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   午前10時00分 開議   

○議長（新田勝見君）  おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

────────────────── 

   日程第１ 一般質問   

○議長（新田勝見君）  これより本日の議事日

程に入ります。 

 日程第１、一般質問を行います。順次質問を

許します。19番浅沼幸雄君。 

   〔19番浅沼幸雄君登壇〕 

○19番（浅沼幸雄君）  おはようございます。

新興会の浅沼幸雄でございます。通告に従いま

して一般質問を行います。 

 私からは、社団法人遠野市畜産振興公社馬の

里競争馬部門の改革についてお伺いいたします。 

 遠野馬の里が供用開始されたのは、平成10年
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４月とうかがっております。総事業費約45億円、

まさにバブル時代の申し子と言っても過言では

ない、大きなプロジェクトとしてのスタートで

あったと想像されます。 

 当初の運営方式は、直営管理方式、つまり、

馬主から競争馬を預託され、育成・調教を行う

業務と、施設営繕管理の２つの業務を市の直営

で行っていたようでございますが、その後、数

年間の運営の中で、競争馬の育成・調教は専門

的知識が必要であることや、馬資源の確保には

人的ネットワークが必要であること。また、岩

手競馬事業の低迷による影響等の課題が浮かび

上がり、運営方法に民間活力を導入するなどの

転換を検討し、平成18年からは、運営方式を施

設賃貸方式、つまり、馬の里は施設営繕管理業

務に専念し、馬資源の確保や競争馬の育成・調

教は、民間が実施する方式に転換しました。 

 しかし、この方式にも、利用頭数が増頭して

も、民間側に経済的メリットが生ずるような仕

組みがないため、民間側の増頭意欲が強く働か

ないという課題があり、加えて馬インフルエン

ザや馬パラチフスの発生、世界同時不況の影響

等により、預託頭数の低迷傾向が続き、依然と

して厳しい経営が続いていたとうかがっており

ます。 

 こうした中、第三セクター等の検証のために、

昨年２月10日に設置されました、遠野市進化ま

ちづくり検討委員会が、緊急中間報告として、

昨年７月28日に、馬の里の競争馬部門について

のみ提言なされました。当局から示されました

その提言内容の抜粋を述べます。 

 まず、第１点目、競争馬育成・調教施設機能

を維持し、施設の運営管理は完全に民間にゆだ

ねること。第２点目、現在の施設利用団体に限

定せず、多様な視点で具体的交渉に着手するこ

と。第３点目、民営化に当たり、必要最小限の

施設整備等の支援策を検討すること。第４点目、

民営化が困難な場合でも、馬事振興に即した施

設活用策を検討すること。以上の４点でありま

す。 

 これを受け、当局では、昨年８月６日の議員

全員協議会で、平成23年度を目標に、競争馬部

門の完全民営化、念のため申し添えますが、こ

こでいう完全民営化とは、競争馬調教管理及び

施設管理運営を民間事業者の責任で実施するこ

とであり、あくまでも財産は、市及び公社の所

有であります。 

 そういう意味での完全民営化に取り組んでい

ることや、馬の里が厳しい財政状況にあること

などの説明があり、市議会改選後の11月17日の

議員全員協議会では、完全民営化への実現に向

けた協議経過と課題について説明がありました。 

 それを受けて、市議会の市政調査会では、よ

り掘り下げた調査・研究を行うため、本年１月

20日に、馬の里の現地視察や、平成10年の供用

開始から現在までの経緯や現状と課題、及び今

後の方向性について当局からの説明を受け、熱

心な議論も交わしました。 

 その席上には、都合により市長はいらっしゃ

いませんでしたが、副市長があいさつの中で、

「本田市長も、就任以来、この馬の里の経営に

かかわっては、最重要課題という認識を持ちな

がら、改善あるいは改革という観点から、この

馬の里のありようについての取り組みも進めて

きたというところであります」と、市長の思い

を代弁されたものと感じました。 

 そして、つい先般、２月14日の議員全員協議

会では、本年４月１日からの完全民営化移行に

向けての財政支援も含めた詳細な説明がありま

した。 

 それによりますと、運転資金不足の解消に2,

000万円、民営化移行前の施設の修繕に4,000万

円、合計6,000万円の支援が必要であり、今定

例議会の平成22年度補正予算に計上する旨の説

明があり、実際にそのとおりの金額で提案され

ました。 

 この馬の里の競争馬部門の問題に関しまして

は、市村合併後だけでも、議員全員協議会等で

10回ほどの説明や報告を受けておりますが、後

日、開催されます予算等審査特別委員会での議

論と採決の判断の一助に資するため、そしてま

た、市民への説明責任を果たすためにも、改め
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て市長の御所見をお伺いいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  浅沼幸雄議員の一般質

問にお答えいたします。 

 馬の里の民営化に伴うそれぞれの課題や、あ

るいは経緯、現状等の中における今後の見通し

ということについてのお尋ねであったと承知い

たしました。 

 全員協議会の場でも、市村合併移行後10回ほ

ど説明をいただいておるということを踏まえ、

そしてまた、この後日、一般質問というか本会

議が終了後、予算等審査特別委員会が開催され、

このただいま提案申し上げておりますこの馬の

里の完全民営化に、6,000万といった１つの支

出についての提案をさせていただいているわけ

でありますけども、ただいま浅沼幸雄議員のほ

うからは、この後日、開催されます予算等審査

特別委員会での議論と採決の判断の一助に資す

るため、そしてまた、その中には私が非常に重

要だというように受けとめたわけでありますけ

ども、市民への説明責任を果たすためにも、改

めてこの経緯と、それからまた、ここに至った

１つの背景などについても答弁してもらいたい

というような形での御質問と承ったわけであり

ます。 

 大変重要な課題に、このような形での御質問

を承ったことにつきまして、改めて、この問題

にかかるさまざまな経緯といったものについて、

これから御答弁申し上げますけども、一定の時

間をいただきまして、答弁を申し上げたいとい

うように思っているところであります。 

 私は、この平成14年に、この遠野市長という

職をいただきました。そして以来、この遠野畜

産振興公社馬の里経営改革については、最重要

課題であるという認識をもとに取り組んできた

わけでありまして、その結果、これから答弁の

中でも触れさせていただきますけども、さまざ

まな経緯の中にありまして、競争馬部門の完全

民営化という１つのたどり着くべき方向を見出

すことができたと、完全民営化が可能になって

きたというところにたどり着いたわけでありま

す。 

 御質問の中にもありましたとおり、馬の里は、

馬産地として大変歴史のある、でまた、この乗

用馬生産の振興、イベントや乗馬体験、そして、

この馬事文化の継承、そしてもう一方において

は、この競争馬の育成・調教事業といったもの

による人材育成と調教技術、そのようなものを

発信しながら、収益の確保を目指すということ

で立ち上がったプロジェクトなわけであります。 

 質問にありましたとおり、総事業費は約45億

円というものが投じられたわけでありまして、

そのうちの81％は、ＪＲＡの関連団体とか、あ

るいは県競馬組合からの補助金により整備され

たというものであります。当時の市及び事業主

体の畜産振興公社の負担は、８億6,000万とい

う数字であったわけであります。 

 このような形でスタートをしたわけでありま

して、大きく分けまして馬の里は、いうところ

の乗用馬部門と、もう一つはこの競争馬部門と

いうように分けられるかというように思ってお

りまして、乗用馬部門のほうの施設は、約52頭

のこの収容が可能であるし、また一方にあって

は、この競争馬部門は、160頭の受け入れが可

能な厩舎等も整備されてスタートをしたという

ことであります。 

 また、もう一つは、この環境といたしまして、

競争馬に関する施設といたしまして、ダート走

路975メートル、これは水沢競馬場のこの走路

に匹敵するものでありまして、まさに訓練、ト

レーニング施設としては大変恵まれたものとし

ての走路が整備されておると。 

 それからもう一つは、895メートルというこ

とになるわけでありますけども、坂路馬場が整

備されて、この屋根つき坂路馬場は、全国、国

内トップクラスの施設だという競馬関係者の

方々の評価が非常に高いものであります。 

 これで、強い馬をつくれると。それから、冬

場であっても、その春のシーズンに向けてト

レーニングを積むことができると。この坂道の、

一定の坂の中における坂路馬場、それも屋根が
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ついている、これはもう全国どこを見ても、本

州にはもうないよというぐらい、この全国屈指

の施設を持った施設なわけであります。 

 そしてまた、そこにはウッドチップを敷き詰

めた屋根つき坂路馬場といったものの中におけ

る競争馬の調教ということにつきまして、この

馬の里のこの施設は、この坂路馬場などは、最

大のセールスポイントとして位置づけられてお

るということなわけであります。 

 そのような経緯の中にありまして、この競争

馬部門につきましては、平成８年、９年と養成

した職員が、預託を受けた競争馬の育成事業を

行うという直営方式でスタートをしたと。 

 しかし、この平成10年の開業時、これはもう、

既に十二、三年、経過しているわけであります

けども、開業時は、競争馬関係者の認知度が低

かったんではないのかなということを関係者か

ら聞いておりますけども、このスタート時点に

おいては、施設利用率が60％でスタートをした

ということでありますから、ただいま申し上げ

ました恵まれた環境にあっても、スタート時に、

60％の利用率でスタートしたというところは、

大変厳しいスタートであったということも、現

実、あるわけであります。 

 その間、ただいまの申し上げましたようない

ろんな施設が、それぞれ評価がといったものが

口コミ等によってつながりまして、平成14年に

は、利用率が約70％までアップすることができ

たという経過があります。 

 70％、これが80、90に持っていけば何とかと

いう部分はあったわけでありますけども、しか

しその後、収支のマイナスが、この経営につき

まして非常に預託馬がなかなか安定的に確保で

きないというような厳しい状況にありまして、

経営が極めて厳しい状況になったということで

あります。 

 平成14年に利用率が70％と、これは私が、ち

ょうど市長に就任した年であります。畜産振興

公社、そしてその中に、例えば申し上げました

乗用馬、それから放牧部、それからこの競争馬

の育成・調教施設という３部門を抱えておった

わけでありまして、正直なところ、市長という

職をいただいて、このプロジェクトについてい

ろいろレクチャー受けたときに、率直に申し上

げますけども、これは大変だなというようなこ

とは承知したわけであります。 

 いろいろ私なりに理解しようと懸命に努力を

いたしましたけども、なかなか確実な情報とい

うものが上がってこなかったというものも、10

年前はあったということも、これまた率直に申

し上げたいというように思っているところであ

ります。 

 その中にございまして、16年に、これはこの

ままにしておくにはいかないという認識のもと

に、市と馬の里合同による経営改革プロジェク

トチームを立ち上げました。 

 その経営改革プロジェクトチームを立ち上げ

たことによりまして、ある程度と申しますか、

これまでの経緯、それから今の現状、そして課

題といったものが、ようやく私も、市長という

立場、あるいは理事長という立場をいただいて

おったわけでありますけども、このプロジェク

トチームを立ち上げたことによって、それなり

に、私なりに理解するというようなことにたど

り着いたわけであります。 

 そして、徐々に、この調査・検討を進めなが

ら、改革に取り組まなければならないなと。こ

れは、市の財政にも大きな影響を及ぼすことに

なりかねないという認識は、その当時から持っ

たわけであります。 

 そして、この速やかな経営改革を実行すると

いうような１つの中で、平成17年３月議会にお

きまして、まだ、合併前であったわけでありま

すけども３月議会におきまして、5,000万円の

財政援助をお願いせざるを得なくなったという

こともあったわけです。 

 これは、経営改革プロジェクトチームのいろ

んな検証の結果、これは資金繰りの改善が、喫

緊の課題であるという中におきまして、平成17

年３月議会におきまして、5,000万円の財政援

助をお願いをして、可決をいただいて何とか乗

り切ったという経過があります。 
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 そしてまた、平成18年４月から、この育成・

調教施設といったものが、果たして、この直営

方式でいいだろうかというような１つの疑問が

あったわけでありまして、関係者といろいろ議

論しながら、厩舎と調教施設の賃貸方式に転換

を図るという改革をそこで進めたわけでありま

す。 

 言うなれば、馬房を含めてアパートのような

形で貸して、そこで賃貸料を取るというような

方式に変えまして、これが改革の第１段であっ

たわけでありますけども、このときに、厳しい

判断を求められたわけであります。 

 これまで調教技術者として養成してきた馬の

里職員、16名でありますけども、解雇せざるを

得ないというような、そのような厳しい現実に

も直面したわけであります。 

 できれば、今、雇用問題なども、このように

大きく取りざたされているわけでありますけど

も、馬の文化、馬事振興といったことを考えて

みた場合に、この決断も、正直なところ大変な

決断であったというように、今、思いを起こす

わけでありますけども、そのような１つの中で

改革にまた取り組んだと。 

 そして、その移行した直後であります。移行

した直後でありますけども、これは私の経営責

任の一端という形で、これまでも議員各位にも

申し上げているわけでありますけども、預託料

の不払いという１つの言うなればトラブルがあ

りまして、馬の里に支払うべき利用料金に未収

金が発生したという事態が生じます。 

 これはやはりかなり注意しながらということ

があったわけでありますけども、それが報告が

あったのは、かなり遅く報告がありまして、も

うその時点では、その預託料の不払いといった

方は、既に亡くなられておったというような状

態もありまして、いうところの回収はできなか

ったわけであります。 

 経理上は、損金処理というような形におきま

して、経理上はそれなりの処理はしたわけであ

りますけども、未収金というものが発生して、

利用団体との契約条件、あるいはリスク管理の

面で、まさに厳しく反省すべき事態も生じたわ

けであります。 

 そういったことも踏まえながら、この施設賃

貸方式によりまして、管理的経費の抑制にはつ

ながった半面、民間利用団体の方々のほうにお

ける預託馬をふやそうという、その利用頭数を

ふやそうというメリットが小さいわけでありま

す。 

 そのことがメリット、デメリットといったも

のがありまして、このメリットよりもデメリッ

トのなかなか利用頭数をふやそうとする、本当

につながらなかったということから、予想を下

回る利用頭数で推移し、期待したほどの経営改

善にはつながらなかったという経過があります。 

 このような状況から、平成19年、これは合併

後でありますけども、平成19年３月議会におき

まして、再度、6,000万円の財政支援をお願い

せざるを得なかったという経緯があります。 

 そこで、これもさまざまな議論を議員各位か

らもいただきまして、可決をいただいての一応、

ここをまた乗り切ったわけでありますけども、

この際にも、非常に施設賃貸方式の限界性とい

うのが出てきておると。 

 したがって、将来的には、競争馬部門を完全

民営化するというのが、１つの選択肢の中で、

このプロジェクトには取り組みたいというよう

なことも、私もお話を申し上げ、その中におき

まして、２年以内を目指すという１つの方向性

も、議員各位に示したわけであります。 

 で、その平成19年３月議会以来、２年にわた

りまして完全民営化を目指すために、調査ある

いは民間との協議を重ね、さまざまな形での必

死の思いでの協議を重ねてまいりました。結果

として、目標からさらに２年を経過したという

中にあるわけであります。 

 で、この間、これもある意味においては言い

わけになろうかというように思っておりますし、

想定外だということにもなるわけでございます

けども、全国的に、馬インフルエンザの発症や、

市内における馬パラチフスといった、そのよう

なこれは伝染病でありますけども、有効な手だ
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てがないという、言うになれば淘汰するしかな

いというような大変大きな伝染病といったもの

が発生して、競争馬の移動を制限せざるを得な

かったという、やむにやまざると申しますか、

やむにやむを得ない、そのような馬パラとか馬

インフルといったものが発生したということも

影響いたしまして、結果的には、利用頭数の減

少にもつながったという事態にあったわけであ

ります。 

 そして、そこに追い打ちをかけるように、平

成20年からのリーマンショックと申しますか、

世界同時不況によりまして、中央競馬会を含め

た全国的な馬資源の減少といったものが急速に

進んだと。 

 したがって、それによって施設利用頭数も減

少したと。で、これはまた経営を圧迫する要因

になったということにもなるわけであります。 

 馬パラとか馬インフルは、私も全く想定外で

あったわけであります。しかし、これも間髪を

入れずに馬の移動制限をし、そして関係者一丸

となって、県も、これに速やかにというか、素

早く対応していただきまして、こういった伝染

病、風土病といわれる馬パラチフスといったよ

うなものに対する対応、防疫体制、これは私も、

本当に関係者の皆様に頭の下がる思いでありま

す。ＪＲＡも専門の獣医師を派遣してくれまし

た。 

 また、少しでもという中における防疫体制に

ついての財政支援も行っていただいたわけであ

ります。 

 これはやはり日ごろの１つのおつき合いと言

えば、ちょっと言い方がちょっと適当ではない

かもしれませんけども、日ごろの人的ネット

ワークが功を奏しまして、県も、それからＪＲ

Ａも、この馬パラチフスや馬インフルの問題に

つきましても、速やかに対応してくれたことに

よって、私ども素人にあっても、この防疫とい

ったものに対する１つの体制をとることができ

て、影響を最小限に抑えることができたという

ことになるわけであります。 

 このような経緯を踏まえながら人件費の抑制、

あるいは維持管理経費の縮減、これは経営が圧

迫とか経営が厳しくなってまいりますと、必ず

そこの部分に切り込まざるを得ないというのが、

１つの経過なわけでありまして、私どもも、人

件費の抑制や維持管理費の縮減といったことで

収支改善にも努めてきた。 

 しかし、懸命に努めてきたものの、ただいま

申し上げましたような経緯の中で、23年度初め

にかけて、資金不足が約2,000万円が見込まれ

る状況となったというのが、ただいま申し上げ

ました、ちょっとくどくなったかと思っており

ますけども、そのような経緯であります。 

 今回、そのような経緯を踏まえながら、環境

整備をしながら、馬の遠野トレーニングセン

ターに、きちんとまさに強い馬、遠野からＧ１

優勝馬ができるような、この恵まれた環境を生

かしての強い馬を育成するためにはということ

での最低限の環境整備として、4,000万円を計

上したと。 

 この環境整備の4,000万は、完全民営化にあ

たって、株式会社トレーニングセンターが立ち

上がっているわけでございますけども、そこで

再三再四というよりも、かなりの厳しい議論の

中から、１つの合意形成の中の条件として環境

整備をいたしますということになっての話し合

いの結果であるわけでありますし、もう一方の

2,000万の、資金収支不足の2,000万につきまし

ては、これはやはり進化まちづくり検証委員会

からも指摘されていましたとおり、公社の抜本

的な改善を行っていかなきゃならないという部

分におって、やむを得ない選択であったという

ことになろうかというように思っておりまして、

このような経緯といったものを重く受けとめ、

私自身の理事長としての経営責任も明確にした

いということで、私の報酬の減額についても、

今度の議会に御提案申し上げているというよう

な、そのような経緯であるわけであります。 

 浅沼幸雄議員のほうから、まちづくり検証委

員会についても触れられておりました。これに

つきましては、まさに御質問のとおり、完全民

営化を速やかに進めることを強く求めるもので
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あったわけであります。 

