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   午前10時00分 開議   

○議長（新田勝見君）  これより本日の会議を

開きます。 

────────────────── 

   日程第１ 一般質問   

○議長（新田勝見君）  これより本日の議事日

程に入ります。 

 日程第１、一般質問を行います。順次質問を

許します。14番菊池民彌君。 

   〔14番菊池民彌君登壇〕 

○14番（菊池民彌君）  おはようございます。

新興会の菊池民彌であります。質問に入る前に、

去る２月22日、日本時間で午前８時51分ごろ、

遠野高校と姉妹校となっておりますニュージー

ランド、カシミア高校のあるクライストチャー

チ市付近で発生いたしましたマグニチュード

6.3の大規模地震により被害を受けられました
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地元市民を初め、邦人等に対し、心からお見舞

いを申し上げますとともに、残念ながら無残に

崩壊した建物の下で犠牲になられました多くの

皆様に対しまして、衷心より御冥福をお祈り申

し上げます。また、一日も早い被災地の復興と

不明になられております方々の早期発見を心よ

り御念じ申し上げる次第であります。 

 それでは、通告に従いまして一般質問を行い

ます。私は市長に対しまして、大項目４点につ

いて順次伺ってまいりたいと思っております。 

 まず第１点目の除雪対策についてであります。

年末年始にかけて本県を襲った低気圧により、

本市ではまれに見る大雪となり唖然としたとこ

ろであります。80代の先輩の話によりますと、

このような大雪をかつて経験したことがないと

いうお話を伺い、大変興味を覚えたところであ

りました。 

 今シーズンの雪は、量も多いところにあわせ、

気温も低いために解ける気配さえも見えず、例

年とは一味違った経験をした気がしているとこ

ろであります。この雪で、倒木やビニールハウ

スが倒壊するなどの被害があったものの、総体

的には他市町村に比べ大きな被害がなかったこ

とをよしとしなければならないと思っていると

ころであります。市当局におかれましては、市

民の足の確保をするため、多くの苦労も多かっ

たことと存じます。 

 しかし、例年でありますと、雪の季節には、

市民から少なくても二、三回ぐらいは除雪の苦

情電話がかかってまいりますが、今シーズンは

一度もありませんでした。その理由としては、

この大雪の中にも当局がいち早く委託業者との

連携のもとに、心のこもった除排雪の対応があ

ったからこそと思っております。 

 今年度の除雪に係る予算は例年になく経費が

かさむことはやむを得ないことと思いますが、

今までに１億7,000万円を超す予算となってお

るところであり、さらに追加予算もあるという

ことから２億円を超すことになりそうでありま

す。 

 このことを考えてみるとき、この除雪費は、

ただ税金を捨てるような気がしてなりません。

一方、除雪の業者を受託されております業者に

ありましては、近年の公共事業等の削減がなさ

れている折から、機械設備や人的対応も大変な

状況と感じられるところであります。よって、

多少なりとも除雪費や労力の軽減を図る必要が

あると考えるものであり、次のようなことがで

きないものかと思いまして提言するものであり

ます。 

 まず、中心市街地の場合、町内の通りに水路

が整備され、防火用や雨水用に活用されておる

ところでありますが、この水路を拡幅整備を図

り、水量をふやして地区民の協働精神に基づき、

路肩等に堆積する除雪を水路に排雪する仕組み

を構築してはいかがでしょうか。この水路の整

備にも金がかかるというかもしれませんが、一

度、整備すれば長年活用することができるもの

と思慮されるものであります。排雪するに当た

っても、町ごとの申し合わせをし、時間帯を定

め、水系ごとに行うとすれば、路肩に山積みし

たり、歩行者や車両の通行に支障を来すような

ことがなくて済むものと思います。計画的に水

路の改修を図り排雪することができるような取

り組みを提言するものであります。 

 また、市街地以外の地区、いわゆる在のほう

につきましては、幹線道路や比較的交通の多い

道路にあっては、委託業者によって除雪が進め

られておりますが、集落内の生活道にあっては、

とかく後回しとなる傾向にあります。市民が平

等にサービスを受ける権利があるものと思いま

す。いち早い地区民の足の確保がなされること

を期待せずにはおられません。 

 集落には、老人一人世帯や老夫婦世帯等が増

加し、福祉施設に通う人もふえている現状であ

り、施設の送迎車両も走行することから、生活

道の除雪が求められているところであります。

ついては、これも一気にとは申しませんが、集

落内の生活道路の除雪に当たり、部落自治会等

に対して、小型除雪機の貸与等がなされないも

のか提言いたしますが、市長の御所見をお伺い

します。 
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 次に、大項目第２点目、中心市街地活性化セ

ンターの活性化等について質問いたします。中

心市街地活性化センターとは「とぴあ」のこと

であります。私は、「とぴあ」には、月に二、

三回ぐらいはお邪魔する機会があります。昨年

の後半ごろからでしょうか、行くたびに、大げ

さかもしれませんが、フロアに空間ができてい

ることが気になってしようがありません。「と

ぴあ」は、本市の商業の核となるべき施設とし

て位置づけられがなされているものと思ってい

るところであります。 

 地元の商業関係者等が中心となって協同組合

遠野商業開発を設立し、組合員が力を合わせて

経営努力を積み重ねながら頑張っていると推察

しております。しかし、当然のことかもしれま

せんが、経営的な採算のふつり合いから組合を

脱退して引き揚げる店舗が傾向としてあるよう

に思えてなりません。これは、本市が置かれる

少子化や高齢化という時代の背景もあり、あわ

せて経済的な影響もあってのことかと思うとこ

ろであります。 

 私は、中心市街地の活性化を図る上で、商業

振興の発展と人の回遊を誘いかけるために「と

ぴあ」の存在は大きいものがあり、一方、すず

らん振興協同組合の活動も商業振興の柱として

大きく貢献され、この２つの組合の連携のもと

で、少なくとも中心市街地の活気を維持してい

るものであり、市当局としても、一定の助成金

なども支出し力をつけていただくような配慮も

されてきているものと思っております。 

 協同組合遠野商業開発の状況を見ますとき、

平成15年度を基準年とし、100とした場合に、

売上高は年次を追って100を割っているものの

大きな差がなかったところでありますが、平成

21年度になり急激に92.4％台となり、本年度に

ついては、まだ年度途中とはいえ86％台という

状況にあるということであります。 

 また、店舗数については、平成15年度35店舗

であったものが、今現在31店舗という減少状況

を示しており、さきにも申し述べているように、

大きな空間スペースがひときわ目立っているあ

りさまです。 

 当然、「とぴあ」の指定管理者であります協

同組合遠野商業開発側も何らかの手を打ってい

ることとは思いますが、「とぴあ」の大家は遠

野市であることから、市当局としても、この実

態をどのようにとらえているものかお伺いしま

す。 

 市長は、さきの施政方針演述の中で、「とぴ

あ」について触れられ、「商業ビルとしての活

力を維持するための対策を講じてまいる」との

力強い発言をされておるところであり、速急な

対応が必要であろう思います。 

 市長は、遠野広域経済圏の形成を目指すとし

ておりますが、このような状況下にあっては、

行き着くところは非常に遠い感がしてなりませ

ん。 

 市当局は、中心市街地活性化事業を展開しよ

うと頑張っておられ、遠野駅前に（仮称）まち

おこしセンターや（仮称）観光交流センターを

整備し、平成24年４月オープンを視野に取り組

んでいるようでありますが、中心市街地に多く

の市民や観光客が寄り集まり、回遊し、通りに

活気の出る町となることに大きな期待をすると

ころであります。ついては、中心市街地活性化

センター「とぴあ」の今後の活性化対策につい

て市長の御所見をお伺いいたします。 

 次に、大項目第３点目、合併特例期間等の財

政運営について、５項目について質問をいたし

たいと思います。平成17年10月、２つの個性を

融合し、旧遠野市と旧宮守村が合併し「永遠の

日本のふるさと遠野」を将来像とした新たな遠

野市が誕生して、丸５年が経過されました。 

 この間、新市まちづくり計画に始まり、平成

18年度を初年度とし、平成22年度までの５カ年

間の遠野市総合計画前期基本計画を策定し、あ

わせて健全財政５カ年計画も策定してまいりま

した。これらの計画に基づき、着々と事業の推

進を図っているところであります。さらには、

本年11月に平成23年度から平成27年度までの後

期基本計画と第２次健全財政計画が策定され、

新年度から事業の取り組みがなされることとさ
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れております。 

 合併以来、これらの事業の推進に当たっては、

市町村合併特例法等による財政の優遇措置が受

けられることとなり、当局は積極的な事業に取

り組んでいるわけであります。 

 そこで質問いたしますが、これまでの優遇措

置等については、いかような状況となっている

ものかお尋ねします。 

 次に、普通交付税の算定の特例、いわゆる合

併算定は10年間となっており、この期間を過ぎ

ると激変緩和期間の５年間に入ることとなると

伺っております。本市の場合、平成27年度で合

併算定の期間満了となりますことから、平成28

年度からの交付税は、本来ならば普通自治体と

しての取り扱いとなりますが、さきに申し上げ

ましたように、５年間は激変緩和期間というこ

とで調整期間があるということであります。 

 平成27年度の算定替え終了時と激変緩和措置

５年間の交付税試算はどのようになるものかに

ついてお伺いいたします。 

 次に、財政優遇措置が終了となった後、いろ

いろと課題が生じてくるのではと思いますが、

その対策等についてお伺いしたいものでありま

す。 

 次に、合併し、新市となって丸５年を経過い

たしました。いろいろな大型事業等に着手して

まいっておりますが、合併による効果と総合計

画前期基本計画等が終了する現時点での総括に

ついて市長の率直な思いを伺いたいと思います。 

 次に、気の早いようで大変恐縮に存じますが、

後期基本計画５年が終了されるまでは、本市の

財政運営は合併特例法等による優遇措置によっ

て大きな事業等が展開される計画となっており

ますが、その結果として、将来に向けて公債費

が大幅に膨らむ時期が到来するのではと心配さ

れるところであります。ついては、平成28年度

以降の公債費のピーク年度等を含めた財政運営

の見通しがどのような経過をたどるのかをお伺

いいたします。 

 次に、大項目４点目、遠野市進化まちづくり

委員会の検証についてお伺いいたします。遠野

市が出資している畜産振興公社を初めとする第

三セクター等の今後のありようについて、この

たび検証の結果がまとまり、過日公表されたと

ころであります。 

 近年、第三セクターの経営のあり方がやり玉

に上げられる世情となったところであります。

このことは、地方分権、金融改革などの流れの

中で、第三セクターが破綻の傾向が増大してい

ると言われているところであります。なぜ破綻

かと申しますと、第三セクターの意思決定を含

めた体質が官僚的発想になり、当初の官の計画

と民の効率性を結びつけ、官方式の拘束を離れ、

弾力的、機動的、効率的な経営を行うことを目

的としたものでありましたが、しかし実際の運

営では、官が主体となり、行政の硬直的な意思

決定などを強く受け採算のとりにくい運営がな

されてきたことにより、赤字経営に陥る傾向に

なったものと考えられます。 

 こうした第三セクターの運営傾向から見まし

て、本市の第三セクター等が正常に運営するの

にどうあればよいかを模索するために、８名の

立派な委員から成る進化まちづくり検証委員会

を設置し、昨年の２月から本年２月にかけ、10

回に及ぶ検証委員会を踏まえて、本市の第三セ

クターの改革に当たっての道しるべとも言うべ

き検証結果の報告であったと思っております。 

 この内容を見るとき、10の団体が対象となり

ましたが、そのうち抜本的見直しが８団体、一

部見直しが１団体、出資の引き揚げが１団体と

いう改革提言でありました。 

 特にも、抜本的な役割の見直し、完全民営化

に移行すべきもの、統合の検討すべきもの、機

能や体制の再構築すべきもの等が指摘されてい

るようでありますが、市長といたしまして、こ

の検証結果の報告をいかように受けとめられた

のか、率直な気持ちをお伺いしたいと思います。 

 所見の中には、「親方日の丸」や、「なれ合

い」による創造力や経営力の欠如が複数の団体

に見受けられると指摘されているところであり

ます。私といたしまして、このような指摘があ

ったこと事態、残念でなりません。よくぞ、こ
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こまでていたらくしたものだとざんきの念でな

らないところであります。これらの団体の中に

は、生ぬるい体質が日常茶飯事、まかり通る状

態であったのかと思うとき、背筋が寒くなる気

持ちでいっぱいであります。上に立つ経営担当

者としてのリーダーシップを発揮できる人材が

不在であったと言われても仕方のないことと感

じられてなりません。 

 今後にあっては、組織を担う人材の確保に努

められることが大きな改革の課題と認識するも

のでありますが、今後の対応として、これらの

団体に対してどのようなかかわりを持って人材

の確保に取り組んでまいろうとしているのか、

その決意をお伺いいたします。 

 また、今後の方向性として、遠野スタイル自

立・連携行動プランを立てており、検証の該当

になった第三セクター等の再編に当たり、グ

ループ化の推進や有機的連携の推進に取り組む

ための「遠野まちづくり連携センター（仮

称）」の設立を目指すとしており、このセン

ターは持ち株会社的な組織体といいますが、そ

の組織の内容を明らかにしてほしいものであり

ます。 

 こうした遠野まちづくり連携センターが設置

されることにより、これから再編されるであろ

う第三セクターの経営上、財政的欠陥が生じた

場合には、血税が投入されることがないとした

安心できる組織体が確立されるものと理解して

よろしいものかどうかお伺いしたいと思います。 

 最後に、これらの再編がいつをめどに進めら

れようとしているものかを伺って、一般質問と

いたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  菊池民彌議員の一般質

問にお答えいたします。 

 冒頭、ニュージーランドの地震被害に対する

お見舞いの言葉があったわけでありますけども、

25日の開会、冒頭、施政方針演述の中で、私も

一日も早い救助といったものについて申し上げ

たところでありますけども、いまだ救出されて

ないと。だんだん状況が厳しくなってるという

ことを連日報道されておりまして、大変心配も

いたしております。一日も早い救助、さらには

不明になってる家族の皆様に少しでも確実な情

報といったことを願わずにはいられないところ

でございますので、そのことを一言申し上げた

いというように思っております。 

 さて、菊池民彌議員のほうから大きく分けて

４点の質問をいただきました。除雪対策につい

て、さらには、この合併特例期間中における財

政運営、これは非常に重要な問題でもあります。

さらには、この遠野市進化まちづくり検証委員

会の検証といったものを踏まえてということで、

それから中心市街地活性化センターの、通称

「とぴあ」の問題についてということでありま

した。 

 それで、順次お答えしてまいりますけども、

大きく分けて３つ目の合併特例期間等のこの財

政運営につきまして、特例により受けられる財

政優遇措置の状況はどうなっているのか。それ

から、合併による普通交付税の算定替えの終了

時と激変緩和措置の５年間の試算ということに

ついてのこの５点にわたってありましたけども、

そのうちのこの優遇措置の状況と、それから激

変緩和措置のこの５年間の試算、特例算定替え

の終了時と激変緩和措置の５年間の試算につき

ましては、具体的な数字で申し上げたいという

ように思っておりますので、担当の総務部長の

ほうからお答えいたし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。 

 それでは、順次お答えしてまいります。 

 除雪の問題についてのお尋ねがありました。

この中心市街地と中心市街地以外の地区の除雪

ということで、ただいま菊池民彌議員のほうか

らは苦情は来なかったというお話をいただきま

した。１億、もう既に5,000万円以上除雪費に

投じておるという中にございまして、今般も専

決で、あるいはこの３月補正でということでお

願いしておりますけども、これは御質問の中に

ございましたとおり、お年寄りの方もこれほど

の大雪は経験したことがないというのが年末年
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始降ったわけであります。 

 これまた一つ、これも自然現象であるわけで

ございますから避けて通れないという連日の厳

しい寒さの中で凍結をしてしまって、わだちと

いうものができて、非常にこの自動車、あるい

はお年寄りの方々が歩く、子どもたちが通学す

るという部分におきまして大変危険な状態にな

ったということから、特にも中心市街地を中心

にわだちの解消といったことにも取り組ませて

いただいたわけでございまして、思わぬ除雪費

の出費になったということは、そのとおりであ

ります。 

 それぞれ関係機関、あるいは事業者との横断

的な連携によりまして、改めてこの防災体制の

強化の必要性といったことを、この大雪の中で、

私どもも知ったところであります。交通量の多

いところ、あるいは住宅密集地などにつきまし

ては、除雪作業が非常に効率が悪くなったと。

それから年末年始は、これも湿った大雪という

こともございまして、倒木に伴って除雪車がな

かなか進めないと。そういったことで、あと停

電というのも生じまして、一時は孤立集落も出

たというような状況になったわけでありますか

ら、いかに関係機関を連携をとらなければ、こ

の危機管理といったものに対応できないかとい

うことを思い知ったところであります。 

 あと、この御質問にありましたけども、非常

に中心市街地以外の地区についても、幅員の狭

い路線について、作業が可能な除雪機械が限定

されるというような状態もありました。対応可

能な機械の手配や路線の優先順位といったこと

も、これは非常に担当課のほうでは悩んだわけ

でありまして、そこに配車をするという一つの

作業も強いられたわけであります。 

 実は、除雪機械の出動状況について申し上げ

ますと、19社で142台、この中にあっては、自

社所有が135台、リース７台、貸与機械は12台、

合計154台で、市内を10地区に分けて対応した

というところであります。 

 また、菊池民彌議員のほうには、苦情は来な

かったという形で、市の対応がスピーディーで

あったというような評価もいただいたわけであ

りますけども、これは２月24日現在の数字であ

りますけども、市のほうに寄せられた除雪要請

なり苦情なりといったものは357件という数字

になっております。これは、ことしのこの状況

から見ると、数字的には当然かなと思うわけで

ありますけども、昨年の２倍でありました。そ

れだけ市民の皆様の御不便、あるいはいろんな

形での対応にもあれしたという件数になったん

じゃないかなと思っておりまして、この357件

にも及ぶ除雪要望、これについてのきちんとし

た内容把握もしなきゃならないかというように

思っております。 

 それから、２月になりましてから、やはりこ

のわだち除去の要望もかなりの数に上ったわけ

でありまして、この道路交通の安全・安心とい

ったものを確保するというために、この問題に

も対応したということであります。 

 それで、御提案の、この中心市街地の市民協

力による水路、これを流雪溝として活用すると

いう提言、これは私も、この市長に就任して以

来、この提案につきましてはいろいろお聞きし

ておりまして、一つの効率的な対応であるとい

うことは十分承知しております。ただ、この市

街地の入り組んだ水路網が流雪溝として機能を

果たすという部分につきまして、いろいろ技術

的な問題も、これあるということも、ちょっと

担当のほうから聞いておりまして、そこをどう

クリアするかという問題が一つあります。 

 ただ、そしてまたもう一方には、雪を流すだ

けのこの水量はどのようにして確保するかとい

うような一つの課題もある。ただ、この課題の

水量の問題については、ある程度上流から下流

という部分になるわけでございますから、その

辺については、技術的にそんなには大きな問題

ではないかというように思っておりますけども、

この水路網を流雪溝とした場合における対応に

つきまして、まだまだ検証しなきゃならない課

題があるということであります。 

 一つの例でありますけども、市民協働のあり

方として、宮守町の達曽部の宿地区──宿場、
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宿地区ですね、あそこにおいては、この長年、

市民協働としてこの流雪溝を活用したという事

例もあるわけでありますから、あそこは一本の

一つの流れになっておるわけでございますから、

そういった部分はあるんで、そういったことも

対応しながら、実は今回357件もの件数があっ

たと。それから、まさに想定外と申しますか、

そういった、いつどういう形でやってくるかわ

からないという一つの危機管理上の問題もあり

ます。 

 それから高齢化社会というものを確実に、こ

れが到来してきているわけでありますから、そ

ういった安心・安全というためにも、この問題

にどう対応するかというのは一つの課題もある

わけでありますから、こういった流雪溝の問題

も含め、あるいは御提案になった小型除雪機の

貸与の問題も含めながら、４月になりましたら

早急に、この関係者によります、あるいは有識

者によります遠野市におけるこの除雪のあり方

といったものを検討する検討委員会を早急に立

ち上げたいというように思っておりまして、雪

も解けたし、わだちも解消したからもういいん

だじゃなくして、であるがゆえに、来シーズン

に向けてどう対応するかということを考えなき

ゃならないというように思っておりまして、こ

の９月までには一つの一定の結論を出そうじゃ

ないかということで担当課のほうには指示もし

ておりますので、その中におきまして、いろん

な要望に対する対応、あるいは新たなシステム

の構築、さらには御提案のありました除雪機械

の貸与の問題等も含めまして、総合的に検討し

ながら、まさに税金の垂れ流しにならないよう

に、効率的な仕組みを、文字通り遠野スタイル

としてつくれないかということを検証してみた

いというように思っておりますので、御了承い

ただければというように思っております。 

 それから２つ目の中心市街地活性化センター

の対策であります。 

 御質問にもありました。私も、25日の施政方

針演述の中で、この活性化を維持するために対

策を講じていくということを申し上げてるわけ

でありまして、さまざま数字的なものも質問の

中であったわけであります。平成14年12月にリ

ニューアルオープンして、もう既に８年を過ぎ

ているわけでありまして、厳しい経済状況の影

響によりまして20億円を割るというような売り

上げの状況にもなってきておるわけであります。

これも、先ほどの質問にもありましたとおり、

平成15年を100とすると、21年度は92.4％、あ

るいは22年度は86％になるんではないかという

ような御質問の中にも御指摘があったわけであ

りますけども、数字的には、大変厳しい状況に

なってるということは私も承知いたしておりま

す。 

 重要な中心市街地の核となる商業ビルである

ということは言うまでもありません。その中で、

一つのこの空き店舗の恒常化と、あるいは同業

種の店舗等が遠野バイパス側のほうに進出する

という中で、商業ビルとしての集客力なり、誘

客力なり、あるいは魅力なりといったようなも

のが失われてきてるのかなと。あるいは、やっ

ぱり人口減少も少なからず影響してるのかなと

いうことも考えるわけでありますけども、その

ようなこともよく分析をしながら対応していか

なきゃならないかと思ってまして、ささやかな

というよりも、これは手をこまねいているわけ

にいきませんので、今年度、４月から──とい

うことは、昨年の４月から空き店舗への誘致営

業専任担当者を配置しながら、いろいろ誘致営

業活動も展開しております。この中で、一つの

成果だというように私はとらえておりますけど

も、配置して以来、経営者の交代が３店舗、新

規入店が１店舗、合計で４店舗の一つの誘致な

り、確保に、一つの数字を確保することができ

たというのありますから、これはやはりこの誘

致営業専任担当者を配置しなければ、この４店

舗の確保も難しかったというように思っており

ますので、これは、言うなれば対策を講じた一

つの結果ではないのかなというように思ってお

ります。 

 ただ現実的には、入店してもなかなか売り上

げが上がらないと。それで、直ちにもう退店す
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るといったようなケースもありましたし、100

坪を超える大きなフロアを持つテナントが退店

するというような事例もあったわけであります

から、歯どめはかかってないということは、正

直なところ、認めざるを得ないというように思

っております。 

 この中にございまして、それぞれこの新店舗

の誘致につきまして、かなり厳しい状況にある

というようなことは承知はしておりますけども、

先ほどの質問の中にありましたとおり、この状

況を打開しながら、文字通り商業ビルとしての

活性化を維持していくという取り組みはしてい

かなきゃならないかというように思っておりま

すので、その指定管理者であります協同組合遠

野商業開発、これは理事会とは別に自主的に取

り組まなきゃならないと、自分らの問題である

んだというような意識のもとに、「とぴあ」の

集客アップ推進検討チームを結成いたしまして、

組合員の方みずからが、この集客アップにつな

がる検討を進めようというような取り組みも今

始めようとしております。 

 市としましても、この検討会と並行しながら、

この御質問にありましたとおり、この集客アッ

プにつながる支援策や空き店舗対策といったも

のを検討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。 

 今般の議会でも議論になろうかというように

思っておりますけども、仮称でありますけども、

旧ＪＡ遠野の本店ビルのリフォーム、リニュー

アルといったものの工事も始まります。 

 それから、観光交流センターの工事も始まる

わけでありまして、これらの中心市街地に整備

をするこの施設等とどう連携をとりながら、文

字通り観光客も市民の皆様も、それぞれ使い勝

手、利用し勝手のいいような中継施設としての

「とぴあ」の役割といったものをそこに見出さ

なきゃならないかというように思っております

ので、「とぴあ」におけるイベントの開催など

も含めた一つの活性化対策を進めていきたいと

いうように思っておりますし、これは今担当部、

担当課のほうに具体的に指示しておりますけど

も、やはり抜本的な対策といったものを構築し

ていかなきゃならないだろうと。となれば、現

在、入店している各店舗、あるいは新規にこの

「とぴあ」で開店をしたいという方が対応しや

すいように、使用料の一つの減額などといった

ような対応もこれ考えていかなきゃならないか

というような、そのような時期にも来てるんじ

ゃないかなというように思っておりますので、

これにつきましても早急に検討しながら必要な

対策といったものは、それこそスピードとタイ

ミングを誤らないように対応してまいりたいと

いうように思っております。 

 なお、平成22年度、本当に多くの市民の皆様

と関係者の皆様のおかげで遠野物語発刊100周

年といったものにおける各種のイベントを取り

組むことができました。市内外の皆様から高い

評価をいただいてるわけでございますけども、

繰り返し申し上げてますとおり一過性のイベン

トにしてはならないと。これを次の遠野のまち

づくりの一つのエネルギーにしていかなきゃな

らないと思っておりますので、この遠野物語発

刊100周年記念イベントの中で、さまざまな取

り組みをしてまいりました。市内外に770回ほ

ど、いろんな形で報道もされたわけでございま

すし、その中には、テレビなどでも報道された

のはたくさんあるわけでございますから、それ

をただ終わったからじゃなくして余韻といった

ものをきちんと、言うなれば市民等しく共有し

ながら次のエネルギーという部分におきまする

この一年間の取り組み、紹介写真、あるいは紹

介映像、写真コンテスト、グッズ、あるいはさ

まざまな出版書籍など、そのようなものを「と

ぴあ」の一角の空きスペースを利用いたしまし

て、市民の皆様にも改めてその遠野の底力とい

ったものを受けとめていただく。 

 あるいは、おいでいただく観光客の皆様にも、

それをきちんと認識してもらうと。そのような

スペースとして「とぴあ」のスペースを活用で

きないかということで、早速検討してもらって

おりますので、そのような取り組みを展開して

まいりたいというように思っております。 
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 それから、３つ目であります合併特例期間等

