対する危

険を知らせるとかですね、さまざまなことをこ

れから考えていかないと、やはり青笹でもあの

ような事故があったわけですけれども、本当に

おっかない事件が起きるのかなと思ってます。 

 やはり作物の被害、これも確かに甚大ですけ

れど、一番大事なのは人命なわけです。ところ

が、被害の程度が本当に少なければ駆除の申請

はできないんですが、実態はクマが毎晩のよう

に来るところもあるんですね。それにはそれな

りの理由があるんです。私らもよくそういうと

ころ行ってみますけども、やはりそれなりの事

情、理由があるから来ているわけですけれど、

被害が出ないと、いわゆる駆除の対象にならな

いというのも、これはその辺の判断、難しい判

断あるわけですけれど、その辺の難しさがある

と。 

 やはり私たちが一番考えなきゃならないのは

やはり人命だろうということになれば、今わな

の免許を持っている人たちはもちろんですけれ

ども、やはり若い人たち、後継者、あるいはそ

ういった人材育成のための手立てを小予算から

スタートしていいと思うんですけども、始めな

いとこれは大変なことになるかなと。 
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 先ほど猟友会の皆さんへの手当の部分をお聞

きしたのはですね、あえてお聞きしたわけです

けれど、彼らが捕獲するには事前のいろんな準

備があるんですよね。例えば、ドラム缶に入れ

るハチの蜜を取るにしても市販品ではだめです

からね、生きたものを直接取ってつけないとな

かなか入らないとかいろんなことがあります。

それから場所に行くまで、それから運搬するさ

まざまな部分で経費がかかる。朝と夜は必ず行

く。もうその労力のほかに諸経費は、先ほどお

話いただいたような部分で済むようなものでは

実はないんです。全くないんです。 

 やはり、しかしそうは言っても、市の財政の

事情もございますので、そこはやはりボランテ

ィアというか奉仕の精神でやっていただいてい

るわけなんですけれども、現状ではですね。し

かしそこに何らかの、本当に心ばかりでもいい

かと思うんですが、意識づけをしていただくと

いうんですかね。これはそういう猟友会関係の

方々だけではなくて、我々一般市民もそういう

鳥獣、獣に対する考え方というものをもっと身

近にわかっていただくような手立てとかそうい

ったようなものを総合的に推進していくために

は、やはり猟友会という形も、そういうグルー

プももちろん頑張っていただかなきゃならない

わけですけれど、その中のリーダーですね、そ

ういった人たちをやはりクマ、シカが頻繁に出

る地区については何名かずつでも育成しておく

ということを今のうちからやっていけば、それ

こそ人間と獣の共存ということが本当の意味で

可能になってくると思うんですよ。 

 したがって、やはり人材育成というのは、農

業もそうなんですけれども、今立ち上がらない

と、これなかなか継続してそういう人材を育て

ていくというのは難しい時期に来ていると思わ

れますので、その辺の人材の育成確保について、

再度お考えをいただきたいと思います。 

○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）  瀧澤征幸議員の再質問

にお答えいたします。 

 きょうただいまこの有害鳥獣駆除対策という

ことで、現状と把握している被害の状況等につ

き、またそれにどのように対応しているかにつ

きましては、ただいまの答弁で申し上げたとこ

ろでありますけども、再質問の中におきまして、

一定の方向性をきちんと認識していることにつ

いては安心したと。だけども、この駆除にしろ

捕獲にしろ、一定のマンパワーといったものを

欠かせないんじゃないかと。したがって、それ

を今のうちからそのような対応していかなけれ

ば、特にもニホンジカ、あるいはクマについて

もこの被害が深刻になり、農作物の被害等であ

ればいうところの補償等で、あるいはお金等で

も済むものあるわけでございますけども、あっ

てはならない人命等というのがかかわれば、そ

んなこと言ってられないぞと、そのためにもや

っぱり人材育成といったものを今からきちんと

取り組めという、そのような御質問であったか

というように思っております。 

 免許取得、あるいは更新、これも非常に難し

くなってきておるというような状況がある。こ

れはやっぱり一定の高齢化という問題がそこに

は横たわってるんじゃないかなというようにも

思っておりますし、それから今のお話の中で、

言うなればすぐ駆除をするという一つの取り組

みも大切であるけども、地域を熟知しておると、

その中でいうところのクマとかニホンジカがど

ういう行動形態をとるのかということもよく把

握しながらという部分も、そういったソフトの

対策も必要ではないだろうかということでもあ

ったわけであります。 

 したがって、この今質問の中にもクマが毎晩

のように来ておるという話もありまして、私も

いろんな地域に出かけますと、とても目撃情報

どころじゃないと。それを一生懸命通告してお

ったんだが、たまったもんじゃないというよう

な、そういった地域住民の実際の声もあります。

それだけ出没をしておるということも現実にあ

るわけでありますから、これが万が一対応を誤

ると、文字どおり人命にかかわる被害になって

くるということになるわけであります。 
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 したがって、先ほどは広域的にという部分の

中でも申し上げたわけでありますけども、この

被害の状況、あるいは実情等から考えてみた場

合に、この問題にもきちっと立ち向かっていく

というのもまた遠野としての大事な取り組みじ

ゃないかなというように思っておりますので、

先ほど答弁の中で、１回目の答弁の中で手当の

問題だとか予算の問題言いました。これをもう

一度洗い直してみまして、どのような形で一つ

のストーリーができるのか、単なる駆除の免許

で、あと駆除したらばいくら出せばいいという

そういうことじゃなくして、その地域の事情に

精通しながら、どのような対応を講じれるのか、

あるいはどういう対策が講じれるのか。あるい

は岩大とか県立大学の共同研究の中からどうい

うものを我々がその中で得るのかといったこと

を一つのストーリーとするような形で検証、検

討しながら、ひとつの対策といったものを総合

的に考えていくというようなことにも取り組ん

でみたいというように思っておりますので、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。 

○議長（河野好宣君）  次に進みます。19番萩

野茂男君。 

   〔19番萩野茂男君登壇〕 

○19番（萩野茂男君）  通告に従いまして一般

質問を行います。 

 忘れるほど遠野市政に対する一般質問を見送

ってまいりましたが、このたび夢をもう一度と、

遠野市政の最も重要課題と言われております農

政一本に絞って本田市長に御質問を申し上げま

す。 

 私は昭和46年４月より、中間飛びながらも市

議会議員として今日まで参りました。思い出の

40年間、歴代市長、工藤千蔵氏、小原正巳氏、

そして菊池正氏と、それぞれのすばらしい市長

が一様に話されたことは、農政の難しさだと言

われておりました。確かにそのとおり。約40年

の歳月を振り返るに、数百億の農業予算を計上

し、投入しながら、あるいはまたこれぞとばか

り優秀な人材を起用しながらも、農政の改善策

が見当たらないのが現在の農政ではないでしょ

うか。 

 したがいまして、遠野の農家所得は年ごとに

減少傾向をたどり、農家の笑顔など見るすべも

ないのがまさに現状であり、まことに残念極ま

りないことだと存じておりますが、いかがでし

ょうか。 

 しかし、今静かに振り返るに当たり、あるい

はまた反省するに当たり、行政にもいささかの

問題点もあったのではないでしょうか。過去の

実例を申し上げれば、我が遠野市は何事も言葉

の理想とスタートはよいが、実行済みの反省点

の検証がなされていない。いわゆる言葉を変え

れば不足しているのではないかと多くの市民が

感じているのではないでしょうか。その証拠と

して一例を申し上げます。 

 遠野市が声がけをし、花きであるリンドウの

栽培も手がけました。その次には、食用キノコ

でありますマッシュルームの奨励もいたしまし

た。その次は、我が遠野市は、きれいな自然水

が豊富であるとのことで、淡水魚であるヤマメ

の養殖も始めました。特にもヤマメは、時の市

長は遠野の１億円特産品と声高々にスタートを

いたしました。これ等々代表する３種類の特産

品を夢見て、市当局は多額の補助金を出し、努

力はいたしましたが、結果はどうでしょうか。

どれもこれも見事に失敗をいたしたような気が

してなりません。 

 しかし、その失敗を省みず、失敗の原因は何

かは全く検証の跡が見受けられないのが実情で

はないでしょうか。これでは、この先50年、あ

るいは100年待っても遠野の農政はよくなるど

ころか多額の設備投資をかけた農家の借金だけ

が残るのではないでしょうか。 

 現市長は、時には行政も企業意識が必要だと

言われますが、一般企業感覚であれば、常識と

して、物事はまず第１に綿密なる計画をする、

計画を立てる、第２には計画に沿って実行する

んだと、第３には実行の経過を見て反省をする

んだと、そして第４にはその反省の上に立って

再検討する、これが一般企業では当然であり、
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常識であると私は思っております。どうでしょ