 私は、山田委員長には非常に感謝いたしてお

ります。これが２月９日の最終報告に、完全民

営化をやれというような強い提言が、２月９日

に出たとすれば、この４月に完全民営化という

ものには至らなかったであろうと。 

 昨年の７月に、これはほっとけないという部

分の中から、緊急中間報告という形で提案して

いただいたというのは、まさにスピードとタイ

ミングといったものをきちんと踏まえてくれた

んだなと。やはり委員の皆様は企業家なんだな

と、企業経営者なんだと、事業を経営している

方なんだなということを私もそこで強く感じた

わけであります。 

 どうしても、「役所は」という言葉は私は使

いたくないわけでありますけども、いやいずれ

は、間もなく年度変わるんだと、当初予算があ

るんだという中において、そのスピードとタイ

ミングを失してしまって、その改革といったも

のを、ひとつタイミングを失した改革を進める

という事例がないわけではないわけでありまし

て、昨年の７月に、そのような危機感のもとに

緊急提言を行っていただいたというのが、非常

にタイミングがよかったなと。 

 そこで、私どもも、これはほっておけないと

いうことで、必死の思いで交渉を重ねてきたわ

けでありまして、進化まちづくり検証委員会の

皆様も、馬の里のほうに現地に足を運んで、そ

こでまた議論をするというような形で、本当に

真剣に議論をしていただいたわけであります。 

 そして、その結果といたしまして、先ほど浅

沼幸雄議員の質問の中にあったことをまた繰り

返すことになるわけでございますけども、検証

委員会のほうからは、育成・調教施設の利活用

を図れと。これはこれだけで45億も投じた施設

なんだと、全国に冠たるもんだなと、遠野は馬

事文化なんだと、馬なんだということであれば、

これを生かすというような利活用をするという

ことが大事だと。 

 それから、経営リスクを回避すると、このタ

イミングを間違ってはならないと、新しい完全

民営化という経営形態を目指せと。したがって、

施設の管理運営を民間に移行するということに

踏み出せというような、そのような提言をいた

だいたわけであります。 

 そして、そういったことを踏まえながら、た

だいま、何度も申し上げますけども、馬の里の

修繕費用ということで、馬の里には、その修繕

費用を出す財源もないし、お金も畜産振興公社

にないわけでありますので、この財源として4,

000万円の財政支援をお願いせざるを得ないと

いう中にあります。 

 で、民間側の相手方ということで、既に議員

各位にも全員協議会の場で御説明等、資料等も

提示しているわけでありますけども、２月の２

日に、株式会社遠野トレーニングセンターとい

う会社が立ち上がりました。 

 これには、北海道のほうで、馬の生産、それ

から調教をやっております有限会社グランド牧

場の代表取締役の伊藤さんが、そして取締役に

は大手馬主で、日本馬主協会連合会中京馬主協

会会長の永井さん、それから日本調教師会副会

長の橋田さんと、まさにこの競争馬の世界では、

まさにキーマンとなる皆様が名を連ねていただ

いたわけであります。 

 私も、この問題が生じてから、直接、北海道

の伊藤さんが経営しております牧場のほうにも

訪ねました。 

 それから、橋田さんが調教師の拠点として、

馬の調教を行っております滋賀県の栗東トレー

ニングセンター、これはすごい施設であります。

栗東市のトレーニングセンターのほうに。 

 あるいは、三重県の四日市のほうで会社を経

営しております永井さんのほうの本社も訪ねる

という中におきまして、さまざまそれを踏まえ

て、関係職員も懸命な努力をし、交渉してきた

結果が、こういった信頼をおける方々の名を連

ねた形での株式会社遠野トレーニングセンター

の設立に至ったわけであります。 

 この方々は、いずれも遠野の状況については、

よく事情をわかっている方々でありますので、

そういった点では、信頼できる方々というよう
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に位置づけておりまして、先般、株式会社遠野

トレーニングセンターが立ち上がったときに、

伊藤社長さんとも懇談をいたしましたけども、

今度、自分らの問題だなというようなことをお

っしゃってくれました。 

 これらの自分らの問題だということは、預託

馬を確保しなければ、この株式会社トレーニン

グセンターも立ち行かざるを得なくなってくる

というのを、社長さんはよくわかっておりまし

て、市のほうとも、十分、これまでの信頼関係

を大事にしながら、市のほうでも、これまでさ

まざまな公社と市もさまざまな課題はあったん

だけれども、それを精いっぱい乗り切ってきた

ということは、よくわかっているし、よく承知

していると。 

 我々も真剣になって、遠野のこの馬事振興、

馬文化といったものの、その一翼を担うような

形での貢献をしたいというようなありがたいお

話もいただいたわけでございますので、私は、

これをこの４月に迫っております完全民営化と

いったものを議員各位の御理解と、また１つの

御支援をいただきながら、スムーズに完全民営

化といったものに持ち込みたいなというような

思いでいっぱいでございますので、少々くどく

なりましたけども、よろしくお願いを申し上げ

たいと思っております。 

 なお、くどいついでにまた申し上げますけど

も、財政支援は、平成17年、19年に続くもので

ありますから、今般の提案は、私自身も、決し

て好ましいものとは思っておりません。 

 しかし、やっぱり遠野にとっての45億円も投

じたあの施設を、あそこをただ廃墟にしてしま

うわけにはいかないっていうような、そしてま

た、これを立ち上げた当時の関係者の方々の思

いっていったものも、あそこにあるわけであり

ます。 

 それを当時のことをいろいろ話をしながら、

ああだこうだとなっても、これは絶対前に進ま

ないわけであります。あの施設をどう生かしな

がら、遠野の馬文化、馬事振興といったものの

拠点性を高め、それを発信しながら、遠野の元

気といったもの、そして、この株式会社遠野ト

レーニングセンターが順調に軌道に乗れば雇用

もふえると。 

 既に伊藤社長さんのほうからは、何人かこち

らのほうによこすんで、家のほうの、住宅の世

話もしてもらいたいというような要請も、既に

来ております。 

 人口がその中でふえる、雇用がふえるという

ことにもつながるわけでございますので、その

ような点も背景にあるというようなことも、ひ

とつ御理解をいただければということを申し上

げたいというように思っております。 

 本州唯一の１つの開催地として乗用馬市場、

これも継続発展させなければなりません。それ

から、関係者の努力によって、スポーツ流鏑馬

といった新たな切り口のイベントも定着してき

ております。乗馬体験でホースセラピーといっ

たようなこの時代の要請に応じた交流人口の受

け皿としての馬の里の役目もあるわけでありま

す。 

 そういったことを踏まえながら、ただ民営化

でいいんだから理解してほしいじゃなくして、

今、作業を急がせておりますけども、この乗用

馬、そしてこの競争馬の育成・調教も含めて、

馬文化、馬事振興ということについてのきちん

とした将来ビジョンを持たなければ、ただ、そ

の場しのぎの対応になってしまうおそれもある

ということで、この馬事振興ビジョン、これを

早急につくるようにということで、今、関係者

のほうに指示いたしまして、これは余り遅くな

い時期に馬事振興ビジョンも、ただいま申し上

げたような中におけることをきちんと踏まえた

振興ビジョンも打ち立てたいというように思っ

ているところでございます。 

 いずれ、この平成17年度から、これまで議員

全員協議会で13回、このことにつきましては報

告なり協議を行ってまいりました。 

 私は、これだけのこういうプロジェクトで、

13回もすべての資料を明らかにしながら、議員

全員協議会、あるいは市政調査会もこの間、開

催していただいたわけでありますけども、情報
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を共有しながら、それぞれの時点における現状

といったものを皆様にお示ししながら、改革に

取り組んできたという部分にありましては、少

なからず自負しております。 

 これだけ情報公開をしながら進めてきたプロ

ジェクトもないんじゃないのかなというように

も思っているところでございますので、将来方

向をきちんと示しながら、説明責任をなお一層

果たすというような１つの基本に立ちまして、

この問題にも立ち向かっていきたいというよう

に思っているところでございますので、よろし

く御理解をいただきたいということを申し上げ

まして、答弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  次に進みます。 

 ２番瀧本孝一君。 

   〔２番瀧本孝一君登壇〕 

○２番（瀧本孝一君）  新興会所属の瀧本孝一

です。 

 待ち望んでいた弥生３月の足音が、やっとこ

の地にも届き、先週あたりはコートも要らない

日差しとなって雪解けが進み、我が遠野の地に

も春の息吹が感じられる時期となりました。日

本の四季は、確実にめぐり来て、私たちを新し

い季節へといざない、人生の節目となる別れと

出会い・旅立ちのシーズンを迎えております。 

 この冬の年末年始の大雪と寒波により、全国

各地で大規模な交通障害をはじめ、倒木や家

屋・ビニールハウスの倒壊等の被害も多発し、

雪の下敷きになって亡くなる事故も相次ぎまし

た。 

 県内においても、停電などで思いもかけない

年越しとなった方々が多数発生する事態となり、

九州では新燃岳の火山爆発による降灰被害など、

改めて自然の猛威といいますか、厳しさを感じ

させられましたが、連日の雪かきに汗を流し、

身体の苦痛に悩んだ市民も多かったと思います。 

 その苦労を思うとき、改めてクリスマスや年

末年始返上で深夜早朝に、仕事とは申せ、住民

の交通の確保のために、正月気分に浸ることも

なく、必死の思いで除雪業務に当たられた委託

業者や関係機関の皆様の御苦労に対し、厚く感

謝を申し上げ敬意を表する次第です。 

 さて、心浮き立つ春を目前にしても、国政に

目を転ずれば、いま一つ存在感の薄い野党もさ

ることながら、「国民の生活が第一」を標榜す

る政権政党は、「こんなことをしている場合な

のか」と国民有権者が怒りを覚えるような、内

部抗争ともいうべき政局争いに明け暮れ、「自

分たちの保身と主導権争いが第一」で期待され

た政権交代は、マニフェスト破りの財源なきば

らまき政策と批判され、まさに後ろに退く「後

退」となってしまいました。 

 これからの季節にふさわしい明るい展望も見

えず、来年度予算は衆議院で昨夜、何とか成立

したようですが、関連法案の成立が不透明な中、

厳しい財政状況におかれている地方自治体へ、

多少なりとも影響が懸念される状況にあるので

はないでしょうか。 

 全国あちこちの自治体で、子ども手当に対す

る来年度予算への地方負担財源分の計上見送り

が表明され、不満や抗議が大きくなりつつある

中にあって、本田市長も、過日の市議会全員協

議会の席上や新聞紙上のコメントにも掲載され

ているように、地方の現場や実態を軽視し、そ

の政策効果や実効性が問われる子ども手当の市

の負担分を、最終的には予算編成上、総合的に

判断の上、計上に至りましたが、「一時は見送

る腹づもりであった」旨の御心境や、きのうの

答弁での市長の熱い思いに、私も少なからず共

鳴をするものであります。 

 さて、前置きが若干長くなりましたが、通告

に従い、市長に３項目にわたっての質問をいた

します。 

 まず、第１点目、市内養鶏業の現状と鳥イン

フルエンザについてであります。 

 昨年11月から、国内でも養鶏場で感染が確認

された鳥インフルエンザは、西日本を中心に猛

威を振るい大きなニュースになりました。 

 今や、日本の上空を見えない爆弾が飛び交っ

ているとのたとえさえある、感染力の強いＨ５

Ｎ１型と言われる高病原性鳥インフルエンザに

関し、我が遠野市における養鶏業の実態が市民
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に余り伝わっているとは思われず、いつ発生し

てもおかしくないと言われるこの家畜伝染病に

指定されている鳥インフルエンザへの対応は、

果たして十分なのか、若干の不安を覚えるもの

であります。 

 アスト内の担当部署では、市内の養鶏業者の

実態はきちんと把握されているのか。また、そ

れらの生産量といいますか、出荷量といいます

か、さらには販売額というものは、市内の第１

次産業の中で、どの程度の金額や位置にあるの

かを伺います。 

 農業分野の中にあって、業種としてはマイ

ナーで目立たないのか、経営者が遠慮深いのか、

市民への認知度としては決して高いとは思われ

ず、その統計数値は、普段目に入ってくること

も、耳にすることもほとんどありませんが、ア

ストが目指してきた100億円アクションプラン

の農業生産高に含まれ、反映されているのでし

ょうか。 

 この鳥インフルエンザは、東南アジアが起源

とされ、野鳥に感染して拡大し、さらに、その

ふんなどからも、ネズミなどの小動物が媒介し

ているとも言われて、対策が難しいところもあ

るようですが、２月22日現在では、17道県で感

染が確認され、うち７県で140万羽近くの鶏類

が殺処分され、10道県でハクチョウなどの鳥類

の死骸感染が確認されていると認識しています。 

 養鶏業といっても、採卵とブロイラーに大別

され、また、規模の大きい業者から自家消費採

卵をする人や、趣味で地鶏などを飼っている個

人の方までいると思われますが、私の地区にも

規模の大きい養鶏業に従事して、必死になって

仕事に取り組み、会社の数ある事業所の中で一

番の成績をおさめ、優秀管理者として各地に指

導に出向き、活躍している方がおります。 

 このような中で、野鳥対策や小動物対策に身

体を張り、神経をすり減らして働いている姿に

同情を禁じ得ません。 

 現在のところ、やや落ち着きを見せましたが、

養鶏業への感染は西日本地域が中心で、関東以

北では栃木県や福島県での野鳥感染は確認され

てはおりますが、幸いなことに、養鶏場への感

染被害はありません。 

 しかし、春先に向けて渡り鳥が南から北のシ

ベリア方面へ帰るシーズンとなり、いつ、どこ

で発生してもおかしくない状況と言われ、むし

ろ関東以北は、これからが危ないという見方や、

一部には爆発的に広がるパンデミックにつなが

る可能性さえあるという予想もあります。 

 この対策は、その伝染病の性質上、国や都道

府県が責任を持って推進し、保健所等が主体と

なっての対応と見受けられます。感染後の防疫

の様子は、これまでテレビや新聞で報道されて

いるように、感染が確認された養鶏場に白い防

護服を着た大勢の職員が投入され、殺処分して

埋設する方式がとられているようですが、やは

り第１次的には、末端の自治体の素早い確認体

制と、きめ細かな監視や迅速な行動が重要と思

われます。 

 もちろん養鶏業を営む方々の自衛努力は言を

またないところではありますが、空から降って

くる見えないこの敵に、野鳥の死骸の発見や確

認があった場合、すぐ報告されるような体制が

構築されているのか。 

 また、市民に対する周知や啓蒙は果たして十

分になされているのか。万が一、鳥インフルエ

ンザの感染が確認された場合の対策は十分であ

るのか、当市としての取り組みをお伺いいたし

ます。 

 次に、第２点目の馬の里・競争馬部門の完全

民営化移行における馬事振興策についてお尋ね

をいたします。 

 先般、進化まちづくり検証委員会から１年を

費やしてなされた、第三セクター等の改革に対

する改革提言の報告書が提出されました。当該

10団体のほとんどに、抜本的見直しや出資の引

き上げをも含む厳しい改善内容が求められ、改

善計画書の提出も急がなければならないようで

あります。 

 厳しい財政状況下で、市と第三セクターのか

かわりのあり方に、ある程度の厳しさは予想さ

れましたが、関係団体の当時者の皆様には、行
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政の行き届きにくい分野、あるいは、最初から