の財政運営についてということで御質問があり

ました。 

 冒頭申し上げましたとおり、優遇措置の状況

とか、激変緩和の状況につきましては、担当の

部長のほうから答弁申し上げますので、私は、

３つ目の質問でありますこの優遇措置終了後に

おける財政運営の課題とその対策についてどう

なんだろうと、市長の認識を示してほしいとい

うことでありました。 

 これは、この財政優遇措置終了後の交付税と

いったものを、これは後ほど総務部長のほうか

らも答弁いたしますけども、この国の動向、ま

た社会情勢も不透明でありまして、この現行制

度がどのようになっていくのかということは、

なかなか読めないというような状況にあります。

これは私は、本当に基礎自治体として市町村頑

張れということになってるわけでございますけ

ども、なかなかそこが具体的な対策じゃなくて

も、こういう方向性でこれから市町村には頑張

ってもらうからというような、そのようなきち

んとした国としての市町村で頑張ってる方々に、

そういったメッセージでもいいから出してもら

いたいというように思ってるわけでありますけ

れども、なかなかそれが見えないと。 

 したがって、この終了後における課題把握と

いったものにつきましては、正直なところ、な

かなか見通せないというか、難しいというよう

な状況としてはあるんではないかなと。ただ、

それをぼやいていても始まらないわけでありま

すので、やはり自主財源の確保をどのように図

っていくのかという目途が、我々に一つ課せら

れた当面の一つの課題ではないかなというよう

に思っております。 

 収納対策プロジェクトを立ち上げたり、さま

ざまな手当も講じております。この４月からは、

県のほうで滞納を整理する機構がなってるわけ

でございますけども、市のほうからも職員を派

遣いたしまして、その滞納整理にも当たるとい

うような、新たな取り組みも行いたいと思って

おりますので、そういった自主財源の確保をど

のように行うのかということと、それからやっ

ぱり課題を見通すということも当然大事なわけ

でありますけども、財政運営に当たっては、や

はり一番基本は歳入に見合った歳出といったこ

とが基本理念として持たなければ、財政の健全

化は図っていけないというように思っておりま

すので、私、日ごろから口癖のように言ってお

りますけども、身の丈というものを忘れないで、

一つのこれからの財政運営にも当たっていきた

いというように思っているところであります。 

 今般、191億5,400万という伸び率にしますと

8.9％の積極予算を組むことができたわけであ

りますけども、これは風が吹いたとか、何かが

あったということで、このような大型予算とい

うか、積極的な予算を組んだじゃなく、前期

５カ年計画の中で、やはりいろいろ市民の皆様

にも我慢していただいたようなこともありまし

た。 

 そしてまた議員各位にもさまざまな形での御

支援と御理解をいただいたという中にありまし

て、財政調整基金を、やはり大幅に予想を上回

る25億以上の財政調整基金を持つことができた

ということが背景にありまして、一つの大型プ

ロジェクトにも踏み込むことができたと。これ

が前期５カ年計画で、この健全財政を維持でき

なかったとすれば、やはりやりたいと思っても、

その財源の裏づけがないということで、その積

極予算には踏み込めなかったというように思っ

ておりますけども、これはやはりそのような愚

直な取り組みの中で、そのような一つの結果も

得ることができたということであるわけでござ

いますから、まさに歳入に見合った歳出といっ

たような基本理念を忘れずに、これからの財政

運営にも当たっていきたいというように思って

おります。 

 それから４つ目で、この合併効果、基本構想、

前期基本計画との終了時における総括というこ

とでお話がありました。率直に市長述べろとい

うお話であったわけであります。これもいろん

な機会で、前期５カ年計画の総括については申

し上げておりますので、改めて触れることにな
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ろうかというようになりますけども、平成17年

10月１日に「新遠野市」がスタートいたしまし

た。５年を経過しております。その中で、合併

特例事業債の事業は19事業となったわけであり

まして、それぞれこの施設更新事業として斎場

整備、あるいは図書館・博物館改修整備、それ

から子育て環境整備として宮守地区の児童クラ

ブの整備、これに伴いまして、市内全地域に児

童館、児童クラブを空白地域がないというよう

な中で対応することもできたわけであります。 

 また、合併時においては情報格差があっては

ならないと。まさに市民が等しく情報を共有し

なければならないということで、遠野テレビの

宮守エリアのケーブル拡張事業を大幅な事業予

算を組んで、それを行ったと。それから、これ

も総合防災センターの整備ということでの消防

庁舎の新築、さらには小中学校におけるプール

整備など、幅広い分野にわたって、限られた予

算の中でやってきたということになるわけです。

これは私は繰り返し申し上げますけども、合併

時に約束したことは着実に実施するんだと。ま

たできなければ、そのできないその理由をきち

んと説明責任を果たすんだという中でやってま

いりました。 

 その結果、ただいま申し上げましたとおり19

事業となったわけでありまして、また合併特例

事業債を原資といたしまして、「日本のふるさ

と遠野基金」を造成したわけであります。その

中で、まさにこれもかすかな手ごたえをという

ことになるわけでございますけれども、ＡＳＴ

チャレンジ100事業とか、タフビジョン推進事

業とか、地域材販売サポート事業とか、馬事振

興事業、あるいは、ふるさとの街賑わい創出事

業、めがね橋周辺賑わい創出事業、遠野遺産認

定事業など、いうところのソフト事業を41事業

を展開してきているわけであります。 

 その結果といたしまして、「新市まちづくり

計画」に掲げました、これも菊池民彌議員の質

問の中にありましたけども、「２つの個性が融

合し躍動する新しい遠野郷の創造」といった基

本理念に沿った形で、それぞれその具現化した

事業の展開ができたんではないかなというよう

に思っております。 

 ただ、やはり完璧にはできなかったわけであ

りますから、後期計画のほうにもどうしてもス

ライドせざるを得なかったというのもあるわけ

でございますので、それは後期５カ年計画の中

で、これまた着実に実施し、市民の皆様のお約

束にこたえていくという対応はしなきゃならな

いかというように思っております。 

 それから、最後のこの財政の問題について、

私のほうからの答弁の最後になりますけども、

この５カ年後、第二次健全財政５カ年後、28年

度以降になるわけでございますけども、公債比

率等のアップが見込まれると、本当に大丈夫か

という、そういう形での御質問と承ったところ

であります。 

 実は、後期基本計画では、老朽化している施

設の更新を計画的に行うというような一つの事

業を出させていただいております。この施設の

更新には多大な費用がかかります。そして、こ

の更新といったものについては、新しい立ち上

げには、いろんな交付金であるとか、補助金と

かあるわけでございますけども、維持管理、あ

るいは更新といったものについては、なかなか

有効な国の手だてが講じられていないと。でき

るんだ、できるんだとは言ってるわけでありま

すけども、なかなかそういった仕組みにはなっ

ていない。 

 そういった点では、政権交代したときに、こ

ういった部分に大いに私も期待したわけであり

ますけども、なかなかそうはなっていないと。

また、いろいろ聞きますと、やはり各省庁のや

っぱり縦割りといったものは、かなり厳しいも

のがあるというようなことを私も実感として感

じてきておりまして、なかなかそれが各省庁横

断的なものとなって、現場に、市町村という現

場におりてこないという一つのもどかしさもあ

るわけであります。 

 ただこれが28年以降どうなるかということに

なれば、また状況が変わってくるかというよう

に思っておりますけれども、なかなかそうなっ
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てないと。となれば、この合併によるこの得ら

れる財源、合併特例事業債や過疎債、そして前

期で積み立てた、先ほど申し上げました主要

３基金を計画的に活用するという中で第二次健

全財政５カ年計画を策定したわけであります。

その数字で見ますと、これももう既に御説明申

し上げてることでございますけども、申し上げ

ますと、この第二次健全財政５カ年計画による

数値目標は、経常収支比率を86％以内、実質公

債比率を17％という形で抑えております。でき

れば、これをきちんとクリアしたいというよう

に思ってるわけでありますけども、そしてこの

28年度ということに、先ほどの質問では28年度

ということになるわけでございますから、これ

につきまして、この市債の発行額を18年度から

21年度までの４カ年を平均値としてとらえて、

それを仮定して試算すると、28年度からの実質

公債比率は19％から20％になるというような、

そのような一応試算でありますけども、これあ

くまでもこの18年度から21年度の４カ年の平均

値をとらえて28年度以降どうなるかということ

を見通しているわけでありますけども、19％か

ら20％と見込んでおります。 

 ただ、財政健全化法で示されている早期健全

化基準であります25％は下回るということにな

るわけでございますから、かなりの綱渡りと申

しますか、財政運営上は厳しいやりくりをせざ

るを得ませんけども、やはり健全財政を維持す

るという一つのスタンスをしながら状況によっ

ては５カ年計画の中で位置づけたものの状況の

変化によっては、それを少しまた見直しせざる

を得ないという場面も出てくるんではないかな

と。 

 ただ、その中にありまして、基礎自治体とし

ての一つの市民の皆さんの安心・安全という中

におけるさまざまなニーズがどんどんふえてく

るわけであります。 

 冒頭の、一番最初の冒頭にありました除雪費

のように、もう高齢者がふえてきているわけで

あります。お年寄りの皆さんがふえてきてるわ

けでありますから、これをほうっておくわけに

はいかないという部分もあるわけであります。

そういった問題に対応するとなれば、文字通り

税金もまたそれで使わざるを得ないと。 

 市民の皆さんから、もう声としては聞こえて

きます。「解けてなくなるのに、どうしてそん

なにお金を、除雪費を投じるんだ」という話も

あるわけでありますけれども、一方においては

安心・安全、やっぱりけがをしたり、まさに大

きな事故が起こったんでは大変なわけでござい

ますから、そのようなニーズもこれからふえて

くるわけでございますので、かなり厳しい財政

運営の中で緊張感を持って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して、そ

のことが実は４番目の質問に取り上げられまし

た遠野市進化まちづくり検証委員会のこの検証

ということで、この提言をどのように受けとめ

たのか、人材の確保をどうするのか。 

 あるいは、このまちづくり連携センターとい

うような考え方を出してるけども、これはどう

いうことなんだろうかと。それから、市の財政

支援はどうするんだと。再編は、いつごろをめ

どとしてるんだという中における検証委員会の

取り組みについてのお尋ねもあったわけであり

ます。 

 この第三セクターを中心としたこの問題につ

きましては、菊池民彌議員からの御指摘もあり

ましたとおり、経営赤字や事業のマンネリ化な

ど、そしてこの課題が表面化してから事後処理

に追われるというケースが県内はもとより全国

にも見られるわけであります。 

 第三セクターといったものは、もともと行政

が対応できない部分を民のノウハウでもって対

応すると。官民挙げてその市民の皆さんのニー

ズにこたえ、あるいは産業振興を興し、活力を

そこに生み出すんだというものに成り立ってる

わけでありますけども、どうしてもそこがその

ように行かないというのは、ただいまの御質問

にあったわけであります。 

 私も市長という仕事になりましてから、いろ

んなこの第三セクターの理事長とか、社長とか

という仕事もさせてもらってるわけであります
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けども、よく聞く言葉で非常に違和感を持つこ

とがあるわけであります。ここに市長がいるん

だからいいんだという話になるわけであります。

ここに市長がいるんだからいいんだといっても、

市長としてもできることには限りがあるわけで

あります。そこのところをよく踏まえて、第三

セクターの役員、職員も含めて関係者も文字通

り厳しい経営感覚の中で第三セクターの経営に

従事していかなきゃならないと。そこを幾ら求

めても、なかなかそういう機運はつくれなかっ

たというもどかしさをずっと感じてきたわけで

あります。 

 そこで、昨年の２月に進化まちづくり検証委

員会という形、しがらみのない有識者の方々、

皆さん大変すばらしい方々であります。その中

には、武蔵野市の行革を進めた武蔵野市役所の

部長さんも喜んでそこに加わっていただきまし

て、やっぱりさすがだなというような意見もい

ただいた。税理士さんもおれば企業の経営者も

いる。大学の方で、いろいろあれしてる方もい

るという中で、非常にそれも１年間かかって、

かなり丁寧な議論していただいたということに

つきましては、本当に私も感謝しておりますし、

この提言についても、確かに言葉としても厳し

い言葉を突きつけられたわけであります。 

 しかし私は、これは素直に受けとめなきゃな

らないだろうというように思っておりまして、

問題は、こういったことを指摘されたからどう

のこうのということじゃなくして、それをどう

受けとめ、次にどのようにつなげていくのかと

いう中における、それこそすぐ行動を起こさな

きゃならないんじゃないのかなというように思

っておりまして、早速、市としての行動プラン

として「遠野スタイル自立・連携行動プラン」

というのをまとめ、２月14日の全員協議会の場

で議員各位にも御説明申し上げ、16日には記者

発表という公表をいたしまして、それぞれ２月

の22日には、関係団体、全面見直し８団体、そ

れから出資引き揚げ１団体、それから一部見直

し１団体という10団体のトップの方々に集まっ

ていただきまして、約２時間近くにわたりまし

て、関係団体に、いわゆる説明会を行い、いよ

いよこの見直し作業の本格的なスタートを切る

ことができたわけであります。 

 こういった一連の動きの中で、遠野テレビを

活用しまして中継をするとか、さまざまな形で

のこの説明の部分を公表するように手だてを講

じたわけでありますけども、市民の皆様の多く

の、いろんな会合等に出ますと、やはり将来を

考えた見直しは必要なんだと、当たり前なんだ

と。だから、それをやっていかなかったならば、

遠野の元気といったものが維持できないぞとい

うような多くの市民の皆様というよりも、私に

対しては、議員各位にはどういう御意見が市民

の皆様から寄せられているかということもあろ

うかと思いますけど、私のほうに対しては、絶

対これは進めるべきだと、やるべきだと。でな

かったならば、やっぱりこのまま第三セクター

が、またそれぞれ赤字を抱え、また公費をそこ

に出さなきゃならないという事態にもなりかね

ないんだから、やっぱりこれは真剣に議論した

ほうがいいんだというような、そのような市民

の皆様の多くの声も寄せられておりまして、私

も正直なところ、大変心強く思っておりますし、

心強く思うというよりも、これはやはりちゃん

と対応しなきゃならないかなというように思っ

ております。 

 その中で、人材の確保の問題、あるいは連携

センターの問題、それから財政支援ということ

ありましたけども、この現時点でのこの連携セ

ンターというのは、やはり段階的に進めていっ

て、最終的には、遠野市は３万人規模の人口、

それも人口減少は避けて通れないという中にあ

りますから、一つのこのコンパクトな一つの有

機的な連携の中で進めながら、それを一つのこ

のイメージ的には、持ち株会社なり、ホールデ

ィングスのような一つのイメージもあるわけで

ございますけど、そういったものも想定しなが

ら、そこに近づくためには、どういう仕組みが

いいだろうかということを段階的に踏んでいき

たいというように思っております。 

 そのためには、まず自立と連携というものが
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キーワードになるわけでございますから、それ

ぞれの組織が自立と連携といったものをどうと

らえながら、みずからの企業体質なり、事業体

の体質をどう変えていくかということもまたい

ろんな形での双方向での議論をしていかなきゃ

ならないかというように思っております。将来

を担うこの人材育成というのも本当に大事なこ

とでございまして、各団体の足らざるところを

補い合えるような、そのような有機的連携を実

現するというような仕組みづくりを行うと。だ

から、それをそういう認識があって、遠野スタ

イル自立・連携行動プランという一つの行動計

画に持っていったわけであります。 

 独自性を生かした形、人事の硬直化は避けな

きゃならない。事業のマンネリ化もかなり目立

つぞという部分の中で、こういうまちづくり連

携センターのような機能が、それをコーディ

ネートするというようなところに持っていけな

いだろうかというところに向かっていきたいな

というように思っているところであります。 

 資金の有効活用、あるいは総務・管理部門、

企画・立案部門の一つの一元化といったような

ものも、この一つのスケールメリットとしては

出てくるんじゃないだろうか。独自性を生かし

ながら、まず一つのコーディネートするところ

があれば、その独自性がもっともっと発揮でき

るんじゃないだろうかというようなところもあ

るわけであります。 

 いろんな、これも記者懇談会の場で一つの例

として申し上げたわけでありますけども、例え

ば、送迎用バスなど、御案内のとおり、高齢者

社会で交通弱者という方もどんどんふえてくる

わけであります。送迎用バスをもっと有効的に

利用しなきゃならない。私は、中学校再編に伴

うこの８校を３校にする場合における購入せざ

るを得ないスクールバスについても、やはり交

通弱者の方々に、もっと有効に活用できるよう

なシステムをつくるべきだということを話して

おります。 

 登下校だけのバスにしちゃだめだと。やっぱ

り有効に活用するような仕組みをつくろうとい

う中にあれば、この第三セクターがそれぞれ有

しているこういった例えば送迎用バスのような

ものについても、有効にお互いやりくりできる

というようなのをそれに見出せるんじゃないだ

ろうかと。そうすれば、それはやはり基本的に

は、市民のため、利用者のためということの仕

組みになるんじゃないのかなというように思っ

ておりますので、そのような、というようなこ

とを言えば、そんなの当たり前なんだというこ

とある企業の方から言われました。その当たり

前のことを当たり前にできてないところに、ま

た一つの我々の考えなきゃならない部分あるわ

けでございますから、そのようなところについ

て、一つの経営戦略を持って、この問題に対応

していきたいというように思っております。 

 さまざま御説明申し上げた中においては、い

ろんな仕組みなども申し上げてるわけでござい

ますけども、もう一つは、公益法人の見直しと

いうのが平成25年にはやらなきゃならないわけ

でありますから、これはかなり厳しい内容にな

ってきております。財団だ、社団法人だという

この法人が、今のままでは、この公益法人の見

直しでは組織運営ができないというような状況

にもあるわけでございますので、その辺のとこ

ろも関係者の皆さんにはしっかりと受けとめて

いただいて、そういった仕組みづくりというと

ころに取り組んでいきたいと。 

 大体めどはということでございましたので、

平成25年度を一つめどといたしまして、23年、

24年と、いろんな議論をしながら対応してまい

りたいと。 

 特にも、既にハードといたしまして駅前の再

開発が進むわけであります。それから、昔話村

の全面リニューアルも、今予算にも提案させて

いただいているわけであります。そうしますと、

ただそれをハード整備したじゃなくして、そこ

にどのような魂のソフトをどう組み込むかとい

うのも大きな課題なわけでございますから、や

はりこの例えば観光協会であるとか、あるいは

ふるさと公社であるとかといったような、そう

いった団体につきましては、このハード整備と、
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きちんと整合性のとれた、リンクされた一つの

ものをイメージしながら作業を進めていかなけ

れば、建物は立派にできたけども、どうもそこ

に入ってる組織が何かばらばらだぞということ

になったんでは、それこそ議員各位から大変な

おしかりを受けることにもなりかねませんので、

そこはきちんと、この４月以降、新たな経営改

革推進室をもう既に立ち上げておりますから、

２月の22日に立ち上げておりますので、そこを

中心に、遠野における地域資源を最大限に生か

し、地域総合力を本当に発揮するといった中に

おけるこの課題に果敢に取り組むという私なり

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（新田勝見君）  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、菊池民彌議員の合併特例期間等

の財政運営、この中での合併特例により受けら

れた財政優遇措置の状況、そして合併による普

通交付税の算定替えの終了時と激変緩和措置

５年間の試算についての部分を答弁をさせてい

ただきます。 

 まず一つは、これまでの合併による財政優遇

措置の状況でございます。平成17年から平成22

年度末までの財政優遇措置の状況につきまして、

新市まちづくり計画の財政計画と実績との比較

をもとに答弁をさせていただきます。 

 合併による普通交付税の優遇措置として合併

算定替え分がございます。この合併算定替えは、

合併後の市町村の状態で算定した地方交付税額

が、合併前の市町村それぞれ別々に存在すると

みなして算定した地方交付税の合算額、これを

下回らないように算定する特例でございます。

この合併算定替え分として、計画の約21億5,00

0万円が、実績では24億3,000万円、また合併補

正では、計画どおり２億6,000万円の実績とな

っております。 

 普通交付税総額では、計画の24億2,000万円

が、実績では26億9,000万円ということで、約

２億7,000万円の増となっております。 

 また、特別交付税の合併措置は、計画の約

４億2,000万円と同額の実績となっております。 

 また、国庫支出金の合併市町村補助金につき

ましては、２億4,000万円の計画でございます。

実績では、平成22年度末で２億1,000万円とな

っておりますけども、23年度で計画額と同額と

なるという見込みとなっております。 

 また、県支出金の合併市町村自立支援交付金

は、計画の５億円と同額の実績となっておりま

す。 

 もう一つは、合併特例債でございます。合併

特例債は、充当率が95％、交付税措置は元利償

還金の75％措置することになっておりまして、

計画では42億7,000万円を見込んでおりました

が、実績数値では39億8,000万ということで、

３億円減少をしております。 

 平成18年度から22年度までの５カ年の財政優

遇措置を受けた地方交付税、そして国庫支出金、

地方債の総額は、計画では76億5,000万円でご

ざいましたけれども、これが実績見込みでは76

億円というふうになっております。この財政優

遇措置で得られた財源をもちまして、新市まち

づくり計画で定めた事業の推進が図られ、後期

計画に一部スライドしたものがあるものの、前

期計画事業については確実に進展しているとい

うふうにとらえております。 

 それから、２つ目の答弁になりますけれども、

平成27年度の算定替え終了時と激変緩和５年間

の交付税の試算についてでございます。第二次

健全財政５カ年計画では、平成27年度の地方交

付税の見込み額は、約80億3,000万円程度とい

うふうに見込んでおります。その額から推定し

ますと、激変緩和の５年間、これは平成28年度

から32年度まででございますけども、この５年

間の地方交付税総額は370億5,000万円というふ

うに見込んでおります。 

 なお、合併協議会の資料では、約352億6,000

万円程度と見込んでおります。これらを単年度

で、370億5,000万円を単年度で平均しますと74

億1,000万円程度になると見込んでおります。



－ 35 － 

地方交付税、これを27年度、それから33年度と

比較しますと、27年度では80億3,000万円、激

変緩和措置終了後の平成33年度では68億1,000

万というふうに見込んでおりまして、約12億

2,000万、これが減少するという見込みととら

えております。 

 以上、菊池民彌議員の御質問にお答えをいた

します。 

○議長（新田勝見君）  10分間、休憩いたしま

す。 

   午前11時07分 休憩   

────────────────── 

   午前11時17分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 次に進みます。８番荒川栄悦君。 

   〔８番荒川栄悦君登壇〕 

○８番（荒川栄悦君）  清風会の荒川栄悦でご

ざいます。最初に、このたびニュージーランド

のクライストチャーチ市で大地震によって罹災

された方々に対して、心よりのお見舞いと、亡

くなられた方へのお悔やみを申し上げ、さらに

行方不明者のいち早い救助を願うものでござい

ます。 

 また、遠野では、この間、市民の舞台・遠野

物語ファンタジーが好評のうちにも終了いたし

まして、春遠からずという季節にもなってまい

りました。 

 それでは、通告に従いまして一般質問をいた

します。 

 遠野市がかかわる第三セクター及び主要な関

係団体を対象に、各団体の役割を検証するとと

もに、団体相互の連携を進め地域の総合力を高

めることを目的に設置された外部有識者委員会

が、遠野市進化まちづくり検証委員会でありま

す。 

 この検証委員会による検証が去年の２月から

今月の２月９日の最終報告まで１年がかかりま

した。先ほど、菊池民彌議員が同様の質問をさ

れていましたが、私は検証された団体のうち観

光振興にかかわって何点か質問をいたします。 

 最初に、遠野市進化まちづくり検証委員会に

よる「第三セクター等の検証結果報告書」につ

いてです。そこには、遠野市観光協会も検証の

対象として入っています。内容は、総括所見、

第三セクター等に対する個別提言、全体提言と

３部構成になっている。総括所見では、要約す

ると、それぞれの法人の今の時代に即した役割

の検証を行い、法人相互の足らざるを補い合う

連携を進め、地域の活性化を担う総合力を高め

ることが今般の見直しの大きな柱となっている。 

 検証委員会は、この視点で検証を進めてきた

が、総じて第三セクターの問題点としてよく挙

げられる「親方日の丸」、「なれ合い」による

創造力と経営力の欠如が複数の団体に見受けら

れた。しかし、また各法人、いずれも市のまち

づくりに重要な役割を担っており、経営におい

ても利益の確保、経費の節減等にみずから努力

してきたことは十分認められた。そして、全国

的な事例として、行政みずからが下請団体とし

ての性質を法人や団体に課すことにより、当該

法人団体の自立的経営が阻害される例が見受け

られるが、これこそが経営悪化の根本的要因と

とらえることができると記されています。こう

したことから、市が本提言により地域の総合力

を生み出し、果敢に進化するまちづくりに挑戦

し続けることを心から期待すると述べています。 

 また、個別提言の中で、遠野市観光協会につ

いては、１、同協会の役割・目標があいまいで

あることから、むしろ観光ビジョンの策定、総

合力・戦略的な観光振興のリーダーを担う中核

機能を担う機関として再編すべきと思料する。

再編後は、観光振興のリーダーシップを担う

「観光情報センター」としての機能に特化し、

関係機関、団体との機能分担を明確にされたい。

この視点で、市と同協会は、双方協議の上、抜

本的な見直しを行われたい。 

 ２、再編の際は、公益法人を目指すこととし、

市の補助に依存し過ぎず、自立した経営計画・

経営戦略を策定し、強い経営体を確立してビジ

ネスとしての観光振興策を追及されたい。 

 ３、法人格を取得しない場合においても、観
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光関係団体ネットワークの中核を担い得る組織

づくりに努められたい。 

 ４、また、いずれの場合も観光関係団体との

連携を踏まえた総合的観光振興に資するととも

に、会員と非会員のサービスのあり方、差別化

について検討を加え、会員のメリットを明確に

されたいとしています。 

 報告書の最後に、全体提言として、10団体を

４つのグループに分けて、それぞれ産業振興事

業、観光振興事業、文化・交流事業、情報事業

の４つの分野に大別した。そして各団体、グ

ループの有機的連携、柔軟な人事交流、関係団

体との連携強化を求めている。その有機的連携

にかかわる計画課題として、１、経営計画の策

定、２、団体の役割の明確化による再整理、３、

団体相互の統合・連携、４、組織経営体として

の確立、５、市の方針の明確化を上げて、最後

に市には、今後の進化まちづくりにかかわる強

いリーダーシップを期待したいと結んでいます。 

 最初の質問です。この報告書に表現されてい

る「地域の活性化を担う総合力」とは何を意味

しているのか伺います。 

 次に、この遠野市進化まちづくり検証委員会

の検証結果報告を受けて、市では、遠野スタイ

ル自立・連携行動プラン（遠野市第三セクター

等地域経営改革実行計画）を策定した。当面の

取り組みとして、４グループの有機的連携の推

進のために遠野スタイルまちづくり会議を設置

し、さらに２年後にはホールディングカンパ

ニーとして遠野まちづくり連携センターの設立

を目指すとしていますが、このホールディング

カンパニーは持ち株会社という意味のようです

が、新聞報道によると、この新会社への出資金

は、市が各団体に出資している３億6,000万円

を充てるとなっているようですが、どのような

機能を持たせ、傘下になった第三セクター等の

団体をどの方向に導こうとするものなのかを市

長に伺います。 

 それから、１、人事交流、２、資金の有効活

用、３、経営戦略と経営活動のマネジメント、

４、遠野スタイルまちづくり会議の運営の４点

について具体的に説明してください。 

 また、遠野スタイルまちづくり会議や遠野ま

ちづくり連携センターが設立されたとして、観

光産業にかかわる団体・法人・個人事業者等の

有機的連携の上に公益法人としての観光協会が

存在するとき、観光振興グループにあっては、

再編後の遠野市観光協会こそがホールディング

カンパニーであっていいと思いますが見解を伺

います。 

 第１回の検証委員会で、検証委員の青木さん

が言っています。法人になると、財務処理など

の事務負担が大きくなり事務局体制が肥大化す

る一方です。例えば、ホールディング制のよう

なものにして事務処理を一括化できないか考え

ていると発言しています。この事務処理程度の

集中化というなら検討する価値もあると思いま

す。しかし、第三セクターに出資した資本まで

集中し業務や運営まで統合するとなると、各団

体に出資している民間の出資者の同意が得られ

るのか疑問です。 

 さらに、この新組織は、屋上屋の存在になる

と思われますが、各団体、それぞれの経営活動

等の事業推進の活性化や自由度・自立が損なわ

れるのではないかと危惧されます。この遠野ま

ちづくり連携センターが他のグループにあって

は必要なものとも考えられるが、遠野市の観光

振興にあっては行政との連携を考えても有効な

手段とは思えないが、市長の見解を伺います。 

 次の質問に移ります。今、遠野市では観光地

域づくりプラットフォームモデル事業に取り組

んでおります。既に、ワークショップを２回開

催しています。３月に３回目のワークショップ

を開催し、事業計画最終案を作成する予定のよ

うです。このプラットフォームとは、着地型旅

行商品の販売を行うため、遠野地域内の着地型

旅行商品の提供者と市場（旅行会社・旅行者）

をつなぐワンストップ窓口としての機能を担う

事業体のことであり、当市にあっては、まさし

く遠野市観光協会が観光地域づくりプラットフ

ォームにふさわしい存在であると思います。モ

デル事業の形成ができたところに支援が得られ
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るといいます。 