う。４つの言葉どおり、もう一度繰り返します

けれども、計画、実行、反省、新たなる再検討

する、この繰り返しなくして物事すべての進歩

も発展もあり得ないと思いますが、いかがでし

ょうか。物事は常に一歩先を考える行政こそ多

くの市民が期待されていると思いますが、いか

がでしょうか。 

 我が遠野市の問題、いわゆる解決策は最後に

申し上げますけれども、先般私ども遠野市議会

産業建設常任委員会で愛知県の田原市を視察研

修を行いました。田原市の総面積は約188平方

キロであります。我が遠野市は約825平方キロ

ですから、面積にして田原市は、我が遠野市の

約４分の１弱しかありません。その４分の１の

面積で、農業生産出荷額は700億を超えたと説

明をいただきました。ちなみに我が遠野市は約

73億前後か、どうでしょう。田原市の４倍以上

の面積で、出荷額は田原市の約９分の１であり

ます。 

 また去る６月には、千葉県の山武市の野菜ネ

ットワークを視察研修をいたしました。ニンジ

ンを初めとした野菜の生産、あるいは販売方法

は、すべて前年度中に数量から単価まで決めら

れております。これ等の業務は、専門の責任者

を配置し、農家はつくるだけに専念をされてお

ります。言いかえれば、愛知県の田原市、千葉

県の山武市にしても、販路拡大は行政が先頭に

立って専門職を配置し、施政をいたしておりま

す。農家の所得向上はやがて町の繁栄イコール

市財政の充実へとつながってまいります。 

 山武市の「食と農の再生会議」下山局長が熱

弁を振るわれておりました。農家に生産から販

売までを期待するのは相当の無理がある、また

失敗するだろうということまで話されておりま

した。言いかえれば販路の拡大、いわゆる営業

マンは、長期間優秀なる同一人材を専門職、い

わゆる腰掛けの仕事ではなくて専門職として行

政が育てる決断なくして遠野市の農政にあすは

ないと思われますが、本田市長の御見解を賜り

たいと存じます。 

 我が遠野市は、農業である第一次産業が中心

であります。農家の繁栄なくして遠野市の発展

はないと思います。今は亡き工藤千蔵、時の市

長は、人の集まらない町に町の繁栄はないと叫

び、惜しまれて83歳の現職でこの世を去られま

した。本田市長は、60代をスタートしたばかり

の若さであります。当時の工藤千蔵とは20歳も

若い市長であります。多くの市民は現在の行き

詰まり的状況の遠野市の農政を、市民一堂に息

づく元気な農政に、あるいは農家に笑顔の絶え

ない農業所得の確立こそ町全体の繁栄につなが

るものと確信をいたしておりますが、市長の御

所見を賜りたいと思います。 

 結びに当たり、去る８月13日、岩手日報朝刊

４ページに、「世界が注目、遠野型医療」との

見出しに、本田市長が生み出したＩＴ活用、遠

隔健診とのことで、海外であるタイから視察団

が訪れたようでございます。タイのナレースワ

ン大学医学部長のスパシット教授は、特段の高

評価をされたようでございます。本田市長は年

齢的にも若いし、行政の発想とアイデア、そし

て実行力はまさに評価に値する市長であると多

くの市民が絶大なる期待を寄せております。ど

うか本田市長には、今までだれにもできなかっ

た大胆な農政の転換、そして多くの市民が夢と

希望の持てる遠野市建設のために、なお一層の

御奮闘あらんことを強く御期待を申し上げ、私、

人生の最後の御質問といたしますが、各位の御

清聴に対しまして、御清聴賜り、心から感謝と

敬意を表し、一般質問といたします。（拍手） 

○議長（河野好宣君）  10分間休憩いたします。 

   午後１時48分 休憩   

────────────────── 

   午後１時58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）  萩野茂男議員の一般質

問にお答えいたします。 

 農業、農政一本に絞っての御質問と承りまし
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た。「夢よもう一度」と40年間の集大成として

の質問だということで、大変な迫力での質問で

あったわけでありまして、圧倒されないように

私も気合を込めて答弁をしなければならないか

なというように思っております。大胆な発想を

持てというような、そのような気合もかけられ

ていただきました。本議会におきましても、各

議員からさまざま農業問題、あるいは林業も含

め、畜産も含め、まさに当市の大きな課題でも

あり、ここをしっかりとした仕組みにしなけれ

ば、やはり遠野の発展はないということは、私

も同様の認識であります。萩野議員のほうから

もそのような認識の中で、いろいろの励ましも

含めての御質問という形であったのではないか

なというように思っているところでもあります。 

 御質問の中にもありましたとおり、企業感覚

をやっぱり持たなければならないんだと。いう

ところの計画、実行、そして反省、再検討とい

う中における流れといったものをもう少しきち

んと踏まえる必要があるんではないだろうかと。

一つの事例として、遠野市にあっても、かつて

はリンドウ、あるいは食用キノコとしてのマッ

シュルーム、そして、私はこれはまだまだ取り

組む可能性がまだあると思うし、それこそきち

んと検証しなければならないかと思っておりま

すけども、淡水魚としてのヤマメの生産といっ

たものにつきまして、十分な対応ができてない。

多大な投資をしても、それが検証という一つの

行為を怠ったことによって、それが次の農業の

戦略と申しますか、振興につながっていないん

ではないかというような形での御質問を承った

ところであります。 

 「見事に失敗」という表現もあったわけであ

りますけども、この部分のところにつきまして

は、いうところのリンドウ、私もリンドウのい

ろんなプロジェクトのことも聞いております。

マッシュルームの話も聞いておりますし、ヤマ

メ、この淡水魚としてのヤマメもまさに遠野と

してのひとつの大きな特性を売り出すひとつの

いろんなマーケットと申しますか、ビジネスチ

ャンスはいろいろあるわけでありますけども、

なかなかそれがうまく販路の問題とか、あるい

はこの生産の問題で、きちんとした課題をクリ

アーできないでいるというのもあるんじゃない

かなと思っております。 

 そういったところをこの４つの言葉、計画、

実行、そして検証、いわゆる反省、そして再検

討というひとつのサイクルの中で、やはりこれ

からも対応していかなければならない一つの課

題であろうかというように思っております。 

 その中にございまして、農業活性化本部「あ

ぐりステーション遠野」を立ち上げたわけであ

ります。そこの中におきます「アスト100チャ

レンジ事業」といったような中から、小さな取

り組みでもそれを大きくしていこうじゃないか

ということを愚直に行ってきたという中で、そ

れをさまざまそのアストの際も展望なり、ある

いは計画がないんではないかと、プロジェクト

ありきではないかというのはあったわけであり

ますけども、その中でいろんな生産現場の方々

からいろんな知恵をいただきながら、あるいは

工夫をしていただきながら、それが次のこの大

きな農業振興につながるといった形で、言うな

れば育てていくというようなひとつの発想の中

で取り組んできたわけであります。 

 それを検証し、さまざまな失敗例、成功例の

中から、先ほどの荒川栄悦議員から、ほとんど

タフ・ビジョンに絞っての御質問を承ったわけ

でありますけども、これも萩野議員からの御質

問と同様、このタフ・ビジョンの中に少なくて

もその検証という中におけるものとして、ある

程度の成果をビジョンの中に示すことができた

んではないのかなというように思っておりまし

て、これが萩野議員からの御質問ありましたと

おり、この４つの言葉と経営感覚、企業感覚の

中から農業問題にも取り組めというひとつの御

示唆の中に位置づけられるのではないかなとい

うようにも思っているところでもあります。 

 多額の投資の中で多くの負債を抱えて云々の

部分、あるいは補助金頼りという部分は、これ

はかなり前からそれはいかがなものかというこ

とが言われているわけでありますから、自立と
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いう部分と、あるいはいろんな工夫をするとい