収支バランスの期待できない分野などで、これ

まで市のために御尽力をいただいた御苦労を思

うとき、その厳しい内容に戸惑いを覚えたので

はなかったかと推察いたします。 

 と同時に、今後は改革に向け、双方とも相当

な覚悟が求められ、スピード感を持ってという

ことは理解できますが、拙速さだけは避け、十

分な議論と相互理解で発展的改革につながるよ

う願うものであります。 

 検証委員会の検証作業と同時進行の形で、市

当局も、各団体の見直し・改革を検討してきた

ゆえ、報告書の提出と同時に、遠野スタイル自

立・連携プランなる第三セクター等地域改革実

行計画案も示され、これからの各団体の改革に

期待するところですが、その中で従前よりさま

ざま議論されてきた馬の里について、ただいま、

先ほどの質問者に丁寧に御答弁されましたが、

前質問者と重複する部分もあるかもしれません

が、二、三お伺いをいたします。 

 既に、検証委員会からの報告・提言に沿う形

で、競争馬部門においては、２月上旬に管理運

営を受託する新会社が設立され、４月１日から

の完全民営化移行に向けて着々、準備が進めら

れているようですが、私は、方向性としては妥

当であり、民間会社の利点を最大限発揮され、

官と民との経営スタイルの違いを示していただ

きたいと期待をするものです。 

 しかし、補正予算で提案されている赤字補て

ん2,000万円、場内施設改修費4,000万円、合計

6,000万円の民営化移行への条件である畜産振

興公社への追加出資金につきましては、今日ま

での詳しい経緯に疎い、疎いと言えばしかられ

そうですが、その１年生議員としては、市政調

査会の説明資料や、先輩議員からのこれまでの

議会と当局との議論の経過と対応等の話し合い

を総合し、いわゆる「今回を限りに」の追加出

資支援の経過を省みるときとき、「はい、そう

ですか」と二つ返事で認知されるものではない

ような、非常に重く、難しく、悩ましい判断を

求められ、私自身は苦悩をしております。 

 市長は、この追加出資支援に関し、市の最高

責任者として、また畜産振興公社の理事長とし

て、これまでの経緯を含めて、経営責任の所在

を明らかにするということで、今議会に、御自

身の４月分の報酬20％減額の条例改正を追加提

案されましたが、それはそれとして、市の最高

責任者とはいいながら、市長ただ一人の責任に

済ませてしまってはいいのでしょうか。 

 果たして、市民から十分な理解が得られるの

かどうか疑問に思うところもありますが、馬の

里の経営改革にかける強い意思のあらわれと受

けとめ、これまでより少しでも可能性のある完

全民営化移行であるならば、雇用や国内有数と

も言われる施設の維持活用を図る観点からも、

今後の推移を見きわめる必要もあると私は思い

ます。 

 遠野馬の歴史は古く、南部駒の産地として名

をはせ、市日には人千人、馬千匹と言われるに

ぎわいがあり、曲がり屋に象徴されるように家

族同様に大事に扱われてきました。 

 私が子どものころには、馬車引きとか馬喰と

いう方も身近にいましたし、我が母親も、馬車

に揺られて嫁に来たということを最近知りまし

たが、時代の変遷とは申せ、隔世の感の思いと

ともに、馬っこと一緒に歩んできた長い歴史を

振り返るとき、これまで以上に馬っこにかかわ

る振興策を見出すべきと考えます。 

 ところで、乗用馬育成部門や放牧部門におい

ては、畜産振興公社に対し、今後も従来どおり

の補助支援を続けていかなければならないわけ

ですが、馬事文化の里で名を得る遠野として、

後期計画における馬事振興策に、いま一つ具体

性が見えない気がするのは私だけでしょうか。 

 観光での馬力大会や林業振興での馬搬事業は

ありますが、乗用馬生産や市場のさらなる拡大、

さまざまなイベントに馬を活用し、触れ合う事

業の展開。また、青森県下北半島野尻崎にいる

寒立馬のように、あるいは、九州宮崎県都井岬

による御崎馬のように、自然の中のごく自然な

風景として、ここ遠野の原風景である荒川や貞

任、あるいは寺沢の高原牧場に野生馬として放
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逐し、観光客がいつでも馬と触れ合い、絵にな

る自然との一体感風情の提供。 

 さらには、以前、寺沢高原で行われていた

ホーストレッキングの再開、冬の馬車そりの運

行等、各方面からアイデアを募るのも方策の１

つと考えます。 

 そして、県が運営する馬っこパーク・いわて

も、この年度末で閉鎖される方向にあるとき、

県内各種馬事団体への呼びかけ連携による結束

や、乗馬訓練、ホースセラピー部門等の拡充も

チャンスではないかと思われます。 

 ここで、夢として私の奇抜とも思われる提言

を申し上げます。 

 競馬界の名だたる牧場オーナーや馬主、調教

師等で組織された新会社と共存・共栄を図る観

点や、ＧⅠ、ＧⅡレースで活躍した実績を持つ

競争馬を調教している国内でも指折りの当施設

の有効利用を図るためにも、市民から１口馬主

や賛同者を広く募集し、当然、市からも出資を

いただいて、市民所有馬として競争馬を購入し、

育成・調教をして、地方競馬や中央競馬への出

走を考えてみてはどうか、ということです。 

 馬主や牧場オーナーから血統のよいすぐれた

馬を探していただいて購入し、新会社に育成・

調教を委託の上、レースに出走させて賞金を稼

いでもらい、多少は市民馬主に還元するものの、

残りは馬の里の振興に結びつけるという夢であ

ります。 

 多少、時間がかかるかもしれませんが、強い

馬なら年間何億もの賞金を獲得し、引退するま

でに数十億円を稼ぎ出す馬もいると聞いていま

す。 

 もちろん、競馬を取り巻く現状と景気の問題

を初め、さまざまな難題をクリアしなければな

らないことは承知ですし、ギャンブルをやらな

い方や嫌いな方からは、おしかりを受けるかも

しれせんが、パチンコや競馬をやらない私が、

ギャンブルを推奨しているわけでは決してあり

ません。 

 馬事文化を大切にし、馬っ子とかかわりの深

い遠野市民であるからこそ、夢と希望を乗せて

競馬場を走るカッパドリーム号の姿を想像する

のも、おもしろいのではないでしょうか。 

 馬の件に関し、もう一つ、進化まちづくり検

証会の報告書にも提言されている基金の創設に

ついてであります。 

 具体的検討も始まっているかもしれませんが、

私も、馬事振興に関し、「わらすっこ基金」と

似たような、馬版の基金があってもいいのでは

ないかと以前から考えておりました。 

 畜産公社が造成している馬事振興基金とは全

く趣の違う、（仮称）馬っこ基金であります。

これも、広く市民を初め県内外の賛同者を募り、

基金を積み立てて、馬事文化の振興事業に活用

すべきではということについて、市長の見解を

伺います。 

 最後の質問に移ります。 

 危機管理の現状と総合危機管理対策専門部署

（担当）の設置の必要性についてということで

お尋ねをいたします。 

 現在、遠野市における危機事案発生前のいわ

ゆるリスクマネジメント、及び危機事案発生後

のクライシスマネジメントを含めた危機管理の

体制と現状はどのようなものか。地震を初めと

する自然災害等の対応はもちろんですが、日常

の行政事務遂行上の情報の漏えい、職員の不祥

事、債権管理、疫病の流行対策等、さまざまな

事案が考えられる行政リスクの観点から十分な

ものであるのかどうか、いかがなものでしょう

か。 

 例を挙げるのは気が引けますが、数年前の納

税組合にかかる職員の公金の詐取、一昨年末の

市民センター体育館の窓枠からの児童転落事故

などの重大なものから、前回12月議会の委員会

での牛アカバネ病発生に対する情報把握の不十

分さによる答弁の事例なども、ある意味で危機

管理に対する意識の欠如のあらわれということ

ができるのではないでしょうか。 

 民間企業の場合、倒産が最大の危機となりま

すが、自治体の場合は、住民、すなわち納税者

からの批判の発生と信頼感の喪失が危機と言わ

れます。説明できないこと、説明しても納得し
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てもらえないことを起こすことであり、問題を

未然に、または拡大しないうちに解決できる体

制が機能していることが重要です。 

 それゆえ、大規模地震等の災害発生の場合は、

自衛隊や警察の出動を含め、消防署や消防団が

対応し、市長を本部長とする対策本部が設置さ

れるわけですが、危機管理は災害に限りません。

行政遂行上、あらゆるリスクの想定と緊急事態

を予知・予防し、一たん、事態が発生した場合

は速やかに対応して、被害や影響を最小限にと

どめる総合管理専門部署の必要はないでしょう

か。 

 市長は、県職員御奉職時代の平成７年４月か

ら同９年３月までの２年間、総務部消防防災課

長を歴任され、防災ヘリコプター「ひめかみ」

を導入した実績をはじめ、災害などの危機管理

の担当者としてその重要性に精通し、十分に御

理解、御承知されていることは、今さら私の口

から申し上げるまでもありません。 

 今、まさに総合防災センター整備が進行し、

庁舎本体工事に着手するとき、いつ起きてもお

かしくないと言われる宮城県沖地震、三陸沖地

震への後方支援拠点基地としての対応と、さま

ざまな自然災害を初めとする被害軽減を図るた

めにも、専門部署の設置を検討し、それに通常

の行政事務遂行上のリスクマネジメントもあわ

せて担当する、総合危機管理対策専門担当者の

配置部署を立ち上げる必要があると、私は思い

ます。 

 当初は、専門性の見地から、退職自衛官等の

顧問職的採用なども考えられますが、行く行く

は、職員からのプロ的専門職の養成も視野に入

れ、後期基本計画大綱１の「自然を愛し共生す

るまちづくり」から、大綱５の「みんなで考え

支えあうまちづくり」まで、さまざまなまちづ

くりの大事な基礎となる、安心・安全なまちづ

くりへと結びつくのではないでしょうか。 

 そのような意識づくりと組織づくりをするこ

とにより、当然のことながら、市民を守り、職

員を守り、終局的には遠野市全体の守りにもつ

ながっていくことになると思われます。 

 折しも、１週間前に、ニュージーランド南島

のクライストチャーチ市で大きな地震があり、

英語を学びたい、外国で看護師を目指したいと

いう夢を持って語学留学をしている学生を中心

に、多くの日本人も巻き込まれ、跡形もなく倒

壊した建物の下敷きとなって、家族や恋人の祈

りもむなしく、たくさんの犠牲者も出て、まだ

行方不明者の方もおります。 

 ニュージーランドは、日本と同様に地震国で

昨年も大きな地震に見舞われましたが、建物に

対する建築基準は世界トップクラスと言われな

がら、緑の多い公園都市は、古い建物を中心に

大きな被害が出たと報道されています。 

 クライストチャーチ市は、閉校した情報ビジ

ネス校の姉妹校であったカシミア高校があり、

生徒の相互派遣による国際交流で、旧宮守村時

代から縁の深い町であるがゆえ、同校と連絡が

とれない状態で、遠野高校では心配している旨

の新聞報道もありました。 

 予想される災害の被害を最小限にかわすため

にも、私たち市民も、普段から危機管理意識を

持って生活することが理想ではありますが、今

回の地震のように、自然の猛威はいつ襲ってく

るのか、だれにもわかりません。 

 岩手県人も含まれている今回の地震の被災者、

犠牲者の皆様に、衷心よりお見舞いとお悔やみ

を申し上げますとともに、行方不明となられて

いる方の１日も早い家族との再会を祈りつつ、

私の質問といたします。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午前11時05分 休憩   

────────────────── 

   午前11時15分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  瀧本孝一議員の一般質

問にお答えいたします。 

 大きく分けて３つ、市内養鶏業の現状と鳥イ

ンフルエンザといったような対応をどうするの
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かと。 

 また、馬の里競争馬部門の完全民営化に伴う

馬事振興策ってことで、御提案を含めての御質

問と承りました。 

 また、危機管理と、総合危機管理体制のその

検討が必要じゃないかということで、また、こ

れも御提案を含めての御質問と承りました。 

 また、質問の冒頭、この天候不順、あるいは

年末年始の大雪、そして先手懸命に対応した関

係者がいるという中における市民の皆様の安

心・安全の確保と。そして、このきょう３月１

日であります。間もなく、市内２校の卒業生、

卒業式も行われるわけでありまして、多くの新

規学卒の皆さんが、夢と希望を持ちながら、そ

れぞれの社会に巣立っていくと申しますか、と

いうような１つの別れと、でまた４月になれば

出会いというような、そのような季節にもなっ

たという中におきまして、なかなか夢・希望と

いう部分の中にあって、政治・政局といった部

分の中で、その地域・地方の実情といったもの

に、なかなか具体的なメッセージが伝わってこ

ないんではないかというような中におきまして、

それら認識も示されたわけでありますけども、

私も全く同感であります。 

 さまざまなこの地方という基礎自治体という

より市町村にあっては、文字どおりすべての市

政課題と申しますか、市民の皆様のニーズって

いったものが、待ったなしで対応しなければな

らないわけであります。 

 しかし、やっぱり我慢してもらわなきゃ、我

慢してもらわなきゃならない。一方においては

すぐ対応し、今度の除雪の問題なども、そのよ

うな背景があるわけであります。 

 担当は、大分苦労されたようであります。40

0件近い、370件、350件というような大変な件

数の電話がかかってきたわけであります。それ

に全部本当は対応したいという中にあっても、

やはり我慢してもらわなきゃならない、限られ

た予算もあると。 

 しかし、この大雪とその思わぬ寒さの連続と

いうことで、ことしの場合は、わだち解消とい

うような安心・安全につながる大きな課題にも

対応せざるを得なかったという中で、これもま

たやりくりしながら、補正予算を議員各位に御

理解いただくというような、追加の予算計上も

せざるを得なかったという部分はあるわけであ

ります。 

 これは、まさに十分な財源を持ってやってい

るわけではないわけでありまして、そういった

ところを政治は、あるいは国は、どう見ていて

もらえるだろうかなというようなところに対す

る１つのいら立ちも、私自身あるわけでござい

ますけども、一刻も早く政治が安定して、そう

したこの少子高齢化という荒波の中で、必死に

まだ明るい希望を持ちながら頑張ろうじゃない

かという市民の皆様に、それこそタイミングを

失しないような形での対応をしたいものだなと

いうことを念じざるを得ないというようなこと

で、先ほどの質問に当たっての冒頭の瀧本議員

の認識を私も非常に共鳴するものとして承った

ところでございますので、よろしくお願いを申

し上げたいというように思っております。 

 それでは、順次、質問にお答えをしてまいり

ます。 

 で、この市内養鶏業、鳥インフルエンザの問

題についての話がありました。そこで、私のほ

うからは、こういったまさに空から飛んでくる

といえばあれでございますけども、いつ何どき、

どこに発生するかわからないというような、非

常に難しい１つの問題が、今、全国各地で起き

ているわけであります。 

 で、発生した場合の危機管理としての市の対

策については、私のほうから御答弁申し上げま

して、この大規模養鶏業者から自家消費採卵及

び趣味での個人飼養者を、個人でやっている方

までの含めての実態把握と現状、あるいは、養

鶏業の占める割合、それから野鳥の死骸確認や、

そういったものがあった場合における市民への

周知・啓発等についての取り組みの実態という

ことにつきましては、担当部長のほうから具体

的な数字をもって御答弁申し上げますので、御

了承いただきたいというように思っております。 
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 では、まず危機管理、これは３つ目の質問の

中にもありました。文字どおり危機管理は、自

然災害だけではないわけであります。庁内の、

この御質問にありましたとおり、ちょっと不祥

事を起こすというような部分も、１つの危機管

理といった中でとらえなきゃならないというこ

とについては、私も全く同感でありますけども、

きょうのこの部分におきましては、万が一、鳥

インフルエンザが発生した場合の市の対策はと

いう中に絞って御答弁を申し上げたいというよ

うに思っております。 

 伝染性が非常に強く、これが発生した場合、

地域経済に大きな影響を及ぼすという部分にあ

っての、この特定家畜伝染病、これが万が一、

市内で発生した場合ということを一応、シミュ

レーションをしておりまして、速やかに県南家

畜保健衛生所、これは県の施設でありますけれ

ども、機関でありますけれども、そこを通じ岩

手県のほうに通報し、これは全県体制に直ちに

なるという仕組みには既にしております。 

 その場合においては、岩手県知事を本部長と

して、岩手県鳥インフルエンザ防疫対策本部が

立ち上がりまして、県の環境生活部を統括して

の対応に当たるという組織の１つのシミュレー

ションが既にできておりまして、それを受けま

して同時に、発生と同時に、このようなルート

でもって情報を伝えながら、遠野市にあっては、

遠野地域家畜伝染病等連絡協議会、これを直ち

に招集をすると。 

 そして、本部を設置しながら、本部長は市長

が、そして副本部長は副市長がということにな

る連絡対策本部を設置するということで確認を

しておりまして、その中にあっては、いろいろ

班体制もきちんと位置づけておりまして、県と

の調整、そしてまた、これは非常に大きな課題

でありますから、県の指示も受けながら資材を

準備したり消毒ポイントの設置をしたり、県と

の役割を分担しながら対応に当たるという１つ

のシミュレーションは既に終わっております。 

 で、去る２月の21日でありますけれども、第

６回の協議会を開催いたしまして、発生に伴う

消毒ポイントの設置場所、市の役割と人員体制

のあり方等につきまして、情報を共有しながら

確認もいたしているところであります。 

 また、この防疫訓練や消石灰の散布等の実演

等も行いながら、これは万が一の場合において

速やかに行動がとれるように、そのような対応

もしているところでもあります。 

 この鳥インフルエンザの予防は、野鳥、ネズ

ミ等と接触させないと、こういったウイルスを

持ち込まないということが基本だということも

承知しておりますので、農家の方々、あるいは

市民の方々、注意喚起、あるいは啓蒙活動とい

ったものも、あわせて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。 

 宮崎県、あるいは各地で発生している状況を

見ますと、やはりそれぞれの関係機関がいかに

連携をとるかということが、極めて大事なこと

だというように承知しております。 

 口蹄疫のときも、宮崎県でああいう大きな災

害というか被害に遭ったわけでありますけども、

当市が有効関係を結んでおります西米良村の黒

木村長さんから、昨年の６月、遠野物語発刊10

0周年の100周年祭があったわけであります。 

 そのときに、黒木村長さんから電話が入りま

して、行くと遠野市民の皆様に本当に御迷惑か

けることになるから、お断りする前にこっちか

ら辞退するというような、本当に電話を通じて

の声でありましたけども、残念そうに話をして

おったわけであります。 

 私どもとしては断る理由は全くないわけであ

りますけども、黒木村長さんのほうで、みずか

らそのような決断をして、遠野に来たいんだけ

ども行けないと、新聞・テレビの御承知のとお

りだと。大変悲痛な声を上げておったのを思い

出しておりまして、このような事態が発生する

と、いろんなとこにさまざまな影響を及ぼすこ

とになるわけでございますから、よほどの緊張

感を持った体制づくりといったものを、常日ご

ろからやっておかなきゃならないというような

認識でおりますので、よろしく御理解をいただ

ければというように思っております。 
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 それから、馬の里の競争馬の完全民営化にお