 ワークショップに参加された方の発言を見ま

すと、組織論について、各団体の横のつながり

がない。つながりがあって、初めて連携ができ

る。新しい組織は要らない。プラットフォーム

づくりには、観光協会、ふるさと公社、ＮＰＯ

法人遠野山・里ネットワークのいずれかを機能

拡大していくべきと考えるとあります。さらに、

別の方の発言では、プラットフォーム事業検討

の中心的存在は観光協会だと思う。その際に、

観光協会内部の議論がなされているのかが疑問

である等の意見が述べられています。 

 観光事業にかかわる最前線の民間、個人の方

たちが30数人集まってのワークショップであり、

この方たちが遠野市の観光振興を担っていく人

たちであると思います。今後の観光協会のあり

方、自立を考えるとき、その中心となり、資金

を出し、観光協会を支える存在になると思いま

すが、市長の見解を伺います。 

 観光産業にかかわる多くの事業者が観光協会

の出資者として観光協会を支えていくことによ

り、観光協会は検証委員会の報告にあるように、

観光ビジョンの策定をして、総合的・戦略的な

観光振興のリーダーを担う中核的機能を担う機

関として再編されるべきで、再編後は、観光振

興のリーダーシップを担う観光情報センターと

しての機能に特化し、関係機関・団体との機能

分担を明確にするべきでしょう。市の自立・連

携行動プランでは、観光協会に対して、観光振

興の担い手として必要な役割と目標を具体的に

示した遠野市観光協会ビジョンを早急に策定す

ること。あわせて、事業の見直し、財務の強化、

経営責任の明確化、組織の強化を図り、経営の

自立を図ること。さらに観光商品開発、情報発

信の一本化など、新たな取り組みと仕組みづく

りについても検討すること。２として、（株）

遠野、（社）遠野ふるさと公社、遠野アドホッ

ク（株）とのグループ化と有機的連携体制を築

くこと。３として現行の市職員派遣は、平成24

年度で廃止することとしています。 

 こうした観点から見ても、私が観光振興につ

いて以前にも述べましたが、観光協会の法人化

が妥当であり、観光プラットフォームの担い手

としての観光協会、それによって自立していく

道筋が見えてきたと思いますが、市長の見解を

伺います。 

 ことしの１月に遠野物語研究所が主催した遠

野学会に参加をしたら、そこでの研究発表に、

遠野緑峰高等学校の生徒による商業研究の発表

があり、大いに感心をしました。テーマは遠野

イズム（ぱなし観光の一歩先）という観光につ

いてでした。これは、平成21年からの２年がか

りで研究に取り組んだ報告でした。遠野に訪れ

た観光客、平成21年は約300人、平成22年は約9

00人にアンケート調査をしてデータをとり、分

析をしています。長くなりますので、まとめの

部分だけ紹介します。 

 持続可能な観光地を目指してとして、私たち

の取り組みは、「遠野物語」が発刊されて100

年もの間親しまれているように、「遠野の観光

資源」をＰＲして、今後も多くの方から愛され

る遠野であってほしいとの希望から始まったも

のです。 

 あわせて、「地域の農業を元気にしたい」、

「伝統技術を継承していきたい」という願いも

あります。しかし、そうした思いと行動が観光

客から見たときに、特定の企業や団体だけの取

り組みでは「底が知れたもの」「押しつけの

サービス」ととらえられる危険性もあります。 

 観光客が求めているものは「本物」であり、

「人と人との触れ合い」、「現実を離れてのい

やし」などです。今後は、観光に携わっている

企業や団体、自治体、私たちも含めた遠野市全

体で「もてなしの心」を持って遠野の観光に携

わっていかなければなりません。それが私たち

の考えている観光における遠野イズムですと結

んでいます。 

 こうした見事な高校生による報告が、平成22

年の７月28日に岩手県高等学校商業研究発表大

会で発表され、この資料は、市にも観光協会に

も提出されています。にもかかわらず、この資

料が情報として観光にかかわってる人たちには
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流れていないのです。生かされないのです。 

 観光客の調査データで一つ例を言いますと、

市内に来ているさっきのデータアンケート結果

ですと、半分が県外、半分が県内であると。結

局、リピーターの方がやっぱり半分、初めて来

た方が半分、ということは、予想するに、県内

の観光客がリピーターとして来てくれていると

いう部分があると思うんです。やっぱり、こう

いったところを、じゃあこのデータをいただけ

れば、どう考えられるか。それは観光事業者が、

それに沿っていろんな経営計画を立てると、こ

ういうことが可能なわけなんで、こういう情報

が出されていないということが問題です。 

 また、続けます。先の観光プラットフォーム

のワークショップに参加されているメンバーの

大半が自主的に集まり、民間レベルで「遠野の

風土をいかに守り、観光と産業をいかに発展さ

せるか」をテーマに、危機感を持って遠野の将

来を議論しています。遠野物語発刊100周年後

として、遠野駅前観光交流センターが平成24年

度に完成し、ＪＲの岩手県デスティニー・キャ

ンペーンがあり、柳田国男の没50年も来るとい

う時期に、遠野市観光協会の抜本的見直しをし

て自立を促すのに拙速であってはいけないわけ

ですが、市長がいつも言うスピード感がなけれ

ばならないと思います。観光協会を含めての観

光振興の方向を打ち出すようにするべきではな

いでしょうか。市長の考えを伺います。 

 最後になりますが、中心市街地活性化事業に

より、駅前の整備や昔話村のハード面の整備は

進行中ですが、観光客の増加が見込まれる中で、

駅前から博物館、図書館やあえりあまでの通り

の整備をどうするのか、空き店舗対策はどうす

るのか、さらに観光客が昔話村から蔵の道広場

を通る回遊への誘導をどうするのか、以前にも

質問した経緯がありますが、計画の進行状況を

伺います。 

 第三セクター等の団体が時代の要請にあわせ

て大きく変化をしようとしているとき、中心市

街地の活性化をリードしなければならない商店

街振興会を含む中心市街地活性化協議会は機能

しているのか、観光振興とどのように連携する

のかをあわせて伺います。 

 以上で、私の一般質問といたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  荒川栄悦議員の一般質

問にお答えいたします。 

 観光振興一つに絞っての御質問と承ったとこ

ろであります。進化まちづくり検証委員会の中

における提言と、それに伴うこの市が示したプ

ランとの一つの整合性の中における考え方、あ

るいは具体的なあり方といったもの。 

 それから、この観光交流センターの工事着手

によりということでの駅前再開発の進捗状況と

いうことでありましたので、この観光振興につ

いてのこの質問の中にありましたとおり、例の

プラットフォーム事業の状況はどうなのかとい

うことで、いろいろ事例を挙げて御質問の中に

ありましたけども、この観光プラットフォーム

事業につきましては、観光庁のモデル事業、全

国６カ所受けて進めておりますので、それを束

ねております産業振興部長のほうからプラット

フォームの今の作業につきまして、ちょっと具

体的に御答弁申し上げたいと思っておりますし、

それから、この駅前の整備の進捗状況というこ

とでありました。文化まちづくり推進室を文化

政策部の中に設けて作業をしておりますので、

担当の文化政策部長のほうから進捗状況につい

て御答弁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。 

 私のほうからは、ただいま荒川議員のほうか

ら進化まちづくり検証委員会におけるこの内容

と観光協会のあり方ということについて、荒川

議員の考え、あるいは一つの認識も含めての御

質問と承りました。 

 この進化まちづくり検証委員会のその背景、

なぜ、この組織を立ち上げながら、第三セク

ターなり団体に一つのメスを入れようとしてい

るのかにつきましては、先ほどの菊池民彌議員

の質問の中で、私のその考えといったものを申

し上げてるわけであります。その中で、この観
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光振興に係るということで、観光協会のあり方

についてという部分が、どうもまちづくり連携

センターとの一つのイメージとどのように分け

て考えてるだろうかということで、観光協会は、

むしろ法人化があれであり、まちづくり連携セ

ンターであれば、観光協会が、そのものがそれ

を担うのがいいのではないかというような、そ

のような一つの意見も含めての御質問であった

わけであります。 

 何度も申し上げてますとおり、ただいまも新

聞の報道でよるとというようなお話ありました

けども、全員協議会の場でも、この自立連携プ

ランにつきましては、それぞれ市の考え方も御

説明申し上げてるわけであります。新聞報道じ

ゃなくして、私ども新聞報道で、議員各位に、

この大事な大事な情報を新聞でしか知らせない

となれば、これはそれこそ私の姿勢も問われる

わけでありますので、全員協議会の場でも、可

能な限り御説明も申し上げ、また資料等も差し

上げてるつもりでございますので、その点は、

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。 

 その中で、先ほど地域総合力とは一体何なん

だと、それから持ち株会社、これもどのような

イメージなんだと、人材をどうするんだと、

ホールディングスと、持ち株会社とは言うんだ

けども屋上屋を重ねているんではないかと、そ

して、最後には荒川議員の認識として、むしろ

観光協会、法人化するのが妥当ではないかとい

うような話であったわけであります。 

 これは、それぞれのお考えがあるし、それぞ

れの立場によって、いろんな主張があって、私

はこれ当然であるし、またそのような、まさに

かんかんがくがくの議論をしなければ、これは

25年を目途にといっても作業は進まないわけで

ありますから、大いにそれぞれの立場から議論

してもらって、どれが一番望ましい方向なのか

ということを、やはりみんなで議論しながら、

情報を共有しながら、そしてまた将来を見誤ら

ない、見極めた形での一つの組織といったもの

を立ち上げ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、ただいまの荒川議員の

認識も一つの──一つ貴重な提言として承りた

いというように思っておりますし、私が承った

としても、これからさまざまな検証作業が始ま

るわけであります。２月の22日に、各団体のト

ップの方々、みんな集まっていただきまして、

先ほども御答弁申し上げましたとおり、かなり

詳細に一応の考え方、それから作業工程表、今

後どうするのかということで説明をいたしまし

た。 

 そして、今後経営改革室を２月22日付で専従

職員３人の体制をとりましたので、その職員を

中心といたしまして、それぞれ疑問を持ったり、

あるいはもう少し詳しく聞きたいと。ホールデ

ィングスって一体何なの、持ち株会社って何な

んだ。有機的連携というけども、どのようなも

んなんだろうというようなところを、もう少し

かみ砕いて御説明をしながら、それぞれの団体、

繰り返して申し上げておりますけども、各団体、

市のリーダーシップというのは当然求められる

わけでありますけども、各団体、組織、定款が

あり、役員会があり、理事会が構成されてるわ

けでございますから、そこでやっぱり一定の議

論を掘り下げていただきたいというように思っ

ておるんです。 

 そして、それで結果として、いや、こういう

考え方と、このようなお考え、我々はこういう

考えを持つということで、またさまざまそこで

議論をしながら、またステップアップをしてい

くというような作業が23年度になるわけであり

ますので、言うところの一つの限られた人材を

どのように適材適所で生かしていくのか。 

 あるいは、資金の有効活用といったものをも

っとうまく図れないだろうか。それぞれの資源

を、もっとお互い足らざるを補えるような仕組

みを新たにつくれないだろうか。あるいは、ま

さに人口減少というものが避けて通れないとす

れば、その中において地域の活性化を図るため

に、それぞれの三セクがどのような形で連携を

図り、それがもう一つのもっと突っ込んだもの

になれば、そういう持ち株会社、ホールディン
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グスというようなものもあるよなというような

ところに、こう議論を深めていきたいというよ

うに思っているところでありますので、これは

一つの方向性を出したというので、結論を示し

たということではないわけでございますので、

その点は、ひとつ御理解を。 

 私は、本当に真剣な議論をぜひぜひお願いし

たいというように思っておるんです。それぞれ

第三セクター一つとってみても、その設立当時

の関係者の思いといったものがそこにあるわけ

でありますから、時代が変わった、社会経済情

勢が変わった、それぞれの考え方も変わったと

いって、一方的にそれを否定するというような

考え方はとれない。その原点に立ち返って、だ

ったらば、どうすれば、この組織をさらに活性

化できるのかといったようなところ、まさに地

域経営戦略の共有、あるいは産業振興、観光振

興といったものに一つのパートナーシップとし

てのこの団体、三セクも含めて、団体がどうあ

らねばならぬかというところを、この新たな仕

組みづくりというものについて挑戦をするとい

う中においての取り組みだという、そういうプ

ロジェクトだということでありますので、その

点は、くどいような形になりますけども、ぜひ

御理解をいただければというように思っており

ます。 

 観光振興遠野の場合は、やっぱり観光の中で、

この遠野のこれだけの地域特性をあらわし、こ

れだけのマンパワーと、そのホスピタリティー

が非常に高いその市民がおってのもてなしとい

う部分でやってるとこありませんよという話は

よく聞かれます。 

 きのう、町家のひなまつりに来たある関係者

と夜懇談したときにびっくりしたと。ひなまつ

りの会場に、個人の家に行ったら、お茶を出し

てくれたと。ほかじゃ考えられないですよねと

いう話を聞いたわけであります。これがやっぱ

り遠野の一つの底力となるわけでありますので、

そのような一つの市民一人ひとりの思いを、こ

の観光振興、それが観光産業になる。それがも

っと発展すれば、一つの雇用の場にもつながる

し、外貨というか、一つの経済効果もその中で

生み出すことができるというつながりになって

くるわけでございますので、そのような地域総

合力というのは、そのような仕組みを、その地

域総合力という言葉であらわしてるということ

で、それぞれの個々人の取り組み、それが組織

としての取り組み、それが行政と、そういった

民間とのパートナーシップにおける関係といっ

たものが、それぞれ組み立てられて、地域総合

力といったものが、そこに発信できるんじゃな

いのかなというように思っておりますので、ぜ

ひその方向に議論を深めていきたいと思ってお

りますので、荒川議員のなお一層の提言あるい

は意見などもまたいただければということを、

この場をおかりいたしまして改めて申し上げた

いというように思っております。 

 いずれ、この「遠野物語」発刊100周年でさ

まざまなものを取り組んだと。御質問の中にあ

りましたとおり、岩手ディスティネーションキ

ャンペーンも本格的に始まる。それから、柳田

國男先生の没50年といったのももう間近にとい

うか、今カウントダウンが始まっておると。そ

して、この100周年でさまざま発信したものを

一過性のものにしないという部分にあっては、

観光資源、地域資源の新たな商品開発と活用と

いったものも行っていかなきゃならないし、い

うところの総合案内といったようなものもどの

ように組んでいくのかと。それがこの駅前の再

開発の中における魂をどういれるのか、ソフト

をどう組み込むかという作業になってくるわけ

でありますから、そうなれば当然のことながら

観光協会の果たす役割といったものは、かなり

重要なものになってくるということは推して知

るべしということになろうかというように思っ

ておりますので、そこをきちんと認識した上で

私どもも作業を進めてまいりたいというように

思っております。 

 そういったことでの議論をしていきますと、

御質問ありましたとおり観光協会の再編と、そ

れから強化を図りながらまちづくりセンターの

ようなものに近づこうとするとなれば、やっぱ
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り観光協会の果たす役割と機能は、これはもう

避けて通れ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ので、ひとつお願いを申し

上げたいというように思っております。 

 それから、プラットホームについては、この

後、産業振興部長のほうから今の取り組み状況

について御答弁申し上げますけども、これは大

変重要なプロジェクトであります。昨年の11月

に国土交通省の観光庁から、この指定をいただ

いたわけであります。それぞれが広域的に取り

組むという中にあって、例えば福島県は福島エ

リアということになっております。それから、

千葉県は南房総エリアということになっていま

す。徳島県は西阿波エリアということになって

いますし、熊本県は阿蘇エリアという、そのよ

うな市町村を越えたエリアになっているんです

けども、この遠野市にあっては岩手県遠野エリ

アということになっていまして、単品でもって

というか、一つのくくりの中では非常に集中的

に遠野にモデルとして検討してみてはどうかと

いうような形での指名をいただいたわけであり

ますから、今かなり質問の中にございましたと

おり、ワークショップに参加されている関係者

の皆さん、市民の皆さん、かなり熱い議論を交

わしているようだということを、私も報告受け

ておりますので、これもまたこの進化まちづく

り検証委員会の議論と合わせながら、大変好ま

しい現象じゃないかなというように思っており

ますので、今のワークショップの進捗状況につ

いて、産業振興部長のほうから答弁させますの

で、よろしくお願いいたします。 

 それから、駅前再整備の関係につきましては、

議員各位からも大変な御理解をいただきながら、

旧ＪＡ遠野の本店ビル、それから日通跡地の仮

称でありますけれども、観光交流センターとし

て20数年ぶりに駅前再開発に取り組むことがで

きました。これも中心市街地活性化三法に基づ

きまして、国交省のほうから交付金といったも

のを手当していただくということになったこと

から、このとおり実現できることになったわけ

でありますけども、単独であれば、この交付金

がなければ、単独であれば多分手は出せなかっ

たというように思っております。 

 この交付金といったものの中におきまして整

備をするということになりまして、中心市街地

活性化三法の中にあっても、遠野は３万人規模

なんでちょっと難しいんじゃないかなというよ

うに当初考えておったんですけども、遠野のま

ちづくりあるいは観光振興にはストーリー性が

あると、一つの伝統と歴史といったものを感じ

るようなものとしてさまざまやっていると。だ

から、人口規模、財政規模じゃなくて、そのス

トーリー性があるというところに、一つのこう

いった事業の交付金の交付する意味合いがある

んだということで、これにも取り組んでみまし

たところ、本県では久慈市と遠野市２つがこの

中心市街地活性化三法に基づく指定を受けたこ

とに伴って、この駅前再整備といったものにも

取り組むことができたわけであります。 

 その中で、中心市街地活性化協議会を一つの

推進組織として位置づけながら、さまざまな取

り組みを行いながら、情報を共有しながら行っ

ておりますので、その進捗状況、計画の進捗状

況について担当の文化政策部長から答弁を申し

上げますのでよろしくお願いをいたします。 

○議長（新田勝見君）  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、

荒川栄悦議員の一般質問に御答弁申し上げます。 

 観光地域づくりプラットホームモデル事業の

進捗状況、その取り組みについてでございます。 

 観光地域づくりプラットホーム事業につきま

しては、現在ワークショップで進めているとこ

ろでございますが、昨年の11月25日に観光庁の

ほうからモデル事業への選定をいただきました。

その後12月の17日にワークショップを進めるた

めの準備会といたしまして６名の委員をお願い

して、これからのワークショップの進め方につ

いてその概要を詰めてございます。 

 年が明けまして、１月の12日に第１回目の

ワークショップを開催いたしました。このワー

クショップには、委員が33名でございますが、
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観光業者、観光関連者のみならず、飲食店ある

いは産直、これは小売業と農業者を兼ねている

といったようなこと、それから市民団体あるい

はＮＰＯ団体、お菓子屋さん、建設業に携わる

ものさまざまでございますが、いろんな分野か

ら33名の委員にお願いしてございます。 

 この１回目のワークショップの際には、横の

連携が取れていないといったふうなこと、それ

からそれぞれの事業者がどういうことをしてい

るかわかりづらいというふうな話がございまし

た。これを受けまして、本来であれば１月、

２月、３回のワークショップを開催する予定で

ございましたけれども、２月の２日にこのメン

バー全員によりまして、情報交換会というもの

を開催してございます。これは１回目のワーク

ショップでありました、お互いの情報がわから

ないというようなことから、そのメンバーにも

入っております９団体の方に自分たちの行って

いる活動について発表していただきました。 

 これを踏まえまして、２月の10日には第２回

目のワークショップを開催してございます。そ

の主な結果でございますけれども、コンセプト

としては──３班に分けてやってございます。

それぞれ同じテーマで討議をいただいておりま

すが、遠野に来る観光客はやはり人と人との触

れ合いを求めていると。それからその人たちが

遠野を伝えていくんだと、いわゆる人が大事だ

というふうな話がございました。 

 それを進めていく組織とすれば、一元的な組

織が必要であるけれども、現存する組織の組み

かえは必要と考える、あるいは情報を共有する

ようにしたほうがいい、それから観光協会を

ベースにした組織、あるいは法人化が必要だと

いうようなのが２回目のワークショップで主な

意見として出てまいりました。 

 それを受けまして、第３回目のワークショッ

プは３月15日に予定してございますが、その前

に１回目、それから情報交換会、第２回目の

ワークショップを受けまして、事務局案を作成

することとしてございます。その事務局案につ

いて、３回目にお諮りすることとしてございま

すけども、その事務局案の作成にも委員の方々

にぜひ参画させてくれというふうなことで、事

務局案の作成は３回ほど打ち合わせをして進め

ることとしてございますが、その中にも委員の

方々に御参画をいただいてございます。 

 そして、３回目のワークショップで遠野ツー

リズムのコンセプト、その方向性、特にも組織

と機能のあり方について報告書をまとめる予定

としてございます。その後、これは平成22年度

分でございますけれども、平成23年度にはプラ

ットホームでまとまった内容についての実証実

験、それから検証による体制を確認し、さらに

24年度にはオール遠野体制を実現するためのス

タートとする予定でございます。 

○議長（新田勝見君）  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

て御答弁申し上げます。 

 旧ＪＡビルに整備をする（仮称）まちおこし

センターの工事がいよいよ始まりまして、駅前

ロータリーに整備予定の（仮称）観光交流セン

ターとともに、平成24年４月のオープンを目指

しているところでございます。 

 現在の状況につきましては、旧ＪＡビルの整

備に関連いたしまして、駅前のロータリーから

東通り線につなぐ仮設道路を整備して、２月25

日から使用を開始をしております。それに伴い

まして、同日から旧ＪＡビル横の市道を閉鎖を

しているところでございます。 

 それから、本日から仮囲いを始めまして、引

き続き足場を組み、本格的な工事に着手するこ

ととしてございます。また、旧日通につきまし

ては、３月４日から２週間で解体工事を行うと

いうスケジュールとなっております。 

 今後、昔話村のリニューアル工事にも着手を

してまいりますが、議員が御指摘のとおり駅前

施設と博物館、昔話村といった観光施設をどの

ように線でつないでいくかということが、一番

大きな課題であるというふうに思っているとこ

ろであります。 

 一例ではございますが、21年度から実施して
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おります語り部スポットの設置、これはまちな

かのにぎわい創出や観光客に対するおもてなし

の提供を目的に、多くの市民団体と連携をしな

がら、中心市街地の空き店舗等で語り部スポッ

トを展開をしているものでありますが、このよ

うな事業に取り組むことによりまして、通りの

魅力を向上し、観光客の集客と誘客に努めてま

いりたいと考えているところであります。 

 また、平成23年度には遠野商工会と連携をい

たしまして、中心市街地の空き店舗を借りて出

展する方に対する家賃助成や内装改修助成、さ

らには店舗の外観を町家や蔵風に改修して魅力

をアップしていこうとする方に対する改修費助

成などの空き店舗対策にも取り組んでまいりま

す。 

 以上で、答弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  午後１時まで休憩いた

します。 

   午後０時00分 休憩   

────────────────── 

   午後１時00分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 引き続き一般質問を行います。 

 １番、萩野幸弘君。 

   〔１番萩野幸弘君登壇〕 

○１番（萩野幸弘君）  緑風会の萩野幸弘でご

ざいます。質問に先立ちまして、私からも一言

述べさせていただきます。先週22日の火曜日に

ニュージーランド南東の最大都市クライストチ

ャーチ市で発生したマグニチュード6.3の地震

により亡くなられた方々に対し、衷心よりお悔

やみを申し上げます。また、家屋の倒壊などで

被災された多くの方々に対しましても、心から

お見舞いを申し上げます。 

 特にも同市にございますカシミヤ高校は1993

年より遠野高校情報ビジネス校との間に活発な

交流がございますが、昨年４月に情報ビジネス

校が本校に統合されてからも引き続き交流が続

いており、９月末から10月にかけては９日間の

日程でカシミヤ高校より生徒11人が遠野高校に

短期留学をしており、本校生徒とはもちろん

ホームステイなどを通じ、多くの市民の方々も

巻き込みながら交流を深めたばかりでございま

す。 

 現在、その留学生の一部を含む多くの方々の

安否確認が取れない状況と伺っておりますが、

一刻も早い全員無事の知らせが届きますよう心

から御祈念を申し上げますとともに、１日も早

いまちの復興を願う次第であります。 

 次に、昨年は「遠野物語」発刊100周年とい

う節目の年にあたり、本市においても年間を通

じさまざまなイベントが盛大に開催され、例年

にも増して活気溢れる１年間となりました。そ

のさなか、10月に行われました市議会議員選挙

におきまして、ここにおられる先輩議員並びに

同僚議員同様、私も多くの市民の皆様の御支持

を賜り、市政発展のため努力する機会をお与え

いただきましたことに、心から感謝を申し上げ

ます。 

 言うまでもございませんが、当選がゴールで

はございません。ここからが真のスタートであ

ります。今後４年間の任期を、常に市民の皆様

の目が注がれているのだといういい意味での緊

張感を保ちながら、遠野市のさらなる発展と市

民の皆様の安心安全な暮らしを守り、そして行

政と市民をつなぐ橋渡し役として誠心誠意努力

してまいる所存でございます。 

 まだまだ若輩者ではございますが、今後とも

特段の御指導・御鞭撻を賜りますようよろしく

お願い申し上げます。 

 では、改めて通告に従い、一般質問をさせて

いただきます。 

 まず、大項目１点目、中心市街地の活性化対

策について御質問いたします。 

 今をさかのぼること20年前の平成３年、国道

283号線遠野バイパスが開通したのをきっかけ

に、遠野市の商業を取り巻く環境は大きく変貌

いたしました。時を同じくして、国の大規模小

売店舗法改正に伴う規制緩和により、バイパス

沿いには豊富な品揃えと大駐車場を完備した大

手チェーン店などの大規模店舗が軒を連ね、
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モータリゼーションの進展、消費者ニーズの多