う部分と、そしてまたこれも我々行政と同様、

行政の仕組みもそうでございますし、いろんな

仕組みも今そのようになってきておるわけであ

りますけども、それはそっちの問題だ、これは

国の問題だ、県の問題だ、あるいは市町村の問

題だというような時代ではなくなってきており

ます。 

 同様、それは農協の問題だ、それは市の行政

の問題だ、それは個々の農家の問題だじゃなく

て、それぞれの立場のものがそれぞれの守備範

囲の中にあって、情報を共有しながら、それを

力を合わせ、一つの総合力に持っていくという

ことがこれから最も大事なことではないのかな

というように思っておりまして、この部分が御

質問のありましたとおり、この企業感覚をもっ

て取り組むという中にあっては、そのことにあ

る意味においては尽きるのかなというような感

じもしておりますので、この仕組みづくりをバ

リアーをとっての仕組みづくりと、その中に遠

野としてのひとつの地域特性を生かしたものと

しての位置づけが、タフ・ビジョンの中で一つ

一つそれを形にするというところに持っていき

たいものだなというような強い意欲を持ってお

りますので、そういった点での御理解をいただ

ければというように思っております。 

 御質問のありました愛知県の田原市であると

か、あるいは千葉県の山武市等、これは人口集

積大都市圏に非常に近いところであるんで、い

わゆる大消費地が近くにあると、いうところの

オンサイドの何と申しますか、農業生産をでき

る地域であるということですから、仕組みはで

きている。ただその中に人材として、専門職が、

販路拡大も含めてきちんとコーディネートして

るぞというのが、やはりこれは私は無視できな

いというよりも、言うなれば遠野としてもきち

んとそれを見習わなければならないやっぱり大

きな課題ではないのかなというように思ってお

ります。 

 私もこういう仕事につきまして、もう９年の

経過をたちました。40年という長さから見ると、

まだひよこみたいなものでありますけども、や

はりこの人材、人がいかに大切であるかという

ことが、この仕事を通じて非常に感じていると

ころであります。 

 したがいまして、この専門職といったものは、

なかなか私ども小さな自治体ではそれを確保す

るということについては、仕組みとしてはきち

っと成り立ってないわけでございますけども、

やはりやる気のある、意欲のある、そして元気

のある、そのような人材を確保しながら、そう

いった方々をある意味においては養成をしなが

ら、それぞれの団体、機関との連携の中からひ

とつの仕組みをリードしていくと、あるいは仕

掛けをしてリードしていくといったものに持っ

ていきたいものだなというようにも思っている

ところでもあります。 

 人材確保、そしてその中における専門職、そ

れを確保するというのも当然でございますけど

も、育成していくというのも必要じゃないかな

と思っております。したがいまして、これはこ

れから少し様子を見なきゃならないわけであり

ますけども、農業改良普及所のサブセンター、

これと一緒になって、それで市職員も一緒にな

ってという中におけるアストを立ち上げたわけ

であります。今般４月には、県の農林振興セン

ターのほうと一緒になりながらという部分で、

同じ屋根の下で市職員も仕事をしているわけで

ありますけども、これがひとつの人材育成、あ

るいは専門職化するという方向に、特にも若手

の職員の中にそのようなものを、言うなれば育

成すると申しますか、養成するというような視

点も考え、よく指摘されております何年たった

らば、もうほかの部に行くんだ、ほかの課に移

るんだというような中で、３年たったらそろそ

ろ変わろうかなと。５年たった、もう次に行く、

あれだなというような、そのようなこれまでの

役所の一つの職場文化としてのこの人事異動の

あり方なども、もう少し専門職という立場で考

えている場合においては、別な土俵も持っても

いいのかなというようなことも。 

 ただやっぱりこのマンネリに陥ってしまうと
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いう、ただそこにどうして意欲を持たせるのか、

気概を持たせるのか。ただいまのその40年の議

員キャリアの中で、人生最後の質問だというよ

うな、そのような形までお話しいただいたわけ

でありますけども、まだまだやる気のある人材

もおりますし、それから職員も懸命に挑戦しよ

うという職員も育ってきておりますので、ただ

いまのこの迫力のあるこの質問の中から、これ

まで同様職員を叱咤激励し、私に対しても叱咤

激励をしていただければということを、また答

弁をもって、お願いをいたしまして、農政に対

して、これからもこの一次産業の振興に対して、

私自身も先頭に立って、歴代の市長に負けない

ような気概でもって取り組んでまいりますとい

うことの決意を申し上げまして、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。６番小

松大成君。 

   〔６番小松大成君登壇〕 

○６番（小松大成君）  通告に従いまして、日

本共産党遠野市委員会を代表し、一般質問を行

いたいと思います。 

 一つには緩和ケア病棟市内への設置について、

２つ目には国民健康保険の現状について、３つ

目には子育て支援について、４つ目には特養

ホーム待機者の現状と状況と今後の対策につい

て、５つ目には市内企業の雇用状況について、

６つ目には家畜伝染病蔓延防止対策について、

以上６点について、市長の見解を伺います。 

 初めに、緩和ケア病棟を市内に設置できない

ものか伺います。 

 このような唐突な質問をする前に、私でござ

いますが、大変恐縮でございますが、７月に母

をがんで亡くしました。その葬儀の際には、市

長より弔電、そして弔問をいただいた副市長、

議長を初め、同僚議員からの励まされるお言葉

をかけていただきまして、まことにありがとう

ございました。この場をお借りして改めてお礼

を申し上げます。 

 私は、ことし３月、定例会一般質問において、

現実にみずから置かれている先進医療の制度の

問題点を取り上げ、想像を絶する医療費負担を

伴うこの医療制度には問題があると指摘し、遠

野市として国に改善を求めるよう要求すべきと

問題提起をいたしました。その時点で、母は陽

子線治療の効果もあって快方に向かい、「金で

買ったような命だな」と自嘲気味に命が救われ

た喜びに溢れた口調で話していました。そのと

きの嬉しさが余りにも大きかったのがその後の

悲しみを余計深くしたと言っても過言ではあり

ません。 

 快方に向かっているとばかりに思っていた矢

先、一般質問を終えた２日後の予算委員会中、

弟からの携帯電話で、医師からがん転移が確認

され、しかもかなりのスピードでがん細胞が増

殖し、数カ月の命と言われたとの連絡に愕然と

いたしました。 

 筑波大学附属病院の紹介を受け、国立がんセ

ンターへと転院し、抗がん剤の投与を受けまし

たが、ほとんど効果がないばかりか、医師も驚

くほどのがん細胞の増殖に手の施しようがない、

もう東京まで通院しての治療は本人の体力から

して不可能と思われる。近くの病院を紹介する

とのことで、この病気発見の発端となった県立

遠野病院を紹介されました。 

 ２日後に国立がんセンターの予約どおり東京

に行くつもりの母に、このことをどのように告

げたらよいのか悩んだ末に、「母ちゃん、今東

京のがんセンターから電話来たけど、遠野病院

でも変わりのない治療だから遠野病院へという

ことだった。あした遠野病院へ行くべ」と平常

心を装いつつ話したものの、このことが何を意

味するのか母が気がつかないはずはありません。 

 翌日遠野病院に診察に行き、母を外した席で

緩和ケア病棟病院の紹介を受け、盛岡市内の病

院に入院することになりました。５月末に入院

して金曜の午後帰宅し、日曜入院といった病院

生活を数回繰り返した７月２日、自宅に連れて

こようと病院に行ったとき、体力も限界に来た

のか、今まで迎えに行くと喜々として外出支度

をし始めた母が起きようともせず、「座ること

もできないからうちに帰れない、きょうは帰ら
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ない。」、それから３日後の７月５日、奇しく