ける馬事振興についてということで、これも非

常にいろんな形での御提案も含めてのお話をい

ただきました。その中におきましては、非常に

厳しいと認識しておると。 

 で、この馬の里の部分においては、いろいろ

説明をしてきたという部分はあるんだけども、

今回の6,000万というものの追加出資金の手当

については、簡単には、「はい、そうですか」

と言われないものがやっぱりあるんじゃないか

と。非常に難しく重く、非常に悩ましい判断を

求められるということを、瀧本議員は率直に申

し上げていただいたというように私は思ってお

ります。 

 これは、議員各位も、そのような１つの認識

としてこのプロジェクトと申しますか、この案

件を受けとめていただいているんではないかな

というように思っておりまして、議員各位の率

直な本当の気持ちを、瀧本議員は、この本会議

の場における一般質問として表明してくれたの

かなと、私はそれを素直に受けとめたいという

ように思っております。 

 ただ、やはりどうしてもこの馬の里の施設、

で遠野の馬事文化、それで馬事振興、これだけ

の恵まれた環境というのを生かさなければなら

い。これまでの経緯は、先ほど浅沼幸雄議員に

かなり丁寧に御答弁をしたつもりであります。

その中で申し上げたいろんな経緯を経て、今、

ここに至っておるという部分の中にありまして、

私も、瀧本議員と同様、重く受けとめ悩みなが

ら、そして、これしかないっていう１つの決断

の中で、提案を申し上げているということであ

ります。 

 そして、その中におきまして、やはりけじめ

というものはやっぱり大事だと。仕方がないと

いうことでは済まされない。貴重な公金を使っ

てるって、使うわけでありますから、市民の皆

様の血税といったものが、その中に含まれてい

ることを重く受けとめて、そして、それはやっ

ぱり１つの一定のけじめの中から、速やかに４

月には、この完全民営化という中における１つ

の新たな仕組みの中で、あそこの45億円にも及

ぶ施設を生かそうと、生かしていこうという中

における決断であったということを、またひと

つ御理解をいただければなと。 

 簡単に出したというつもりはありません。や

っぱり庁内でも大分議論をいたしました。それ

から、さまざま民営化に当たっての相手方との

交渉に当たっても、関係職員、スタッフは、本

当に懸命に努力いたしました。 

 雪の中、年末年始の大雪の中、飛行機が飛ぶ

か飛ばないかわからない。果たして、着いても

本当に伊藤牧場まで行けるかどうかわからない

という中にあって、１月には、みずから足を運

びながら、直接交渉をしながらというような１

つの経緯も経ております。 

 ただ、座して、ただ、あっちが新会社をやっ

てやるからということで、行ったプロジェクト

ではないと。双方向の中で真剣な議論を重ねな

がら、それぞれの思いをぶつけ合いながら、で、

そこには厳しく、やはり１つのビジネスという

ものがそこにあるわけでありますから、そこで、

きちんとそれぞれの主張をしながら、事ここに

至ったという部分を私は、まさに悩み重く受け

とめながら、今般の提案を申し上げたというこ

とでありますので、その点は重く受けとめ、ま

あ悩んでいるんだという１つの瀧本議員の心情

も、また私も十分理解するし、これはこの問題

につきましては、各議員も同様の気持ちではな

いかなと推察するところでもあります。 

 しかし、先ほど浅沼幸雄議員のほうにも申し

上げましたとおり、この部分でもって、遠野の

１つの馬文化、馬事振興という中における取り

組みと、もう一方においては、一口馬主とかい

ろんな馬っこ基金とかいったような御提案もい

ただきました。 

 私は、これは非常にユニークな、また、検討

に値する１つの取り組みではないかというよう

に、前向きに受けとめたところでありまして、

これを今、策定を急いでおります馬事振興ビジ

ョンの中に、何らかの形でこれを位置づけられ

ないのかなというようにも思っているところで
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あります。 

 やはり市民の皆様に理解され、そして支えら

れるという施設であり、そういう事業でなけれ

ばならないかというように思っております。 

 市長だけの思いでそれをやるっていうことじ

ゃなくして、それぞれの関係者が、同じような

１つの情報を共有しながら、で課題を共有しな

がら、それを支え応援をするんだというような

仕組みも、また私は大事じゃないかなと思って

おりまして、この馬っこ基金とか、市民参加型

の夢のある仕かけができないかということにつ

いては、まさに非常に大事な大事な１つの切り

口だというように思っておりますので、早速、

この提案等につきまして、どのように位置づけ

られるのか、具体化できるのか、その辺のとこ

ろにつきましても、ビジョンが現在、策定作業

中でありますから、そういったところにも位置

づけいきたいなと思っております。 

 ちなみに、競争馬を所有するためには、４つ

の馬主の登録制度があるっていうことも聞いて

おります。 

 一口馬主型馬主制として、商品ファンド法に

基づいて、一口クラブが１頭の競争馬を40口か

ら500口程度に分割して、出資を募集する疑似

馬主システム制度というのもあるっていうこと

も承知しておりますし、あるいは、組合馬主制

というのもありまして、３名から10名程度でも

って、１つの馬主とみなして登録する制度。こ

れは複数人で馬主になるため、個人馬主より年

間所得制限が緩和されるっていうようなのが１

つあります。 

 それから、法人馬主制というのもある。これ

は株式会社や有限会社等の法人格が登録する制

度。また、個人馬主制度と、個人が登録する制

度と。 

 で、この一口馬主制度というものになると、

これは当たり前といえば当たり前なんですけど

も、競争馬を所有した場合、預託料等の経費負

担といったものをどのようにするかというよう

な問題も、ひとつルール化しなきゃならないと

いうことなんで、慎重な検討が必要じゃないか

というようなことも聞いておりますので、各方

面からこの提案に基づきまして、いろいろ聞き

ながら、特徴なりリスクのない内容で取り組み

が可能かどうか、こういったことについてはち

ょっと検討するのも、１つの遠野の馬の里を市

民総参加で理解しながら支えるという部分にあ

っては、１つの検討材料ではないのかなという

ことで御質問を承ったところであります。 

 いずれ、この馬の里のプロジェクトにつきま

しては、先ほど、この馬の原風景である荒川や

貞任、あるいは寺沢といったようなもの、それ

からもう一つは、この馬の部門においては、こ

れも新聞報道等でされておりまして、関係者の

皆様は十分承知しておりますけども、馬の里で

調教されたこの乗用馬につきまして、平成21年

度６月に、ルクセンブルクで行われた国際大会

で遠野産馬が優勝し、それには優勝していると

いうこと、国際大会で優勝したと、遠野産馬が。 

 それから、畜産振興公社の職員が、全国馬術

大会で優勝したということをふまえて、この山

口君というんですけども、東京から馬の里に来

ている方なんですけども、この山口君が全国大

会で優勝し、2016年、平成28年の岩手国体の指

定強化選手にも選出されたというような、１つ

の人材も抱えているわけでありますから、御提

案におきましての１つの取り組みといったもの

は、そのようなことも含めながら、進めていき

たいというように思っているところでもありま

す。 

 それから、３つ目の質問であります、危機管

理の現状と総合危機管理対策専門部署の設置の

必要性と、遠野市における基金管理体制の現状

は十分かと。総合防災センターの工事は着手し

ているんだけども、行政遂行上、あらゆる危機

に対する危機管理対策が必要ではないかという

ような、御提案も含めての１つの質問であった

わけであります。 

 御質問にありましたとおり、自然災害だけで

はないと。で、事故、あるいはテロ、あるいは

犯罪、さらにはこの不祥事、いろんな複雑多岐

にわたるものが、１つの危機管理としてとらえ
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なきゃならないと。 

 で、先ほども質問の中においては、市役所の

中における不祥事のことも御指摘をいただきま

した。私も、これは本当に素直に受けとめ、謙

虚に受けとめながら、これに対する答えも、ま

た見出していかなきゃならないかというように

思っておりまして、大きな１つの課題にはなろ

うかというように思っております。 

 危機の回避、で、危機発生時における被害の

最小化、自治体イメージの向上といったことも

あります。職員のモラル・士気の向上といった

部分が、その中にあろうかというように思って

おります。 

 特にも、自然災害などは、幾ら人間の英知で

持ってさまざま手だてを講じても、このゲリラ

豪雨にしろ、あるいは地震にしろ、回避はでき

ないわけであります。大津波もそのような位置

づけをされるわけであります。 

 そういったときに、いかにこの１人でも２人

でも命を救うのかっていう部分における減災と

いう１つの切り口の中における対応も必要なわ

けでありまして、総合防災センター、消防庁舎

の移転改築予定地であります、場所であります

遠野市総合運動公園に、消防庁舎をあそこに移

転をし新築するというのは、そのような認識の

もとに、市民の安心・安全を守る拠点として、

もう一方においては、三陸沿岸大津波が押し寄

せた場合における後方支援中継基地として位置

づけながら、あそこの地理的な条件を生かして、

広域的な連携等を１つのネットワークの中で、

１人でも２人でも命を救おうという拠点にしよ

うじゃないかということで呼びかけながら、国

や県に理解をしていただいたということにつな

がったわけであります。 

 そのような１つの中にございまして、遠野市

においては、消防本部と総務部が中心となって

危機管理対応にしておりまして、全庁的に、ほ

ぼ全職員が、何らかの形で対応するという中で、

本番さながらの状態で訓練を行っているところ

であります。 

 昨年、ちょうど28日、チリ沖巨大地震におけ

る大津波警報が発令されました。そのときに、

大津波が警報されたと同時に、遠野市において

も警戒本部を立ち上げたと。 

 そこは自主的にそれぞれの私ももちろん、そ

ういう対応をしなきゃならないということの指

示はしたわけでありますけども、職員みずから

対応しながら、大津波でありますから、なぜ遠

野市がっていう話があったわけでありますけど、

大津波が襲来してから立ち上がっても遅いわけ

であります。その間におきまして立ち上げたと。 

 そうした結果によりまして、県の防災ヘリの

燃料の補給部隊が直ちに到着をしたと。それか

ら、それぞれの各県の警察本部の救急救助隊が、

これまた集結をしたと。ライフラインの東北電

力の電力復旧部隊の方々が、山形とか福島から

遠野に集結をしたというだけでありまして、こ

れは、どこからの指示もなく、まず遠野に集結

しながら、それから１つの災害対応に備えよう

ということで、直ちに集まったということにな

ったわけでありまして、日ごろのそのようなネ

ットワークをどのように構築していくかという

ことも、危機管理においては大変大事なことで

はないのかなというように、改めてそこで認識

したわけであります。釜石と大船渡の方々、大

槌の方からも言われました。 

 遠野市が、そのような形で、遠野市において

災害警戒本部を立ち上げて、救助隊の方々の集

結するについてのいろんな受け入れ態勢を整え

ていただいたと。これは本当にありがたいこと

だと。 

 幸い、何もなくて人命にかかることのなくて

幸いだったんだけども、本当にありがたいこと

だということを言われたわけでありますけども、

言われたというよりも、そのような日ごろの取

り組みが、私はまた大事じゃないのかなという

ように思っております。 

 新型インフルエンザの流行もありまして、対

策本部会議もまた、これを諮ったということも

ありますし、それから、ただいま前にもありま

した、この鳥インフルエンザを初めとするこう

いった対応、それから情報というものが、瞬時
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に大量に流れるという高度情報化社会において

一番怖いのが、情報がさまざま流れるという部

分、それを防止するセキュリティーといったも

の、これも非常にＩＤやパスワード、こういっ

たものをどのように取り扱うかというものも、

これも１つの危機管理になっているわけであり

ます。 

 それから、繰り返しになりますけれども、不

祥事といったものが生じた場合においての情報

公開といったのも、これもまた危機管理ではな

いかなというように私は認識しております。 

 そんなことも含めまして、ますます複雑・高

度化してきているこういったものに対応という

ことになれば、やはり関係する個々の職員も含

めて関係者の危機管理能力の向上と法令遵守と

いうものが、１つそこの中には位置づけられて、

基本といたしましては。 

 そして、このように多様な、いつ何どき、ど

のようなものがあるかとなりますから、スピー

ディーな対応というのも、そこに求められてく

るということになるわけであります。 

 緊急初動班というのを組織しております。で、

私は、例えば30人ほど本庁に集まるっていう緊

急初動班を立ち上げているわけでありますけれ

ども、いつ、それこそ今度の地震のように発生

した場合に、かけつけて対応できる職員は、果

たして何人いるかとなったときに、30人を市内

の歩いてこれる職員を、そういったお願いして

いるわけでありますけども、私は30人が全部来

なくてもいいと。10人集まれば危機管理はでき

ると。その10人が、それぞれの中におけるまさ

に30分って、発生後の30分っていうのをどう動

くかってことによって、かなりのものが構築で

きるぞと。 

 だから、30人あれしたから30人全部集まれじ

ゃなくていいと。10人集まったらそれでよしと

しなきゃならないっていうのが、危機管理なん

だという話をしておりますけども、そういった

のも、実践に即した訓練も行っているところで

ありますので、普段の努力が不可欠で、そして

それをやはり総合的な観点から対策をというか、

１つのシステムをつくるっていう部分におきま

しては、ただいま御提案のあったようなことも

踏まえながら、平成23年度、さまざまな組織、

市民センターの組織とか地区センターのありよ

うとか、あるいはこのきのう、佐々木大三郎議

員からも御質問をいただいているわけでありま

すけども、それぞれこの民間のノウハウを生か

しながら、官のやるべきこと、民の行うべきこ

とといったようなことを明確に位置づけた組織

の見直しも行いたいというように思っていると

ころでございますので、その中に、この危機管

理部署のそのあり方、あらゆる災害にどう対応

するかと、そのような位置づけとして、課題と

して検討してまいりたいというように思ってい

るところでございます。 

 瀧本議員の中で、消防防災課長もやったこと

があるというような御紹介もいただいたわけで

ありますけども、平成７年、８年の２年間であ

りましたけども、平成７年の１月の17日が、阪

神淡路大震災が発災したわけであります。6,00

0名近い尊い命が失われたということで、私も

思いがけず辞令もらって、すぐ神戸のほうに向

かったということを先ほどの質問を聞きながら

思い出したわけでありますけども、大変悲惨な

状態でありました。 

 その中で、神戸市消防局の職員が、家族を失

っているにもかかわらず、プロ意識としてその

現場に立ち向かっている姿が、本当に涙流さず

には聞かれないような話も聞いてまいりました。 

 そういった意味においては、災害といったも

のについては、本当に緊張感を持って対応しな

ければならないかというように思っております

ので、消防団、あるいは婦人消防協力隊、自主

防災組織としての各自治体のあり方なども含め

ながら、まさに市民の皆様の総合力といったも

のをそこに合わせながら、でもう一方において

は、市職員としてもかなりの緊張感を持って、

そのような市民の信頼を損なわないような、ま

さに職員であるような形での危機管理も、これ

からも強めてまいりたいというように思ってお

りますので、よろしくお願いを申し上げたいと
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いうように思っております。 

○議長（新田勝見君）  櫻井農業活性化本部畜

産担当部長。 

   〔農業活性化本部畜産担当部長櫻井収君 

    登壇〕 

○農業活性化本部畜産担当部長（櫻井収君）  

命により答弁いたします。 

 まず最初に、大規模養鶏業者から自家消費採

卵及び趣味での個人飼育者までの実態把握と現

状についてでございます。 

 市内の大規模農家につきましては、県では10

0羽以上の鶏等を飼養している生産農家等を指

しておりますが、市内には４軒の農場がありま

す。この４農場につきましては、１月に岩手県

県南家畜保健衛生所が電話で聞き取り調査をし、

その後、直ちに直接農場に立ち入りしまして、

管理状況等の調査を実施しました。現場の農場

でもかなりの危機感を持っておりまして、防鳥

ネット、消石灰の散布等など、防疫体制につき

まして、しっかりと取り組んでいることを確認

しています。 

 現在、県南家畜保健衛生所を中心としまして、

100羽以上の鶏等を飼養している農家等から毎

週月曜日までに飼養羽数、死亡羽数等の報告を

受けまして、防疫管理を強化しているところで

あります。小規模な飼育者につきましては、市

としては産直等へ販売する飼育者を中心に26軒

ほど把握しております。つきましては、電話調

査及び文書によりまして、注意を呼びかけを行

いました。 

 なお、３月１日付で県の農林水産部長名で生

産農家等に対しまして、飼養衛生管理の徹底に

ついて、文書で通知をしております。 

 その他の愛玩用につきましては、把握が難し

い状況にあることから、野鳥の監視含めまして、

市民向けのチラシ等による注意喚起をしなけれ

ばならないと考えています。 

 ２番目の第１次産業における養鶏業の占める

生産高、販売高等の割合はという質問でござい

ますが、遠野市の養鶏業等の統計がないことか

ら、把握できている農場、あるいは販売用とし

ている飼養羽数をもって計算しますと、およそ

ブロイラー、採卵系合わせ22万3,000羽、４億8,

000万ほどであります。これにつきましては、

遠野市の第１次産業全体の６％ほどと推計され

ております。そして、市の農業産出額の中にも

反映されております。 

 ３番目の野鳥の死骸の確認、監視や市民への

周知、啓発等の取り組みの実態はという御質問

でございますが、野鳥の死骸の確認につきまし

ては、これまで市民より２件通報がありました。

その都度、県南広域振興局保健福祉環境部に情

報提供を行うとともに、連携を図りながら対応

しております。 

 現在、異常は確認されておりませんが、本県

の野鳥監視の警戒レベルは、レベル２の警戒時

であります。これから渡り鳥がロシア方面の大

陸へ帰る時期に入り、東北の上空を飛んでいき

ます。その中には、当地区へ立ち寄る渡り鳥も

あります。このことから、野鳥の監視等につき

ましては、先ほどの養鶏業とあわせまして市民

へ注意喚起をしていきたいと考えております。 

 以上で答弁とします。 

○議長（新田勝見君）  午後１時まで休憩いた

します。 

   午前11時47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。18番石橋達八

君。 

   〔18番石橋達八君登壇〕 

○18番（石橋達八君）  通告に従いまして、一

般質問を行います。 

 弥生３月、ことしも遠野町内では町家のひな

まつりが開催中であります。私も本会議が終わ

りましたら、桃の節句にかぜてもらい、渋いお

茶でうぐいす餅か、桜餅をいただこうと思って

おります。一時ではありますが、何と穏やかで

豊かな伝統でありましょう。日本の伝統文化も

大切にしたいものであります。 
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 さて、平成23年度は、遠野市総合計画後期基