様化などと相まって、市民の買い物の中心地が

バイパス沿いへと移ってまいりました。その結

果、駅周辺の商店街は客足が遠のき、中心市街

地の空洞化は深刻な問題となっていくわけでご

ざいます。 

 これを受け遠野市は、地元の商工会や商店主

らと連携し、遠野都市計画マスタープランやＴ

ＭＯ構想を策定するなど、中心市街地活性化に

向け、さまざまな事業を企画立案するとともに、

それを着実に実行し、その都度成果を上げてき

たことは皆様御承知のとおりであります。 

 現在、平成20年６月から25年３月までの期間

で計画されております遠野市中心市街地活性化

基本計画に目を通しますと、まちなかをにぎわ

い創出エリアとして商業、観光、居住、戦略情

報発信の４つのエリアに区分し、それぞれ特色

ある計画を掲げているのがわかります。中でも

市営住宅をまちなかの居住エリアに配置する構

想は、人口集約で多様なニーズが生まれる可能

性があります。実際に駅の北側材木町エリアに

は、既に数件の市営住宅が供用されているほか、

現在稲荷下地区にも建設が進められております

が、さらに商業エリアに近い、あるいは重複し

た地区に建設すれば、生活利便性の向上やコミ

ュニティの充実、安心安全な生活環境の確立と

いった効果が一層期待できると思います。 

 つきましては、この期待を現実のものとさせ

るであろう計画として、穀町、東穀町など、よ

り商店街に近い場所にも市営住宅を建設する計

画がございますが、その実現性あるいは今後の

見通しについてお尋ねいたします。 

 次に、日常的なにぎわい創出のためには住宅

建設のみならず、何より商店街の活性化が不可

欠であります。この点で課題の一つは先ほども

先輩議員から御質問がございましたが、遠野シ

ョッピングセンターとぴあの活性化ではないか

と私も思います。とぴあは現在、中心市街地の

中核施設としてまちなか再生事業の上からも重

要な位置を占めておりますが、最近は残念なが

ら空きスペースが随所に目につきます。仮に、

今後も新店舗が入居するめどが立たないとすれ

ば、ますます客足が遠のき悪影響も懸念されま

す。つきましては、私からもこの空きスペース

解消対策について現状と課題、今後の見通しに

ついてどのような状況になっておられるのか、

お尋ねをいたします。 

 ところで、この空きスペース解消策に対し、

昨年新聞に興味深い事例が掲載されておりまし

た。それは、閉店した百貨店の空きビルを新庁

舎として復活させたというものでございます。

その内容は新設に比べ費用を大幅に軽減、駅前

という好立地を生かし、中心市街地の活性化に

も寄与すると。６階建てビルのうち２階から

６階まで市が入居、年金や税務申告などよく利

用する窓口を２、３階に集中させ、１階には地

元スーパーに賃貸をしております。入り口付近

には住民票の自動交付機を設置したほか、各フ

ロアは中央部のエスカレーターを取り囲むよう

に各課を配置し、仕切る壁はなく見通しがいい

と、そして市民の評判も上々であるというよう

な中身でございました。 

 当市の場合はといえば、現在本庁舎は老朽化

に加え、地震などたび重なる災害により躯体が

危険な状況にございます。それが理由かどうか

はわかりませんが、行政機関が市内各地に点在

しているのが実情です。これは既存施設の有効

活用、周辺地区の均衡ある発展の面から見れば、

ある程度理解できますが、片や住民サービス面

や部署間の連携面から見た場合はどうでしょう

か。 

 この点に関し、先日複数の市民の方々がおっ

しゃるには、庁舎が散らばりすぎてどこに何の

部署があるのかわかりにくいとか、部署の名前

がころころ変わってわかりにくい、あるいは手

続に行ったら１カ所で用が足りず、この手続は

別の庁舎に行ってくださいと言われたとのこと

です。自家用車でならまだしも、鉄道やバスな

ど公共交通機関を利用して訪れる方は、そのよ

うな複数の、しかも離れた行政機関を時間の制

約もなく、自由に行き来するということは容易

なことではなく、とても御苦労されておられる
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ようでした。 

 つきましては、これらの問題を解消させるた

めの対策として、例えばとぴあの空きスペース

に市役所機能を入居させることは考えられない

ものでしょうか。なぜなら、そうすることで普

段からにぎわい創出につながり、現在の既存店

舗に市職員あるいは一般市民の方々が日常的に

利用することも見込まれ、なおかつそれが他の

路面店へと流れれば、商業的な可能性も一層広

がるのではないかという発想でございます。 

 恐らくこれには問題も多々あろうかと思いま

すし、あくまで新店舗が入居することが優先だ

とは思います。かといって、入居店舗が一向に

決まらず、空きスペースが目立つ現状をこのま

ま放置していたのでは何の進展もなく、一刻も

早く効果的な策を打つ必要があるという私の思

いから、他の事例を交えた上で御質問をさせて

いただくものでございます。 

 次に、現在の中心市街地整備事業は、これま

で行政と地元が一体となって努力を重ねてきた

たまものであり、その御労苦に敬意を表するも

のであります。そのおかげである程度ハード面

の整備がなされてきたと理解をしております。

ただ、表向きは立派になってもそのハードが活

用されなければ何の意味も成さないどころか、

単なる箱物行政と言われかねません。 

 つきましては、今申し上げましたとおり今後

の課題はこれまで整備してきたハードを最大限

活用したソフト事業の充実、例えば屋台村をつ

くるとか、民間活力を最大限に利用していただ

くようなことでございます。そういった事業の

充実が必要だと私は思いますが、いかがでしょ

うか。 

 また、これまで計画されている事業のうち達

成されていない事業の有無についてはどのよう

に認識されておりますでしょうか。仮に未達成

部分があると認識されている場合、その項目と

ともに、達成のめどが立っておられるのかも合

わせてお伺いいたします。 

 先日、新聞に上一日市地区で毎年恒例の町家

のひなまつりのチラシが入っておりました。手

づくり感溢れるチラシの中から、各店が一生懸

命努力されている様子がひしひしと伝わってま

いりました。このような市民主導型のソフト事

業を常に発信し続けることが重要であり、行政

といたしましてもこれを強く後押しする姿勢が

一層求められていると思います。それこそがま

さに市民憲章にうたわれております協働のまち

づくりにつながるのではないかと思っておりま

す。 

 つきましては、大項目１点目の総括として今

後における中心市街地活性化の目指すべき方向

について、市長はどのような展望をお持ちでし

ょうか。願わくは、住民に夢と希望を与えるよ

うな熱い思いをお聞かせいただければ幸いでご

ざいます。 

 次に、大項目２点目、少子高齢化対策と若者

定住化について御質問いたします。 

 本市の総人口及び年齢別人口と、高齢化率に

ついて旧遠野市と旧宮守村が合併した平成17年

10月１日当時と、ことし１月31日現在を比較し

てみますと、人口は平成17年当時３万2,410人

がことし１月末には３万166人となり、差し引

き2,244人減少しております。 

 同様に年齢別構成で見ますと、ゼロから14歳

は3,996人から3,376人と620人の減少、15から6

4歳は同じく１万8,301人が１万6,720人と1,581

人の減少、65歳以上はといえば1万113人から

１万70人と43人の減少となっております。そし

て、高齢化率は平成17年当時31.2％だったもの

が、ことし１月末は33.4％となっており、差し

引き2.2ポイント上昇をしております。 

 人数で見ればすべての年齢で減少しておりま

すが、減少率は若者が顕著であり、比率で見た

場合もゼロから14歳及び15歳から64歳がそれぞ

れ１ポイント減少しているのに対し、65歳以上

が２ポイント増加と、総人口が減少の一途をた

どる中にあって、若者の割合は減り、高齢者の

割合は増加していることが読み取れます。 

 そもそも少子高齢化とは、出生数が減少して

いるのに対し、医療の発達などで平均寿命が延

びているため、高齢者が増加する状態をいいま
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すが、よくよく考えてみますと寿命が延びるこ

と自体は医療や介護、福祉の課題はあるにせよ、

それ自体が悪いこととは思いません。したがっ

て、一番の問題は高齢化ではなく、少子化が進

むことではないかと私は思います。 

 その点におきまして、本市はこれまでも通称

「わらすっこプラン」を策定するなど、子ども

を地域の宝として大切にする制度設計が進んで

いる点は非常に先進的な取り組みだと思います。 

 しかしながら、先に述べたとおりの人口統計

推移の現状を見る限り、未来に安心できる地域

社会の実現にはいまだ道半ばの感がぬぐえない

のも事実でありますし、子どもをふやそうと思

っても一朝一夕にはできるものではなく、それ

相応の時間がかかるものです。その意味では一

刻も早く実効性のある対策が必要ではないかと

思います。 

 つきましては、このような実態を踏まえ、当

市としてもっともっと若い女性あるいは母親の

意見を吸い上げるなどにより、さらなる子育て

支援策を講じるお考えはないものか、お尋ねを

いたします。 

 次に、若者定住化対策についてでありますが、

リーマンショック以来、日本の経済不況も昨年

後半から徐々に持ち直しの兆しを見せており、

市内企業の求人状況も同様に好転の兆しが見え

始めてまいりましたが、ただパートや期限つき

採用など、非正規雇用者の比率が大きく、正規

雇用いわゆる正社員雇用に関してはいまだ厳し

い状況があるようでございます。 

 つきましては、私はまずこの部分の改善、特

にも若者の正社員雇用枠を拡大するため、これ

まで以上に各企業などとの連携を図るなどして、

効果的な対策を講じる必要があると思いますが、

この点についてはいかがお考えでしょうか。 

 企業の立場からすれば、そう簡単には正規雇

用をふやせない実情も多々あろうかとは思いま

す。しかし反面、企業は人なりと申すとおり、

ある程度コストがかかっても、それに見合う優

秀な人材であれば採用したいと思う気持ちもま

たあるのではないでしょうか。また、若者にと

っても職が安定することで、この地で結婚し子

どもをもうけるなど、人口減少・少子高齢化に

歯どめをかける効果も期待されます。 

 ところがこの点に関し、以前残念な情報を耳

にいたしました。それは、特にも新卒者の場合、

多くの方が就職しても３カ月から半年以内に離

職してしまうという実態でございます。 

 当市では、これを受け早急に地元企業との情

報交換を行い、その結果、地元に就職する新卒

者や採用企業に対し、国の制度ではカバーでき

ていない部分の支援制度を立ち上げ、離職率の

低減に向け努力をされていることは、非常にす

ばらしくかつ画期的なことであり、ぜひ今後も

継続していただきたいと思っております。 

 私としては、これに加え一人でも多くの若者

に地元志向の意識を持っていただく対策を講じ

ていただきたいと思います。と言いますのも、

若者の中には地元に残りたい人だけではなく、

遠野を早く出たいと希望している方も相当数い

らっしゃるのではないかと思うからでございま

す。つきましては、その対策として、例えば小

中学生の早い段階から遠野のすばらしさを実感

させ、多くの子どもたちが地元に残りたがるよ

うな教育を実践することも、将来的な若者定住

化につなげる意味では有効だと思いますが、い

かがでしょうか。 

 また、昨今は市外の高校から市内に職場を求

めて応募する高校生などの情報も少なからず耳

にいたします。これに対し、工場など受け入れ

側としては、地元雇用者に比較し通勤や住宅手

当などプラスアルファのコスト負担を考えると

採用しにくいのが本音だと思います。 

 つきましては、このような状況を踏まえた具

体的な対応策といたしまして、例えば現在老朽

化した八幡市営住宅を改装し、高齢者などを対

象に月額5,600円の低家賃で貸し出す計画がご

ざいますが、これに加え、市外から就職で転入

希望の新卒及び若年者等を受け入れる住宅も併

設できないものでしょうか。転入者の立場にな

ってみても、仮に住民登録の義務づけなど一定

条件を課したとしても、かなり低家賃でなおか
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つ正社員で雇用してもらえるのであれば、それ

相応のメリットはあると思いますが、御検討の

余地がないものかお尋ねをいたします。 

 本市発展の原動力として限りない可能性を秘

めた若い力を市内のみならず、外から入ってこ

ようとしている者も含め、しっかりと受けとめ

る姿勢を示すことが当市にとって有益なことで

あり、リスク分散の意味からも同様ではないか

と、私は思います。 

 これらの提言を踏まえた上で、大項目２点目

の少子高齢化及び若者定住化対策について、市

長のお考えをお伺いいたします。 

 次に、大項目３点目、遠野独自の教育環境整

備について御質問をいたします。 

 遠野市は一昨年11月、国から学びのプラット

ホーム特区の認定を受け、社会教育施設や学校

施設と他の公の施設との一体的な管理、整備を

行うことが可能となりました。 

 本市の場合は、約40年前から遠野市民セン

ター構想のもと、特にソフト面において市長部

局と教育委員会部局とを一体化させた行政サー

ビスを継続してきた歴史があり、その意味では

当時から先進的な取り組みをしてきたと改めて

気づかされます。一方県内では、岩手県が進め

る県立高校再編の統廃合などによる学校跡地の

活用策を見ても、一向に進んでいないのが実情

と伺っております。 

 つきましては、本市においても遠野高校情報

ビジネス校跡地の有効な活用策について、もっ

と県に強く働きかけ、早期に有効な活用策を導

き出していただけないものでしょうか。できれ

ば、大学キャンパス誘致など学校用地あるいは

関連施設で再利用できれば、施設改修コストの

軽減、地元の経済効果も多分にあると思います

がいかがでしょうか。 

 次に、県は現在、第二次高校整備計画の説明

会を県内各地で行っておりますが、その中で、

我が遠野市内の県立高校２校につきましても、

再編の可能性があるとの情報を耳にいたしまし

た。これに対し、遠野市は教育委員会主導のも

と、遠野の高校教育を考える懇話会を立ち上げ、

地元の県立高校２校体制の堅持に向け取り組み

始めたところですが、まだ日が浅く、現段階で

は市民に対する周知が行き届いているとはいえ

ない状況だと思います。 

 これに対し、県内の他の地域では現体制の維

持だけではなく、総合学科への統合も視野に入

れた上で多くの市民を巻き込み、真剣な議論が

交わされているところも多数あるようでござい

ます。 

 私は、市内の県立高校２校に関しては、それ

ぞれ独自の特色ある教育を実践しておりますと

ともに、相応の成果も上げておられますし、子

どもたちの選択肢を広げる意味でも、当面は現

状の２校体制を維持することが大事だと思って

おります。つきましては、遠野市においても市

内の２つの県立高校の堅持をもっと明確に打ち

出し、今後のあり方をさきに述べた懇話会のみ

ならず、広く市民を巻き込んで議論する必要が

あると思うのですが、いかがでしょうか。 

 加えて、現在平成25年４月をめどに中学校の

再編作業が進められておりますが、これを機会

に幼児期から高校までを網羅した遠野市独自の

教育方針を明確に打ち出してはいかがでしょう

か。特に県立高校については、その名のとおり

県が主導権を握っております。何かしらの動き

が出てからであわてても遅いと思います。先ん

ずれば人を制すとも申しますとおり、この場合

目標達成のためには先手を打つことが大事なの

ではないかと私は思います。 

 最後に、大項目４点目、遠野型遠隔医療シス

テム及び高齢化等見守りシステム構築の可能性

と将来展望について御質問いたします。他の自

治体の中にはケーブルテレビなどのインフラを

活用し、主に高齢者や障害者向けの見守りシス

テムとして運用している例も少なくありません。

その意味においては遠野市でも同様のシステム

を構築することは不可能ではないと思われます。 

 その点で、私の記憶に間違いがなければ、本

市がケーブルテレビのシステムを市内に導入す

ることが決まった当時、ドアセンサー設置など

による在宅での遠隔医療や見守りシステムに活
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用する計画もあったように記憶しておりますが、

現在そのようなシステムはどこを探しても見当

たらず、少々残念な思いをしております。 

 また、平成23年度の当初予算にはＩＣＴ遠野

型健康増進ネットワーク事業に関する予算が計

上されており、事業の中身を市のホームページ

でひもときますと、何やらわかりにくい横文字

が並んだり、そういった表現になっております

が、それを私なりに解釈すれば東京などの遠隔

地の専門医と、地元の看護師などが連携し、テ

レビ電話や携帯電話を使って、高齢者を中心と

した健康づくり支援を行うための遠野独自の遠

隔医療システムといったところでしょうか。 

 本市は、医療福祉政策の先進地としてさまざ

まな実績がございますが、このＩＣＴ遠野型健

康増進ネットワーク事業に関しては、中身を調

べていくうちに医師不足や国保会計など、遠野

市が抱える諸問題を本質的に解決する可能性を

秘めた事業ではないかと思えるようになってき

ました。 

 しかしながら、私を含め市民の皆様の中には

まだなじみが薄いと感じる方も少なくないので

はとも思います。つきましては、このＩＣＴ遠

野型健康増進ネットワーク事業を立ち上げるき

っかけや、これまでケーブルテレビ事業などで

取り組んできたシステムとの違い、そしてその

経過について御説明していただきたいと存じま

す。 

 また、市長としてこの事業にかける思いや、

未来に向けどのような展望をお持ちかお伺いを

いたします。 

 次に、先日のテレビで昔ながらの牛乳配達店

が、牛乳以外にもお米や豆腐などのパック商品

を一緒に配達するサービスを始めたところ、

日々の買い物に御苦労されているお年寄りの支

持を得、売り上げが伸びたのはもちろん、配達

で訪問することによりお年寄りの安否確認にも

つながるといった一石二鳥のニュースを目にし

ました。 

 その映像を見る限りは、東京のような都会で

あり、そこでも不便な状況であるならば、遠野

ならなおさら不便を強いられている方々がたく

さんいらっしゃるのではないか、そう思うのが

普通だと思います。 

 つきましては、これらを踏まえ、本市におい

てももっと広く一般化した見守り及び遠隔医療

システムを既存インフラの活用や、今後建設さ

れる消防防災センター、関係機関並びに地域の

各種配達業者などと連携し、遠野市独自の見守

りシステムとして開発できないものでしょうか。

加えて、そのシステムを導入した市営住宅を整

備すれば、主に高齢者の生活支援システムとし

てＩ、Ｊ、Ｕターンなどを希望されている全国

の方々にもＰＲして、遠野に呼び込むこともで

き、地域活性化の面でも効果絶大だと思います

がいかがでしょうか。 

 以上、大項目４点にわたり質問をさせていた

だきました。私にとって初めての一般質問であ

り、大変雑多でまとまりのない質問になってし

まいましたが、何とぞ御容赦を賜りたくよろし

くお願い申し上げまして、私の初めての一般質

問とさせていただきます。 

 御静聴、まことにありがとうございました。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  萩野幸弘議員の一般質

問にお答えいたします。 

 大きく分けては中心市街地の活性化、それか

ら少子高齢化、若者定住対策、独自の教育環境

整備についてということと、遠隔医療、高齢者

見守りということにおけるそれぞれの項目で、

提案を交えての御質問でありました。それぞれ

の項目に市長としての熱い思いを聞かせてほし

いと、こたえてほしいということでありました。 

 しかし、それぞれの質問の項目が大変多岐に

わたっております。18項目以上の項目でありま

す。一般質問が終われば予算等審査特別委員会

もございますので、そういった点につきまして、

ぜひその予算等審査特別委員会で活発な議論を

御期待を申し上げたいというように思っており

まして、とは言いながら、答弁漏れがあったの

ではこれはまた大変なことになりますので、そ
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れぞれただいまいただきました提言も含めての

御質問にお答えをしてまいりたいと思っており

ます。 

 まず、中心市街地の活性化につきまして、市

長の熱い思いということで、この問題につきま

しては午前中の菊池民彌議員、あるいは荒川議

員からもこの活性化につきまして、進化まちづ

くり検証委員会との動きとも含めながら、大変

核心に触れた御質問をいただいているわけであ

ります。 

 まちなかの市営住宅の建設計画、有無と今後

の見通しはということがありましたので、この

部分については担当の環境整備部長のほうから、

ちょっとその計画の有無とか状況がどうなって

いるかにつきましてお答えを申し上げたいとい

うように思っております。 

 それから、遠野高校情報ビジネス校につきま

しても、大学誘致の構想なども含めながらとい

うことで、どうなのかというお尋ねがありまし

た。教育環境の整備は、２校体制をどう維持す

るかということも大きな課題でありますけども、

もう一方においては閉校になった情報ビジネス

校をどう利活用するかというのは大きな課題で

あります。 

 宮守総合支所を中心に、この１年間さまざま

な取り組みをしてきておりましたので、その報

告も兼ねながら御答弁させて、宮守総合支所長

のほうから答弁申し上げますので、御理解いた

だきたいと思っております。 

 それから、これからの部分における医療、こ

れ大変大きな課題であります。その中に、高齢

者見守りシステムの構築といった１つの項目が

ありました。これもさまざま限られた資源の中

で何とか構築できないかということで、担当の

健康福祉部のほうでいろいろ検討しております

ので、その状況は健康福祉部長のほうから御答

弁申し上げますので、ひとつ御了承いただけれ

ばと思っております。 

 では、まずこの中心市街地の活性化対策につ

いてであります。とぴあの空きスペースの対策、

それに伴ってそれぞれ庁舎の分散化でとぴあを

利用できないかということもあったわけであり

ます。これまた貴重な提言だというように思っ

ておりますけども、これも午前中の答弁の中で

申し上げているわけでございますけども、とぴ

あは毎年ほぼ２店舗の空き店舗が恒常化してき

ておると。したがって、何とかここに一つの有

効な手だてを講じながら、商業ビルとしての存

在感をやっぱり示すということが非常に大事だ

というように私は認識しております。 

 14年の12月に御案内のとおりリニューアル

オープンしたわけでございますけども、これは

経済の冷え込み、あるいは人口減少といったよ

うなことも背景にあるのか、いろんな形でもう

少し詳細に分析してみなきゃならないかという

ように思っておりますけども、商業ビル、核店

舗としての魅力といったものにもちょっと欠け

ているのかなと。であれば、その辺も踏まえな

がら、どのような手だてを講じたらいいのかな

というようになっているわけでございますけど

も、19年度以降、５つから６店舗の空き店舗が

生じておるというのが現状でありまして、現在

は５店舗あいておると。したがって、空きス

ペースだというこの御指摘もそのとおりだとい

うように思っております。 

 あそこをどのような形で、今後この部分をあ

れしていくというようになれば、先ほど菊池民

彌議員の御質問にもお答えを申し上げているわ

けでありますけども、誘致営業専任担当者を置

いたことによって一定の、一つのかすかな手ご

たえというよりも、がらがらとこう空き店舗に

なっていくのではなくて、一定の歯どめをかけ

たという事例も我々は教訓というか、一つの実

績を持ったわけでありますから、やっぱりやれ

ばできるという部分の中にあって、ただやれば

できるといっても、ただただ入居してくれませ

んかというわけにはいかないわけでございます

から、そこに商業ビルとしての位置づけを明確

にした上で、行政の立場で貴重な税金というこ

とになるわけでございますけども、何かの形と

なればいうところの利用料、そういったものの

減免なり減額なりという部分の中にあって、少
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しでも安心して営業活動ができるような、そし

てテナントの方々が、みずからの努力の中で少

しでもお客さんが来てくれるような、そのよう

な魅力のある店舗づくりといったものも、そこ

であわせて行ってもらうということが大事じゃ

ないのかなというように思っております。 

 ＪＡ農協ビルが、仮称でありますけどもまち

づくりセンターとしてよみがえるわけでありま

す。駅前の日通ビルも、仮称でありますけども

観光交流センターとしてよみがえるわけであり

ます。そこにもう一つとぴあといったものの動

線をきちんとつくって、その中にいうところの

お客さんが来てくれると。そしてまた、安心し

て商売ができるというような環境をつくって、

そこでもう一つは商業ビルというものをそこに

位置づけるということになるんではないのかな

と。 

 そして、それがネットワークにつながりなが

ら、１つの動線ができて、いろんな形での集客

もそこに見出すことができるのではないのかな

というように思っております。このとぴあの商

業ビルの問題につきましては、これも毎年毎年

いろんな形で、そして売り上げも確実にと、こ

ういう言葉で確実にということは言いたくない

んですけども、確実に減ってきているわけであ

ります。 

 したがって、そこにいろんな面でのメスを入

れながら、それからやはりどうしても商売であ

りますから、やはりこの専門の目というのもそ

こに入れる必要もあるのじゃないのかなという

ように思っておりまして、その辺を担当部のほ

うに指示をしながら、とぴあの組合のほうとか、

あるいは商工会とか、あるいは議員各位からも

本当にこういうアイデアもあるぞというような

部分の中における御提案などもまたいただけれ

ばというように思っておりまして、そういった

中で繰り返しになりますけども、商業ビルとし

ての一つの位置づけを明確にしていきたいとい

うように考えております。 

 遠野は私も就任以来言っておりますけども、

広域経済圏は一つ遠野は成り立つんじゃないか

と。いうところの周辺の釜石とか、あるいは住

田とか、あるいは旧川井村とかも含めれば、そ

れなりの集客能力としての拠点性はかなりある

んじゃないかなというように思っておりますの

で、そういった点を一つベースにしながら、さ

らなる検討と議論をしていきたいというように

思っておりますけども、検討し議論しているう

ちにどんどん店舗が退店していったということ

になれば、これまた大変なことになるわけでご

ざいますから、やはりこれも担当部で今検討委

員会を立ち上げるということにしてございます

ので、その議論を踏まえながら直ちに対応でき

るのは対応していくというような対応をしてま

いりたいというように思っております。 

 それから市役所機能、これアイデアとしては

非常にいいのかと、一つのアイデアとしていい

のかと思っておりますけども、私は今申し上げ

ましたとおりあそこはやっぱり商業ビル、ただ

１階の総合インフォメーションの中には戸籍抄

本等も取れる、あるいは公金の納付もできると

いうような窓口を置いておりまして、とぴあの

一つの営業時間に合わせて対応しております。

利用実績が確実に上がっております。やはり市

民サービスの向上といったものはやっぱりそう

いったところに言えるんじゃないかなと思って

おりますから、この市役所のありよう、間違い

なくこれも議員各位からそれぞれの立場で分庁

舎化、分庁舎化というよりも分庁舎になってい

ると。市民の皆さんがなかなか不便ではないか

というようなことも言われております。 

 私も、できればコンパクトな形での総合庁舎

といったものは立ち上げなきゃならないのかな

という思いはあるわけでありますけども、やは

りそれに先立ってまだやらなきゃならないさま

ざまな施設の整備というものもあるわけでござ

いますから、まず冷静に人口減少も避けて通れ

ない、進化まちづくり検証委員会で指摘された

各三セクを含めてのそれぞれの組織のありよう

も、これを検討していかなきゃならない。その

中において、そのパートナーとするそういった

機関、団体、三セクがどのようになっていくか
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によっては、その部分における市の業務もアウ