も昨年亡くなった祖母の命日同日に母は帰らぬ

人となりました。私はことし１月初めの母のが

ん告知から、必死で母の命を救いたい、でき得

る行動をとってきました。先進医療もその一つ

ですが、結果として莫大なお金をかけた割には

何の役にも立たないのみならず、今にして思え

ば、研究機関のモルモットにされたのではなか

ったのかといった疑念すら残ります。 

 緩和ケア病棟に入院した母は、接する看護師

さんの心遣いに感謝していました。私が病棟に

顔を出すと、担当看護師が、母の日常のことを

事細かく説明し、要望を汲み取ってくれました。

あるときは、私が病棟ロビーで休息していたと

き、担当医師が話しかけてきて、母の病状はも

とより私の愚痴に近い話さえ時間を割いて聞い

てくれました。７月５日、前日からとまりがけ

で母の看病をしていた妹から、「母さんが大変

だから早く来て」との連絡を受け、病院へ向か

いましたが、私が病院に着いたときには既に息

を引き取っていました。そのときの悔しさは言

葉であらわすことはできません。「私は幸せな

人生だったとお母さん、子どもたちに感謝して

ましたよ」との担当医師の言葉に溢れる涙をと

めることができませんでした。 

 このように、私は母のがん告知からの半年間、

胸が張り裂けんばかりの日々を過ごしました。

しかし、緩和ケア病棟に入院してからのつらい

ながらも日々穏やかに変わりゆく母の表情と、

そして安心して眠るような死に顔を見たとき、

尊厳のある人生の最後を迎えるときをこのよう

な病院で過ごすことができたことに感謝の気持

ちでいっぱいになりました。送り出しに出てき

た担当医師に、「先生、このような病院が近く

にあったらいいですね。」と言うと、「欧米で

は日常の医療行為として定着しています。時代

が求めていますから広がっていくでしょう。簡

単ではないですが。」と話してくれました。 

 私自身がそうであったように、緩和ケア、あ

るいはホスピスといった医療に対する認知度が

それほど高くないといった問題があります。ま

してや採算性を求められる医療現場においては、

おいそれと事業導入できないばかりか、専門医

師の確保が極めて困難であることなどを医師の

会話の中で知ることができました。 

 私が最初に「唐突な質問」と前置きしたのは、

現状の社会情勢、おいそれと実現できない提案

であることを知りつつ、しかし将来展望を見据

えたとき、重大な政策課題になってくることは

目に見えてきています。今から緩和ケア、ホス

ピスといった病棟の設置について真剣な検討を

行っていくことが必要ではないでしょうか。市

長の見解をお伺いします。 

 次に、国民健康保険の現状について伺います。 

 今遠野市のみならず、全国的に国保会計が危

機的状況にあると言われています。この国保の

問題について、私は一般質問や各種委員会でも

たびたび取り上げてきた経緯があります。私ど

もが実施した市民アンケートでも、この国保の

抱える問題は、市民の関心の高さからもうかが

い知ることができます。 

 先般の教育民生常任委員会での学習会で、市

の国保会計が厳しい状況にあるということが報

告されました。そして今後二、三年かけて国保

のあり方を検討する必要があるとの認識を示し

ました。それはそのまま国保税の値上げを意味

するものではないとの発言でしたので安心しま

したが、国保を巡る情勢は年々悪化の状態にあ

り、一刻も放置できない非常事態と言わざるを

得ません。 

 遠野市の国保税は確かに県内他市町村の保険

料と比較し、１人当たりにおいては低くなって

おります。しかし、市民感覚として他市町村よ

り幾分低くなったといったことが説得力を持っ

たものとは言いがたく、むしろ市内国保世帯の

所得が低いために他市町村の１人当たりの保険

料より低くなっていると言ったほうが感覚に合

った表現と思います。 

 私は、我が党県委員会を通じて、岩手県が試

算したモデル世帯における平成21年度国民健康

保険税の試算表をいただきました。その試算表

によりますと、所得金額300万、40代夫婦と未
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成年の子ども２人の４人家族、固定資産税は３

万5,000円であります。この場合の保険料は、

医療分、後期高齢者支援分合わせて、岩手県で

単純平均35万8,579円、遠野市においては34万2,

330円となっています。この平均化された数字

を見て、いかに国保税が市民生活を脅かしてい

るのかうかがい知れます。 

 つまり平均化されたモデル世帯の所得にあっ

ても、所得の10％以上もの国保税が課税されて

いることになり、遠野市においても300万円の

所得から試算された34万円を差し引けば266万

円、所得税、市民税等の義務的経費支出などを

考えると、ほとんどゆとりのない家計となって

しまいます。 

 モデル世帯の試算でこのような状況ですから、

モデルから一歩外れた場合、所得の割に保険税

が高くなる。私の知っている事例では、所得の

15％に及ぶ保険税を支払っている家庭もありま

した。この話を県委員会に言いましたところ、

県内の国保税課税金額は200万円代の所得で30

万、40万の国保税はざらで、このようにもはや

国保税は支払いの能力をはるかに超えた異常な

事態になっているとのことでした。このことか

ら、多くの自治体では、保険税の高騰、滞納者

増、財政悪化、保険料の高騰といった悪循環か

ら抜け出せなくなっている実態が浮かび上がっ

てきます。少なくとも遠野市がこのような悪の

スパイラルに陥ることのないよう望むものであ

ります。 

 このような事態を引き起こした元凶は国の予

算削減にほかなりません。政府は1984年の国保

法改悪で、医療費掛ける45％とされていた定率

国庫負担を給付費掛ける50％に改定いたしまし

た。国保の医療費は、自己負担３割、給付費７

割ですから、給付費掛ける50％は、先ほど申し

ました医療費掛ける35％になってしまいます。

つまり国庫負担分を10％引き下げるといった改

悪です。が、しかし、実際は高額療養費制度が

あるために、給付費掛ける50％はおよそ医療費

掛ける38.5％となります。政府は、医療費掛け

る45％といった法規定を給付費掛ける50％と変

えることで国保の国庫負担を医療費の45％から

38.5％に削減し、その分の保険料負担を被保険

者に転嫁したことになります。 

 そのほか歴代政権は、1980年から90年代にか

けて、事務費の国庫負担の廃止、保険料減額措

置に対する国庫補助の廃止、助産費補助金の国

庫補助の削減など、国の責任を次々に後退させ

てきました。結果として、国保加入者の保険料

の高騰を招くといった結果になったのでありま

す。低所得者が多く加入し、保険料に事業主負

担もない国保は、もともと国の適切な財政支援

があって成り立つ医療保険であるにもかかわら

ず、このように改悪に次ぐ改悪で、自治体の国

保会計の財政悪化に歯どめがかからなくなって

きたというのが私がとらえた国保会計の現状で

す。 

 そういった意味からすると、市当局の苦悩の

ほどもうかがい知れますが、先ほど申し上げた

とおり、市民にとって国保税の負担はもはや限

界に来ています。当然のこととして滞納者滞納

金も増額の一途をたどっているような状況と思

われますが、その現状をお聞きいたします。重

税感をはかる上で最もわかりやすい手法として、

所得階層別による平均負担額をあらわす手法が

とられますが、果たして遠野市としてそのよう

な検討がなされたことがあるのかお伺いします。 

 次に、資格証明書の発行状況とその意義につ

いて伺います。 

 私は、保険料滞納者に発行される資格証明書

の問題をたびたび取り上げてきました。その後、

国からの通達などにより、この問題に対する風

向きも変化してきていますので、改めて伺いま

す。 

 私の資料によると、遠野市の平成21年度の資

格証明書の発行件数は95件となっています。こ

の数字は盛岡市343、滝沢村162、奥州市120、

花巻市109に次いでワースト５といった恥ずか

しい数字であります。さらに言うまでもなく、

上位４市村は、国保加入世帯において、遠野市

の加入世帯に比べ数倍の世帯数ですので、試算

をしたわけではありませんが、加入世帯割合に
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おいてはトップに躍り出てくるのではないかと