本計画の初年度であります。昨年は前期基本計

画の事業の達成度や総括が行われました。計画

に搭載された事業がおおむね達成され、市民生

活向上に実績を残されたものもありますが、市

長が東奔西走の努力、職員の精いっぱいの仕事

ぶりにもかかわらず、産業振興の分野、まちづ

くり指標達成率が51％は気になるところであり

ました。前期の施策が後期に行われる事業と相

まって、各産業の活性化、市民所得の向上、就

労の場の創出という結果を出せるよう、さらな

る奮闘をお願いしたいと思います。 

 まず最初に、林業振興についてお伺いをいた

します。 

 国連は、ことしを国際森林年と定めておりま

す。また、政府は、ことしを新たに森林林業再

生プラン元年として10年後の木材自給率50％以

上を目指して、さまざまな施策を打ち出してお

ります。また、７月には、全国森林サミットが

遠野市で開催される予定になっているとのこと

でありますが、ことしが遠野林業のターニング

ポイントになったと言えるようにしたいもので

あります。遠野郷の森林は83％、まさに西も東

も宝の山であり、過去には地方の経済を大きく

支えた時代もありました。特に木材自給率が9

0％を超えていた時期は地域経済を潤したので

すが、木材の輸入全面自由化を経て、自給率は

年々減り続け、2000年には20％を下回り、それ

が木材価格の低迷、山で働く人の高齢化、離職、

山の手入れ放棄、手入れ不足と林業の衰退を招

いてまいりました。私もこれまで林業に明るい

情報を余り聞いたことがありませんでした。で

したが、時ここに至り、長期間不振が続いてい

た林業に変化の兆しが出ているように思われま

す。一つは、世界では森林資源減少の中で、日

本国内の森林資源が充実してきたことや、世界

的な木材需要の伸び、自然ナショナリズムの高

まりなどの流れ、そして、環境問題ということ

からも、国産材への期待が高まっております。

市長は、林業産業のこれからをどのように展望

されておられるのかをお伺いいたします。 

 また、新年度の予算案に林業大学校の設立調

査費が計上されておりますことは、時宜を得た

施策であると評価をいたしております。山が好

きで、山で働くことを願っている青年もいます。

そうした中で、日本型フォレスターの育成、集

約化施業の設計図を描く、森林施業プランナー

などが習得すべき専門的知識や技術があるとは

思いますが、加えられるのなら、地曳きの馬搬

技術も遠野ならではのカリキュラムであり、自

然を荒らさず、間伐材等を運搬するこの技術は、

全国から活目されるのではないでしょうか。地

元、また、全国の山で働く人材を育成する大学

校は、ぜひ実現をしてほしいと思いますが、具

体的に、どのような構想があるのか、示せる範

囲で結構ですので、お知らせください。 

 そのほか、国では森林管理、環境保全への直

接払い制度や森林林業木材産業づくり交付金、

路網整備における森林法一部改正の所在不明者

の対応策、当市では先導的取り組みをしてまい

りましたが、公共建造物等の木材利用促進法の

推進など、明るい情報もございます。一気に好

転するとは思いませんが、山林所有者、山で働

く人はもちろんのこと、遠野地域産材総合供給

モデル基地遠野木工団地が川上から川下までの

活性化のため、フル稼働をする出番を迎えてい

るのではないかととらえております。遠野南部

材のブランド化など、林業の将来を見据えた総

合的、総体的計画は必要ないでしょうか。 

 次に、商業振興についてお尋ねいたします。 

 ことしはふるさとのまちにぎわい創出事業の

ハード、ソフト両面にわたる事業着手、また中

心市街地活性化センターの改修、商店街のＬＥ

Ｄ化など計画されております。これらの各事業

の目的が達成されることは期待しておりますが、

これまでの対策にもかかわらず、商店街の空き

店舗や中核施設の盛り上がりが一向に改善され

ていないと見るのが正直な見方かもしれません。

後期基本計画の５カ年計画の趣旨を見ますと、

観光施設を含め、市街地への入り込み数を現在

の約５万人から、５年後、約10万人に倍増は可

としても、空き店舗の歯どめを毎年１店に押さ
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える。中核施設のテナントは、空きスペースは

５店舗分しかないから、毎年１増は現場の判断

かもしれませんが、何とも消極的であります。

きのうも同僚議員からも同じような質問があり

ましたので、かぶるところはお許しをいただき

ます。観光施設の入り込み数を倍と算定するな

ら、既存の施設や新たに建設される（仮称）観

光交流センターの観光客の回遊策や中核施設内

に飲食店、交流機能を持つ施設、市場的なもの

や新たな別な観光施設など、全く新しい取り組

みをし、せっかくまちなかに入ってきた観光客

と結びつける施策が必要ではないかと思うので

あります。 

 また、市街地に点在する店舗に関しては、大

変恐縮な話になりますが、一つの通りや数十店

がつながるお店であってこそ、商店街としての

魅力もあるでしょうが、店舗の数が少なかった

りお店が欠けるようであれば、商店街としての

機能が果たせなくなってしまいます。商店街の

名称はそのままでも、固まりや集団の対策にか

わって、今は個店の個性や魅力あるそれぞれの

店づくりのほうがいいのではないでしょうか。

急がば回れでありませんが、各商業者や業種の

皆様がどれだけ集客力と魅力ある個別の店をつ

くれるかにかかります。ここに支援の手が差し

伸べられてこそ、商店街の再生や中核施設の元

気に連動するのではないかと考えるわけであり

ます。市街地の店舗は、商業の売上額の地域外

流出防止、市民の利便性確保、従業員の雇用確

保と、その役割は大きいものがあります。中心

市街地のにぎわい再生のストーリー的、戦略的

考えをお示しいただきたいと思います。 

 次に、宮守町のにぎわい創出についてお尋ね

をいたします。 

 昨年、岩根橋を通ったときであります。全く

知らない方から、こっちのことも考えろ。こっ

ちのこととは岩根橋のことでありますが、こっ

ちのことも考えろと声をかけられました。全く

そのとおりであります。合併前、私の記録を見

ますと、平成11年に高速道路時代のまちづくり

を一般質問で取り上げ、今からプラス、マイナ

ス面をとらえたまちづくりを求めました。高速

道は、岩手県はもちろんのこと、三陸沿岸ゾー

ンの県の経済発展や医療面で絶対的に必要なア

クセスであります。関係者各位の努力により、

いよいよ平成24年、来年には、東北横断自動車

道釜石秋田線東和宮守間の供用開始となります。

マイナス面の部分やストロー現象が心配するほ

どでなければいいのですが、岩根橋や今の宮守

町の中心部分の衰退を招いてはならないと思う

のであります。めがね橋かいわいのさらなる活

用、強力な観光拠点づくり、すばらしい里山の

景観やロケーションの活用、大いにアイデアと

知恵を出さなければなりません。そのほか、地

域活性化策があるのでしょうか。国でも文化財

や郷土芸能を活用した観光振興の支援策も行っ

ております。具体的な計画があるのか、お伺い

いたします。 

 次に、教育長に親の所得格差が子どもの学力

や教育、学歴格差につながることについてお聞

きをいたします。 

 この問題は、私が小学校の時代もあったし、

それ以前からあった、いわゆる古くて新しい身

近な問題でもあります。その実例は、私が知る

だけでも枚挙にいとまがありません。都会と地

方では違いもあるでしょうが、東京都などでは

７割から８割の子どもが塾に通っており、通っ

ていない子どもの間に学力の差が出ているのは

現実のようであります。教育費をかければ成績

が上がるというのは、さまざまな意見に分かれ

るようでありますが、一般的には教育費をかけ

れば成績も上がるようであります。それを裏づ

けるデータもいろいろあります。詳しくは申し

上げませんが、教育費や塾、家庭教師などにか

ける経済力で違いが出ております。例えば、学

校外教育の支出がゼロ円、全然かけないという

ことですが、の子ども、子どもの算数の点数が

35点とすれば、５万円以上教育費をかける子ど

もは78点、その差は歴然であります。進路につ

いても、年収が400万から1,000万まで、４年生

大学の進学を見ますと、きれいに相関関係がグ

ラフから読み取れます。人生のスタートとも言
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える小学生時代から格差があるなら、解決策を

探るべきであります。教育長は、こうした親の

収入格差と子どもの学力格差について、どう認

識され、考えておられるのか、お伺いしたいと

思います。今日のような景気状況ですと、所得

の減額も容易に想像されます。塾に通わせたい

が、それを断念しなければならなかったり、許

さない家庭の子どもへ、経済的支援ができる体

制ができないものでしょうか。東京都では、東

京都チャレンジ支援貸付事業等が行われており

ます。また、今直ちに親の所得を上げるわけに

もいきませんので、希望する子どもや、そうし

た子どもたちのために、定年退職した人や教員

ＯＢ、地域のボランティアなど、何らかの形で

学習の機会をつくれないものかお聞きいたしま

す。目的と手段と結果が転倒する時代にあって、

人の幸福や子どもの幸福のために、使命感で選

択した公僕や聖職と言われた職業のＯＢを埋も

らしておくのはもったいないと思います。遠野

市は親の所得がどうあれ、子育ての施策は充実

してるし、遠野市で子どもを育てれば基礎学力

はしっかりつくし、基礎体力も生活習慣など、

人間としての基礎力が身につくところだ。教育

のあり方こそ子どもの未来と市の発展のかぎに

なるかもしれません。そうした地域をつくるべ

きと考えますが、教育長、いかがでしょうか。 

 以上でございます。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  石橋達八議員の一般質

問にお答えいたします。 

 産業振興について、それぞれ林業問題も含め

て、中心市街地の活性化といったことも含めて

の御質問と承りました。町家のひなまつり、本

議会が終わったら楽しみにしているということ

でありましたけど、私は日曜日の日にいろいろ

楽しませていただきました。午前中から午後に

かけまして、観光協会の会長や商工会の会長と

もどもひなまつりを回って歩きましたけども、

いずれも文字通りもてなしという中にございま

して、懸命に市民の皆様が我が家の宝といった

ものをあれしながら、説明している姿などは、

本当に感動ものでありました。ああいう形で今

まで蔵にあったものが前に出てき、みんなに見

ていただきながら、誇りというものを中に置い

て、自慢をするというこの町家のひなまつりは、

本当にまちの活力というものを見出す大きな力

ではないのかなということを実感してまいった

ところでありますので、石橋議員もぜひ各ひな

まつりを御見学され、励ましていただければと

いうように思っているところでもあります。 

 さて、この産業振興で、前期計画で産業振興

が市長も職員も頑張ってはいるんだけども、ま

ちづくり指針がどうも芳しくないなというお話

をいただきました。これは率直に認めざるを得

ないというように思っています。いろんな要因

はあろうかというようには思っておりますけど

も、世界同時不況という全く想定外のものが、

景気回復はなかなかすぐには来ないんですけど

も、不況はすぐに来るという非常に何と申しま

すか、地方に対しての部分で、きのう本会議が

終了した後、ある企業の会長さんが私のところ

訪ねて参りまして、半導体も含め、ようやく少

しは回復基調に来ておると。中国やら東南アジ

アも非常に活発な活動をしているんだけども、

多品種少量型の製品といったものは、やはり日

本の技術だと。そこの部分の中にあって、間違

いなくこの日本の各企業もそれぞれ一番最低時

期の７割から８割まで受注が戻っておると。し

たがって、今後、積極的な設備投資を行いなが

ら、雇用を確保し、この回復基調にきちんと対

応していくような一つのタイミングであるなと

いうような話をしてまいりました。その話を聞

きながら、やはり雇用というものを確保し、そ

してその中で市民所得の向上といったものを図

りながら、もう一方においては、そのことに伴

って消費購買力をまず高めるという中における

地域内経済の活性化というものを図っていかな

きゃならないかというように思っておりますの

で、今議会におきましても、金融一時体制の問

題、あるいは雇用の問題、中心市街地の活性化

の問題、「とぴあ」の問題と、この産業振興に
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かかわるさまざまな問題が各議員からそれぞれ

の切り口で質問を受けているところでございま

すので、なお一層こういった一つのタイミング

を失しないような形での体制の充実と、それに

合わせたタイミングを失しない一つの行動もま

た必要になってくるのかなというように思って

いるところでございます。雇用、就労、そして

それに伴う産業振興、これは緊急の、まさに緊

急の重要課題という中で、覚悟を持ってこの部

分にも対応してまいりたいというように思って

おります。 

 林業振興に絞ってという話の中での御質問を

承ったところであります。その中で、森林林業

についての一つの市長としての展望はどうある

だろうかというような質問がありました。 

 その中で、もう一つは、具体的にということ

で、この林業大学校構想などは、これは進める

べきではないのかなというようなお話も質問と

して承ったところであります。 

 質問にありましたとおり、国連が定める国際

森林年の年であります。これもかねてからさま

ざまなネットワークの中で活動してきた結果が、

私は遠野という中に全国森林サミットが開催地

として位置づけられたというように思っており

ます。棚ぼたで落ちてきたのではないと。いろ

んなネットワークの中から遠野がいいんではな

いのかなという話が参りまして、新日鉄の会長

の三村会長さんとか、林野庁長官であるとか、

国の森林林業再生プランを受けて、この国際森

林年でもあるし、全国森林サミットという中に

という中での取り組みが、岩手県、そして遠野

市ということになったわけです。 

 私はこの遠野市という話の中で打診があった

ときに、やはりこの森林林業の問題というのは、

一市町村の問題ではないと。オール日本の問題

でもあれば、オール岩手の問題でもある。市町

村境を越えている。そういう中における取り組

みとして、この受け皿にあっても、そういう連

携をとったほうがいいんじゃないかということ

で、住田林業として全国にも名をはせた住田町

も隣にあるわけであります。釜石市も木質バイ

オの関係では懸命に取り組んでおるということ

もありまして、釜石市と住田町にも呼びかけ、

町長さんや市長さんとも連携とり合いながら、

２市１町でもって、この全国サミットの受け皿

の一つの環境整備をしようじゃないかというこ

とにしておりまして、であれば主会場は遠野市

でいいんだと。その後のいろんな視察なり見学

なり、あるいは研修会なりは、住田も受けよう

と、釜石もそれを準備しようという形での今組

み立てを行っているところであります。 

 私は広域的な連携、これがいうところの広域

経済圏というものにもつながるんじゃないかな

というように思っておりますけれども、自分の

ところで何かがあればいいんじゃなくして、や

っぱりこういう全国的な規模にあっては、連携

をとりながらということも大事じゃないのかな

と思ってまして、そのような組み立てができま

したので、そしてまさに我が国の森林林業にか

かわるトップが、まさに影響力もあり発信力も

ある方々が遠野に集合するわけでございますの

で、こういった部分をとらえてのさらなる森林

林業における産業おこしといったものにも取り

組んでまいりたいと、一つの大きなきっかけに

したいというように思っております。遠野市農

林水産振興ビジョンにも示してますとおり、里

山が美しく林業が元気なまちということで、路

網整備、あるいはいろんな除間伐といったよう

な形でのこの元気な林業振興を目指すというこ

とにしているわけでありますけども、この木工

団地といったものもあるわけでありますから、

川上から川下という環境はもうできているわけ

であります。循環型産業としてのモデルとして

の仕組みはできているわけでありますから、こ

れをどのように機能し、この仕組みが回るかと

いうことが極めて大事だというように思ってま

して、これも今までいろんな形で取り組んでき

ているわけでありますけれども、なかなかそれ

が目に見えないという部分のもどかしさもあり

ました。 

 それが一昨年でありますけども、国が森林林

業再生プランと、本気でこれを国もやるという
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のを出したわけであります。そういった中にご