トソーシングをしながら、コンパクトな市役所

として多様化する、そしてますますふえるであ

ろう少子高齢化という中における市民ニーズに

どうこたえてサービスを維持していくかという

部分における市役所のマンパワーのありよう、

そのためにおける市役所の一つの位置づけとい

ったものは、これも避けて通れないというよう

に認識いたしております。 

 したがいまして、今般の当初予算にも若干の

予算ではありますけども、この庁舎問題をどの

ようにトータルコーディネートしながら１つの

プランとして、総合的なプランとして限られた

財源の中でどうできるかというような、再編で

きるかということにつきましても、ちょっと検

討に入らなければならない、そういうタイミン

グではないのかなと思っておりますので、とぴ

あのこの位置づけは商業ビルとしての位置づけ

ということを明確にしながらも、市民サービス

をその中でどのような形で対応するか。このと

ぴあ市民コーナーの取り扱い実績が着実に伸び

ておりまして、21年度で見ますと住民票あるい

は税、税の証明書等はとぴあだけでもって3,60

0件、それから公金収納はこれは5,866人でござ

いますか、合計9,466件というような実績にな

っていますから、かなりとぴあの市民コーナー

の実績が上がってきて、確実にこれこそ上がっ

てきておりますので、こういった数字もきちん

ととらえなきゃならない。 

 もう一つは、とぴあの１階の奥のほうにあり

ました市民コーナー、それを正面のほうに持っ

てきたということで、ちょっとした場所の移動

だけでもやっぱりやってみなきゃだめなんだな

と思っておりますけども、この利用件数が、こ

れ公金収納は除いているんですけども、約3

5.6％ふえておると。708件ふえたと。それだけ

利用しやすくなったということになるわけでご

ざいますから、そのような工夫をもっともっと

市民の視線、目線でもって対応していくという

ことも、もう一方においては大事じゃないのか

なというようにも思っておるところであります。 

 庁舎の分庁舎化という部分においては、不便

だと市民の方も不便を来たしているという話も

私のところにも聞こえてきているのは事実であ

ります。先般２月に後期５カ年計画の説明、あ

るいは第二次健全財政５カ年計画も含めまして、

それぞれの市政課題につきまして市内９カ所を

回ったわけであります。その際も同様の質問を

受けている場所もありましたので、それは市民

の皆さんの声としてあるということは、重々承

知はしておりますけども、一方においては、例

えば県の合同庁舎を環境整備部と農業活性化本

部といったものを一緒にいたしまして、県の土

木センターとか、農政センターであるとか、そ

れから農業改良普及所と一緒にしたということ

で、非常にこの農業委員会も入っているという

ことで、非常に一つのワンストップ化して非常

にいいというような、そのように評価する声も

あるわけでございますから、そういったプラ

ス・マイナスの面をよくとらえるとともに、一

方においてはこの本庁舎の東館、それからこの

中央館、これが調べてみましたところかなり危

険庁舎の、もう定義のほうに入っている建物だ

ということにもなってきておりますから、そう

いったことも加味しながら、この問題について

は一定の時間の中からということで、庁舎改築

整備調査事業費を、今般の23年度の予算の中に

もわずかでありますけども、そういった活動費

も事業計上させていただいているということで

御理解をいただければというように思っており

ます。 

 それから、この次の中心市街地の活性化とい

うことで、これも午前中の質問の部分ともダブ

るとこになるわけでありますけども、ハードは

このとおりおかげさまで議員各位からの御指導

もいただき、また国の応援もいただき、駅前再

開発を中心として着々ともう進んできておりま

す。問題は、その中にどう魂を入れ、どういう

ソフトを組み込むかということによって、初め

てハードの施設が生きてくるということになる

わけであります。 

 駅前に整備する観光交流センターやまちおこ
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しセンターは、そういったためにおける関係団

体の集積、あるいはこのワンストップ化による

連携機能の強化といったものも、その中に一応

ねらいとして持っているわけでございますので、

きょうの午前中にも質問にもありましたとおり、

この問題につきましてはこの進化まちづくり検

証委員会の提言といったものをよく踏まえなが

ら、それを具体化するということで自立連携、

そのプランというものを、私どもといたしまし

ても、一応ある意味においては走り陣立てのよ

うな、急いでの議論であったわけでございます

けども、この１年間、ハードが完成する来年の

４月といったことをめどに、ソフトあるいはネ

ットワーク化、というのは面的なにぎわいを創

出できるようなソフトの仕組みを精力的に検討

していきたいというように思っておりますので、

ただいまいただきましたさまざまな提案につき

ましては、本当に大事なことだというように認

識しておりますのでよろしくお願いいたします。 

 御質問にありましたとおり、ソフトをどのよ

うに、充実が今後の課題だと、まさにそのとお

りでありまして、そのことで今開かれておりま

す「町家のひなまつり」そういったような、そ

れからいろんな「語り部スポット」といったよ

うな、市民の皆様の自主的な動きが出てきてお

ります。そのようなものを、どのように行政と

してバックアップするかということによりまし

て、中心市街地に展開するそれぞれのハード事

業に魂が入ってくるんじゃないかなというよう

に思っておりますので、これにつきましては私

は正直なところ大変手ごたえと申しますか、う

れしく思っている事例が随所に出てきておりま

す。市民の皆さんの自主的な活動によっての動

きが随所に出てきていると。 

 これを、ただよかったよかったじゃなくして、

どう１つの底力というか、パワーにするのかと

いうものがこれから問われると。その問われた

ときに、市役所という役所がそこにさまざま干

渉していくんじゃなくて、自主的な動きをどう

後押しするのか、どう背中を押していくのかと

いうところの取り組みが極めて大事じゃないか

なというように思っておりますので、こういっ

た市民協働によるソフト事業の後押しをしなが

ら、それを有機的な連携にするような形での対

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。 

 それから、この部分でこの観光拠点の整備と

いうことで、遠野駅から博物館までを結ぶ通り、

これはいろんな昔話を題材とした像やスポット

や、あるいは駅前公園の魅力アップさらには昔

話村周辺の、１つは城下町資料館であるとか、

あるいは蔵の道ギャラリーだとかといったとこ

ろもある意味においては物産館も含めて、いろ

いろ検討していかなければならない課題として

あるわけでありますから、こういった中におけ

る効果的な活用策もその中で考えていく中にご

ざいまして、地区説明会に伺ったときに具体的

な行政区をいえば、５区、６区、７区なわけで

ありますけども、遠野町５区、６区、７区の自

治会の住民の皆さんからもどんどん高齢化して

きているので、その自治会館のあり方もひとつ

このプロジェクトというか、この計画の中で考

えてくれないかという話がありました。 

 例えば６区であれば駅前の２階に自治会館を

持っているわけでありますね。そういったこと

も含めれば、どんどんと高齢化していくという

ひとつの現状を踏まえながら、集まりやすい、

そしていろいろ利用しやすいといったような部

分の中における一つの考え方もこの中に持って

いっているのではないのかなというように思っ

ているところでございますので、そこをまちづ

くり推進室あるいは環境整備部のほうにおける

都市計画課、そういった庁舎、庁内横断的にそ

のような構成についてもいろいろ検討していき

たいと思っておりますし、今大変この議論が熱

くなってきておりますけども、観光地域づくり

プラットホームのワークショップのそこにおけ

る議論なども、こういった構想の中にきちっと

反映させていきたいなと。 

 やっぱり市民の皆さんとか、現場にいる皆さ

んの声というのはすごく大事なわけであります

から、そういったのをくみ上げる仕組みはやは
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りきちんとつくらなきゃならないのかなと。た

だ聞いた、そういうアイデアもあったじゃなく

て、それをきちっとくみ上げて、どう具体化し

ていくというような部分における対応がますま

す求められてくるんじゃないかなというように

思っております。 

 それから、中活の関係での計画の中で、その

方向性と展望性という話がありました。この中

活、中心市街地活性化基本計画に基づく計画期

間は26年３月までになっております。スタート

が21年でありますから５カ年ということになっ

ておりまして、23年度は３年目ということにな

りますから、今申し上げたようなさまざまな動

きが出てきているということを踏まえながら、

ここにきちんと肉づけをしながら、最終年度の

26年３月までの計画期間中に、ただいま申し上

げたようなことを着実に形にするという取り組

みをしてまいりたいというように思っておりま

す。 

 この財源として、国土交通省からこれは現在

は社会資本整備総合交付金という名前になって

いますけども、この社会資本整備総合交付金に

なる前は、まちづくり交付金という形で国が手

当した事業を受けてやっているわけであります。

１期目の今の現在は、24年度まで５カ年で約13

億7,000万円の国から交付を受けるというよう

な形で実施をしております。 

 これを踏まえながら、まだ１期目で終了でき

ないものもその中にあるわけでございますので、

今後２期目に当たった場合においてはこの交付

金を有効活用しながら、こういったいろんな団

体、あるいは機関を交えながらこういった交付

金制度も活用しながら、にぎわいのある元気な

まちの実現といったものを目指してまいりたい

というように思っております。 

 熱い思いということがあったわけであります

けども、国交省のほうと交渉しておったときに

人口３万人であれば、このまちづくり交付金、

旧まちづくり交付金、これはちょっと難しいか

もしれないなというような１つの声があったわ

けであります。その中で、いろんな遠野市にお

ける取り組み、事例を紹介したわけであります。

ただいま申し上げましたとおり市民の皆さんの

自主的な動きというのは出てきておるわけであ

ります。それをお話して、また御質問でありま

したとおりＴＭＯなんかでもより先鞭を切って

遠野は取り組んでいるという実績もあるわけで

あります。そういったものが背景になりまして、

人口３万人規模のまちなんだけども、きちんと

したストーリーをつくり、それが見えるように

すれば交付金の対象になるぞということを言わ

れまして、関係者の皆さんがそれぞれ関係職員

も含めて懸命に努力をした結果として約５年間

でありますけども、13億7,000万円、約14億円

近い交付金を受けることがその背景にあったと。 

 これは、ただお願いしてなったんじゃなくし

て、そういった市民の皆さんの底力というもの

が背景にあって、そのような14億円ほどの交付

金といったものを活用する一つの環境ができた

ということなわけでありますから、これはやは

り重く受けとめて、きちんとした形にしなけれ

ばならないかというように、私今改めて思って

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、次に少子化、高齢化及び若者定住

対策ということについてのお話をいただきまし

た。これもまさに大変大きな課題であります。

ただ、この問題は遠野市のみならず国の問題で

もあり、全国の市町村いずれもこの問題につい

ての課題を抱えておるということになるわけで

あります。 

 国勢調査でもって、岩手県の場合も５万人以

上の人口減少になったという中であって、滝沢

村と矢巾町だけで後は軒並み減ったと。沿岸県

北にあっては、ここ５年、10年で10万人規模の

人口減少になるんじゃないかというようなシミ

ュレーションもされているわけでありまして、

遠野市もその１つの渦中に入っているというこ

とになるわけであります。 

 しかしそれを、ただ座して待っているわけに

はいかないということで、先ほど一定の評価を

いただいたわけでありますけども、少子化、子
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育てといったものに遠野市内の身の丈の中で取

り組んできたという一つの経緯はあります。こ

れは、私はそれぞれの関係者の皆さんの一つの

思いの中で遠野市わらすっこ条例とか、それか

らこのわらすっこ基金にも市民の皆様の浄財が

毎年、本当に貴重財源として寄せられておると

いう部分におきまして、さまざまな事業を展開

しているわけであります。これは、まさに身の

丈で対応するという中において取り組みをして

おりまして、これが一定の評価をいただいたと

いうことから、先般の第５回日経子育て支援大

賞で全国の1,727の市町村に中で、唯一遠野市

が子育て支援大賞を受賞したという名誉も受け

たわけでありまして、これはやはりただ言葉だ

けじゃないと。条例を制定したからそれでいい

んじゃなくして、さまざまな中にいろんな取り

組みを行っているということが評価されたとい

うように思っております。 

 市営住宅の子育て支援モデル住宅の建設とか、

あるいは病児、病後児の保育施設、これは県立

病院の寮をお借りしてということになったわけ

でありますけども、小児科の木元先生と連携を

とりながら、病気になった場合における保育施

設としてわらっぺホームも立ち上げたわけであ

ります。 

 これは、数は少ないものの確実に働いている

お母さん方に喜ばれているわけでありまして、

このようなそんなには派手じゃないけども、着

実に子育て支援といったものを環境を整えよう

ということで、さまざまな施策を講じておりま

す。 

 わらすっこ基金、これは本当に貴重な数字で

あります。平成20年度からこれまで58件、1,64

0万円、これを寄附をいただいております。そ

れから、ただいま申し上げましたわらっぺホー

ムでは昨年５月に開設したわけでありますけど

も、ことしの１月まででは延べ240人の方が利

用しておるということでありまして、これは当

初見込みを大きく上回る１つの実績となってき

ておりますので、それから今度は今度の予算の

中でもお願いしてありますけども、市単独事業

であります小学生の医療費給付事業、これは今

まで３分の１をということで、23年度からは

３分の１を２分の１に拡大するという中におき

まして、子育て世代の保護者の皆様に応援をし

ようとか、あるいは子どもの命を守るために予

防接種事業なども、国もさまざま手だてを講じ

ておりますけども、全額公費負担で実施すると

いったような方向、それから教育委員会と連携

しながら、わらすっこ条例をつくったらそれで

いいんじゃないんだと、わらすっこ条例で何を

どのような形で訴えて対応しようとしているの

かということを学校現場においても、小中学校

の学校教育においてもわらすっこ条例の持つこ

の意味合いなりについて学習してもらおうとい

うことにも取り組もうといったようなことも行

われようとしております。 

 ただいま申し上げたとおり決して十分である

とは思っておりません。それぞれの中で限られ

た財源の中においても、やはりこの子育て支援

をどのように取り組むかということによって、

少子化にも一定の歯どめをかけるということが

見出すことができるんじゃないかなというよう

に思っておりますので、そういった思いの一端

を申し上げまして答弁とさせていただきたいと

いうように思っておりますけども、ただこれも

施政方針演述の中でも私も触れさせていただき

ましたけども、一定の感情であるいは一つの政

治の世界で申し上げているつもりは、私は毛頭

ありません。市町村という現場にあっては、こ

ういった問題にいかに誠実に対応するかという

ことが極めて大事なわけであります。 

 それが、全然市町村とも全くの話し合いもな

く、私は今でもよく覚えております。全国市長

会の森市長さん、長岡市の市長さんであります

けども、この子ども手当ができたときに、物す

ごいそれこそ熱い思いの中でこういう制度が本

当に今市町村にとっては必要なのかと、その財

源があるんであればまだまだ市町村という現場

ではやらなきゃならないことがあるという、当

時の総理大臣を前にして演説をしておったのを

私今でもまざまざと思い出しますけども、そう
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いった部分の中で全額国費で負担するというよ

うな制度設計の中であって対応しながら、児童

手当をそれを組み込むというような形で、はっ

きりいえば市町村の押しつけてきたわけであり

ます。 

 当市が負担する、児童手当の当市負担分5,00

0万円ちょっとを再配分すると、保育料の７割

は減免できるわけであります。その辺のところ

をもう少し国というものはきちんと考えるべき

じゃないのかなと、それが政治じゃないのかな

というように私は思います。本当にどこにこの

怒りをやったらいいのかという部分があるわけ

でありますけども、２日間子ども手当の分の予

算をどうするか、歳入をどのように計上するの

かということで、庁議メンバーと関係職員と

２日間議論いたしました。 

 その結果は、予定どおり歳入にも組みながら

粛々とという部分の判断に立ったわけでありま

すけども、やはりそういった部分で市町村がそ

のような議論をしなきゃならないという部分は、

私はもっともっと考えていただきたいと、現場

のニーズに対応した子育て支援のあり方、ある

いは制度のあり方といったものについて、もう

少し真摯な議論をぜひお願いをしたいというよ

うに思っておりますので、議員各位にもそうい

った点ではちょっと私もテンション上げて申し

上げているわけでございますけども、ぜひ御理

解をまたいただければというように思うわけで

あります。わらすっこ基金、これを貴重な財源

としてわらすっこプランに基づき、遠野の身の

丈で精いっぱいこの子育て支援には取り組んで

まいりたいというように思っておりますので、

熱い思いということでございましたので、その

ような形の答弁とさせていただきます。 

 それから、この若者定住、これもそれぞれ非

常に大事なことであります。正社員雇用枠拡大、

それから郷土愛を持てるそういった小中学校段

階から人材確保、これはしなければならないで

す。全く、これも全くそのとおりであります。

それから、市外から転入してくる新卒に対して

何か受け皿を用意できないかというのも、これ

も１つの提言として非常に貴重な提言だという

ように思っております。そういったことが相ま

ってこの少子化、あるいは若者定住、御質問に

ありました高齢化はある意味においては避けら

れないけども、少子化はまだまだ考えるべきこ

とがあるんじゃないかと、若者定住をもっとも

っと考えていいんじゃないかということであっ

たわけでありますので、私はこれはそれこそた

だいまの御指摘、御提案を受けながら、この問

題にもさまざま挑戦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。 

 この正社員雇用枠に限ってみますと、この

リーマンショック前は有効求人数の約４割が正

社員なわけであったわけです。それが３割にな

っておると。この22年データでは29.3％、３割

になっていると。まだまだ厳しい状況にありま

す。 

 したがってこの正社員、したがってこの間も

あるところで議論になったときに、雇用、雇用、

雇用ということで、いろんな手だては講じても

らっております。そして、緊急雇用、ふるさと

雇用という形で基金を使い、でも長くて３年、

短ければ６カ月という中における雇用の確保し

かできないわけです。それは一時的な雇用を数

字として持ったというだけでありまして、生活

設計、人生設計をできる、家族を持ちたい、結

婚して人生設計の中でちゃんとした職場を持ち

たいという方々に対する答えにはなっていない

わけで、したがってやはりきちんとした産業振

興策というものをきちんと打ち出しながら、そ

こで企業活動を活発にし、そこで正社員という

中における雇用の場を確保するという、ごく当

たり前のことを、もう少し真剣にやらなかった

らば本当の意味での雇用確保にはならないとい

うようなこと。私も聞きました。じゃあ、市長

さん、ぜひしたいんだけども６カ月で期限切れ

るんですよね。だとすれば、その後どうしたら

いいんですかという話も。私はそれに対する答

えは十分なものを持ち合わせていないという部

分における矛盾を感じたわけでありまして、し

たがって雇用問題に対する対応も、私はただ雇
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用は確保した、雇用は確保したと言っているけ

ども、一時的な基金でもって、一時的に雇用を

確保したという数字をもって、我々がそれでも

って雇用を確保したと言ってるんであれば、こ

れは本当の雇用確保にはつながらないというよ

うな、私自身もそのような矛盾の中で仕事をし

ているという部分もですね、またもう一つ御理

解いただきたい。 

 だから、そのためにも何とか正社員をふやし

ながら、安定したそれなりの人生設計ができる

ような中におけるという部分における、さまざ

まな手だてを講じたいということで、新規学卒

者採用奨励金の交付とか、あるいは23年度から

は国の雇用助成制度の対象外となっている40歳

から45歳の方の雇用や、３年以内の既卒者の雇

用奨励を受けれない方を適用した場合に、一般

求職採用奨励金の交付といったような、そのよ

うな予算も今般の当初予算の中に掲示してござ

いますので、それからこれはこの交付額が１名、

どちらも年額15万円を予定しておるということ

でありますので、正社員の雇用に少しでも近づ

く、１つの後押しになるんじゃないかなという

ようにも思っております。 

 それから、企業の皆さんの生の声を聞くとい

うことも非常に大事でありますので、年２回ほ

ど実施しております企業懇談会を開催しながら、

本当に今のニーズ、何を求めているかというこ

とをよく把握してまいりたいというように思っ

ております。 

 後は人材教育、この中におきまして今間もな

く卒業式が、あすから３月でありますから今春

の22年度末、23年３月卒業者、新規学卒者239

人であります。そのうち就職希望者が77人と、

全員内定をいただいておりまして、これは関係

者の努力の一つ成果ではないかなと思っていま

すけども、この中に地元に残れた方が41名、正

直なところ残念であります。 

 それから、市外の高校から100人、先ほどの

市外から来る人を見ると、20名、市外から遠野

に就職するという方もありますから、こういっ

たような中でこの市内の高校卒業する方に１人

でも２人でも地元定着ができるような、そのよ

うな対策も高校側とよく連絡を取りながら対応

してまいりたいというように思っております。 

 高校生になってからはもちろんでありますけ

ども、早い段階から社会科見学として工場見学

やら出前授業やら、あるいは遠野はこういう町

なんですよというようなことを、やはり小学校、

中学校の現場でもさまざまアプローチするよう

な仕掛けを行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。 

 それからもう一つは、この若者定着という定

住という部分につきましては、平成24年度中に

は、24年度中といってもちょっと早くなると思

います。早くなると思う。来年の今ごろには一

部供用というか、もう試験、実験走行なんかも

始まるんじゃないかなと思っていますけども、

鱒沢、宮守インターチェンジまでは供用開始と

いうことになります。 

 そして、これは待ちにまったと申しますか、

何度も何度もお願いをしながら暮れには直接県

知事のほうにも出向きまして、遠野物語発刊10

0周年の御礼をしながら、何とか宮守から遠野

まで明確に示してもらえないかということで、

直接面談を求めて訴えてきたわけでありますけ

ども、その願いが通じたということもあろうと

思っておりますし、遠野物語発刊100周年の遠

野市民の皆様の底力といったものが通じたんじ

ゃないかなというように思っておりますけども、

３年後の平成27年度までには遠野インターチェ

ンジを供用開始するという明確な回答をいただ

きましたので、これをきちんと変えていただい

て、道路ができるからよかったじゃなくして、

この若者定住に向けた戦略構築をこの中でやっ

ていかなきゃならないかというように思ってお

ります。 

 それからもう一つは、市外からの新卒者への、

就業者の受け入れを含め、この住宅の一つのあ

り方なども考えていいんじゃないかということ

でありました。これも一つ検討に値する一つの

提案だというように受けとめております。市営

住宅そのものは公営住宅法というしばりがあり
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ますから、簡単にはできないという部分もあり

ますけども、今の現場は、市町村という現場は

法律があるからということじゃなくして、法律

が今の実態に合わなければ変えていってもらう

という動きをしなきゃならないわけであります

から、公営住宅法のありようなども含めながら、

こういったものについてどうあらねばならない

かという部分における検討も行ってまいりたい

と思っておりますし、民間の賃貸物件を活用し

た補助制度などもあるいは１つの選択肢にもな

るんじゃないのかなというようにも思っており

ますので、そのような形でのひとつの御理解を

いただければというように思っております。 

 それから、情報ビジネス校については総合支

所長のほうから取り組みの状況について、取り

組みを含めながらお答え申し上げ、それから

４番目の遠野型遠隔医療システム及び高齢者見

守りシステムの構築の可能性と将来展望。横文

字ばかりあってどうもわかりにくいというお話

もありました。 

 ＩＣＴということになると、これはインフォ

メーション、そしてコミュニケーション、そし

てテクノロジーということでＩＣＴというわけ

であります。ＩＴであるとまさにただ結び、つ

なぐということになるわけでございますが、Ｉ

ＣＴというのはそこにコミュニケーションとい

うのが入ってきて、双方向でコミュニケーショ

ンしながら、さまざまな情報をやったり取った

りするという部分における、このＩＣＴ利活用

遠野型健康増進ネットワーク事業ということに

なるわけであります。 

 よく話があるんですけども、病院にいくとナ

ンバーで呼ばれて、そして１分か２分の診察で

終わってしまう。今、遠野型健康増進ネット

ワークのシステムというのは、テレビ電話を使

って、今は東京の榊原記念病院の細田先生と、

日本橋の栗原クリニック病院の栗原先生にお願

いしているわけでございますが、東京の先生が

遠野のお年寄りの方とアイコンタクト、テレビ

電話を通じながらアイコンタクトしながら５分、

10分という会話を楽しみながら、自分の健康を

考えていると、おばあちゃん随分血圧が下がっ

たねとか、歩き方がちょっと足りないよとか、

そのようなことがテレビ電話を通じて直接遠野

市民に呼びかけていく。じゃあこれは頑張らな

くてはならないなという。そこで双方向のコミ

ュケーションがなって、健康であらねばならぬ

なということをその中でお互い学びとっている

というか、そのようなシステムなわけでありま

して、遠隔医療といいながら、病人を診断する

ということよりも健康づくりという１つの仕組

みの中から遠野型としての健康増進ネットワー

クというモデル事業を展開しているわけであり

ます。 

 総務省のほうからのモデル事業で一定の交付

金をいただきながらやってまいりました。今度

はいよいよみずからの力で、これを本当に１つ

の健康づくりにつながるような結果を出してい

かなければならないかということで、現在は市

内９地区で17会場で400人の住民の皆様を対象

に週１回健康づくり活動を行っておりまして、

これがＩＣＴ遠野型健康増進ネットワーク事業

なわけであります。高齢者の方々を中心といた

しまして、健康不安の解消、あるいは生活習慣

病の予防、そしてその中で集まって、コミュニ

ティセンターに集まってお互い会話を楽しみな

がらという仲間づくりも行って、地域の活性化

というものでそこにつながっていく。地域づく

り、人づくり、健康づくりといったものが、こ

のＩＣＴという情報通信技術の中において、そ

れが見えてきたということになっておりまして、

私もＩＣＴ利活用地域活性化懇談会という、総

務省が新たにこの２月に立ち上げた委員に、こ

のほど指名をいただきまして、その議論に参加

しておりますけども、ぜひ遠野からひとつのモ

デルをつくってほしいと。そして、それをこの

高齢化社会に中にあって、増高一方の医療費と

いったものに一定の歯どめをかけれないだろう

かと。これは、病院に行くなということじゃな

いわけであります。高齢者になればだれでも病

気というのを持つし、病院に行かなきゃならな

い、それはもうどうしても避けて通れない。 
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 でも、それを幾分でも健康体であれば、その

部分が少しでも抑制できるということにつなが

るわけでありますから、健康づくりなんだとい

うような仕組みの中で、これを取り組んでおる

ということでありますので、ひとつそういった

点でのこのＩＣＴ利活用の中における取り組み

といったものを、ひとつ結果を出していきたい

なというように思っております。 

 それから、この高齢者見守りシステムの構築

の可能性と将来展望ということでありまして、

高齢者見守りシステムの構築につきましては、

健康福祉部あるいは消防本部さらには行政区の

皆さんとさまざま取り組みながら、これを構築

しようということで進めておりますので、その

現状も、今現状がどうなっているかも含めまし

て、健康福祉部長のほうから答弁申し上げます

ので、ひとつよろしく御承知をいただければと

いうように思っております。 

 いずれの課題も文字どおり当市にとっては大

変大きな課題であります。この子ども手当、あ

るいは少子化対策につきましては、熱い思いを

言えといったものですから、つい熱い思いの中

でお話申し上げましたけども、全国の市長会と

か、東北市長会に行きますと、やはり各市町村

長さん方はやはり同じような思いを持っており

ます。 

 したがって、子ども手当そのものを全面的に

頭から否定するんじゃなくて、もう少し丁寧な

制度設計というのがあって、そしてその中で適

正な額といったようなものと、あるいはそれぞ

れの地域の実情に応じて、やはりこのような形

での子育て策を講じろというような部分におけ

る一つの、何と申しますか、裁量権といったの

も我々にも与えてもらっていいんじゃないかと。

貴重な税金をこのように使うわけでございます

から、何とこの子ども手当においては２兆円と

いう財源が必要とされるということになってお

るわけでございますので、我々の当市にあって

は２兆円というのは天文学的な数字であるわけ

でありますけど、もう一方の児童手当の持ち出

し分の5,000万円というのは我々にとっては大

変大変貴重な財源でもあるということもあるか

ら、ついついそのような思いを申し上げたとい

うことでございますので、ひとつ御理解をいた

だければというように思っております。ありが

とうございます。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後２時14分 休憩   

────────────────── 

   午後２時25分 開議   

○議長（新田勝見君）  引き続き会議を再開い

たします。 

 立花環境整備部長。 

   〔環境整備部長立花恒君登壇〕 

○環境整備部長（立花恒君）  命によりまして

答弁いたします。中心市街地への市営住宅の建

設の見通しについてということでありますが、

現在進めております八幡市営住宅の建てかえ事

業として、平成21年度に材木町に子育て支援タ

イプ２戸を含む12戸を整備したところでありま

す。また、稲荷下地区に整備を進めております

市営住宅は、平成22年から24年の３カ年で子育

て支援タイプ４戸を含む計32戸を建設する予定

であります。 

 質問にありました穀町地区等については、現

段階では市営住宅の建設計画は予定していない

状況であります。今後の整備の方向につきまし

ては、まずは八幡地区の市営住宅の建てかえを

先行し、また民間アパートの建設状況などを勘

案しながら、検討してまいりたいというふうに

思います。 

 以上で答弁を終わります。 

○議長（新田勝見君）  菊池宮守総合支所長。 

   〔宮守総合支所長菊池林蔵君登壇〕 

○宮守総合支所長（菊池林蔵君）  命によりま

して、遠野高校情報ビジネス校跡地活用の状況

について、検討状況の報告も兼ねてお答えをい

たします。 

 全国の公立学校の廃校の状況につきましては、

文部科学省の調査によりますと、平成14年度か

ら平成21年度に廃校となったもののうち、建物

が現存するのは現時点で3,310校となってござ
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います。そのうち何らかの活用が図られている