思われます。 

 この資格証明書の発行問題は、無保険者急増

の問題と絡め、マスコミなどでも大きく取り上

げ、その後、資格証明書の発行は慎重を期すと

した政府通達などで全県的にその努力がなされ

た成果と思われ、平成20年度1,700件台から、2

1年度1,200件台と大幅に減少しています。 

 しかし、遠野市においては、逆に平成20年度

90件から、平成21年度95件と増加しています。

資格証明書の発行による滞納者との接触の機会

確保といった機能が果たされているのか疑問に

思わざるを得ません。この点で盛岡市は非常に

力を入れており、平成17年度には資格証明書を

615件、短期保険者証4,919件であったものが、

平成21年度には343件、短期保険者証3,805件、

いずれも大幅に減少させております。 

 さらに全国的に先進例とされている埼玉県さ

いたま市では、資格証明書の発行は国保税徴収

率増に結びつかないとして、資格証明書の発行

はしていないということでした。ただし、滞納

世帯には頻繁に接触する努力をし、滞納解消に

努めているといった報道もなされました。資格

証明書の発行は、基本的に悪質滞納者と判断し

た場合において発行されるものと思いますが、

純情な人情厚い民話のふるさと遠野市民が、実

は県内有数の悪質滞納者のいる自治体などとい

うことは信じたくもありません。資格証明書の

発行の実態と改善策について市長の見解を伺い

ます。 

 次に、子育て支援について伺います。 

 「子育てするなら遠野市で」のスローガンの

もと、「わらすっこプラン」を推進しています。

プランのもと、総合的な支援対策も構築されて

きており、評価できるものと思います。 

 さて、このように遠野市は、県下でも福祉医

療分野においては、他の自治体の同志議員から

もうらやましがられるほどの賛辞が送られます。

ここに来て部分的におくれをとってきている部

分があると感じるようになりました。数点あり

ますが、今回は医療費助成事業に絞って簡潔に

お聞きします。 

 遠野市は県下に先駆けて、市町村単独乳幼児

医療助成事業により小学校卒業までの医療費助

成を導入いたしました。小学生は医療費一部負

担金額３分の１を支援するというもので、実施

当時は画期的な制度だったと思われます。事実、

県共産党議員団会議などでは、遠野市の取り組

みとして注目を集め、この制度を多くの自治体

に広げようと各議会に持ち帰り提言するといっ

たことが行われました。今では多くの自治体で

小学生までの助成が実施されるようになりまし

た。 

 しかし、その後、助成制度を拡大し、中学校

卒業まで所得制限なし、医療費無料化を実現さ

せた雫石町などの自治体があらわれるに当たっ

ては、かつては羨望の目で見られていた遠野市

の子育て支援が色あせたような気がしてなりま

せん。確かに現在でも小学生医療給付事業に75

0万円ほどの決算がなされており、満額助成す

るとなれば、その３倍、2,250万円ほどの支出

になりますから、かなり厳しい予算の捻出には

なります。しかし、現実に無料化を実現してい

る自治体があるわけですので、あらゆる角度か

ら検証し、実現を望むものであります。 

 次に、特養ホーム待機者の状況と対策につい

てお伺いします。 

 この問題も一般質問、委員会審査などの場で

再三質問してきた経緯がありますが、急激な社

会情勢の変化と高齢化の進行によって、その様

相は一層深刻の度を深めてきているといっても

過言ではありません。 

 私どもが行った市民アンケートでも、「施設

に入所させたくても空きがないと言われた。介

護保険料を払っているのにいざというときに利

用できないなんて変な保険ですね。何とかして

ください。」といった怒りの声を初め、介護保

険に関した意見がどんどん寄せられてきていま

す。その中でやはり施設入所を希望しているに

もかかわらず、なかなか入れないといった問題

があります。 

 もともと我が党はこの介護保険制度導入に当
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たっては、それまで国や自治体の措置制度で行

ってきた介護サービスを国民負担に置きかえる

制度であると、施設設備未整備のまま介護保険

制度を実施すれば、保険あって介護なしの制度

となると厳しく批判し、反対してきた経緯があ

ります。今まさに現実に、保険あって介護なし

の状況になっていると言っても過言ではありま

せん。 

 この件で担当課から現状の待機者の数と、特

にも緊急度の高い待機者の数を聞きましたとこ

ろ、現在239人の待機者が存在し、その中で緊

急度の高い待機者が56名に上るといったことが

わかりました。年度ごと私はこの数字を当局か

ら聞き出してきましたが、今回の数字は予想を

上回るものであります。この待機者の解消は一

刻も猶予のない緊急の課題と思いますが、市長

はこの問題をどのようにとらえ、解決しようと

しているのかお聞きいたします。 

 次に、市内企業の雇用の情勢についてお伺い

します。 

 昨日も同僚議員から数多くの雇用情勢に関す

る質問がなされましたので、私は誘致企業の情

勢だけをお伺いしたいと思っております。 

 ３月末に知人から、「東京で働いていた息子

が派遣切りにあってうちに帰ってくるが、いい

仕事はないものか」と尋ねられました。もちろ

ん就職事情に精通しているわけではないので、

いい仕事と言われても私が知っている範囲にお

いては思い当たらない。それより遠野市におい

てもこの不景気の中で500人以上の失業者がい

ると思われる。市では地域連携雇用推進室を設

置し、雇用の確保に取り組んでいるが、大変な

状況だと言うと、「やはりな」と落胆の色を隠

せず、「ひどい世の中になったもんだ」と吐き

捨てるように言いました。 

 このような相談を受けるたびに、みずからの

力不足と、不安定雇用を当然視する政府と財界

の言動には強い怒りを感じないわけにはいきま

せん。雇用の規制緩和で我が国の全労働者の３

分の１以上が非正規雇用労働者で、年収200万

以下の労働者が1,000万人を超えるといった異

常な雇用形態が形づくられてきました。派遣、

パート、アルバイト、期間工などの非正規雇用

政策があたかも労働者の職業の選択、労働の自

由のために労働者にも利益があったなどとする

政府財界の論調は、非正規雇用者の厳しい労働

環境を省みない勝手な言い分であり、いかに欺

瞞に満ちた政策だったかが明らかになったので

あります。働くなら正社員が当たり前、このよ

うな雇用形態が当然になる、願わずにはいられ

ません。 

 そこで伺いますが、市内にも企業が誘致され、

少なくない市民が雇用されています。そこにお

ける雇用情勢、雇用形態はどのようなものかお

伺いします。 

 次に、家畜伝染病蔓延防止対策についてお聞

きします。 

 宮崎県で発生した口蹄疫は、家畜伝染病のこ

わさをまざまざと見せつけられました。その口

蹄疫も多難な対策の繰り返しの末、先月やっと

終息宣言をするといったところまで来ました。

私自身、大変ほっとしておりますが、その経過

や対応策などについては、６月議会同僚議員の

一般質問などで明らかになりましたので、私は

簡潔にお聞きいたします。 

 ６月議会でも議論いたしましたが、今回の宮

崎県で発生した口蹄疫被害の拡大は、発見のお

くれ、発見後の対応のおくれ、処分家畜の処分

場所の確保のおくれ、指導監督する行政機関の

不統一など複合的マイナスに作用し、被害を拡

大したと言われています。つまり口蹄疫と判断

するまでの対応のまずさ、口蹄疫と判断された

にもかかわらず、処分に時間をかけたこと、処

分した家畜の埋葬地の確保ができなかった。県

と国が家畜処分に関して過失があったなど、法

律的な問題点も指摘されました。 

 このように宮崎県で発生した口蹄疫被害は多

くの教訓を私たちに残しました。口蹄疫に限ら

ず、家畜伝染病は一たん発生したら畜産農家の

みならず、地域経済にも甚大な被害を及ぼすこ

とが今回の事件で明らかになったのであります。

この教訓から、遠野市では、これらの事件から、
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家畜伝染病に対してどのように対応しているの