ざいまして、この三つの基本理念をあれしなが

ら、雇用、環境といったようなもの、そういっ

たようなものの中において、この10年後の木材

の自給率を50％以上を目指すとしたのが森林林

業再生プランであります。これは平成21年12月

に策定されたところであります。 

 若干自慢の話になってしまうような感じもす

るわけでありますけども、前政権時代に、麻生

総理時代に、この経済危機対策にかかる有識者

懇談会というのがありまして、それに基づいて、

それぞれの地方の経済を活性化するために、直

接総理がヒアリングするというような機会があ

りました。そのときに、東北地域から遠野市長

が指名をいただきまして、当時の総理官邸でも

ちまして、直接意見を言うという場をいただい

た経験はあったんでありますけども、そのとき

も未利用資源としてのこの森林林業をこのまま

放っておけないんだと。遠野は公共建築物、特

に学校は３割を超えるものを木造化しておると。

それから、やはり山の手入れすることによって

過疎地域といったものがそこで活性化してくる。

地球温暖化にも、温暖化の対策にもつながる。

産業振興にもつながる。雇用にもつながると。

この森林林業資源といったものが、未利用資源

として地方にとっては大事な大事な資源として

あるんで、それを活用し、また、生かすような

仕組みをぜひ行うべきだということを、限られ

た時間ではありましたけども、主張してきた経

緯があります。それが、これはちょっと思い上

がりかもしれませんけども、森林林業再生プラ

ンというものにつながったのかなと、ひそかに、

まさにひそかにそのようなことを思っているわ

けでありますけども、やはり言うべきところは

言う中にあって、それが一つの形になってあら

われるんだなというようなこともその中で感じ

とったわけであります。遠野は木工団地をはじ

め、公共施設の木造化といったものも全国に冠

たるものとして持ってるわけでありますから、

繰り返しになりますけども、これをきちんとし

た仕組みとして、川上から川下という仕組みの

中でやって、この森林林業というものを通じて

の産業の振興といった就労、あるいは雇用とい

ったものにつながるというように思っておりま

すし、この山をこのままにしておいたんでは、

文字どおり大変な事態になるんではないかなと。

これは過疎法の中においての議論でも、森林林

業のこの未利用資源を、単なる安いんだ、高い

んだと議論していいだろうかと。やっぱり国産

材といったものをどのように生かすということ

は、国土を保全することなんだと。それをいう

ところの費用対効果なり採算性の議論ではない

んだと。地方の過疎地域のこの活性化を図ると

いう部分にあっては、山の問題、林業の問題は、

避けて通れないという、そのような議論が活発

に交わされた経緯もありますので、私どもとい

たしましては、そういう経緯を踏まえながら、

遠野の里山美林推進事業といったようなものの

中における取り組みを行っていきたいというよ

うに思っております。路網整備、産業箇所の集

約化、団体化、高性能林業機械を活用した効率

的な産業システムといったことで、それぞれ施

業が構築され、普及され、定着するという形に

つながってくるんではないのかなというように

思っております。 

 また、この市内の民有林の現状を把握すると

いうことも極めて大事じゃないのかなというよ

うに思っております。そして、それを把握した

だけじゃなくして、集約化を進めていくという

中におけるその区域を設定すると。そして、そ

こに計画的な施業をいったものを実施するとい

う新たなこの民有林の整備計画としての森林経

営計画といったものも取り組んでいかなきゃな

らないんじゃないのかな。それはもう民有林だ

と。したがって、それはそれぞれの山林所有者

が行うんだじゃなくして、ただそれを無鉄砲に、

ただ無計画的にやるんじゃなくして、それを把

握すると。把握する中で区域を設定すると。区

域を設定することによって、その集約をする中

において、計画的な施業ができる。やっぱり除

間伐をした、あるいは切ったという中において

は、今度再生産ということになるわけでござい
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ますから、植林をどうするかという問題もその

中に組み込んでいくということも大事なわけで

ありますので、そういったような具体的な計画

に基づきまして、この除間伐の促進、あるいは

伐期が来たこの木の伐採と、それを再造林する

というようなのは、考えてみれば当たり前のこ

となわけでございますけども、それにつきまし

て、積極的な取り組みを行ってまいりたいとい

うように思っております。 

 路網整備につきましても、国の補助事業を活

用しながら、計画的に実施していきたいという

ように思っておりますし、路網が整備が少しで

も進んだという背景もあろうかというように思

っていますけども、木工団地のほうに原木の供

給がかなり具体的に見えてきたということもあ

りますから、これやはり路網の整備といったも

のが少しでも進んだ一つのあらわれなのかなと

いうような話も聞いておりますので、そのよう

な一つの整備といったものも合わせて積極的に

行ってまいりたいというように思っています。 

 その中で、将来展望という中にあっては、一

つの仕組みはできているわけでありますから、

それをどのようにきちんとした回るような、文

字どおり動くような仕組みとしていくかという

ことによって、遠野の森林林業の一つの活性化

といったものを、その中で見出すことができる

んじゃないのかなというように思っております。 

 その中で林業大学校構想を取り上げられまし

た。これは森林林業再生プランに人材育成とい

う形で位置づけられているわけであります。林

業の基礎的知識と技術を習得した森林管理の専

門家、横文字で言いますとフォレスターという

人材を育成していくことが提起されているわけ

であります。この遠野市がこれに取り組む一つ

のきっかけになりましたのは、この林業再生プ

ランの中におきまして、全国市長会の中に林業

問題研究会というのが立ち上がっておりまして、

私もそのメンバーの一人に入っております。ど

うしても日程の都合つかずに、担当職員を行っ

て、いろいろ勉強してこいということで、その

出席させたわけでございますけども、かなり詳

細に研究会における資料なり、あるいは勉強を

してまいりまして、林業大学校構想、フォレス

ターという一つのこの中における人材育成、遠

野には木工団地がある。職業訓練協会も絡まっ

ての一つの複合的な施設がある。いろんな人材

もそれぞれの遠野市だけじゃなくて、周辺もい

ろいろといるような。それがオール岩手になれ

ば、まだまだ人材はおると。であれば、この問

題について、一つ取り組んでみるのも遠野とし

て非常に大事じゃないのかなということで、復

命書で私のとこに上がってきたわけでありまし

て、そうだなと、これは大事な取り組みだなと。

いずれ遠野市だけの取り組みじゃない。オール

岩手の取り組みということになるだろうけども、

まず行動を起こしてみようということになった

わけであります。昨年の12月12日でありました

けども、一昨年から私も県の緑化推進委員会の

理事長の職をいただいておりまして、岩手大学

の岡田教授が、農学部の岡田教授が、この国の

森林林業再生プランのまとめ役の座長を務めた

という経緯がありまして、岡田教授のほうから、

やはりこれは全市町村で共有しながら、森林林

業に取り組む一つのベクトルを合わせ、情報を

共有する中において、課題を一つにどう取り組

むのかということを考えてみようじゃないかと

いうお話がありまして、12月12日でございまし

たけども、緑化推進委員会の理事長という立場

と、県のほうにも相談しながら、岡田教授を招

いてセミナーを開催したわけであります。急で

ありましたけれども、20の市町村から約70名の

出席をいただきまして、岡田教授から詳しく国

の施策といったものについてお話をいただいた

わけであります。その際も、林業問題は個別市

町村で抱えるものではなく、国や県を含めての

取り組むべき大きな問題だというような中にと

いうお話もありながら、このフォレスター等林

業に従事する若い人材の育成が非常に急がれる

と。それが岩手県にとっても定住人口と雇用の

確保と林業の再生の大きな力になるという話を、

あったわけであります。そういったことを踏ま

えまして、この１月11日、県政に関する県と市
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町村との意見交換会が県庁で開催されました。

そこで、年間約７億5,000万、これが岩手の森

づくり県民税として県民の皆様から負担をいた

だいているわけであります。７億5,000万とい

う財源がそこにあるわけであります。 

 そこで私は、この岩手の森の県民税という貴

重な財源の一部をこの林業大学校構想などに使

えないかということで、その場で知事に発言を

し、そういった要望したわけでありますけども、

その場ではこの人材の育成と供給に取り組むと

いうような形での具体的なコメントはいただけ

なかったわけでありますけども、県のほうにお

いても、この問題については、放っておけない

一つの課題であるという認識はしていただいて

おりますので、ただそれは県が、あと何かして

くれるだろうというわけにはいかんだろうと。

まず、行動を起こそうじゃないかということで、

１月でありましたけども、１月26日でありまし

たけども、遠野市林業大学校構想検討委員会を

立ち上げました。農業活性化本部長を委員長と

する、立ち上げまして、そしてさまざま情報収

集しながら構想をまとめ、そしてそれを県や国

にアプローチしようじゃないかという形での行

動をしております。２月にはこの委員会が静岡

県と岐阜県の先進地視察も行っておりまして、

林業大学校の設立を前提に進めるということじ

ゃなくて、つくるとすればどういうものが必要

なのか、主体はそれは県なのか、あるいは複数

の市町村がいいのか、遠野市単独がいいのかと

いうことも選択肢に入れながら、さまざまな情

報収集、調査を行い、この秋までには一つの構

想としてまとめながら、ひとつ国や県への提言

活動という方向に持っていきたいというように

思っております。この構想については、私は基

本的には遠野市単独としての部分においては限

界があろうかというように思っておりますので、

できればオール岩手の取り組みという中におけ

る一つの構想としての具体化が一番いいんでは

ないのかなと。と申しますのは、森林組合も、

もう既に合併の動きが出てきておりまして、も

うかなり大きな合併になるんじゃないかなとい

うことが、もう既に具体的なもう行動に入って

きておりますから、そうしますと我々市町村も

この問題については市町村の問題だじゃなくて、

もうそれぞれ市町村域を越えた形での連携と交

流ということになるんじゃないのかなと。それ

がこの７月の全国サミットにおいては住田と釜

石と遠野の仕組みの中で受け皿を、受け入れを

するというような中にあるわけでございますの

で、ぜひよろしく御協力をお願い申し上げたい

と思っております。 

 続きまして、市街地における商店街中核施設

の活性化対策ということで御質問をいただきま

した。きのう菊池民彌議員、萩野幸弘議員にも

それぞれ答弁を申し上げてるとおりであるわけ

でありまして、なかなか目に見える一つの対策

といったものが出てきていないという部分は、

私も石橋議員の御質問にありましたとおり、認

めざるを得ないというのも正直なところであり

ます。特にも「とぴあ」の活性化といったもの

は手をこまねいているわけじゃなく、文字どお

り急がなきゃならないかというように思ってお

りますので、ソフト、ハード、これ相まっての

空き店舗対策、「とぴあ」の空き店舗対策と含

めまして、現在進めております農協ビル、それ

から観光交流センター、昔話村、それから上一

日市商店街といったようなものの中から、それ

ぞれのハード、ソフトというような中における

取り組みとして、特にも観光地づくりのワーク

ショップ、プラットホームのワークショップで

関係者の皆さんが非常に熱い議論をしておると

いうことを聞いております。その熱い議論をし

て、提言して、そして発言したならば、逆には

それを提言し放し、発言し放しじゃなくて、そ

ういったかかわった方々にも一つの責任感を持

ってそれに取り組んでもらうというような、や

はりそのような姿勢が私は欲しいというように

思っております。 

 いろいろ頑張っていただいてはおりますけど

も、言ったはいいけども行動はそれに伴わない

という事例もあるわけでありますから、そうい

ったようなものとして、このワークショップで
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の熱い議論が一つのそれぞれの皆様の行動につ

ながるようなものとなれば、私はまた石橋議員

に指摘をされました商店街の活性化といったも

のも、それなりのものとして見えてくるんでは

ないのかなと。線から面への展開するという中

における23年度からのソフト事業も強化したい

と思っておりまして、昨日文化政策部長のほう

から答弁しておりますけども、この家賃の助成

や内装改修費の助成、店舗の外観を町家や蔵風

に改修する方に対する改修費助成といったもの

も予算化を計上しておりますので、そういった

ものを生かしながら、それぞれの市民の皆様の

お力といったものをその中に示していくという

ような形での活性化を図ってまいりたいという

ように思っております。 

 それから、あわせてこの部分においては、企

業誘致を緊急の大きな課題といたしまして、取

り組んでいきたいというように思っております。 

 それから、産業振興の一つとして宮守町の観

光開発、にぎわい創出といったものについて、

こっちのことという話がありました。これは言

われましたというお話も質問の中で聞いたわけ

でありますけども、やはり宮守のこの町は遠野

市の西の玄関口であります。その中における取

り組みとして、私は宮守町のこのめがね橋周辺

のイベントということに一応絞ってみますと、

イベントの数が、めがね橋の周辺のイベントの

数が22年度におきまして全部で九つのイベント

が展開されまして、延べ6,800人、7,000人ぐら

いの集客をしておると。これはめがね橋周辺だ

けで、柏木平レイクリゾートであるとか、ある

いは上宮守の、あるいは達曽部の稲荷穴だとか、

そういうところは入ってないわけでございます

から、まさに宮守総合支所を中心に、商工会と

か宮守町の地域づくりの皆様が手づくりで行っ

てるものがこれだけの集客をもたらしたと。そ

れがＭＭ１の一つの売り上げにもそれなりの相

乗効果も出てるのじゃないのかなというように

思っておりますので、このように道の駅みやも

り、めがね橋、柏木平レイクリゾート、寺沢高

原、あるいは稲荷穴、こういった拠点、そして

またこの意外と知られていないという部分でめ

がね橋は平成14年に近代土木遺産の中では最も

高い評価のＡランクの構造物として選奨土木遺

産として認定されてるわけであります。 

 それから、もう一つは、経済産業省のほうか

らは、近代化産業遺産として平成21年２月に認

定をされていると。そして、21年４月にはＮＰ

Ｏ法人の地域活性化支援センターから恋人の聖

地としての認定も受けておるという部分があり

まして、このめがね橋周辺のにぎわい創出事業

の中から貴重な地域資源を生かしながら、さま

ざまなにぎわいを創出することができるんだ

というようなかすかなというよりも、かなりの

と言っていいのか、手ごたえを宮守総合支所と

か関係者の皆さん、感じておりますので、こう

いったものを一つのばねとしながら、地域活性

化を図るような一つのにぎわいを図るようなそ

れぞれの事業の充実といったものも図っていき

たいと、それを後押ししていきたいというよう

に思っております。その中にございまして、平

成24年には東和宮守間の高速交通網としての道

路が供用開始になるわけでありますから、この

部分もきちんと見据えながら、対応していかな

きゃならないという部分と、それから、こうい

ったイベントが功を奏したというように思って

おりますけども、環境整備といたしまして、地

元の自治会代表、行政区長、関係団体、市民代

表、県の土木センターなどで構成するめがね橋

周辺環境整備検討会といったものの中で、さま

ざま観光案内板の改修とか、イルミネーション

の設置だとか、遊歩道の整備だとかというよう

なことも積極的に行っておりますから、これも

限られた財源でありますけども、市としても積

極的に応援しながら、環境整備にも取り組んで

まいりたいというように思っております。 

 河川ステージ、県の河川改修として、河川ス

テージの増設の工事も今始まっております。こ

れもまたそういった取り組みは、取り組みを見

て、多分県も放っておけないなということで、

私は対応してくれたんじゃないのかなというよ

うに思っておりまして、感謝もしているわけで
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ございますけども、そのようなものも行われて

おるということであります。 

 それから、やはりこれもすごく大事なことと

思っています。横断道開通後という、開通後に

何かどうのこうのと言っても、そのときにはま

たいろんな問題が出てくるわけでございますか

ら、現実的な議論をしていこうということで、

道の駅の関係者からいろいろ検討を始めており

まして、通過車両の交通量調査なども既に３回

ほど実施しておると。間違いなく宮守町までの

高速交通、高規格自動車道路が延伸してまいり

ますと、車の動きといったものは変わってくる

んじゃないかなと思っていますから、それに備

えてということで、３回ほど交通量調査なども

行いながら、宮守町の、一つの西の玄関口とし

ての宮守町の位置づけを明確にしながら、総合

支所を中心に、また地域住民の皆様とか関係者

の皆さんの力をその中にいただきながら、対応

していきたいというように思っておりますので、

よろしくお願いを申し上げたいと思っておりま

す。 

○議長（新田勝見君）  藤澤教育長。 

   〔教育長藤澤俊明君登壇〕 

○教育長（藤澤俊明君）  石橋達八議員の一般

質問にお答えをいたします。 

 初めに、所得格差の学力格差、教育格差への

影響についてお答えをいたします。 

 議員から紹介のありました大学の先生方の調

査などを見ますと、東京など大都市においては、

親の所得が子どもの学力に影響を与えていると

いうケースが見られるという記述がされており

ます。この傾向が本市など地方においても当て

はまるかどうかは現在のところは何とも申し上

げることができません。ただし、すべての子ど

もたちに一定の学力を保証するということは、

教育の使命であり、また、その重要性は十分に

理解をしております。本市では、経済的理由に

より就学が困難な家庭に対する就学援助費や高

校、大学等に進学する生徒に対しての奨学資金

などの制度はございますが、現在のところ、子

どもを塾に通わせたいという家庭に対する経済

的支援はないのが現状でございます。 

 なお、本市では、小学校と児童館、児童クラ

ブとが連携をし、放課後における児童の安全、

安心の居場所をつくるとともに、家庭学習の習

慣化により学力意欲を向上させるという目的で、

放課後子ども教室を11校、全校の小学校区で実

施をしております。 

 次に、学力の向上を図るために、定年退職し

た方や教員ＯＢの方々のボランティアによる学

習機会はつくれないかという御提案につきまし

ては、今後、検討課題として考えていきたいと

いうふうに考えております。 

 なお、学力向上につきましては、市教育委員

会の最も重要な方針の一つであり、すべての小

中学校において取り組むべき重点事項でもあり

ます。教育委員会では、学力向上のために、毎

年４月に標準学力検査を実施し、また、10月に

は県教育委員会と連携しての学習定着度状況調

査を実施しております。 

 なお、教育研究所においては、その結果等を

分析し、授業改善についての授業提案をするな

ど、学力向上に役立てているところでございま

す。 

 また、授業力向上のため、学級担任や教科担

任等が１年に１度は助言者を位置づけた研究授

業をする１人１授業の取り組みをここ数年にわ

たり行っているところでございます。この取り

組みを有効に機能させるため、指導主事や学校

教育専門員を小中学校に派遣し、直接学級担任

や教科担任に対し、授業のあり方について指導

を行っているところでございます。 

 指導主事や学校教育専門員は、主として各小

中学校の授業を参観し、教材の分析、授業の進

め方、発問の仕方、板書のまとめ、児童生徒の

学習の意欲の喚起のあり方、学習内容の定着

等々、具体的な助言をし、授業改善に取り組ん

でおります。 

 こうした取り組みが成果を上げ、小学校では

数年前から学習定着度状況調査において県平均

を超えておりますし、中学校においても今年度

は県平均を上回る結果をいただいております。
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今後、こうした事業等からさらに授業を充実さ