ものは、69.3％の2,295校ということで、さま

ざまな活用がされているということでございま

す。 

 一方、現在活用が図られていないものは3

0.7％、1,015校ございまして、うち４分の１の

794戸につきましては、利用の予定がないと。

その理由といたしましては、活用を検討してい

るものの地域からの要望がないというような理

由も上げられているということのようでござい

ます。 

 本市では、昨年３月をもって廃校となった遠

野高等学校情報ビジネス校の活用について、こ

れから先遠野市を担う若い年代の人たちに、こ

れからの遠野市のあり方を考えていく機会とし

てもとらえていただきまして、その自由な発想

での活用案を出してもらおうと考えました。各

自治会等の推薦をいただいた若手の市民と、市

役所の若手職員により情報ビジネス校跡地を見

学しながら、財源や既成概念にとらわれない柔

軟な発想を期待して、それぞれ各１回、合同で

１回の検討会を実施いたしまして、大まかには

体育スポーツ施設や観光文化施設、学校教育施

設、福祉施設、産業関連施設、娯楽施設等と延

べ120件を超える提案をいただいてございます。 

 このうち、議員の御提案のありました学校教

育関係では、具体的には大学や専門学校などを

誘致してはどうかとか、大学のキャンパス、予

備校や進学塾の合宿場として活用してはどうか、

あるいは各種社会教育施設、青少年の家のよう

な施設として活用してはどうかというような意

見がございました。これら、検討会での提案を

もとに宮守総合支所を中心として関係各課と検

討を重ねまして、遠野市として活用する場合に

考えられる事項を整理した報告書作成の最終段

階にございます。 

 考えられる活用案を５点くらいに絞りまして、

遠野市としてもしくは民間企業等の活用の考え

られる事項、課題などをまとめてございます。

なお、これらの活用案は、使途を限定したもの

ではなくて、おおむねの方向性として示したも

のでありまして、実際の活用に関しましては、

さまざまな課題等をより具体的に議論していく

ことが必要と考えております。 

 また、当該施設は岩手県の所有物件でありま

すことから、岩手県にも地域振興としての考え

を提案をお願いしているところでもあります。

今後、さらに岩手県との状況共有に努め、地域

の皆様とともに議論を重ね、地域振興に寄与す

る活用がなされるよう検討を重ねてまいります。 

 なお、昨年12月と本年１月には、当校跡の古

くなって不要な物を本校と連携して廃棄処分す

るなどの作業もしておりまして、防犯、景観上

のことも踏まえ、今後も本校と連携・協力を図

りながら、適切な対応を図っていくこととして

ございます。 

○議長（新田勝見君）  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）  それでは、

命によりまして、私からは高齢者等見守りシス

テムの構築についてを御答弁申し上げます。 

 高齢者等の見守りシステムにつきましては、

市では平成20年度から民生児童委員や行政区、

自主防災組織、社会福祉協議会等と連携して、

高齢者、障害者等の見守り体制モデル事業に取

り組んでおります。災害時における避難支援体

制の構築をきっかけとし、平常時からの見守り

体制整備を進めているところであります。 

 その数は、平成22年度におきましては、42行

政区で実施し、避難支援対象者、要援護者は77

5名となっております。平成23年度にすべての

行政区において整備する計画となっております。 

 また、高齢者の相談窓口といたしましては、

市内６カ所に在宅介護支援センターを設置して

おり、在介センターの相談員が65歳以上の高齢

者世帯、特にも75歳以上の高齢者世帯はすべて

を対象に訪問して、心身及び生活課題について

聞き取り調査を行い、その実態把握に努めてい

るところでございます。 

 現在の災害弱者緊急通報システムは、病弱な

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
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397台を配備しているところであります。 

 また、現在整備を進めている総合防災セン

ターに導入される「消防本部通信指令システ

ム」に福祉関係で持っているデータを提供いた

しまして、緊急時に活用できる体制を検討・構

築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ているほか、地

域福祉事業として配食ボランティア「ほのぼの

会」や「たすけあい宮守」等による安否確認の

取り組みも行われているところでございます。 

 御提案いただきました各種配達事業者を初め、

民生児童委員、社会福祉協議会等各種関係機関

の皆様と協議し、高齢者等の見守りがよりよい

見守りになるよう検討し、平成23年度に策定す

る「第５次高齢者福祉計画・第５期介護保険事

業計画」（ハートフルプラン2012）の中に具体

的な取り組みを盛り込み、触れ合いの中で地域

のきずなを大切にした見守りシステムを確立し

ていきたいと考えております。 

 以上答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  藤澤教育長。 

   〔教育長藤澤俊明君登壇〕 

○教育長（藤澤俊明君）  萩野幸弘議員の一般

質問にお答えいたします。 

 まず１点目として、県教委に対して、市とし

て地元高校２校体制の堅持を明確にすべきでは

ないかという御意見をいただきました。 

 議員がおっしゃいましたように、現在、岩手

県教育委員会では、「（仮称）第二次県立高校

整備計画」を平成23年度上半期に策定予定とし

ており、その前段として、今年度、県内９つの

ブロックに分けて、地域別懇談会等を開催をし、

岩手県が提唱する高校教育の基本的な方向を説

明し、生徒数が減少していく中で、どのような

体制にすればいいのか、よりよい教育環境をど

のようにしてつくれるかという意見交換を行っ

ているところでございます。 

 その中で、県教委が示している基本方向では、

学級定員を40名とし、１学年の学級数は４から

６が望ましい規模としております。 

 遠野緑峰高校では現在２学級であり、また県

教委が示す今後の入学者の推計データでは、10

年後の平成32年度には、遠野高校も３学級にな

る見通しにあります。 

 県教委では、「１学年３学級以下の学校につ

いては、地域の実情を踏まえ個別に検討する」

として、数だけの切り捨てはしない方向を示し

ております。本市においては、先ほども述べら

れましたが、情報ビジネス校が平成21年度に廃

校になったわけですが、その前回の再編を考慮

することを踏まえるという方向をとっているも

のの、岩手県では１学年３学級以下の割合が全

国で２番目に高く、高校標準法が定める「全体

で本校は240人、分校は100人を下回らない」と

いう基準からすれば、市内高校の再編成も予断

を許さない状況にある、と思います。 

 こうした状況を踏まえ、教育委員会では、こ

とし１月17日に、本市の地域実情に応じた高校

教育の確保を推進するために、岩手大学教育学

部の土屋明広准教授を座長とする５人のメン

バーによる「遠野の高校教育を考える懇話会」

を設置しました。 

 この懇話会には、市内の高校２校の校長先生

方にも出席いただいております。２月７日に開

催した第２回の懇話会には、遠野高校、遠野緑

峰高校それぞれのＰＴＡ、同窓会、小中ＰＴＡ

連合会の方々、また、農業団体、商工業団体の

代表にも出席をいただき、どのような教育環境

を整えていけば、現在の市内高校２校を維持で

きるかについて、さまざまな分野から御提案を

いただいたところでございます。 

 教育委員会では、この懇話会を通して、「遠

野にしかないもの」、「地域とのつながり」、

「地域の特色を活かす」この３点が現在の２校

体制を確保するためのキーワードであるととら

えており、今年度中に懇話会としての意見を取

りまとめ、２校維持に対しての方策もあわせた

市の姿勢を提示しながら、広く市民の皆様にも

御意見を伺い、周知し、県教委に提言してまい

りたいと考えております。 
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 また、２点目として、高等学校までを網羅し

た遠野市独自の教育方針を打ち立ててはどうか、

という御提案をいただきました。 

 平成21年３月に策定した遠野市教育振興基本

計画では、基本理念として、「ふるさとの文化

を生かし、『夢』と『誇り』を育む学びのまち

づくり」を掲げ、少子化の進行に伴う課題に対

応した教育環境の整備の推進を図り、学校、家

庭、地域、行政が一体となって、あすの遠野を

担う子どもたちが、郷土に誇りを持ち、夢を育

むことができる教育の実現を目指しております。 

 また、昨年11月に策定した遠野市総合計画後

期基本計画においても、この基本理念に基づき、

幼児期から小中学校、高等学校までの本市の教

育全体の総合的な環境整備を図る考えを示して

おります。 

 近年、市内高校２校では、地域に愛される学

校として、魅力のある学校づくりや地域とのか

かわりを重視した活動を積極的に展開していた

だいておる状況にもあります。 

 教育委員会として、市内中学校との交流を深

めるとともに、県立高校でありますので、当然

市が関与できる限界はありますが、相互理解、

相互扶助のもと、農林業から馬事文化、情報化、

ふるさと学習まで、幅広い分野において、地域

の特性を生かした人材を育成するため、市内高

等学校との連携を強化してまいりたいと考えて

おります。 

 議員各位におかれましても、御支援御協力を

賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（新田勝見君）  次に、進みます。５番

佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  清風会の佐々木大

三郎でございます。 

 私は１年生議員で、今回が初めての一般質問

になりますので、さきの市議選で市民の皆さん

と公約した内容を中心に質問のことといたしま

す。 

 さて、今の本田市政は常に新しい政策を立

案・実践されることにより、市民の皆さんへ夢

と希望と安心感を与え、市外の方々からも、遠

野は頑張っている、元気がよいというような声

を耳にするたびに、遠野市民の１人として、大

変誇らしく、頼もしい気持ちになると同時に、

市長に対して敬意を表する次第であります。 

 その反面、市長は機会あるたびに、今の市政

には課題が山積しているということをまくら言

葉のように述べられております。この謙虚な姿

勢は評価できますが、残念ながら、その課題内

容については、いまだ伺ったことがありません。 

 そこで、私の私見で３つの課題についてお伺

いします。 

 質問の１点目は、行財政改革についてであり

ます。 

 当市の平成23年度一般会計予算の総額は、前

年度比8.9％増の191億5,400万円と過去最高額

の積極型予算になっております。一方、市債残

高、すなわち借金ですが、これも４年連続で増

加しており、209億6,000万円に膨らみ、これを

市民１人当たりの借金に換算しますと約69万

5,000円の計算になります。 

 また、24年度以降も、中心市街地活性化事業

や総合食育センター整備事業などの大規模案件

が計画されていることから、市の借金はますま

す増加傾向にあります。さらに、市税収入は22

億1,200万円の計画に対し人件費は34億2,900万

円ですので、市民からの税収のみでは職員の人

件費さえも賄えないような状況にあります。し

たがいまして、遠野市政の最大の課題は行財政

改革であり、これを断行するためには行政サイ

ドの改革意識の高揚と職場環境の改善が必要不

可欠であると考え、以下の内容について御質問

します。 

 その１つ目は、あいさつをしようということ

であります。あいさつはコミュニケーションの

始まりです。あいさつしないということは自分

の心の中にみずから壁をつくってしまい、周り

の雰囲気を暗いものにしてしまいます。せっか

くの人生を楽しく過ごすために、そして職場の

仲間との仕事をやりがいのあるものとするため

にも、自分の心をオープンにして、相手との距
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離感をなくすことが必要だと存じます。 

 このようなことを申し上げますのは、今の役

所内はあいさつが少ないことから、職場内のイ

メージが暗く、活力や職員間の連帯感が希薄で

あると感じられるからであります。このあいさ

つの励行によって、職員の皆さんは明るく、楽

しく、元気な職場環境のもとで職員間の信頼や

連帯感が高まり、個々人の意欲も向上して、創

意工夫や作業の効率化によって、無理無駄のな

い事業計画が立案され、結果として、トータル

コストの削減につながると私は確信するのであ

ります。 

 本田市長には、ぜひ、この職場環境の現状把

握と改善策にもっと目配りと気配りをされるの

が肝要かと思われますが、いかがでしょうか。 

 ２つ目は、「市民第一・上司は二の次」とい

うことについてであります。 

 役所の仕事は、市民の貴重な租税を原資とし

て、良質な行政サービスを提供することが責務

のはずです。現実はいかがでしょうか。職員の

皆さんは物事の判断基準をどこに置かれている

のでしょうか。市民からの声でしょうか。それ

とも本田市長や上司の顔色でしょうか。日ごろ

の市民からの声や私自身が感じるところでは、

市長の顔色や言動内容ばかり気にして、肝心な

市民の心というものを置き去りにされてはいな

いでしょうか。 

 具体例を挙げますと、担当者が不在時に上司

に対応してもらえないとか、簡単な意見や要望

にも検討しますの回答、電話のたらい回し、言

葉遣いや応対マナーの悪さといった声をよく耳

にします。このような姿勢は「上司第一・市民

は二の次」ということではないでしょうか。ま

た、その根本原因はどこから来ているのでしょ

うか。 

 ３つ目は、「官」から「民」への業務移行の

徹底についてお伺いします。 

 これからの自治体行政は、公平で公正なサー

ビスや個人情報の保護対策にかかわるもの以外、

すなわち、定型業務や単純軽易な業務について

は、可能な限り民間に開放し、民のノウハウを

活用することが必要であると考えます。このこ

とにより、公共サービスの質の改善や作業の効

率化、費用の削減、さらには地元雇用の創出に

つながるものと考えますが、いかがでしょうか。 

 ４つ目は、ＩＣＴ機器の積極的な活用につい

てであります。 

 市では、情報通信機器の構築に毎年数千万単

位の費用を投じ、全職員へパソコン配備やグ

ループウエアの構築を済ませておりますが、不

十分な活用内容が気がかりでなりません。例え

ば、電子決済システムを導入することにより、

職員が市長決裁のために要する移動時間や待ち

時間の大幅短縮が図れます。ちなみに、職員

１人当たりの労働単金は40歳の主任クラスで約

2,000円ということですが、この決済を部課長

や担当者が同席して対応することになれば、無

駄な時間を費やし、それによる人件費負担はど

れほどになるか、想像もつきません。 

 また、庁議等の大きな会議には、パソコンを

生かしたテレビ会議システムを活用されてはい

かがでしょうか。このことにより、スピーディ

な会議の進行やペーパーレスは言うまでもなく、

人件費や消耗品、印刷業務の節約にもなります。 

 また、会議内容については、掲示板活用によ

り、瞬時により全職員との情報共有が図れます。

さらには、勤務表の管理や各種資料類を電子フ

ァイル化することにより、保管や管理業務等の

大幅な省力化が図れます。 

 一刻も早いＩＣＴの積極活用による人件費、

物件費等の大幅削減を求めます。 

 ５つ目は、職員の意識改革についてでありま

す。 

 「企業は人なり」とは、松下電器産業創設者

の松下幸之助氏の言葉でありますが、この内容

については割愛しますが、同様に組織は人なり

ということで、職員みずからの自覚による知恵

や工夫、そして行動によって、この厳しい財政

状況は打破できるものと信じます。 

 参考までに、民間会社では社員に対して自分

の給料見合いの業績を求めてまいります。つま

り、一生懸命頑張ったということより、会社に
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どれだけの利益をもたらしたか。すなわち業績

結果ですべてを評価され、その業績見合いで昇

進・昇級・ポストが決定されますし、そのポス

トによって大きな権限が与えられる反面、責任

も負わされます。例えば、減給とか、左遷とい

うことですが。また、職場規律や上司部下間の

指揮命令系統も明確かつ厳格ですので、緊張感

の上にもやりがいを感じる環境下にあります。 

 さて、役所の現状はいかがでしょうか。もち

ろん、利益追求型の民間会社と比較するのは論

外との御批判を受けるかもしれませんが、業種

は違っても仕事に対するモチベーションの持ち

方は同じなはずです。しかるに、今の役所の職

場環境は、長年の慣習から緊張感が不足し、な

れ合いの職場体質に見えてなりません。具体的

な例は差しさわりを生じますので省略しますが、

１日も早い意識の改革、改善を求めます。 

 以上、この行財政改革には大変な痛みが伴い

ますが、当事者みずからが受け入れる覚悟がな

ければ、改革は成功しないのであります。した

がいまして、この行財政改革の検討プロジェク

トの早期立ち上げを提案します。そして、プロ

ジェクトの構成メンバーには、現場の問題点を

チェックし、改革意識の高い持ち主である主査

までの若手職員の配置が望ましいと存じます。 

 本提案に対する市長の御所見をお伺いします。 

 質問の２点目は、地域づくりを行政主導から

地域住民主導へ転換してはどうかということに

ついてであります。 

 市では、昭和46年に市民センターを開設し、

並行して、各地区センター機能の充実による住

民参加型行政を推進してきたところであります。 

 市民憲章運動推進協議会を頂点とした町単位

の地域づくり連絡協議会や自治会組織等の活動

を通して、市民みずからの意識で行政に参加す

ることにより、近隣住民の絆づくりや文化・歴

史・習慣・伝統の継承。そして、地域の互助組

織である結の精神等、一定の成果を上げてきて

いるところであります。しかし、最近の人口減

少と少子高齢化、そして市の財政難は地域コミ

ュニティや医療福祉、日常生活などの根幹を揺

るがし、地域の機能低下が顕在化してきており

ます。このことの打開策として、市では、数年

前から市民と行政による市民協働を重点施策に

位置づけて取り組んでおりますが、地域住民の

参加意識の低いことや協働事業の資金不足、

リーダーの人材不足などの理由から、なかなか

軌道に乗れない現状にあります。さらに、軽易

な事業。例えば、舗装道路の穴や水路の水漏れ

補修、小規模な観光施設の草刈り、露地の除排

雪などについては、市にお願いしても、検討し

ますという返答だけで早急な措置や柔軟な対応

をしていただけないのが現状であります。 

 そこで、市民のさらなる行政参加により積極

的な市民協働とするために、地域の活動基盤を

より住民サイドにシフトさせることとし、地区

センター組織の再編及び地域振興交付金、これ

は仮称ですけども、この交付ということを提言

します。 

 なお、具体的な構想は次のとおりであります。 

 １つ目は地区センター組織の再編についてで

すが、新しい新センター所長は地元の民間有識

者の中から公募により採用してはいかがでしょ

うか。 

 ２つ目は地区センターの事業内容についてで

すが、事業運営は地域連絡協議会等の運営委員

による合議制により決定することとし、その事

業範囲は今の事業内容に加えて、市民協働にふ

さわしい内容を極力ふやすこととし、将来的に

は買い物弱者の支援やひとり暮らし高齢者に対

する暮らしサポートサービス。さらには、サロ

ン開設による高齢者が集まって会話を交わしな

がら弁当を食べ、運動する時間を提供したいも

のであります。 

 ３つ目は地域振興交付金の確保方法について

ですが、今の現センター所長の人件費見合いの

800万円程度を交付金とすることとし、新セン

ター所長の報酬は300万円程度に抑え、残りの5

00万円は市民協働にかかわる事業費に充当する

ようにしてはいかがでしょうか。 

 ４つ目は、本案の実施に当たりまして、モデ

ルケースとして、２から３の町で先行実施の上、
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課題を抽出し、改善、整理を図りながら、市内

全域に拡大するようにし、市民協働への参加者

には、ボランティアの趣旨から小額の範囲内で

機器の提供料や燃料代、賃金を払うようにして

はいかがでしょうか。その心は、全くのボラン

ティアでは、サービスを受ける側と提供する側

との間に気遣いが生じ、長続きしないと思われ

るからであります。 

 以上について提案し、その実現性の可否及び

23年度から開始予定の地域活動専門員との相違

点についてお伺いします。 

 質問の３点目は、産業振興と雇用創出につい

てであります。 

 市の喫緊課題の一つに、少子高齢化と人口減

少に全く歯どめの兆しが見えてこないというこ

とが挙げられます。その根本原因は若年層に雇

用の場が少ないということにあると思いますが、

その改善策として有効な産業振興と雇用創出に

ついて伺います。 

 １つ目は、農林水産業の再生と活性化につい

てであります。 

 遠野市の基幹産業は１次産業ですが、この農

林水産業の所得向上により、昔のような元気を

取り戻さない限り、中心商店街や市内全体の活

性化は難しいと言わざるを得ません。しかし、

今の農政はころころ変わる国の農業政策の管理

下のもとで生産調整が行われ、米の転作や米価

の下落等により、農家所得の低迷や若者の農業

離れから来る後継者不足、そして高齢化、耕作

放棄地の増加という悪循環に陥っております。 

 市では、これらの課題を解決するために、い

ち早くアストを立ち上げ、「農業生産100億円

アクションプラン」という目標を掲げながら、

鋭意努力を重ねてきているところであります。 

 また最近は、足腰の強いタフな農林水産業を

目指す構想として、「タフ・ビジョン」を策定

し取り組んでいるところであります。そして、

そのほとんどの事業内容は「ＡＳＴパワーアッ

プ事業」に見られるように、生産にかかわる支

援策が中心になっております。すなわち、新規

就農支援や栽培技術支援、並びに資材購入支援

等の事業であります。 

 実は私も小規模農家経営者の１人として感じ

ておりますが、農家にとって前述の生産支援は

貴重であり、助かっております。しかし、それ

以上に生産者が望んでいることは、手間と暇と

愛情を注いで大切につくった作物をスムーズに

販売でき、所得の向上と応分の利益確保につな

がるような支援策であります。そのために必要

なことは、まず遠野の気候風土や地域特性にあ

った特産物の目ききと振興であり、そして全国

的にも知名度の高い遠野ブランドを積極的に生

かせるような戦略の策定。さらには商社等を通

さずに農家から直接消費者に販売するような販

路の確立なのであります。具体的には、大量消

費地である首都圏等をターゲットにして、大企

業の食堂や学校給食、高級店を経営する外食産

業、商店街の組合等へ。そしてまた林業関係で

は、学校等の公共機関の建築資材としての販路

拡大であります。すなわち、今、生産者の方々

が１番求めている支援策は販売施策なのであり

ます。そして、この販路確立こそが生産者が農

業に魅力を感じる特効薬であり、若年層の地元

定着率向上や少子高齢化策につながると確信し

ております。いかがでしょうか。 

 ２つ目は、企業誘致対策についてであります。 

 企業誘致による地域の波及効果は、雇用機会

の確保拡大や税収の増加、少子高齢化の解消、

並びに地域の活性化等に加えて、即効性という

面でも大きな効果が期待できることから、各自

治体は優遇措置を強化し、立地環境の整備、そ

して企業の支援体制の強化といったぐあいに地

域間競争も激しさを増してきております。当市

でも、専任者を配置し、税の減免や補助制度等

の支援策を講じるなど努力されていることが認

められますが、ほかと比較して決定的なマイナ

ス要因は交通アクセスが不便であるということ

に尽きると思います。 

 そこで、このマイナス要因を補完すべく、次

の対応策について提言します。 

 提案の１点目は、企業誘致担当者の増員を図

ってはいかがでしょうか。企業誘致の成功率は、
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1,000社に提案、アプローチをかけて、１社の

誘致に成功すれば立派なものだと、ほかの自治

体の企業誘致担当者から指導を受けたことがあ

ります。当市の現状は担当者１名のみの配置と

なっており、日常作業に忙殺されて新規の企業

開拓に対して、ほとんど提案できない状況にあ

ると思えてなりません。企業誘致に成功するた

めには、農業と同様に新しい種をまき、肥料や

水をやり、時にはトップの訪問という地道な努

力こそが大切なのであります。 

 そこで、今の現状の改善策として、さらに数

名の増員配置が有効であると考えますが、いか

がでしょうか。 

 提案の２点目は、企業誘致担当者の任期につ

いてであります。 

 現在、企業誘致担当者の任期は２から３年で

交代になっていますが、これを５年スパンぐら

いに延長してはいかがでしょうか。といいます

のは、企業サイドから求められるのは、遠野の

窓口担当として、幅広い知識や応対マナーと接

遇、提案スキル、そして社交的な人間としての

つながり等が挙げられます。このことにこたえ

ることにより、企業から信頼を得て、初めて誘

致につながると考えるからであります。 

 提案の３点目は、人的ネットワークの積極的

な活用についてであります。 

 職員一人ひとりの人的ネットワークを活用し、

企業に遠野のすばらしさをＰＲすることが大切

です。このことにより、職員全員に企業誘致の

大変さと苦労をわかってもらえると同時に、企

業に対しては、市と市民の情熱、熱意が伝わる

からであります。もちろん私も以前の人脈を生

かし、機会あるごとに企業への声かけをしたい

と思いますが、同僚議員も大いに活用すべきで

あります。そのためには、担当者からの事前の

情報提供と普段からの情報共有が大切であると

考えますが、いかがでしょうか。市長の御所見

をお伺いいたします。 

 以上で、私の一般質問を終わります。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  佐々木大三郎議員の一

般質問にお答えいたします。 

 それぞれ行財政改革について、あるいは、こ

の中にあっても行政主導から地域住民主導へ転

換するという一つの仕組みづくりはどうなんだ

ろうと、産業振興と雇用創出ということでお話

を、御質問を承りました。 

 御質問というよりも提案ということでありま

すので、それぞれの提案は遠野市の市政課題に

対する一つの提案ということでありますから、

お答えとすれば、いずれも検討させていただき

ますということになるんじゃないかなと思って

おりますけども、それでは大変な失礼なことに

なるわけでございますから、そういう答弁はも

ちろんできないわけであります。 

 ただ、この御質問をお聞きしておりまして、

今の市役所の状況なり、あるいは遠野市民の一

人ひとりのこの遠野に対する思いとか、遠野に

対する愛着とかといったものを佐々木議員がど

のようにとらえているのかというところを率直

なところを私疑問を持ったところであります。

反問権があれば、いろんな形で反問もしたいと

いうような思いでいっぱいであります。しかし、

これもまたできない仕組みでありますから、答

弁するしか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けども。 

 まくら言葉のように、市政課題を、山積する

市政課題が山積してるというお話を今いただき

ました。まくら言葉。何だろうと。私も広辞苑

を調べてみました。そうしましたところ、いろ

いろな課題に対して、それぞれ述べるときに口

調を整えるために、一つ、まくら言葉として言

うんだという話が書いてありました。したがっ

て、私は、思いがいっぱいある市政課題に対し

て、どのような形で言ったらいいのかといった

ときに、まくら言葉として、市政課題が山積し

ておりますということを申し上げて、口調を整

えながら、そして、いろんな課題を懇切丁寧に

説明してるつもりですし、お話してるつもりで

す。そうすると、市長の話は長いという言葉が

返ってまいります。したがって、具体的には承
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知してないという。であれば、先般示した総合