か、お聞きいたしまして、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）  小松大成議員の一般質

問にお答えいたします。 

 緩和ケア病棟の対応についての市長の見解と、

あるいは国民健康保険の現状、子育て支援、特

養ホーム待機者と今後の対策、雇用問題、それ

に家畜伝染病にかかる対応等につきまして、以

上、６点にわたっての御質問を承ったところで

あります。 

 まず第一点のこの緩和ケアの対応につきまし

ては、まさに身近な例を紹介しながら、その必

要性と、またその緩和ケアというこの対応がい

かに重要なものであり、また大切なものである

のかと、人間の尊厳にとって非常に求められて

いるひとつの対応ではないかということが質問

の中からも受けとめることができたわけであり

ます。 

 いろんな、まさにこの緩和ケアの問題、ある

いは末期医療等の問題では、ただいま小松議員

が経験されたような患者と家族にとって、まさ

に最後のよりどころとなるのがこの緩和ケアな

わけでありまして、実例が実例として、まさに

それもまた身近な実例であったがゆえに、その

必要性といったものも一定の理解の中で私も受

けとめることができたわけであります。 

 がんと診断され、病院や在宅で闘病生活を送

ると、これは患者本人がつらいのは、これは紛

れもない事実であります。そこに寄り添う家族

にも、毎日の生活で、これはもう心身ともに大

変なストレスがそこにあるということがよく指

摘されております。がん患者の家族は、第二の

患者だともいうようなことも言われているわけ

であります。そこでまさにこの家族へのケアも

非常に大切なものであると。 

 このがんによる死亡者が1980年以降、全国的

に見ますとトップになっている。それから2004

年度からは死因の３分の１を占めておると。今

から、これから５年後の2015年には、がんで２

人に１人が亡くなるといったようなデータも出

ておるということも聞いております。 

 したがいまして、国では、がんが命、あるい

は健康にとって重大な社会問題になっている現

状ということを踏まえ、19年度にがん対策基本

法を制定し、がん対策推進基本計画を策定して

おります。この計画によりますと、これも前に

も小松議員から先進医療という中で取り上げて

いろいろ議論をした経緯があるわけでございま

すけども、この先進医療、がん治療に有効な先

進医療を行う医師等の養成、それからこの治療

初期からの緩和ケアの実施、そしてがん登録の

推進を重点課題として、10年以内にこのがん死

亡率の減少とすべてのがん患者及びその家族の

苦痛の軽減並びにその療養生活の質の向上を目

指しておるというのが、目標としているという

のが、この法律に基づく基本計画として位置づ

けられております。 

 県においても、この計画に基づきまして推進

計画を策定し、たばこ対策とかがん検診対策と

かがん医療のそれぞれの統一化と申しますか、

そういったものの中における対策を三本の柱と

しながら、関係する機関、団体等の果たす役割

等の具体的な取り組みを定めているわけであり

ます。これは計画を定めたという中にあっても、

実際ここにそのように本当にそれを求めている

患者さんがいるという中にございまして、特に

も、この遠野市の状況を振り返って状況を見て

みますと、平成20年の死亡原因の第１はがんで

あります。死亡者数484人のうち129人、率にい

たしますと27％ががんによって尊い命をなくし

ておると。その中においても、気管支、肺がん、

そして、次いで胃がんというようなデータも出

ております。 

 市内には、この緩和ケア病棟を有する医療機

関はないということであります。これは先ほど

の質問にもありましたとおりであります。県内

では、県立中部病院、それから盛岡市のほうに

は２つほど、盛岡赤十字病院を含めて２つ、そ

れから一関に県立磐井病院と計80床、これが緩



－ 101 － 

和ケア病棟を手当をしておるというか、設けて

おるという形で、そういう運営をしております。 

 ただ、御質問にもありましたとおり、緩和ケ

ア病棟を運営していくためには、まさにこの緩

和ケアに係る専門的なノウハウを持つ医師、看

護職員、あるいはソーシャルワーカー等、この

専門的に訓練された多数のスタッフが必要とさ

れるということになっておりまして、県立遠野

病院において、がん治療で他市町村の医療機関

に入院している患者のフォローとして、入院元

の医療機関に協力する形で短期入院の受け入れ

や在宅患者への往診等の連携協力をしておると

いうことであります。 

 また、医師と訪問看護ステーション等のスタ

ッフによりまして、がん患者と家族の意向を尊

重した在宅での活動も展開しておるというのが

今の状況であります。 

 小松議員の質問の中にございまして、この緩

和ケアについての市長の見解はということであ

ったわけです。このとおりさまざま医学が進歩

しても、これがなかなか医学の進歩の中にあっ

ても立ち向かうことができないと。まずこのが

んという一つの病気でもって命をなくす方がい

る。そして、それを介護する方も第２の患者だ

と、いろいろと大変な負担を強いられていると。

人間としての最後の尊厳というものを、人間の

生きざまとしての最後の尊厳という部分におい

ては、本当に穏やかなという部分におけるこの

取り組みも大事かというように思っております

ので、やはりこれは１自治体云々ということじ

ゃなくして、やはり一つの国、あるいは県とい

ったものの中における一つの命というもの、そ

してまた安心・安全といったものを、そして国

民生活の一つの視点に立ったということであれ

ば、このような部分にもきちんとした政治の力

と申しますか、いったものがきちんと気配りさ

れ、また手当されるというのも私は大事なこと

だというように思っておりますので、今後とも

さまざまな機会を通じまして、この必要性と、

あとはそれぞれの地域の実情に応じまして、ど

のような形のネットワークを構築できるかとい

うようなところもまた大事なことではないかな

と思っておりますので、そのような点で一つの

大きな課題として、この問題にも私自身も取り

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。 

 それから、続きまして、国民健康保険の現状

についてということでの御質問は、これも小松

議員のほうから、委員会等におきましても、あ

るいはこの本会議場におきましても、さまざま

御質問等を承っているところでもあります。 

 そして、この質問の中にもございましたとお

り、この国民健康保険そのものが、先般、教育

民生常任委員会の場でもいろいろ実態について

説明があったということもありました。その部

分を含めまして、これにつきましてはお答え申

し上げますけども、御質問の中にございました

とおり、この危機的な状況という中にあって、

所得階層別の平均保険料というようなお話もあ

りました。それから、これはかつて委員会でも

さまざまやりとりしたことを、私も担当課長等、

担当部長等とやりとりをしたことを思い出して

おりますけども、資格証明書の取り扱いの問題

についてもお話があったわけでございますので、

この２つの問題につきましては、具体的な数字

を上げ、現状がどうなっているかということも

含めまして、担当の総務部長のほうから答弁を

申し上げますので、御了承いただきたいという

ように思っております。 

 まず、国民健康保険のこの現状でありますけ

ども、当市の国民健康保険事業に係る医療費は、

これは年々増加しておりまして、１人当たりの

医療費でも、平成21年度決算で前年比8.35％増、

29万173円ということになっております。その

要因は何かというなれば、市内の医療環境の充

実といったのもあります。調剤費の増額、調剤

費の増額は前年比7.91％増になっております。

それから、高額療養費の伸び、これも前年比12.

56％の増といったものが確認されておりまして、

こういったものが要因として上げられるのでは

ないかなというように思っております。であれ

ば、この国民健康保険の国保財政の調整基金は
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という一つの数字で見ますと、平成17年度末で

約５億円保有していたことから、税率改正時に

税に求める負担を軽減し、基金取り崩しにより

不足分を補いながら、国保の健全運営にも努め

てきたという経過があります。 

 19年度策定しました国保財政の見通しでは、

平成21年度末には１億4,000万円まで基金が減

少する見込みでありましたが、前期高齢者交付

金収入が見込みを上回ったということで、21年

度末の保有額は３億3,000万円となっておりま

す。この22年度、そしてこの22年度末の基金の

残高はどれぐらい見込んでいるかということに

なれば、２億5,000万円を見込んでおります。

このような形での国保財政につきましては、基

金の状況は以上のような状況になってきており

ます。 

 そして、次に、後期高齢者医療制度が立ち上

がって３年目に入りました。国では平成25年の

新たな高齢者医療制度の創設に向けて検討が始

まっております。これにあわせて市町村国保の

広域化についても見直しの検討が予定されてい

るというように、情報として承知しております。 

 実は、この後期高齢者医療制度の立ち上げの

ときも、もっとそれぞれ県と市町村の役割の中

できちんとした対応ができないものかなという

ことで、県市長会なども通じながら話したわけ

でございますけども、当時のこの県の対応は、

後期高齢者医療制度そのものについては、これ

は本来の市町村の業務であるということで、県

がこの組合の立ち上げには直接参加しなかった

というような経緯もありましたけども、今回は

この広域的な高齢者医療制度の創設に向けて、

県がそれなりのリーダーシップを発揮すると申

しますか、役割を果たすということも聞いてお

りますので、これも混乱なくきちんとした形で

もっていかなきゃならないのも、また我々行政

の役目ではないのかなというようにも考えてい

るところであります。 

 いずれ、この後期基本計画及び健全財政５カ

年計画、これは今般の一般質問の中でも、事あ

るごとにこの整合性を図り、特にも健全財政を

どう維持するかということを一つの大きな念頭

に置きながら、もう一方においては、待ったな

しの市民ニーズにどのようにタイミングを失し

ない形で対応していくかということが、これか

らの行財政運営と財政運営にはそれを求められ

るわけでございますので、こういった医療費の

動向を踏まえ、国保財政の中期計画を策定する

という中で、それぞれのこういった課題にも対

応してまいりたいというように思っているとこ

ろであります。 

 それぞれの状況につきましては、この後、総

務部長のほうから具体的な数字をもって御答弁

申し上げますので、よろしくお願いをいたしま

す。 

 続きまして、３つ目の子育て支援につきまし

て、現行の小学生医療給付事業として医療費助

成しているが、これを無料化の方向にもってい

く考えはないかということで、特にもこの子育

て支援については、一定の理解と評価もいただ

いたということにつきましては、大変私も嬉し

く思っているところでもあります。ただ、限ら

れた財源の中で、こういった問題にどのように

対応していくかということにつきまして、これ

からも本当に緊張感の持った財政運営をしなき

ゃならないかというように思っております。 

 さまざま国の段階でも議論されているもので

ありますけども、例えば、子ども手当、これは

当市であっても約５億円近いものが給付された

わけであります。これはいろんな見解がありま

すから、そのものに対してとやかく言う立場で

はない、国で決まったことを粛々と行うという

のも我々の立場でもあるわけでございますけど

も、まだまだ必要な、言うなれば事業もあり、

対応しなきゃならないものもあるという部分の

中にあって、もう少しこの、何と申しますか、

それぞれの地域の、あるいは市町村の実態等に

応じた、そのようなきめ細かな対応を私自身も

求めていきたいなというように思っております。 

 この小学生への医療給付は、市の単独事業と

して平成20年10月の診療分から実施しておりま

して、医療費自己負担の３分の１を負担し、21
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年度には1,057人の小学生の医療費負担のうち