れ、授業改善を進めながら、児童生徒の学力向

上に取り組んでまいりたいと考えております。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後１時50分 休憩   

────────────────── 

   午後２時01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。11番小松大成君。 

   〔11番小松大成君登壇〕 

○11番（小松大成君）  通告に従いまして、日

本共産党遠野市委員会を代表し、一般質問を行

います。 

 一つには、国民健康保険の問題について、二

つ目には、高齢者の見守り体制について、三つ

目には、水道料金の問題について、以上、大項

目３点について、市長の見解をお伺いいたしま

す。 

 大項目は３点でございます。小項目含めて５

点でございます。 

 その前に、遠野高校との交流を通じて関係の

深いニュージーランドで発生いたしました震災

において、被害を受けられた皆様方に、日本共

産党遠野市委員会を代表し、お見舞いを申し上

げます。また、犠牲になられた方々の御冥福を

お祈り申し上げますとともに、いまだ行方のわ

からない皆様方の無事と一刻も早い救出、復興

を願うものであります。 

 それでは、質問いたします。 

 初めに、国民健康保険の問題について質問い

たします。 

 私は、これまでも高過ぎる国保税や滞納者に

対する資格証明書、短期保険証の発行等の問題

を、再三にわたり取り上げてまいりました。本

来、社会保障であるはずの国民健康保険が、そ

の高過ぎる国保税を払えずに、無保険状態に陥

り、病院に行くこともできず、治療が手おくれ

になって、尊い命を失うといった痛ましい事件

が全国各地で起きています。遠野市の状況も、

平成20年の資料によりますけれども、１人当た

り７万2,000円であります。単純に標準的な親

子４人世帯で28万8,000円となります。市民所

得からして所得の１割を超える保険税を納めな

ければなりません。問題なのは、岩手県の調査

結果でありますけれども、国保加入者の24％が

所得なし。所得なし層を含めない100万未満、

これが30.7％、100万以上200万円未満24.2％、

これら低所得者層と言われる所得階層の合計が

78.8％、およそ８割の低所得者層によって構成

されている異常な状況になっているのでありま

す。これらの状況から、今や社会保障であるは

ずの国民健康保険税は、その支払い能力を超え

た保険税のために、低所得者の生活、あるいは

命を脅かすなど、市町村国保の危機的状況はま

すます深刻化しています。このような状況下で、

私は国保税滞納者からの保険証を取り上げ、つ

まり資格証明書の発行問題を再三指摘してまい

りました。当局も努力され、この発行件数が大

幅に縮減され、およそ県平均の常識的水準まで

になってきたのには敬意を表したいと思います。 

 このような中で、さきの国家で成立した改正

国保法における中身について、市長の見解を伺

うものであります。 

 改定国保法の中には、国保を広域化し、都道

府県単位に集約するための一連の制度改革が盛

り込まれました。この制度改革の基本は都道府

県に国保の広域化等支援方針をつくらせること

になっています。この支援方針には、市町村国

保の財政改善、収納率の向上、医療費適正化な

どの目標が書き込まれて、都道府県はその実行

を市町村に迫っていくこととなっています。国

はこれまで医療給付費が国の基準を超える自治

体や国保税の収納率が低い自治体に国保負担削

減のペナルティを実施してきました。今回の法

改正では、指定市町村へのペナルティが廃止さ

れて、市町村国保の医療費抑制は支援方針に基

づいて都道府県が指導することになります。収

納率が低い自治体へのペナルティも実施を行う

かどうかの決定権を都道府県が握ることになり

ます。さらに、都道府県が支出する調整交付金

についても、広域化と支援方針の達成状況にお
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いて知事が配分を決めるようにいたします。そ

して、このような国保の広域化は、保険料の高

騰を抑えるために、市町村が独自で行ってきた

一般会計からの繰り入れができなくなってしま

うという重大な問題を引き起こします。我が遠

野市においては、現時点において、国保会計に

対する一般会計からの法定外繰り入れは行って

おりませんので、今すぐ慌てふためいてどうの

こうのと騒ぎ立てるまでもないと言えばそれま

でですが、数年後には財政調整基金も乏しくな

る。法定外繰り入れも視野に、国保財政見直し

を行っている状況においては、この問題は見過

ごすことはできません。 

 さきの通常国会で国保法改定が可決成立した

後、厚生労働省は保険局長名で都道府県知事あ

てに広域化と支援方針の策定についてという通

達を出しました。そこには、一般会計繰り入れ

による赤字補てん分については、保険料の引き

上げ、収納率の向上、医療費適正化策の推進等

により、できる限り早期に解消するよう努める

ことと明記されています。これは、県下の国保

税を均一にするために市町村の一般財源の繰り

入れは解消し、保険税の値上げに転嫁せよとも

受け取れる内容になっています。さらに後期高

齢者医療制度に見られるように、保険者組織の

広域化は住民無視の組織運営に直結することに

もなりかねません。現在では、国保運営協議会

等で幅広い住民が参加し、協議されています。

広域化にはこのような住民要求反映の大きな障

害ともなります。この広域化が当市における国

保財政制度について、どのような影響が考えら

れるのでしょうか。市長の見解をお伺いします。 

 さて、改定国保法と2010年度予算により、国

保にかかわる一連の制度改革が行われました。

その中で失業者への一部の国保軽減措置につい

て、非自発的失業者で国保に加入する人が前年

所得を0.3掛けるで計算するというものであり

ます。これまでいかなる事情があったにしても、

基本的に国保税は前年度所得に対する所得割で

算定されていました。当然のこととして、今日

の社会情勢の中で、突然解雇、失業で収入の道

を断たれた方々に対しても容赦なく高額の保険

料の請求書が送られていたわけでありますから、

そういった意味からすれば、一定の配慮がなさ

れた改定ということが言えます。 

 しかし、この軽減を受けるには、失業理由、

雇用保険の加入期間など、さまざまな要件をク

リアし、雇用保険法の非自発的失業者の条件に

適合しなければなりません。対象者すべての人

がこの措置を受けられるよう、当市ではどのよ

うな対策をとっているのか、また、現在までの

申請件数はどのようになっているのでしょうか。

また、このように改定が行われ、失業中の方た

ちに、一定の配慮がなされたとは言うものの、

収入が全くない中で保険税の負担は重い負担と

なることに変わりはありません。市としてさら

なる軽減対策を講じるべきと考えますが、いか

がでしょうか。 

 次に、医療費の一部負担金の減免について伺

います。景気低迷が長引く中で所得が下がり、

医療費が支払えない人がふえています。一昨年、

平成21年度になりますけれども、厚生労働省医

政局、援護局、保険局から連名で、都道府県衛

生主管部あての通知、生活に困窮する国民健康

保険の被保険者に対する対応についてといった

通達が行われています。この中で注目されるの

は、医療機関との連携による一部負担金の減免

等の適切な運用とあり、その中で国民健康保険

法第44条第１項では、保険者は特別の理由があ

る被保険者で、保険医療機関に一部負担金を支

払うことが困難であると認められるものに対し、

一部負担金の減免、または徴収猶予の措置をと

ることができるとされているとあり、医療機関

及び生活保護部局と情報を共有し、対象者に対

して、適切に制度が適用されるよう努めること

とあります。 

 このように国民健康保険部門、医療部門と福

祉部門の連携強化について記されています。こ

のような通達が県当局に示され、１年以上も経

過しております。当然のこととして、この通達

の趣旨は、市当局にもおりてきていると思いま

す。通達の趣旨である部局間の連携強化はどの
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ようになっているのでしょうか。医療費の一部

減免制度については、厚生労働省が昨年から全

国の自治体に国保法第44条に基づく窓口負担の

軽減モデル事業を実施させ、それらの制度の基

準を示すとしておりました。どのような基準が

示されたのか、示されなかったのかわかりませ

ん。このようなモデル事業が実施されたという

こと事態、医療費の一部減免制度が活用されて

いないことを国も認めているわけであります。

国は国保法第４条活用をうたっていますが、そ

れに伴った財政的裏づけがないことも地方自治

体がこの制度を活用できない上で大きな要因に

なっていることは容易に理解できます。とはい

っても、国保税を払いたくても払えないと同様、

病院に行きたくても医療費が払えないといった

市民が現実にいる以上に、何らかの軽減策を講

じるべきと思いますが、市長のお考えを伺いま

す。 

 次に、高齢者の見守りについてお伺いします。 

 昨日の萩野議員も同じような質問をしており

ました。ダブるような形になると思いますけれ

ども、よろしくお願いします。昨年、東京都足

立区で戸籍上は111歳だった都内最高齢の男性

の白骨化遺体が自宅で見つかり、マスコミでも

大きく取り上げました。その後、全国各地で所

在がわからなくなっている高齢者が多数いるこ

とが判明いたしました。新聞報道では、所在不

明の100歳以上の高齢者は、昨年末現在で22都

道府県325人に上り、うち33人は死亡、外国人

２人の出国が確認され、依然、所在不明の人は

290人となっております。この所在不明の問題

を発端に、遺族年金を不正に受給し、逮捕者が

出るなど、深刻な社会問題となっています。当

市においては、このような事件はなかったもの

の、いつ起きても限らないという問題でありま

す。 

 高齢者の所在不明の問題には、自治体が高齢

者の実態把握ができないことに問題があります。

死亡届を出さないとか、年金不正受給の問題、

認知症が疑われる人が家族や地域の認知症への

認識が不十分な中で、家を抜け出し、どこかで

倒れて亡くなっているなどの要因があるわけで

す。高齢者の福祉について、重要な法律である

老人福祉法は、市町村は老人の福祉に関し、必

要な情報の把握に努める、実態把握の責務を明

記し、その条文は現在でも生きています。 

 1970年代までに福祉関連の法整備が進む中で、

旧厚生省は、福祉事務所運営の指針で、各福祉

事務所はひとり暮らしの高齢者や援助が必要な

すべての高齢者の生活実態を把握し、個別援助

台帳をつくることなどを詳細に示しました。90

年代まで福祉事務所職員は高齢者宅を訪問し、

健康状態や暮らしぶりなどを明記した個別の台

帳を作成し、行政が直営で福祉サービスを提供

し、職員は必要な場合、立ち入り調査をする権

限を持っていました。 

 しかし、2000年に介護保険制度の導入で、自

治体の多くは福祉サービスを民間事業者に、外

部に任せています。介護保険のケアマネージ

ャーは、介護保険サービスを申請しない人まで、

訪問する義務はありませんし、介護保険法で設

置された地域包括支援センターも立ち入り調査

や戸籍調査の権限もなく、必ずしも地域の実態

把握ができているとは言えない状態だと思いま

す。さらには、この10年間で都道府県と市町村

の福祉関係職員が９万8,000人余減員されてい

ます。このような状況では、高齢者の実態把握

は困難ではないでしょうか。遠野市においては、

高齢者の実態把握が大きな問題となっている中

で、人員の確保は十分になされているのでしょ

うか。高齢者の実態把握は今、地域包括支援セ

ンターが担う建前となっていますが、個人情報

保護法が厳格過ぎる解釈で、出すべき情報が出

されていない状況があるとのことです。この問

題について、厚生労働省は、９月３日付で全国

の都道府県に対し、地域包括支援センター等に

おいて、地域の見守り活動を構築していく際の

支援を必要とする者に関する個人情報の取り扱

いについて通知を出しています。この中で、平

成19年に出された要援護者にかかわる情報の把

握、共有及び安否確認等の円滑な実施について、

①としてみずから希望したものについて情報を
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収集する手挙げ方式。②要援護者への働きかけ

により情報収集する同意方式。③市町村が個人

情報保護条例の中の個人情報の目的外利用提供

に関する規定に基づいて、関係機関と情報を共

有する関係機関共有方式が例示され、なおかつ

各自治体の取り組み事例を参考にしながら、地

域包括支援センターなどの関係者において、市

町村の実情にあわせ、市町村が保有する情報を

共有できるよう求めています。当市における高

齢者世帯の個人情報の共有について、現状での

課題と通知を受けたことによりどのように改善

なされたでしょうか。消えた高齢者の問題は、

現在の日本における経済的貧困と貧弱な社会保

障の姿を浮き彫りにいたしました。昨年９月５

日に放送された、ＮＨＫで放送された追跡、消

えた高齢者の中で、亡くなった父親の年金に頼

らなくては生活できていなかった男性の様子が

出されていました。母親の介護のために仕事を

やめ、そこからはなかなか就職ができず、父親

の年金で生活をする。そして、父親が亡くなっ

てもそのことを届け出ないまま７カ月間遺体を

隠し、父親の年金で生活をしていたとのことで

す。この問題には、仕事にもつけず、まして相

談する相手もいないという孤立や貧困という原

因があると思います。現在、高齢者の見守りに

ついては、独居高齢者については見守りの対象

とはなるものの、例えば高齢者とその子どもな

どの家族がいる人は、その対象とはならず、所

在不明の高齢者のような問題を生む要因となっ

たのですが、このような世帯の把握や相談体制

について、遠野市ではどのような体制になって

いるのでしょうか。遠野の春は、だれしもが心

を弾ませ、高齢者のみならず、多くの皆さんが

待ちかねたように野山へと飛び出していきます。

そして、残念なことに、毎年のように高齢者の

遭難といった悲しい事件も起きています。この

ような事故を未然に防止する対策なども検討し

なければならないと思います。これらの問題は、

社会福祉協議会、地域自治会、その他各種の団

体との密接な連携構築がなされてしかるべきと

思いますが、遠野市においては、現在、どのよ

うな取り組みがなされているのか、お聞きいた

します。 

 次に、水道の料金について伺います。 

 毎年４月の新年度に当たって、人事異動で市

外から遠野市内の転入者が訪れます。観光客と

は違った実生活をする立場のこのような方々か

らしばしば遠野での生活に対する感想を聞くこ

とがあります。転入してきた方が私に話しまし

た。遠野に来て驚いたこと。同程度レベルのア

パートの家賃では、盛岡より高い感じがすると。

そして、初めて請求される水道料金の高さに驚

くと話していました。その人いわく。家賃の高

さは行政としてはいかんともしがたいと思うが、

公共料金である水道料金は市の政策として何と

かなるだろう。こんな高い水道料金、市民から

文句の一つも出ないのかというものです。市外

からの転入者に言われるまでもなく、これまで

も少なくない市民から、もっと安くならないも

のかと訴えられてきました。この問題は、平成

15年６月、私が市議会議員となって初めて一般

質問で取り上げた経緯があります。当時、水道

会計がどのようになっているか、理解不足のま

まに市民感覚として余りに高過ぎる水道料金の

引き下げを求めたというものであります。当時、

水道会計は、それまでの設備投資における企業

債の元利償還のピークで、一般会計で補助して

いる高料金対策にかかわる繰り出し金を継続す

るという形で、現状の料金体系になっている。

よって、水道料金の引き下げは当面困難である。

たしか、このような答弁だったと思います。し

かし、その後、企業債償還金利息の推移は、平

成19年度の水道事業の統合で比較困難な年度を

除いても、確実に減少を続け、対減価償却費比

率においても、改善されてきていると見ること

ができます。これに伴い、給水原価も確実に低

下しております。もちろんこれだけでもって、

はい、水道料金下げましょうということにはな

らないことは百も承知です。将来的保守、改修

や設備投資、あるいは震災など事故への備えの

ための内部留保資金の蓄えも当然必要なことで

あることに異論はありません。しかし、水道料
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金は企業会計であり、自立採算性が求められる

とは言いながらも、市民生活に直結する公共料

金であります。その公共料金が県内の所得順位

からしても、決して高くない遠野市民の水道料

金が、その料金の高さで県内一、二位を争って

いるといった状況をいつまでも放置していいと

いうことにはなりません。市長の見解を伺い、

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）  小松大成議員の一般質

問にお答えいたします。 

 それぞれ５項目にわたりまして、国保問題、

医療費の一部負担の減免の問題、高齢者の安全

対策、そして最後は水道料金の問題ということ

での御質問を承りました。 

 この国保問題については、この改定国保法に

対する市長の見解ということでのお話をいただ

きました。そして、二つ目には、改定国保等と

この2010年度予算、平成23年度予算による遠野

市の取り組み状況ということで、非自発的失業

者に対する国保税権限措置の実態等ということ

で、それぞれありましたので、この部分と、こ

の恒常的低所得者に対する軽減対策といったも

ののこの二つの項目につきましては、具体的な

数字でもって御答弁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

ら答弁申し上げますので、御了承いただければ

と思っております。 

 それから、高齢者の安全対策の部分につきま

しては、これはきのうの質問とも重複する部分

もあるわけでありますけども、高齢者の実態把

握はどのようなものかという御質問がありまし

たので、この部分も担当の健康福祉部長のほう

から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。 

 あとは、このそれぞれの地域連携、社会福祉

協議会でも連携が大事じゃないかということで

ありましたので、この分につきましては、私の

ほうから御答弁申し上げるという形にいたしま

すので、ひとつお許しをいただければと思って

おります。 

 まず、この国保問題、改定国保法に対する市

長の見解ということについての御質問を承りま

した。国が現在、これは御質問の中にありまし

たけども、国が現在検討している高齢者医療制

度改革は、現在のこの後期高齢者医療制度を廃

止し、そして平成26年３月から75歳以上の高齢

者の方々を対象に、市町村国保や社会保険に戻

して、新たな医療制度として立ち上げると。こ

の高齢者国保の運営を都道府県単位で行うこと

としております。さらに、この平成30年度には

全年齢を対象とした国保運営の都道府県単位で

の実現といったものをその中で目指しているわ

けであります。私は、この動きをあれしますと、

後期高齢者医療制度を立ち上げるときに、それ

ぞれの市長会、町村会、そして県とかなりいろ

んなやりとりしたことを思い出しているわけで

ありますけれども、いつの間にかこのような方

向で、また見直しということになったのかなと

いう状況でおるわけでございますけれども、い

ずれそのような方向というか、制度改革の方針

が示されておると。特にも広域化という問題に

つきましては、保険財政の安定化と保険料の平

準化を促進するという観点に立っておりまして、

既にこの高額医療費の共同安定事業など、都道

府県単位で運営されておるわけであります。ま

た、後期高齢者支援金、介護納付金は、全国平

均で１人当たりの負担額が決定され、前期高齢

者交付金も全保険者で医療費の財政調整が行わ

れているというような状況にあるわけでありま

す。 

 その中で、市町村国保は、御案内のとおり、

被保険者によって年齢構成や所得階層の差異が

大きいという一つの実情があるわけでありまし

て、医療機関の設置数によっても、この医療費

の格差が生じるという一つの実情にあるわけで

あります。 

 もう一つは、この御質問にありましたとおり、

財政が不安定な構造的問題を抱えているという

のが国保というものにあらわれているんじゃな

いのかなというように思っておりまして、将来、
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地域保険として一元的運用を図るという中に、