計画の後期５カ年計画のあの分厚い後期計画は

何なんでしょうか。あれは、私は、それぞれ懸

命に地域を回り、市民の皆さんの意見を聞き、

語ろう会を行いながら課題を具体的に提示し、

その中において、一定の解決策も、その中で示

したつもりであります。しかし、それを具体的

なまくら言葉に述べて、その課題内容について

伺っていないというような、ただいま御質問の

中でちょっと聞きまして、ちょっと残念だなと

いうような正直な感想を申し上げさせていただ

きます。 

 それで、職員とそれから行政改革の５つの項

目についてお話がありました。あいさつをしろ。

それから「市民は第一、上司は二の次」だと。

次には「官」から「民」だと。そしてＩＣＴ機

器の積極的な活用だと。そして５つ目は職員の

意識改革だと。これに懸命に取り組んでるわけ

であります。したがいまして、これまでもさま

ざまな議論の中でお話をされた中にありまして、

そういったことについては、佐々木議員の言っ

てることも、それも一つの事実であろうかとい

う、これは謙虚に聞かなきゃならないし、受け

とめなきゃならない。例えば、あいさつをして

ない職員もいるぞということについては、いな

いとは言わない。言えない。ですから、そうい

ったような問題は謙虚に聞かなきゃならないし、

「市民第一、上司は二の次」、これは当たり前

のことであります。それからまた「官」から

「民」。これも進化まちづくり検証委員会の中

でさまざま進めているわけでありますけども、

これもまた「官」から「民」という中にあって、

民のパワーというか、市民の力といったものを、

さまざまな新たな仕組みの中に持っていかなき

ゃならない。そのために進化まちづくり検証委

員会という中にあって、不退転の気持ちで私は

取り組むんだという話をしてるわけであります

けども、それも御提案のとおり、まさに公平で

公正なサービスを個人情報の保護対策にかかわ

るもの以外、可能な限り民間に開放しながら、

民のノウハウを活用することが必要だと。だか

ら、進化まちづくり検証委員会の中で、第３セ

クターも、機関団体も、そのような組織になっ

てもらいたいというような思いの中で、これの

取り組みを始めているわけであります。 

 それから、ＩＣＴもそのとおりなわけであり

ます。先ほども萩野議員からありました。この

ＩＣＴも、このインフォメーション、そしてコ

ミュニケーション、そしてテクノロジーという

中におけるＩＣＴということになるわけでござ

いますから、これを利活用しながら職員の一体

感と課題に取り組むベクトルを合わせるという

ものとして、しっかりしたものとして構築して

いくということも、これももっともな、当然な

ことなわけであります。 

 それから職員の意識改革。これも文字どおり、

市民の皆さんの税金でもって、この職員の給料

といったものが手当されてるんだと。これは私

も繰り返し、繰り返し、話をしながら、少しで

も職員にはそういうような自覚を持ってもらう

ように呼びかけ、そしてまた話をしております。 

 １月に管理職以外の職員、約250名ぐらいに

なりますか。課長補佐以下の職員２班に分けま

して、約１時間30分、90分、市政課題。これか

ら市の職員として、どうあらねばならぬか。課

題を持ち、自覚を持ち、そして、それぞれの問

題に対してはきちんと、自分が言うなれば課長

になったつもりで、あるいは部長になったつも

りで、あるいは市長になったつもりで取り組ん

でくれということを呼びかけしております。そ

のような中で、一つ一つ意識改革等も促してい

かなきゃならないかというように思っておりま

して、ここで、ただいま大変厳しい庁内の問題

点についての御指摘をいただきました。そして、

その中には、市長の顔色や言動内容ばっかり気

にしてる職員がいるんではないかということで、

顔色をうかがうという部分がどういうことを言

うのかと思ったら、機嫌を伺うという言葉もあ

るんだということであります。顔の色がどうだ

ということじゃなくして、機嫌を伺うと。その

機嫌を伺って物を申すようであっては、これは、

もしもそれが現実になっておったんじゃ、これ
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は大変なことになるわけでありますから、私自

身も自戒を込めて、ただいまの御指摘のあった

部分については素直に反省するところは反省し

ながら、職員と一体となって、この問題に取り

組むんだという気概で、私は取り組んでるつも

りであります。顔色をうかがうような職員は必

要ありません。機嫌を伺うような職員はすぐわ

かります。私はそういう判断はしながら仕事を

してるというように思っておりますので、そう

いった点につきましても、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す。 

 ２月22日に経営改革推進室を、もう１カ月半

後には定期人事異動と組織の見直しという新年

度があるわけでありますけども、経営改革推進

室を立ち上げ、その中に専従職員として３人配

置したというのは、まさに、この行財政改革に

スピードとタイミングを間違わないようにとい

う一つの意気込みとやる気を示すという部分と、

覚悟を決めるんだという部分において２月22日

だったわけでありますけども、経営改革推進室

という専従組織を立ち上げて行財政改革。これ

は第３セクターの見直しだけではありません。

もう戦後50年、60年という中にあって、いろん

な協議会とか、審議会とか、私も驚いたわけで

ありますけども、500以上のものを市の職員は、

それをさまざま審議会を行なったり、あるいは

協議会を立ち上げたり、会議を行なったりして

いるわけであります。 

 遠野小学校の前の校長さんから聞いたことが

ありました。遠野小学校の校長に就任すると、

いろんな役職で、もう40も50も役職が充て職と

してあるんです。総会シーズン、会議シーズン

になると、学校にほとんどいることがないんだ

と。みんな、異議なし、異議なしの会議に出る

んだというような話を聞きました。これも一つ

の現実であります。したがって、それも変えよ

うと。そして新たな一つの仕組みをつくろうと

いうのが経営改革推進室なわけであります。質

問にありましたとおり、行財政改革の検討プロ

ジェクトの早期立ち上げを提案し、プロジェク

トの構成メンバーは現場の問題点を熟知し、改

革意識の持ち主である主査までの若手職員の配

置が望ましいという御質問がありました。その

ような経営改革推進室として2月22日に立ち上

げておりますので、その点についても御理解を

いただければというように思っております。 

 この職員の意識改革という部分につきまして

は、一朝一夕ではなかなか進みません。職員も

懸命に頑張っております。何とか、この時代の

流れについていこうと。しかし、頭で理解して

も、手と足がついていかないという部分もある

わけです。私自身も頭では理解しても、いつの

まにか手と足がついていかないという場面にし

ょっちゅう会うわけであります。したがいまし

て、そのような部分の中で、この本会議の場で

ありますけども、１つエピソードも御紹介申し

上げたいというように思っております。 

 ある新年会の場で、70歳を過ぎたおじいさん

というか、お年寄りの方が私に近づいてまいり

ました。そして話をしていただきました。市役

所に行ったと。なかなか市役所というところは

大変なところだって、自分のような者を相手に

してくれるだろうかと思って行ったんだと。税

のことだったようであります。そうしましたら、

市役所の若手職員の人が出てきて、本当に懇切

丁寧に説明をしてくれたと。そして、この問題

であればという形で、今度は隣の部屋までちゃ

んと案内をしてくれて、そして、また何かあっ

たら連絡してくださいと言われた。いや、市役

所の職員を見直したと。市長、ぜひ、それを職

員に語ってほしいと。そうやって変わってる職

員もいるということ、おれわかったんだ。本当

にわかったんだって、その方は、お酒も入って

ましたけども、ぼろぼろと涙を流して、私に語

ってくれて。ぜひ、それを職員に聞かせてほし

いということを言われたわけであります。私は、

すぐ、そのような様子を、こういうことがあっ

たぞということは話はしましたけども、そうい

う形で懸命に頑張っている職員がいます。もち

ろん時代の流れ、あるいは、それぞれ企業のト

ップを行く、世界の先端を行く企業の流れとい

ったものは、もっと、もっと、先を、先と、先
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行ってるかもしれません。しかし、私ども地域

経営を担うという、この市職員がいい意味での

一つの自覚と誇りを持てば、私は間違いなく市

民の皆さんのニーズにこたえるような職員にな

ってくれるし、また、ならなきゃならないかと

いうように思っておりますので、この５つの項

目についての、あいさつ、それから「市民第一、

上司二の次」、「官」から「民」、ＩＣＴ機器

の積極的な活用、職員の意識改革、これをそれ

ぞれの、ただいまの佐々木議員の提案といった

ものを謙虚に受けとめながら、やれることから

順次やるというような中における厳しい緊張感

の中で、この長年の慣習といったものを打破し

ながら、市民の皆様のニーズにこたえるような、

そのような職場にしてまいりたいというように

思っておりますので、ひとつ御理解をいただき

たいし、またそういった部分においては、そう

いった一つのモデルとなる職員がある。それを

ひとつ議員の皆様からも、職員は変わってきて

るぞと。こういうように頑張ってるぞというよ

うな部分をまた励ましていただければ、職員は

またさらに頑張るんじゃないかなというように

思っております。私もいろんな意味で反省する

ことばっかりであります。ついつい大声を出し

てしまったりすることが顔色をうかがうという

ようなことになってしまうのかなと思っておる

んですけども、何とかしてほしいと。何とかな

らんのかというような部分の中から、つい大声

を出してしまうわけでありますけども、それを、

ただ大声を出しっぱなしじゃなくて、それを、

いいかと。新たな仕組みをつくって、新たなも

のに挑戦していかなきゃならないんだ。失敗も

あるかもしれない。だけども、頑張ろうじゃな

いかというような声かけもあわせて行いながら

やっているつもりでございますので、ひとつよ

ろしく何度も申し上げますけども、御支援と御

理解をお願いいたします。 

 地域づくりを行政主導から住民主導へという

のは、これもまた当たり前のことだというよう

に思っております。私は、この市民協働システ

ムというのは、市民センター構想で40年も前か

ら市民センターの中における市民協働システム

をつくってきたという、一つの遠野の歴史があ

ります。それが時代の流れ。あるいは社会情勢

の変化。さまざまなものにより、また人口減少

というものもあるし、ニーズもどんどんふえて

きてる。そのニーズもさま変わりしてきてると

いう中から、やはり市民センター組織のありよ

うといったもの。地区センターのありようとい

ったものを、その中でまさに早急にしなきゃな

らない措置や柔軟に対応しなきゃならない仕組

みづくりを行っていかなきゃならないというよ

うに思っておりまして、23年度はそのような市

民センター設置条例の根本的な見直し。ただ、

根本的な見直しっていっても、原点である40年

前の市民協働の仕組みという、この原点はぶれ

ずに、それを今の時代の流れの中にどうするの

か。じゃあ、地区センターをどのように位置づ

けるのか。じゃあ、活性化支援専門員というも

のを張りつけるんだけども、それとどのように

とっていくのかという部分にあっては、ただい

ま御提案のありました、その給与、公募の問題。

あるいは主事クラスを置けとか、それから業務

内容は合議制にしろとか、さらには、いろんな、

この買い物弱者とか、ひとり暮らしにするサ

ポート体制を提供するようなものにしろとか、

地域振興交付金をうまくその部分で活用したら

いいじゃないかという部分は、まさに貴重な提

言として承りまして、この23年度の一つの課題

の中から、このようなものをどのように具現化

するかというような一つの提案として承るとい

うことで答弁とさせていただきます。 

 ただ、やはり、これも質問がありましたけど

も、舗装道路の穴や水路の水漏れ補修、小規模

な観光施設の草刈り、あるいは露地の除排雪と

いうようなことに、さっぱり対応しないんじゃ

ないかというような御指摘がありました。それ

はすべて万全に対応してるというようなことは

ないかという、ないというよりも、それぞれの

十分な部分はないかというように思っておりま

すけども、地域を回り、あるいはいろんな語ろ

う会に出て、そしてまたさまざまな地区説明会
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の中でも、総合計画の地区説明会の中でも、私

９カ所中７カ所ほど回らせていただきましたけ

ども、おおむね、いろんな形できめ細かく対応

してもらっているよというような話はいただい

ております。ただ、それを、そういうのをいた

だいてるから、それでよしとするんじゃなくて、

やはり、こういった市民の皆様のそのような現

場における、そのような、なんと申しますか、

要望あるいは対応にもきめ細かく対応するよう

な形で、先ほどの職員の意識改革ではないわけ

でありますけども、そのような形で進めてまい

りますので、これまたよろしくどうぞお願い申

し上げたいと思っております。 

 それから３つ目、産業振興と雇用の創出であ

ります。 

 この農林水産業のこの振興については御提案

はありました。まさに、その入り口から出口と

いう議論はよくあるわけであります。その部分

で、その農林水産業の再生と活性化については、

やはり御質問にありましたとおり、大変重要な

課題であります。タフ・ビジョンにも位置づけ

ております。アスト、あるいは遠野普及サブセ

ンター、あるいはＪＡ、活性化アドバイザーな

どが中心となりながら、県の組織とも連携しな

がら、独自の販路あるいは流通ルートというも

のはまさにまだ確立されません。だけれども、

少しずつ、そのようなものに取り組んでいこう

という動きが出てきております。そして、この

遠野に適した野菜をどのような形であれしたら

いいのか。あるいは、アストで取り組んできた

ピーマンはどのような形で販路を拡大していっ

たらいいのかとか。この契約栽培の取り組みと

アストの支援の中における、契約栽培における

キュウリ、カボチャ、スイートコーンなどをど

のように目標額を達成するためにやったらいい

かというようなことの取り組み。あるいは直接

販売の取り組み支援という部分におきまして、

これは市内産直の売り上げはもう既に５億円を

超えているわけであります。農家にとっては重

要な一つの収入にもつながっていると。今般の

予算にも提案させていただいておりますけども、

上郷産直、上郷地域の農家の皆さんの熱い思い

の中から、この取り組みを支援するということ

で、ようやく、これにも着手することができま

した。それから、学校給食センターというより

も、総合食育センター構想の中で、この地元産

青果物と申しますか、地元産材の食材を力を入

れようということで、この仕組みも23年度構築

しようとしているところであります。総合食育

センターと名乗る以上、そこには、やはり、遠

野の農家の方々が懸命に汗した安心安全なもの

をそこに供給するというような仕組みもつくら

なきゃならないかというように思っております

ので、そういった部分についての、またさらな

る御提言とか、御意見もまたいただければとい

うように思っております。 

 この佐々木議員の中で、この独自の悪循環に

陥っているという部分で、やっぱり、この独自

の目ききと振興と、遠野ブランドを積極的に活

かせるような戦略の構築と。それから直接消費

者で販売する販路の確立というようなことがあ

りまして、これもそれぞれの関係機関と連携し

ながら営農組合や生産者グループの方々が独自

に品目を決め、そして、それをきちんと販路を

拡大して、安定的な出荷に持っていくような動

きが、これも随所に見えてきております。また、

これは農産物とは違うわけでございますけども、

木材についても、公共建築物における木材の利

用の促進に関する法律が施行されまして、この

営業活動を強化しながら、この遠野産材という

中における、そのようなものに持っていきたい

なと。販路拡大に持っていきたいなというよう

に思っております。佐々木議員からも遠野の地

名度は、地名は知名度が高いと。それを利用し

ろということでありました。まさに、このブラ

ンドであります。よく私も聞きますけども、バ

イヤーさんにとっては、遠野という一つのこの

切り口は消費者の方にすごくわかりやすいし、

売りやすいと。しかし、それを、まだまだだね、

という話はいつも言われております。これは議

員各位もそのようなことをお聞きになってるか

と思ってますけども、私もそのことは重々承知
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しております。したがって、重々承知しておっ

ても、何もしないわけにいかない。それは承知

したことにならないわけでありますので、こう

いった動きが随所に見えてきているということ

も踏まえながら、一つの仕組みづくりといった

ものに、農業に汗してる方々の力も借りながら、

それぞれの関係機関との連携をとりながら、た

だいま御提案があったような販路、販売施策と

いったものをきちんと持つことが大事じゃない

のかなというように、改めて、質問をお聞きし

ながら、私もまさにそのとおりだというように

思った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。 

 それから企業誘致であります。企業誘致に対

しましては、企業誘致担当者の増員を図っては

どうか。任期はと。それから人的ネットワーク

の積極的な活用を図れと。これももっともなこ

とだというように思っております。 

 企業誘致担当者の増員という部分にありまし

ては、これは増員といった部分。雇用の人口減

少といったものに一定の歯どめをかけなきゃな

らないと思ってまして、私も緊急かつ最重点課

題は雇用の確保だということを申し上げており

ます。やはり、家族が安心して暮らせる環境と

いったものは、この遠野市内に安心して雇用で

きる。正社員の問題もありました。それから、

いろんな人口減少策に対する対応についてもい

ろいろ御質問を伺っております。この中で一定

の答えを出すとなれば、やっぱり企業誘致を行

わなきゃ。非常に厳しい交通事情だという質問

の中にありましたけども、その中にありまして、

懸命に努力した結果、高速ネットワークも24年

度中には宮守に入り、その３年後には遠野にも

入ってくるということがはっきりしたわけであ

ります。そうしますと、空港にも、それから新

幹線にも、高速ネットワークが直接タッチでき

るという部分にあっては、遠野の優位性といっ

たものは物すごく高まるわけであります。県

北・沿岸に行くと、もうどうしようもないくら

いの、文字どおり不利な条件の中でも懸命に頑

張ってるという中にあって、実は本会議の25日

を前に24日上京いたしまして２社ほど回ってま

いりました。企業訪問してまいりました。その

中におきまして、企業の方々からは、あすから

議会だそうだけども市長よく来てくれましたね

というような、そのような、社交辞令かもしれ

ませんけども、私は素直にこれを聞いてまいり

ましたけども。そのような形で、何とか遠野に

は、一所懸命し、遠野のこの知名度高い。今遠

野を調査してるんだよなって言ったら、いや、

実は、この間テレビを見たんだけども、あそこ

の遠野かという話もされたって、社長さんがそ

ういうようにおっしゃってくれてまして、具体

的に検討したいというお話をいただいておりま

す。その行った１社は、その企業誘致担当職員

がまさに新規開拓した企業であります。足を棒

のようにして新規開拓した企業がいよいよいい

土地というか、用地が見つかれば、遠野に工場

を展開するよというところにこぎつけたという

ことでありますから、増員ということであって、

果たして、それができるかというものも、私も

それはある意味においては必要かもしれません。

担当者もかなりプレッシャーがかかってますか

ら、何か考えなきゃならないかというようには

思っておりますけども、それはそれとして、や

はり、それぞれ文字どおり総合力で、そういっ

たようなものの中で対応していくというのも大

変大事じゃないのかなというように思っており

ます。 

 私も県職員時代は企業誘致を12年ほどやった

という、時代が違いますから、私がやった昭和

時代とは大きく時代が変わってますから、それ

をもってして、企業誘致をわかってるというつ

もりはないわけでありますけども、やはり、思

いをきちんと自分の言葉で伝えながら、その必

死の気持ちというものを訴えれば、企業の方は

聞いてくれます。そのことがやはり基本的には

大事じゃないのかなと。したがって、企業誘致

担当がおれば、じゃあ、その担当課長がいれば、

例えば、副市長もいる。市長もいるという中に

あって、それをまさに庁内のマンパワーが総合

力でそれに立ち向かえば、そういった思いとい
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ったものは企業にも通じるということがあるん

じゃないのかなと。また増員ということも、も

う一つの選択肢で考えながら、やはり、それは

それとして、もっとやらなきゃならない地道な

努力といったものも、また大切じゃないのかな

というようなことも思うわけであります。 

 それから任期であります。この任期はやはり

一つ考えなきゃならない一つ提案だというよう

に思っております。やっぱり、人事異動をちょ

っと多いんじゃないかとか、組織をちょっと見

直しがさまざまあるじゃないかというような声

も、議員各位からも聞いておりますから、この

辺はやはり、この相談窓口というか、窓口担当

として、かなりの知識を持ってなければ、企業

さんと立ち向かえないわけであります。いろん

なことを聞いてくるわけでありますから、それ

は担当ですというわけにはいかないというのが、

この企業誘致なわけであります。したがって、

そのようなことに対してのどのような職員を養

成していくかということも一つの課題だという

ように思っておりますので、これも一つ提言と

いうか、検討事項として考えたいと思っており

ますし、３つ目の提案であります人的ネット

ワークの積極的な活用。これは全くそのとおり

であります。この人的なネットワークを活用し

ないわけにはいかないという思いで、この人的

なネットワークがあれば、ハードルが高いこの

誘致も、思わずハードルが下がるということに

もなるわけでありまして、これも24日お邪魔し

た企業の中で、ある方の話が出ました。よく知

ってますと言いましたら、いや、実は彼とはっ

て、会長さんが言うのに、彼とはもう半世紀以

上のつき合いなんだと。その彼に、遠野という

ところ、どういうところだと言ったら、遠野と

いったら、こういうところだと。遠野市は僕よ

く知ってるよという話になって、えっというよ

うな中で、思わぬ人のつながりというのはある

んですね。遠野に対する知識は全くなかったけ

ども、彼が遠野はこういうところだっていう以

上、多分大丈夫なところだろうから、来月にな

ったら、遠野に実際参りますというような話聞

きまして、これまさに人的ネットワークであっ

たわけでありますから、これは大事にしていき

たいと。したがって、議員各位にも、そのよう

なネットワーク。人的ネットワーク、議員各位

もいろいろ持ってるわけでございますので、さ

まざまな情報がありましたならば、それこそ企

業誘致担当職員のほうにお寄せいただいて、何

とか、この雇用の場を確保して、そして人口低

減に歯止めをかけ、遠野の元気が文字どおり本

物になるような形での取り組みを最重要点課題

として取り組みたいというように思っておりま

すので、よろしくまた御支援をいただきたいと

いうこともお願い申し上げまして、答弁とさせ

ていただきます。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後３時38分 休憩   

────────────────── 

   午後３時49分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 本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番佐々木譲君。 

   〔15番佐々木譲君登壇〕 

○15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。 

 質問に入る前に、年末年始の大雪と寒波や鳥

インフルエンザ、さらには国内外に発生した天

変地異による多くの災害の発生で、たくさんの

被害をこうむられた農林、畜産、あるいは水産

業や、さらには、とうとい人命を失った方々や

関係者の皆様に心よりお見舞いを申し上げます。

何とぞ希望を失わず再建に努力されますことを

衷心よりお祈り申し上げます。 

 それでは質問に入ります。 

 まず最初に、本田市長にお尋ねします。 

 第１の質問は、22年度事業で本市内外に多く

の注目を集めた遠野物語発刊100周年記念事業

の総括についてであります。 

 昨年の12月23日、この事業を締めくくるイベ
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ントとして、「これからの100年に向けて、新

たな100年を紡ぐ」が開催されました。平成22

年度当初予算で約3,500万円の財源でスタート

したこの事業は、ＮＨＫの朝ドラ、水木しげる

氏の「ゲゲゲの女房」効果と相まって、多くの

市民はもちろんのこと、内外にわたって遠野物

語を発信し注目を集めたものと受けとめており

ます。 

 マスコミにも多く取り上げられ、岩手日報に

は「豊穣のふるさと遠野」、朝日新聞には、

「遠野物語百年、119のはなし拾遺」など、一

市民としては、大変ありがたく、かつ興味深く

読ませていただいたところであります。この間、

語り部1000人プロジェクトや遠野遺産認定も

着々と成果を上げているものと認識し、次の10

0年に向けての期待に夢を託すのは私だけでは

ないと思い、この間における多くの市民や市職

員を初めとする関係者に深く感謝と敬意を表し

たいと考えます。 

 このように、本市の総力を上げて取り組まれ

た遠野物語発刊100周年記念事業ではありまし

たが、その原点にあったのは、ＮＰＯ法人遠野

物語研究所が今まで活動してきた財産があった

ればこそと考えるものです。 

 昭和61年秋に開設された後藤総一郎先生の主

催による遠野常民大学は、あくまでも会員同士

による自発的研究団体として活動を続け、平成

６年第１回ゼミナールの開催から今日まで果た

してきた遠野物語の発信には大きなものがあり、

全国の遠野物語研究者のメッカとして果たして

きている活動には心より敬意を払うものですが、

この研究所に対する評価をどのようにとらえて

おられるのでしょうか。 

 本年度の当初予算では312万2,000円を計上し、

全国の遠野物語研究者やファンに各種の情報を

発信してきた活動が遠野物語発刊100周年記念

事業に大きな役割を十分に果たしてきていると

考えるとき、とおの昔話村周辺施設の改修計画

がなされるとされておりますが、この研究所の

移転先はどの場所へとお考えなのでしょうか。

温故知新の言葉を借りれば、柳田國男氏が遠野

物語を日本民俗学の原点とし、後藤総一郎先生

が遠野常民大学を開設、その歴史の発展として

今日がある遠野物語研究所に国内外から訪れる

民俗学研究者や遠野物語研究者などに利便性や

宣伝性を与える場所にこそが最善と考えるので

すが、いかがでしょうか。お答えください。 

 次の質問は、同僚議員にもありましたけれど

も、地域づくり活動の支援策についてでありま

す。 

 過日、遠野市総合計画後期基本計画が示され

ました。それは、「前期基本計画を踏襲しなが

らも、まちづくり指標や各種施策、全事業の達

成状況を十分検証し、社会情勢の変化や制度改

革等に柔軟に対応した今後５年間の本市のまち

づくりを具現化する計画とする」というもので

した。 

 この政策の基本的な考え方として４点述べら

れておりますが、その最後に、「計画策定にお

いては、平成22年４月施行の過疎地域自立促進

特別措置法の一部を改正する法律に基づき作成

する遠野市過疎地域自立促進計画との連動。経

営改革大綱及び健全財政５カ年計画との整合性

を図るものとする」とあります。 

 このことは国の過疎地域自立促進特別措置法

の適用による財源をよりどころにした計画と認

識するわけです。本市の少子高齢化による人口

減少はますます進み、以前から私が指摘した本

市の人口は間もなく３万人を割る現状がそこま

で来ています。いや、今議会冒頭の市長演述で

は、昨年10月の国勢調査によると２万9,338人

と既に３万人を割っております。歯どめがかか

らない本市の人口減少の中で、過疎地域自立の

取り組みをどのように進めるべきかは、当局の

みならず、市民すべてに課せられた大きな課題

と認識しております。 

 100年前に柳田國男氏が訪れた遠野郷の先人

たちは、封建時代の真っただ中とはいえ、結の

精神に満ちた生活で、協働、自立の生活を営ん

でいたとうかがわれます。今こそ、この精神が

求められる時代に入っていることに気づいてい

るのは私だけでしょうか。 
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 本市過疎地域自立促進計画によれば、人口減