約478万円を給付しております。 

 小松議員から御提言のあったものは、この子

育て支援の観点から給付率を拡大できないかと

いうことでありました。この自己負担の全額を

給付した場合、既存の母子家庭、あるいは重度

心身障害者医療費給付事業の対象外の小学生全

体では、年間の扶助費が約1,400万円と見込ま

れます。 

 私はそういった意味においても、扶助費が約

1,400万円と試算をされたわけであります。わ

らすっこプランだと、子育てするなら遠野だと、

子どもたちの権利をきちんと守りながら、そし

てまた、行政としての、大人としての義務も果

たし、そして将来心身ともに健全な子育てをし

ようというのが、このわらすっこプランにおけ

る一つの大きな理念であるわけであります。他

市に先駆けて重要な市単独施策として位置づけ

て、この子育て支援としての有効性は認められ

たわけでありますので、これを現在策定中の総

合計画後期基本計画との整合性を図りながら、

1,400万円とはいえ貴重な財源でもあるわけで

ございますから、これをどのような形で位置づ

けし、それを確保するかということにつきまし

て、これは検討してまいりたいというように思

っているところであります。 

 このわらすっこプラン、あるいは子育て支援

総合プランにつきましては、私はどんどん見直

していいと、子どもがどんどん成長していくん

だと、したがって社会情勢、政治情勢、それも

さまざま変わっていくんだと。であれば、子ど

もの成長と同様にそれに合うような、言うなれ

ば履物にしろ着るものにしろ、そういったもの

に合わせるような形でもっていくというのは子

育てなわけでありますから、そのような考えの

中におけるこのわらすっこプランは、そのよう

な、ある程度の柔軟なと申しますか、思い切っ

て見直しをする、思い切って軌道修正をすると

いうようなものもあってもいいんではないかと

いうような認識で、この問題には取り組もうと

いうように思っておりますので、ひとつそうい

った意味で御理解をいただきたいというように

思っております。 

 それから、特養ホームの待機者の状況と今後

の対策であります。これにつきましても、いろ

いろ御質問の中で数字を上げて紹介もいただき

ました。平成22年８月１日時点で、要介護認定

を受けている方は1,706人、前年同月で見ます

と1,693人でございますから、年度ごとの推移

としては微増、横ばいの状況という数字にはな

っております。 

 しかし、この一方では、特別養護老人ホーム

の待機者数が、20年度は189人、21年度は213人、

これは御質問にありましたけども、22年度の最

新の調査では239人ということになって、年々

増加してきております。 

 待機者のうち要介護度が重度、かつ在宅で待

機している方、これは要介護度が重度で在宅で

ありますから、その介護の実態を見ても大変で

ないかというように思っております。介護され

る方も介護する方も大変なわけでございます。

その数字が56人という数字であるわけでござい

ますから、これはやはりほうっておけない数字

だというように承知しておりまして、入所の必

要性が高い、そのような数字として56人という

数字が把握されております。 

 したがいまして、この部分におきましては、

さまざま国の方針として、従来のように大規模

な施設はもうつくらないというのが一つの一定

の方針として、介護保険施設の整備については

そのようにするんだと。小規模で在宅に近い環

境で暮らすことのできる施設整備が推奨されて

きておるということで、遠野市としてもこのス

タンスの中で取り組みたいというように思って

おりまして、21年度から23年度までの第４期介

護保険事業計画では、特別養護老人ホーム30床

を増床すると。それから、認知症高齢者の入所

施設であります認知症高齢者グループホーム２

施設18床の整備等を計画し、今実現に向けて取

り組んでおります。 

 そうしますと、このグループホーム２施設を

含めまして48床の受け皿がその中で整備ができ
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るということになるわけでございますので、こ

の56人という数字には一応は対応できるものと

して、整備できるんじゃないかなというように

思っておりますけども、これはやはり年々ふえ

るということにもなるわけでございますから、

来年度に策定する第５期介護保険事業計画に向

けて、この高齢者のニーズ調査をきちんと把握

し、施設のニーズについてより詳細に把握して

いかなければならないかというように思ってお

ります。 

 もう一方においては、この遠野市が在宅サー

ビスとか在宅ケアといったものの中における遠

野型福祉としての一定の実績も積んできている

わけでありますので、さらに保健・医療・福祉

のこの一体となった整備をというか、サービス

を行えるような形での関係者一丸となった対応

が必要ではないかなというように思っておりま

して、私は、社会福祉協議会という大きなマン

パワー集団も組織もあるわけでございますから、

そういったところとも、あるいは社会福祉法人

等さまざまな現場を持っている介護関係者がい

るわけでございますので、地域包括支援セン

ターの機能が、本当にこれがうまく機能するよ

うな形での検証と、それこそ先ほどの萩野議員

の質問じゃありませんけども、計画、そして実

行、そして反省、そして再検討というか、また

実施というこのサイクルを、こういった福祉の

分野でもやはりきちんとそのような行動はとっ

ていかなきゃならないかというように思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。 

 それから、５つ目の質問であります。誘致企

業というか、この雇用状況についてのお話。こ

れも今般の質問で各議員からさまざまな角度か

らの質問をいただいております。 

 市内の雇用状況はどうなっているのかと、雇

用形態も含めてどうなっているのかと、それか

ら一方的な解雇のような問題はないだろうかと

いうようなお話がありましたので、これにつき

ましては、担当の産業振興部長から、それぞれ

数字をもって御答弁申し上げますので、御了承

いただきたいと思います。 

 したがって、今後の雇用対策をどうするかと

いうことが一つの大きな課題ではないかなと思

っておりますので、今議会にも提案しておりま

す国の基金を活用した雇用対策事業の緊急雇用

創出事業を中心に事業を実施したいというよう

に思っておりまして、それから、この緊急雇用

創出事業の市実施分は今年度分までで完了する

ということになりまして、これを23年度も引き

続き実施できるように、７月15日付でもって県

に要望書を提出するなど、いうところの働きか

けを行っております。いろいろ緊急雇用創出事

業を起こしたといっても、例えば、３月で終わ

りですよとなると、じゃあ４月以降またどうな

るんですかということになるわけでございます

から、やはり応募するほうとすれば不安を隠し

切れないわけであります。 

 したがって、どのような安定した雇用形態を

とれるのかということも、もう少しさまざまな

この緊急雇用事業の中から検証しながら、やは

り改めるものは改める、充実するなら充実する

というような、そのようなことを国や県に訴え

ていかなきゃならないかというように思ってお

りますので、そういった点で、そういった行動

をこれからも強め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。これは、家畜伝染病

蔓延防止対策についてでありました。これは本

当に宮崎県の例で、終息宣言もされたわけであ

りますから、ほっともしているわけであります

けども、宮崎県のほうの状況を聞きますと、経

済的損失は2,350億円だったというような大変

な数字になっているわけです。いかにこの危機

管理を怠った場合に、どのようなこのような大

被害を及ぼすかということが、この数字にもあ

らわれているわけであります。したがって、や

はりそれを一つの例としながら、発生地の広が

りのスピードを見ても、遠野地域だけの対応で

はないと、岩手県、あるいは国として役割分担

を持ちながら、総合的な予防等の対策が必要だ

ということを痛感しております。 

 教訓の検証をそれぞれ行っておりますし、そ
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れから、遠野地域家畜伝染病等防疫対策連絡協

議会を立ち上げております。この教訓の検証、

それから協議会の活動状況等につきまして、こ

れにつきましては、担当の畜産担当部長のほう

から、これもまた具体的に、それぞれどのよう

な活動を行ったのか、どのような検証を行って、

それが遠野市のこれからの防疫体制にどのよう

に生かしていくのかということにつきましては、

担当部長のほうから詳細にわたっての答弁とさ

せていただきますので、御了承いただきたいと

思っております。 

 以上、私のほう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）  平野総務部長。 

   〔経営企画室長兼総務部長平野智彦君登

壇〕 

○経営企画室長兼総務部長（平野智彦君）  命

によりまして、小松大成議員の国民健康保険、

これにかかわる部分で私のほうから答弁をさせ

ていただきます。 

 まず１つは、国保税の現状にかかわる分でご

ざいますけれども、所得階層別の検討がなされ

た経過があるのかという御質問でございました。 

 国保税の改正は大体おおむね３年ごとに見直

しをしているところでございます。その見直し

の際、３つのパターンの所得階層別の税額を試

算をしているところでございます。なお、その

３つのパターン、それを国保の被保険者代表等

で構成します国保運営協議会、これに審議を経

まして、さらに議員全員協議会の場でもそのパ

ターンをお示ししながら、そのパターンごとの

特徴なり、あるいは影響を踏まえて税率を改正

しているところでございますので、御了承をお

願いをしたいと思います。 

 それから、国保の問題で、もう一つは、資格

証明書の発行についての御指摘がございました。

御質問がございました。 

 国保の国民健康保険税は、いわゆる目的税と

いう形で課税をしているところでございまして、

医療費を見積もりながら、国県の支出金、これ

を財源に、残るところは国保税に求めるという

のが国保税を算定する基本でございます。 

 一方、国民健康保険税の滞納額というのも、

またこれも大きな課題でございまして、平成17

年には１億2,900万の滞納額がございました。

収納率はその際は85.2％、それが21年度末では、

滞納額が１億8,000万という形で大きくふえて

ございます。収納率のほうも78.7％という、こ

ういう状況になっております。 

 そういった中で、この国保の資格者証明書は、

国保の被保険者間の負担の公平を図るという観

点から、特別の事情がないにもかかわらず保険

税を滞納している被保険者に対し、納付を促す

ための制度という形でとらえております。先ほ

ど御質問の中でもございました、遠野市の国保

の被保険者における資格証明書の発行状況は、

20年度が90世帯、それから21年度は95世帯とい

う形で、若干は減りつつございますけども、県

内の他の13市と比べましても、遠野市のこの資

格証明書の交付世帯の割合、世帯に対する交付

割合というのが高うございます。例えば、盛岡

市さんは0.8％、あるいは花巻さんは0.7％、釜

石さんでも0.9％という形でなっておりますけ

れども、遠野市の場合は1.8％という形で、こ

れまた高うございます。 

 そういった中で、資格証明書と短期資格証の

交付、これを２つ合わせますと、一番高い所で

久慈市さんが10.8、あるいは盛岡市さんが10.

2％、遠野市は6.4となりますから、この資格証

明書の交付、これに一つは問題があるというふ

うに私どもも認識せざるを得ません。 

 そういった意味で、この議会終わりますと、

20日前後でありますけれども、国保税の滞納措

置認定審査会を開催をします。この委員会は、

内部組織でございまして、委員長は総務部長が

当たるという形になってございます。そういっ

た中で、交付要網は交付要綱として13市とも同

じものがございますけれども、新たに交付基準

というものを策定しながら、取り扱いを見直す

という形で方針を決定しておりますので、その

ことで進めさせていただきたいというふうに思

います。 
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○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。 

 市内企業の雇用情勢、雇用状態はどうなって

いるのかという質問とお伺いしました。昨日の

答弁と重複する部分もあると思いますが、御了

承をお願いいたします。 

 平成22年７月の市内の有効求人倍率は0.34倍

となっております。最悪だった平成21年５月の

0.16倍と比較しますと、倍増はしているものの

岩手県の0.44倍、それから全国の0.53倍に比べ

ればまだ低い状況にあります。 

 市内の製造業を中心とする誘致進出企業32社

の従業員の雇用形態は、８月末時点で、正社員

1,318人、派遣社員88人、契約社員135人、臨時

社員348人、合計1,889人となっております。こ

の割合は、正社員が69.7％、派遣社員と契約社

員を合わせて11.9％、臨時社員18.4％でありま

す。 

 最悪期の平成21年の５月と比較しますと、従

業員の数では200人増加しておりますが、正社

員の比率が8.7ポイントほど下がっております。

これは契約社員や臨時社員等の割合が高くなっ

ていることを示しております。 

 また、リーマンショック前の平成20年４月と

の比較では、正社員比率は76.8％となっており

ました。 

 これらの数値を見ますと、市内企業の業績は

回復はしてきているものの、先行きに不透明感

があり、臨時社員等で当面の業務に対応し、本

格的な雇用に至っていない状況となっていると

いえると思います。 

 なお、事業主の都合による離職者の数でござ

いますが、昨年の４月から７月までの期間では

197人おりましたけれども、ことしの４月から

７月では129人ということで減少してきている

状況にございます。 

 以上でございます。 

○議長（河野好宣君）  櫻井農業活性化本部畜

産担当部長。 

   〔農業活性化本部畜産担当部長櫻井収君

登壇〕 

○農業活性化本部畜産担当部長（櫻井収君）  命

により答弁いたします。 

 まず最初に、教訓の検証についてでございま

す。 

 感染の拡大した要因としましては、議員おっ

しゃるとおり、症状の特定ができず、異常家畜

の発見がおくれたこと、農場の密集地帯で発生

したこと、発生農場での殺処分がおくれたこと、

これは多頭数のため埋設場所の確保に手間取っ

たということが原因であると検証されておりま

す。 

 当市の場合、当市の埋設場所につきましては、

飼養頭数の少ない農家はほとんどが草地や畑を

所有していますし、多頭数の農家につきまして

は、所有地等を確認し、いざというときには発

生場所から半径10キロ以内の市有林、公共牧野、

県有林等も活用することも視野に入れますと、

当市の場合は十分に対応可能となることを確認

しております。 

 ただ、なってからでは遅いということで、教

訓としましては、まず予防対策が大事であると

考えています。家畜伝染病等の予防には、農家

個々の地道な自主防疫が大切であります。防疫

意識の向上を図ることが必要です。今後、ＪＡ

の生産組織部会等も活用しながら、防疫に関す

る指導、啓蒙活動を畜産プラザ遠野を基地とし

まして、協議会と連携しながら農家等の方々に

展開していきたいと考えております。 

 次に、協議会の活動状況について若干説明さ

せていただきます。 

 協議会は宮崎県での口蹄疫発生後、県等の情

報を収集しながら、これまで４回の会議を開催

しました。その中で、口蹄疫の発生状況を確認

し、チラシ、消石灰を配布することに方針決定

し、また、遠野テレビによる注意喚起、消石灰

の散布、県から配布されました炭酸ソーダのつ

くり方等の実演指導を映像で流しながら防疫活

動を行ってきました。 

 ４回目の去る９月１日の会議において、宮崎
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県知事の終息宣言を踏まえた中間検証等の情報

と意見の交換をしながら、今後の対策として、

農場、畜舎への部外者の出入り制限、飼養管理

日誌の記録、消毒の徹底など、注意事項を喚起

したチラシを配布し、防疫意識の喚起を行うこ

とに決定しました。 

 防疫対策は速やかにという趣旨のもとに、そ

の時々の情報におくれることのないよう、連絡

協議会を開催し、各専門分野からの情報、意見

交換等を行い、その意見を踏まえまして、対応

をしてまいりました。 

 特にも、市、ＪＡ花巻合同での消石灰配布に

つきましては、各農家への配布完了が県内の自

治体としては一番早かったと確認しております。

配布された農家戸数は688戸で、数量は2,201袋

でありました。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

○議長（河野好宣君）  これにて一般質問を終

了いたします。 

────────────────── 

   休会の議決   

○議長（河野好宣君）  お諮りいたします。９

月８日から15日までの８日間は、委員会審査及

び休日のため休会いたしたいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（河野好宣君）  御異議なしと認めます。

よって、９月８日から15日までの８日間は休会

することに決しました。 

────────────────── 

   散  会   

○議長（河野好宣君）  以上で本日の日程は全

部終了いたしました。本日はこれにて散会いた

します。御苦労さまでございました。 

   午後３時14分 散会   



－ 108 － 

 