少と少子高齢化が進む中にあって、地域や集落、

コミュニティに対する人的支援体制の再構築が

必要ですとし、本市では、これまで市民セン

ター構想のもと、市民センターと地区センター

が地域づくりの拠点機能を有し、地区ごとに特

色ある事業を展開してきましたと述べられてお

ります。さらに、後期基本計画には、前期同様

５つの大綱に分けられておりますが、すべての

大綱の実現に共通するのは、地域づくり、自治

会づくりが、その根底になければならないと考

えるものです。 

 市村合併から６年目に入っている現在、合併

前の市村が行ってきた地域づくりと自治会活動

づくりが一体となって進むことこそが必要なと

きと考えるのです。 

 さきの12月議会で、同僚議員の質問に、達曽

部、鱒沢にも地区センターの配置が訴えられま

したが、同感とするところであります。各地区

センターを拠点に地域リーダーの育成や自治会

活動の実践に基づいた人材の中から地域活動専

門員を発掘し、新しい公共支援の体制を構築す

べきと考えますがいかがでしょうか。お答えく

ださい。 

 次に、教育長にお尋ねします。 

 昨今、教育現場を取り巻く状況にさまざまな

変化が生じてきていることが報道されておりま

す。はびこる電子機器。いわゆる携帯電話、パ

ソコン等によるメール交換やインターネットに

よる書き込み等。対面して相手の表情や感情の

変化を読み取ることもなく、一方的に自分の欲

求を、あるいは意思を表現することなどによる

悲しむべき状況が生まれてきています。これら

の現象が本市の教育現場にどのような影響をも

たらしているのでしょうか、心配です。児童生

徒だけでなく、市内小中学校のすべてとは申し

ませんが、職員室を訪れるたびに感じるもので

す。ほとんど全職員の机上にはパソコンが置か

れ、お互いに会話する状況も見受けられなく、

心の交わし合いすら感じられません。本来職員

室では、その日の児童生徒の生活状況を全職員

で交流しあい、児童生徒の変化や課題を共通認

識し、けんけんがくがくと議論を交わし合って

問題解決に向かうことと認識していましたが、

どのようになっているのでしょうか。日々、変

化成長する児童生徒の心を全職員がしっかりと

把握し、全知全霊を傾け支援することが最も大

切と考えますが、いかがでしょうか。 

 それでは、質問に入ります。 

 まず、１点目は、遠野中学校改築整備事業計

画と市内中学校再編計画実施時期との整合性に

ついてであります。 

 本年度当初予算には、確認申請手数料、校舎

改築１期分3,500平方メートル、仮設職員室設

置工事費など、２億8,500万余の事業費が計上

なされておりますが、これまでの報告では、改

修工事ではなく、新築工事になると伺っており

ましたが、詳しく答弁いただきたいと思います。 

 あわせて、完成時期についてもお尋ねします。

なぜなら、部分改修工事と新築工事では完成時

期が大きく異なると考えるからです。市内中学

校再編成計画では、遠野中学校には綾織中学校

と附馬牛中学校が編成替えになるわけですから、

当初の実施時期、25年４月１日が可能なのかど

うか、心配されるからです。進む少子化を受け

て、学級編成は１学年何学級を想定し、あるい

はまた遠野小学校に併設されている花巻清風支

援学校遠野分教室の卒業生を受け入れる構想の

有無についてもお答えいただきたいと思います。

改修工事となれば、何としても本体の耐震度を

含めても心配ですし、以前から指摘していると

おり、全校生徒をはじめ地域ぐるみで維持管理

に努めて快適な学習生活環境を維持してきた木

造校舎の温かさからの変化は避けられないと考

えるのですが、いかがでしょうか。今後何十年

と続く中学校であることを考えると、地場産の

木材を活用した青笹、上郷小学校に匹敵する新

築校舎をと希望するのは私だけでしょうか、お

答えください。 

 次の質問は、市内中学校再編計画実施時期実

現のための現時点における状況と課題について

お尋ねします。 
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 まず最初は、小友中学校が宮守中学校に再編

される計画の合意形成はどのようになっている

のか、見通しについても含め、お答えください。 

 また、再編後のスクールバスの配置計画につ

いての進捗状況についてもお答えいただきたい

と思います。 

 さらに、現在新築された綾織小学校は中学校

と一部供用されているわけですが、児童生徒の

学習や生活指導面での経過の状況もお知らせい

ただきたいと思います。 

 以上で第１回目の質問を終わります。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  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、この遠野物語発刊100周年記

念事業の総括、あるいは地域活動に対する支援

策ということで２点でありましたので、順次お

答えを申し上げます。 

 まず、この遠野物語発刊100周年の記念事業

の総括というお話をいただきました。平成22年

2010年ということで、この12月に一応100周年

記念事業という一つの年に一定のくくりをつけ

ながら、これを一つの縁にしながら、絆につな

いで、これからの100年のまちづくりというこ

とでスタートさせてるわけでありますけども、

さまざまな総括につきましては、まだいろんな

形で数字的なものも含めまして、これからの作

業になるというように思っておりますし、私は

これだけ、ただいま佐々木譲議員からも御質問

の中にありましたとおり、市民の皆様がそうい

う立場で、このいろんな事業、自主事業も含め、

いろんなイベントに積極的に参加をいただいて、

市内外の方々に多くの感動を与えたと。これを

一過性のものにするわけにいかないし、また、

このエネルギーと申しますか、市民の皆様の力

といったものは次につないでいかなきゃならな

い。そのためには、終わったんだと、新しい年

になったんじゃなくて、それをきちんと総括し

て、映像も、あるいは記念誌のようなものも含

めながら、ちゃんと総括しようという形で、担

当室のほうには指示もしてるわけでありまして。

いずれは、記念誌もどのような記念誌になるの

かという、そのボリュームによっては、また新

たな予算計上なども検討しなきゃならないかと

いうように思っているところであります。 

 その過程で、やっぱり、役所が総括するとい

うよりも、私は市民の皆様に総括してもらいた

いというように思ってるわけであります。その

ような組織を立ち上げて、やはり、文字どおり、

これからの100年につながるような、つむぐよ

うな、そのような総括を行いたいというように

思っておりますので、現時点では、中間的なと

いうことになろうかと思っておりますけども、

若干数字的なお話を申し上げますと、25日の施

政方針演述の中にあっては、テレビ、ラジオ、

新聞、雑誌で、延べ770回取り上げられたと。

それから自主企画には約3,500人。それから各

種事業には４万8,000人もの市民の皆様の協力

はいただいたということは申し上げたところで

あります。これをもう少しきちんと数字的に精

査できないかということで、担当のほうに、ち

ょっと検証してもらいましたところ、ちょっと

数字的な、具体的な数字上げますけども、オー

プニングや記念式典、あるいは博物館の特別展、

企画展など、市主催事業には５万2,500人と。

それから岩手芸術祭の開幕式典、コンサートな

ど、共催後援事業には4,000人。それから記念

事業の企画提案等を行ってきた市民企画委員会

の開催をはじめ、現存する遠野物語の舞台のビ

デオ制作事業や語り部交流事業など、市民協働

事業には約３万9,000人。それから遠野物語の、

これは遠野物語研究所の評価ともつながるわけ

でございますけども、遠野物語の理解を深める

市民講座、講演会、学習会には、約１万5,000

人。それから遠野の文化の継承ともてなしを目

的に取り組んだ遠野のこだわり1000人プロジェ

クト。これには１万2,500人と。キャラクター、

「かたるくん」をはじめとするキャラクターに

よるＰＲなどには約7,000人。それから100周年

事業への参加、入場者の述べ人数はそれぞれ全

部トータルしますと13万人を超えたというよう
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な一つの数字的なものは、これはかなりダブル

カウントもありますけどもね。ダブルカウント

もありますけども、数字的にそれぞれの分野ご

とにこう仕分けしてみたところ、こういう数字

が出たということでありますから、施政方針演

述で申し上げました770回、４万8,000人という

こと申し上げたわけでありますけども、新たに

このような数字の中で、この市民の皆様の大変

なる御協力がそこにあったんではないかなと。

事業数にすると228事業ということになります。 

 そして、これが遠野を訪れた観光客というも

のにも一定の手ごたえを与えておりまして、20

10年は前年に比べ５％。人数にすると約６万人

ふえたということであります。 

 それから宿泊客。これは宿泊客も非常に大事

な一つの数字なわけでありますけども、前年対

比約８％、5,000人ふえたと。これはかなり確

実な数字ではないかなというように思っており

まして、先ほど申し上げました市民総参加の参

加入場者数は、かなりのダブルも入ってですけ

ども、こういった228件、約13万人という数字

の中に、もう一方においては波及効果として、

観光客５％、宿泊客８％という数字を持つこと

ができたということであります。 

 それから、博物館。議員各位の御理解もいた

だきまして、遠野市にとっては一つの大きな事

業であったわけでありますけども、思い切って

リニューアルをしたわけであります。この結果、

４月のオープン以来、もう５万人を超えました。

来館者が。これもやはり大きな数字ではないか

なというように思っております。 

 新聞、テレビ、ラジオ、ＮＨＫを中心にした

番組の作成。あるいは雑誌の特集。こういった

ものを雑誌などは約50冊以上に取り上げられた

ということであります。これも、ちょっと私も

担当のほうに、これだけマスコミに取り上げら

れたということで、経済的な効果で、もしも、

これが新聞に公告をあるいは番組を、言うなれ

ば、税金を使って番組を編集するとなれば、ど

れぐらいの費用というか、いうところのコマー

シャルベースでいえば、どういうものになるだ

ろうかなということで、少しアバウトでもいい

から、見積もってみろという──見積もってみ

ろというか、計算してみろという指示を出した

わけであります。そうしましたら、控えめに見

積もっても、約15億円のそういった効果があっ

たと。雑誌で50冊。新聞、テレビでは、約700

件も超えるとなれば、多分、これはまさに控え

めな数字でも、これだけの効果はあったんじゃ

ないのかなと思っておりまして、これもそれぞ

れの市役所がというよりも、それぞれの立場の

市民の皆様がまさに総合力の中で取り組んでき

た結果がこのような手ごたえとして出たという

ことにはなろうかというように思っておりまし

て、これを一定の時間をかけて、もっときちん

と総括をすれば、その中における反省材料なり、

あるいは、これから取り組まなきゃならない新

たなヒントなり、そこに出てくるというように

思っておりますし、４月に立ち上げようとして

おります文化研究センターなども、これの一つ

の成果ではないかなというように思っておりま

す。市内外のまさに発信力のある方々が遠野の

持つこの文化なり、歴史なり、伝統といったも

のをもっともっと発信するような一つのよりど

ころをつくったらどうかという中から生まれて

きたものなわけでございますから、これも総括

の中によっては、一つの評価というものにつな

がるんではないのかなというように思っており

ます。 

 その中で、佐々木議員のほうからありました

とおり、これも遠野物語研究所という一つの61

年秋に立ち上げた、それも一定の一つの役割を

果たしたんじゃないのかなということでありま

した。これは一定の役割は果たしてると。亡く

なられまし後藤総一郎先生が指導のもとに開始

した遠野物語研究所なわけであります。前身が

遠野常民大学という一つの前身の中で、それが

遠野物語研究所となり、それがＮＰＯとなって、

今も現在あるわけでありますけども、さまざま

なこの注釈遠野物語をはじめといたしまして、

遠野物語を学ぶものにとっては、大変な発信力

とあるいは重要な資料を提供し続けてきたとい
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うものも背景にあったということは、それは私

も認めるところでありまして、このような皆様

の取り組みというものがあって、こういった遠

野物語100周年といった一つのけじめの年に、

それがいろんな形で実を結んだということにも

なるのかなというように思っております。 

 遠野物語ゼミナールは平成６年から始まって

ますけども、既に1,500人が参加してるという

ことでありますし、昔話教室も約15年間で4,00

0人の方が受講したと。これが一つ全部ネット

ワークになってるわけですね。ですから、その

ようなもの。あるいは遠野学会や遠野物語教室

や各種出版物の発行といったようなものもある

わけでありますから、民俗学発祥ゆかりの地と

して、遠野の基盤を一層強化するものになるん

じゃないかなというように思っております。 

 けさの地元紙岩手日報紙の論説に、遠野物語

研究所に対するエールがページを割かれており

まして、まさに私は遠野物語研究所の長年にお

ける取り組み。あるいは、さまざまな分野、語

り、昔話、あるいはその他の分野においても、

いろいろ、これは郷土芸能なども入ってくると

思います。本当にこだわりの中で、獅子踊り、

神楽といったようなものを保存しよう、そして

継承しようという取り組みがあるわけでありま

して、あれが圧倒的な迫力をもって、市内外の

皆様にかなりのインパクトを持って訴えている

わけでありますから、そのような郷土芸能に誇

りを持ち、大切にし、それを継承していこうと

いう、これまでのエネルギーもそういったもの

にこういった数字にあらわれたんじゃないのか

なと思っておりまして、この遠野物語研究所の

評価ということでありましたので、一定の評価

をするものであります。 

 それから、この昔話村の一つの全面リニュー

アルという部分で、中心市街地の活性化の中で、

この豊かな一つの成果とか、文化資源といった

ものを次にということで、遠野文化研究セン

ターを立ち上げようとしてるわけでありますけ

ども、当面は市立図書館の一画に事務所を設け

たいというように思っております。そして、そ

の後、今般の議会にも予算案は提示させていた

だいておりますけども、商店街の振興、中心市

街地の活性化というのも大きな課題であります

ので、その部分を昔話村の全面リニューアルに

伴って、この遠野昔話資料館、あるいは遠野物

語研究所といったものについては、移転という

中における話し合いをしていかなきゃならない

かというように思っておりまして、そのような

内々に話し合いは進めております。 

 そして、この遠野物語研究所は、ただいま申

し上げましたとおり、非常に大きな成果を上げ、

現在も研究に取り組んでおりますので、この遠

野文化研究センターのパートナーとして大変重

要な役割というか、位置を占めるというように

認識しておりますので、話し合いをしながら、

移転先については、現在の予算でお願いしてご

ざいます北日本銀行遠野支店のこの跡地をその

場所に位置づけようかなというように考えてい

るところでありまして、その方向でさまざまな

関係者の皆様との調整とか、話し合いを進めて

まいりたいというように思ってるところであり

ます。やはり、上一日の商店街の一つの活性化

も非常に大切でありまして、これから予算審議

等で御議論いただくことになろうかというよう

に思っておりますけども、北日本銀行さんが移

転改築に当たりましては、本店サイドではバイ

パス沿いという一つの意見がすごく強かったわ

けであります。そのほうがいわゆる顧客の皆様

へのニーズにこたえやすいということで、頭取

さんをはじめ、そのような意向が強かったわけ

でありますけども、地元支店長さんやさまざま

な関係者の皆様の強い思いもありまして、何と

か、あそこの上一日の商店街の町屋というよう

な一つの形成を崩すわけにいかないという中で、

北日本銀行さんも文字どおり英断をもちまして、

現在地の反対側に新たに新店舗という一つの決

断をしていただいたわけであります。そういっ

たことも含め、商店街にふさわしい新店舗にす

るんだという中で、連休明けには、新店舗で営

業が始まるわけでありますから、当市といたし

ましても、まちづくりの一環といたしまして、
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そのような位置づけをしていくのが素直じゃな

いのかなというような認識でおりますので、ひ

とつ御理解をいただければと思っております。 

 それから、地域づくり活動の支援策について

であります。これは地域活動専門員という中に

ありまする対応ということで、これも御質問に

ありましたとおり、改正過疎法で、地域活動専

門員事業が創設されました。私も総務省の過疎

問題懇談会のメンバーに平成19年から入ってお

りまして、また昨年の４月に改めて、また過疎

問題懇談会の委員ということで、また指名をい

ただきまして、その議論に参加しておりますけ

ども、19年、8年、改正過疎法をどう持ってい

くかといったときの議論の中で、実は、限界集

落とか、消滅集落という言葉が出てきたわけで

す。これは国交省サイドのほうのヒアリングす

ると、そういう意見。そこで、私は、いや、限

界集落とか、消滅集落というような形で、そう

いう定義された集落なり、コミュニティの皆さ

んの気持ちをわかって、こういう言葉を使って

るんですかって反論したことを覚えておりまし

て。それで、その後、７月でありましたけども、

マスコミをあれしまして、非公開で、この改正

過疎法の議論するときに、消滅する集落とか、

限界集落という言葉は、定義づけしたそういう

言葉を使うのはやめようという形で、委員で合

意形成をしたということを覚えております。そ

の結果が、この活動支援員という中におきます

ソフト事業として、地域活動専門員を配置する

という、もう20年も30年も歴史のある改正過疎

法の中では、初めてソフト事業にシフトしたと

いうことになるわけであります。これはやはり、

コミュニティを大切にしろと。コミュニティが

壊れて、地域が崩壊したら、それを再建するの

は本当に難しいという、一つの認識があって、

このような支援員をという、人の配置というこ

とにもつながったわけでありまして、御質問に

ありましたとおり、この地域コミュニティのあ

り方、市民センター、地区センターのあり方と

は、この地域活動専門員の位置づけは文字どお

り連動するものであります。したがって、今般

予算に３人を計上しておりますけども、その人

件費相当分も国のほうから手当、改正過疎法の

中で手当されてるわけでありますから、地域活

動専門員を一つモデル的に配置しながら、23年

度に市民センターの基本的なあり方、人づくり、

地域づくり、健康づくりと市の市民センターの

拠点性といったものを明らかにしながら、そし

て、その中における地区センターというものを

どのように位置づけるかということを一つ大き

く議論していただいて、それに、この改正過疎

法に基づく、地域活動専門員をどのように配置

するかというような、一つトータルな、一つの

新たな仕組みづくりを行ってまいりたいという

ように思っておりますので、このありようにつ

きましても、ぜひぜひ積極的な御意見、御提言

をいただければというように思ってるところで

あります。画一的なものではない。多様な地域

事情にどのように対応していくかということが

私は大事だというように思っております。地域

の課題の掘り起し。あるいはそれぞれの地連協

や自治会の温度差というものはあるわけであり

ます。その中で、どのようにという部分がやは

り大切じゃないかなというように思っておりま

すので、そのような仕組みづくりを急ぎたいと

いうように思っております。 

 その中で、達曽部、鱒沢の地区センターの配

置と。これは御質問ありましたとおり、12月議

会におきましても、ちょっと私の記憶では、菊

池充議員、瀧本議員からも、このありようにつ

いてのお話をいただきまして、私も合併時は実

はこうだったんだということは言いながら、し

かし、それにこだわる考えはない。やはり、い

ろんな時代の流れ、背景変わってきてるんで、

どうあればいいかということはやっぱり議論し

ていきたいというお話も一般質問で答弁をして

いるところであります。したがって、この宮守

は一つとして５年前にそのような仕組みの中で

あったわけでありますけども、これをいつまで

も、それにこだわる考えはありません。したが

って、ただいま申し上げた一つの議論の中から、

宮守、鱒沢、達曽部のコミュニティをどのよう
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に持っていったらいいのか。じゃあ、その中で、

このいうところの地域活動専門員の配置が、あ

るいは宮守総合支所の職員といったようなもの

をどのような形で配置するかというような中で、

支援方法はいろいろ考えられるんじゃないかな

と思っておりますので、23年度、１年といって

も、組織と人事にかかわる問題でありますから、

23年度の余り遅くない時期には一定の結論は出

さなきゃならないかと思っておりますので、ひ

とつよろしく御理解をいただければというよう

に思っております。 

○議長（新田勝見君）  藤澤教育長。 

   〔教育長藤澤俊明君登壇〕 

○教育長（藤澤俊明君）  佐々木譲議員の一般

質問にお答えします。 

 まず、議員が冒頭触れられました教育現場に

おける状況について、さまざまな変化が生じて

いること、新聞やテレビでも報道されておりま

すし、今後もさらに情報通信技術が発展してい

くことが予想されます。 

 また、学校におきましても、コンピューター、

デジタルカメラなどの機器、インターネットな

どの学習が重要な手段となって活用している現

実もございます。 

 こうした流れは、今後ますます加速されるだ

ろうと予想はされますが、いかに技術が発達し

ようとも、笑顔であいさつを交わしたり、相手

の顔を見ながらのコミュニケーションをとるこ

と大切さは大事にされていかなければならない

と考えております。 

 議員がおっしゃいますように、教育を預かる

教員同士が児童生徒の変化や課題を共通認識し、

課題の解決に向かうことは大変重要であります

ので、心と心が通い合った教育を推進するため

にも、校長会議などを通して、コミュニケーシ

ョンを大切にした職場環境づくりを整えるよう

指導しているところでございます。 

 それでは、１点目の御質問の「遠野中学校改

築整備事業計画と再編時期、実施時期の整合性

について」お答えします。 

 まず、国の学校施設整備における用語として、

現在ある建物を解体して新しく建設することを

「改築」と呼び、現在全くない建物を建設する

ことを「新築」と呼ぶということになっており

ますので、御理解をいただきたいというふうに

思います。 

 現遠野中学校の整備につきましては、校舎の

老朽化が進んでいることから、昨年８月31日に

決定した市立中学校再編成計画に基づき、学習

環境の改善を図るため、新校舎を建設すること

で、昨年12月の市議会定例会の補正予算におい

て可決をいただいた予算により、委託事業者及

び学校との間で設計に係る協議を詰めながら、

校舎改築基本計画の作成に取り組んでおり、先

週24日に開催した「学校づくり協議会遠野中・

綾織中・附馬牛中学区部会」にも校舎改築基本

計画をお示ししたところであります。 

 新校舎は現在の旧体育館や保健室等がある校

舎に面した平屋建ての建物を解体し、およそ

5,500平方メートルの建物の中央を３階建てと

し、建築基準法の許容範囲内3,000平方メート

ルにおいて木材を最大限活用した木造２階建て

校舎を建設しようという計画であり、鉄筋コン

クリート造部分においても、内装は木質化を基

調とし、木材工業団地との連携を強化してまい

りたいと考えております。 

 また、敷地内に緑地帯を設けるなど、生徒が

中学校の生活を心豊かに送ることができるよう、

環境に配慮した学校づくりを目指してまいりた

いと考えております。 

 整備期間につきましては、既に中学校再編成

計画、また総合計画後期基本計画でもお示しし

たとおり、平成23年度から平成23年度までとし、

（発言する者あり）失礼しました。平成23年度

から平成27年度までとし、再編成時期の平成25

年４月１日までに、多目的ホールや一部特別教

室を除く、校舎全体の８割程度の完成を計画し

ております。 

 生徒が中学校生活を送る上で、十分な教育環

境をつくることができるものと考えております。

その後、現校舎を解体して、新校舎の残り部分

の建設、外構工事等、実施しようとするもので
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あります。 

 この整備計画について、昨年10月に各町で開

催した市民説明会や市議会12月定例会の予算等

審査特別委員会でも説明しており、市民説明会

においても、新校舎全体の完成時期について危

惧する声はありませんでした。過日開催した学

区部会においても同様でありました。 

 なお、先ほど御質問のありました学級編成に

つきましては、再編成計画にも示しております

ように、住民基本台帳に基づく平成35年までの

生徒数から判断すると、１学年４学級が見込ま

れます。 

 また、整備計画では、岩手県が平成21年度か

ら試行している35人学級及び文部科学省の義務

標準法の改正案による35人学級も視野に入れ、

その場合、不足することが予想される１学級分

の予備教室も計画に入れてあります。 

 また、現在遠野小学校内に開設している県立

花巻清風支援学校遠野分教室小学部の卒業生を

受け入れるために、設計段階から新校舎内に分

教室中学部を開設するためのスペースを確保し

ております。 

 今後、この計画をもとに、学校、保護者、地

域の方々と協議をしながら、具体的な設計に取

り組んでまいります。 

 次に、御質問の２点目、「小友町における再

編成計画への合意形成について」お答えします。 

 現在のところ、小友町における話し合いの窓

口となる「中学校再編成計画を考える会」から

は、いまだ具体的な提案がなされていない状況

にありますが、年度内には、何らかの方向を示

したいという考えにあるということは聞き及ん

でいます。 

 なお、この「考える会」の要請を受けて、再

編成計画に示したスクールワゴンの運行経路

３路線で、実際に運行する朝と下校時の夜の時

間帯に10人乗りと15人乗りのスクールワゴンに

小友町のＰＴＡの方、地域の方が同乗してもら

って、通学時間や距離を確認しております。運

行時間は、計画に示した40分程度より、やや早

く30分ほどでありました。 

 この試走は、雪道でも実施し、圧雪やアイス

バーンがある程度見られた状況でも、運行時間

は通常の道路状況とほとんど変わりのない状況

でありました。 

 このように、小友町の皆さんとも、再編成計

画についての検討を行っている状況にあること

は、議員各位にも御報告させていただきます。 

 次に、質問の３点目、「再編成後のスクール

バスの配置計画の進捗状況について」お答えし

ます。 

 スクールバス及びスクールワゴンの運行体制

につきましては、再編成計画においても、再編

成に当たって最も配慮すべき事項の１つと掲げ

ており、再編成後の新校舎の所在地となる町以

外の町に３台配置し、きめ細かい運行体制によ

り、生徒の通学時間の負担軽減を図る計画とし

ており、特にも遠距離から通学する生徒につい

ては、学校と出発点とを直通で運行することを

計画しております。 

 今後、試行運行を実施しながら、再編成に掲

げる運行経路の例を含む方針について、学区部

会等で検証していくことにしております。 

 また、スクールバス及びスクールワゴンを有

効に活用する観点から、今後、市の総合交通シ

ステムとの連携を図りながら、学校が使用しな

い時間帯における活用方法についても検討し、

市民の生活交通環境の向上に結びつけていくこ

とは重要なことと考えております。 

 終わりに、御質問の４点目、「綾織小学校と

綾織中学校の施設の一部供用に係る児童生徒の

様子について」お答えします。 

 昨年11月30日に、綾織小学校の新校舎が完成

し、引っ越し等の作業工程を経て、ことし１月

19日の３学期始業式から新校舎での授業が始ま

りました。 

 屋内運動場及び特別教室は、中学校の施設を

共同利用として、この校舎改築に当たっては、

ＰＴＡを中心に検討委員会を組織し、設計にか

かわる会議を18回にわたり積み重ね、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、児童が直接屋内運動場に行くことので
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きる渡り廊下、全校生徒が集まって、さまざま

な目的に使用することのできる多目的ホール、

コンピューター室を兼ねた図書室の設置など、

校舎の細部にまで工夫を凝らしております。 

 また、小学校と中学校の教職員が互いに協力

し、共同利用する教室等の時間割をきちんと決

めているため、両学校から、児童生徒の学習や

生活面において、支障なく学校運営が行われて

いるとの報告を受けております。 

 また、新校舎で、生き生きと元気に過ごして

いる児童の様子を私自身目にしており、中学生

の皆さんも、お兄さん、お姉さんとして、休み

時間の屋内運動場で児童と一緒に遊ぶ姿も見ら

れると聞いております。 

 平成23年度は、旧綾織小学校跡地をグラウン

ドとして整地するなどの整備を行う計画であり

ます。中学校再編成計画は、先日設置いたしま

した、市民の皆様で組織する学校づくり協議会

及び学区部会とともに考え、熟成させながら完

成させていくことになります。 

 生徒数の減少がさらに進む中、子どもたち、

保護者、学校、地域、すべての市民が夢と希望

を持ちながら、新しい中学校をスタートするこ

とができるよう、中学校再編成計画の推進にす

べてを全力で取り組んでまいりますので、今ま

で以上に御理解を賜りますようお願い申し上げ

ます。 

────────────────── 

   散  会   

○議長（新田勝見君）  お諮りいたします。本

日の会議はこの程度のとどめ、散会いたしたい

と思います。これに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新田勝見君）  御異議なしと認めます。

よって、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42分 散会   

 