都道府県が市町村に対する支援方針を定めるこ

とができることになったという一つのある。そ

れを受けまして、県においても、昨年12月に厳

しい経済雇用情勢等に伴い、収納率が低下する

中で、県、市町村及びこの岩手県国保連が一体

となって、より一層の収納対策を図るために収

納率の向上に関する支援方針も策定をいたして

おります。県内の市町村の21年度の決算の内容

を見ますと、当市を含めた、遠野市を含めた26

の市町村は、繰越金や財政調整基金の繰入金を

除く単年度収支赤字となっておりまして、厳し

い一つの財政運営を強いられておるという状況

に今あるわけであります。国保の財政状況を見

ますと、この国保税は、これは不況による所得

減少の影響といったものがもろにあらわれてい

ると思っておりますけれども、調定額あるいは

収納額の減少にもつながっておりますし、一方

においては、医療費もこれは増加の傾向にある

という一つの状況であります。23年度の国民健

康保険税の改正は税率改正は行わないこととい

う中で、先般の全員協議会、それからこの問題

につきましては、やはりより透明性を持って説

明責任を果たすべき必要があるんだということ

で、総合計画の後期５カ年計画、第２次健全財

政５カ年計画、それからさまざまな市政課題に

つきまして、市内９地区を１月末から２月にか

けて、地区説明会を行ったわけでございますけ

れども、国保財政の中長期的見通しという部分

におきましての資料を提示いたしまして、市民

の皆様にも説明を行っておりますし、国保運営

協議会のほうにもお諮りをしながら、それぞれ

のこの課題につきましては、それぞれ確認をし

ているところであります。 

 その中で、23年度の税率改正は行わないとい

うことで、一応の結論は出したわけであります

けども、中期財政見通しでは、24年度末財政調

整基金残高が１億4,000万となる見込みという

ことになっております。この数字もかなり確実

な数字と申しますか、それぞれの調定額、収納

額、それらをそれぞれ見ますと、そういうよう

なことになるということになっておりまして、

１人当たりの医療費も、平成20年度、26万7,80

3円が、22年度見込みでは29万6,214円というこ

とになってきておりますので、この医療費も確

実に上がってきていると。そして、このような

一つの現状を踏まえ、これを改善するというた

めには、やはり医療費の適正化、さらには収納

対策、それから私はこれが最も将来を見据えた

場合大事な課題ではないかなと思っております

けども、この健康づくり事業に積極的に取り組

むという一つの遠野としての独自の取り組みも

展開していかなければ、各市町村単位だけの取

り組みといったものには、既に限界が見えてき

ているわけでありますから、であれば、市町村

単位で取り組む一つの何かとなった場合、この

健康づくりにもやっぱり取り組んでいくという

ことも一つの大事な施策の一つではないかなと

いうように思っております。この国保の財政の

安定化、あるいは新高齢者国保制度へのスムー

ズな移行といった場合においては、県内市町村

国保の実態に即した環境整備もまたあわせて進

めていくということが大事ではないのかなとい

うように思っております。この昭和36年にス

タートしているわけであります。国民皆保険制

度をスタートしているわけでありますから、こ

れはやはり一つは堅持しながら、持続的で安定

的な医療保険制度の構築する責任は、私は国に

あろうかというように思っておりますので、財

政的な支援のあり方も含め、運営を担う都道府

県、市町村の理解を得て、こういったものを新

たに構築するということを、ひとつ大事ではな

いのかなと思っております。 

 国保制度は、高齢者や低所得者の方の加入が

多く、税制基盤も非常に脆弱であります。今後

の人口減少を考えれば、これは保険財政の安定

化、財政基盤の強化と広域化といったものが一

つは避けて通れないのかなというような、私は

そのような認識を持っておりますので、国の制

度設計の議論を注視しながら、国民健康保険加

入者にとって安心できる制度となるように、文

字通り地方と国における信頼関係の中からの、
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そのような丁寧なと申しますか、きめ細かな議

論の中で、一つの仕組みを作っていただくよう

なものとしての対応を強く求めたいというよう

に思っております。 

 それから、この厚生労働省においては、医療

部門と福祉部門の連携を強化するようにという

状況だという。これはそれぞれ、これは遠野市

にあっても地域総合力だということを私は常日

ごろから申し上げているわけでありますけども、

もう一つは、やはりこの医療部門と福祉部門と

いったものの連携強化といったようなものも厚

生労働省でもきちんと、言うなれば新たな連携

強化ということを、市町村のほうには求めてき

ているわけでありますけれども、国にあっても、

ぜひ各省庁のバリアといったもののハードルを

下げていただければなということもあわせてお

願いをしなきゃならないかなと思っていますけ

れども、当市にあっては、医療費のかかる相談

については、年に数件あります。それから、滞

納世帯の保険証の更新時、あるいは各種手続に

も状況把握をするようにということで、日ごろ

から努力をしておりまして、必要に応じて健康

福祉の里へ相談ということになっていますし、

この税の収納対策には、福祉課、健康長寿課も

本部員として参加もしております。したがって、

この連携をとり合いながら、各世帯の状況とい

ったものをちゃんときちんと把握しながら、文

字どおりケース・バイ・ケースの対応をするよ

うな形での最善の方法をとるようにということ

での連携をとっておりますし、生活保護受給者

の移動といった場合にあっても、福祉課からの

連絡を受けながら、福祉担当課のほうから連絡

を受けながら、国保加入や離脱の手続きも行っ

ておると。それから医療扶助受給者の方につき

ましても、医療機関との情報交換を常日ごろか

ら行っておりまして、連携強化といったものを

常日ごろからかなり意を用いて対応していると

ころでございますので、国の通知を受けて、遠

野市はきちんとやっているのではないのかなと

いうようには承知しておりますけども、ただ、

それぞれのケース・バイ・ケースの中にあって

は、やはりちょっと行き届かない部分もケース

の中にあろうかと思っておりますので、これは

やはり職員の意識改革といったようなものの中

におきます一つの意識をきちんと持ってもらい

まして、この連携と、そして情報の共有と、そ

のケースに応じてのケース・バイ・ケースの対

応といったものについて、さらなる意識を持っ

てもらうように私のほうからも指導してまいり

たいというように思っております。 

 それから、医療費の一部負担金の減免の問題

につきましては、この部分については条例の施

行規則で規定しておりまして、天災、あるいは

所得減少、生活困窮等、一定の基準のもとに減

免措置を実施しておりますが、減免実績は今の

ところはないというような状況であります。 

 そして、この減免制度につきましては、国の

財政的な裏づけも不透明であります。したがっ

て、この一方では国保税を財源とした減免とも

なることから、この問題についてはやっぱり十

分な議論が必要ではないのかなというようにも

思っておりますので、そのことをつけ加えさせ

ていただきます。 

 それから、高齢者の安全対策についてという

ことであります。 

 この部分につきましては、実態把握の分につ

いては健康福祉部長のほうから答弁申し上げま

すけども、見守り体制ということで、きのうも

御質問等を承っているところであります。現在、

高齢者や障害者等見守り体制整備モデル事業と

して、民生児童委員や行政区、これは自主防災

組織でありますけども、それと社会福祉協議会

が連携しながら、それぞれ見守り体制の整備を

進めているところでありまして、その数が22年

末で42行政区となっております。これはやはり

本気になって取り組まなきゃならないというこ

とで、関係部課には指示してるわけであります

けども、来年度中、23年度中に市内すべての行

政区にこの仕組みを整備したいというように思

っておりまして、それに向かって一つのモデル

地域といったものを全地域に広めながら、この

安心・安全を確保するという対応をしたいと思
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っておりますし、認知症、高齢者の行方不明等

の事故というのも年に数件発生しております。

これもほっとけない一つのあれでございますの

で、「認知症徘徊高齢者等ＳＯＳネットワー

ク」といったものを整備しながら、社会福祉協

議会をはじめ、介護保険サービス事業者や警察、

消防等の機関と連携することによりまして、日

常の見守り、事故発生時の早期対応策といった

ものをその中で構築してまいりたいというよう

に思っております。これは大変大事な案件であ

りまして、ある県ではＧＰＳを使って認知症の

方々を把握するという、一つの条例化するとい

う動きもあったように聞いておりますけれども、

これは人権問題も絡んでくるわけでございまし

て、非常に微妙な問題があるわけでございます

から、私はやはり縁を絆にとするまちづくりだ

と遠野市は言ってるわけでございますので、地

域コミュニティの中における声かけの中から、

そしてまず各関係機関が連携しながら、そのよ

うな事故など起きないように、そのような見守

り体制を関係機関と一緒になって構築していく

というところに一つのシステムをそのように持

っていきたいというように思ってるところであ

ります。 

 それから、最後の質問であります。 

 水道料金の問題について引き下げできないか

という御質問でありました。平成15年６月の一

般質問でこの問題を取り上げたということでも

御質問の中にあったわけでありますけども、こ

の問題につきましては、まず21年３月に遠野市

水道事業基本計画を定めております。通称遠野

市水道ビジョンを定めております。これにつき

ましては、議員各位にも御説明を申し上げてい

るところでありますけども、この一つのビジョ

ンは、21年度から29年度まで、９年間において、

水道水を安定供給することを最優先とし、この

ビジョンの中には料金の改定といったものは予

定していないという一つの前提として御答弁申

し上げたいと思っておりますけども、御案内の

とおり、県平均よりも高いと。ちなみに二戸市

と藤沢町がそれぞれ遠野市よりは高い料金とし

てあるわけでありますけども、その中において

も、遠野市も非常に高いという状況にあろうか

というように思って、県平均よりも高いと。い

ろいろな理由は上げれば、それこそ今質問あり

ましたとおり、あるわけでありまして、非常に

面積が広いと、集落が点在していると、浄水施

設や配水施設の数が76施設あるわけであります。 

 そして、配水管の総延長は何と約600キロ

メートルとなるわけでございますから、東京を

通り過ぎてしまうわけであります。東京まで50

0キロですから、そこからなお100キロという中

における延長が非常に長いという配水管、それ

に伴って給水人口が少ないということなどによ

り、投資効率も低いという構造的な課題は抱え

ているわけであります。 

 21年度の実績で見ますと、給水原価、これ製

造原価276.8円であります。供給単価、これ販

売単価260.3円でありますから、原価割れの状

態で水道水を供給しているということになり

ます。平成14年度ごろに比較すると、経営は少

しは改善してきてはおりまして、手持ち資金で

現金４億円、今水道特別会計で持ってるわけで

あります。 

 ただ、この部分の中で、現金として、手持ち

資金として持ってはいるというものの、企業債

残高は平成10年度の45億円をピークに、徐々に

減少傾向にありまして、年利５％の高金利で借

りていた企業債を繰り上げ償還するということ

で、支払い利息の軽減策をいろいろ講じてまい

りました。その結果、20年度に約５億円をピー

クに減少させておりまして、経費の節減を図り

ながら財務内容の改善にいろいろ努めてきてお

ります。 

 ただ、遠野市における水道施設は、さかのぼ

れば昭和29年の11月の小友地区簡易水道の竣工

に始まりまして、未普及地域の解消と水道施設

を計画的に整備をしてきたということで、この

上水道施設や簡易水道施設の更新を必要とする

資産約118億円という一つの額になります。 

 これまでも老朽化した施設や配水管の更新を

行っております。現在でも漏水がなった、水道
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管が破裂したというような事故も起きてきてお

りまして、こういった部分におきます資金的な

面からもなかなか追いつかないというような一

つの現実も、状況にもあるわけでありまして、

特にもこの中で昭和53年度、既に33年経過もし

ておりますし、それから57年度、これは29年経

過しておるわけでありますけど、集中的に投資

した施設の更新が迫っております。これは一つ

の大きな現実であります。当時の投資額で約45

億円。そういったことでありますから、短期間

でこの施設の更新をするということは経営的に

大きな負担を伴いますので、更新期間を長くし、

施設の更新費用をできるだけ平準化するという

ようなやりくりをせざるを得ないというような

状況にあるわけであります。 

 私自身は、53年度、57年度、集中的に投資し

たこの施設の更新といったものが常に頭から離

れず、大丈夫か大丈夫かということをいつも水

道事務所長には話してるわけでございますけど

も、この部分が大丈夫か大丈夫かじゃなくして、

短期間で本当はやらなきゃ、もう30年も経過し

てるわけですから短期間でやらなきゃならない

わけでございますけども、現実的にはそれは無

理だと。したがって更新期間を長くしながら対

応していかなきゃならないというような現状に

あります。 

 そして、収益といったものは給水料金で補っ

てるわけでありますから、この人口減少も一つ

大きく影響をしてくるのではないのかなと。給

水人口も減少するということになるわけでござ

いますので、老朽施設の更新計画といったもの

も、そのようなものを見据えながらやっていか

なきゃならないかというように思っておりまし

て、将来の設備投資というか、更新を控えまし

て、内部留保も考えながら、配水管等の管路整

備に要する総事業費を26億6,000万円ほどと計

画しておりますけども、そういったことを踏ま

えて、23年度分としては３億6,000万、一応計

上をしているところであります。 

 この部分でどこまで対応できるかという部分

もあるわけでございますけども、水道ビジョン

の23年度の計画額が２億2,600万に対しまして

実際23年度の当初予算では約60％ほど、59％ほ

ど増額いたしまして３億6,000万円に増額修正

をするというような対応もしておりまして、平

準化といったものに極力努力しながら、さらに

経費の節減といったものも図りながら、水道事

業の経営安定に努めるということで、御質問に

ありましたとおり、安く引き下げできないかと

いうことにつきましては残念ですけども、その

ような状況を踏まえると、引き下げはちょっと

無理だという一つの状況でありますので、ひと

つこのような背景と経過といったものにつきま

しては重々御理解をいただければということを

申し上げまして、答弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  平野総務部長。 

   〔経営企画室長兼総務部長平野智彦君登 

    壇〕 

○経営企画室長兼総務部長（平野智彦君）  命

によりまして、小松大成議員の御質問のうち、

改定国保法及びこれにかかわります国保の遠野

市の取り組み状況について答弁をさせていただ

きます。答弁については、質問が非自発的失業

者に対する国保税軽減の措置、それから２つ目

が、恒常的低所得者に対する軽減措置の状況と

いう２つの点でございます。 

 最初に、恒常的低所得者に対する軽減措置に

ついての答弁をさせていただきます。 

 恒常的低所得者に対しましては応益割、世帯、

それから被保険者割、これが２つ相まって応益

割となっております。この応益割を所得に応じ

まして２割、５割、７割のそれぞれ軽減措置制

度がございます。この２割、５割、７割の軽減

措置を実施してはございますけれども、その前

提になっておりますのは国民健康保険税の応益

割、そして応能割がそれぞれ50％の割合で国民

健康保険税の算定をするというのが前提になっ

ております。財政の健全化を図りながらも安定

した国保財政を運営するためにも、さらにこの

現行の制度、２割、５割、７割の軽減措置制度

を維持してまいりたいというふうに思っている

ところでございます。 
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 なお、低所得者に対します軽減措置対策につ

きましては、平成21年度になりますけれども、

平成20年のリーマン・ショック以降、雇用創出

推進本部対策の一連の対策の中で、セーフテ

ィーネットの充実を図る観点から、国民健康保

険税減免要綱を平成21年度に改正をしまして、

いわゆる低所得者に対する軽減措置についても

整備をし、国保税の減免、あるいは免除の取り

扱いについて実施しているところでございます。 

 この減免の件数については３件という低い件

数ではございましたけれども、先ほど答弁を申

し上げましたとおり、セーフティーネットの充

実という観点から21年度にその軽減対策を実施

しているという状況でございます。 

 ２つ目の質問は、いわゆる昨年の４月、平成

22年の４月に国が非自発的失業者に対する国民

健康保険税の軽減措置、これを実施するという

形で制度が改正されました。遠野市についても、

昨年の４月からこの非自発的失業者に対する軽

減措置を実施してるところでございます。国民

健康保険税は、御質問にもあったとおり、前年

の所得に対して算定されるということから、前

年の所得のうち給与所得等を100分の30とみな

して算定して、均等割・平等割の軽減を行って

いるところでございます。 

 一方では、昨年の４月から新たな制度として

軽減措置を実施しておりますけれども、制度の

周知というのも大切な取り組みでございます。

広報への掲載、あるいは事業所、あるいはハ

ローワークとの連携も図りながら、一方では納

税者、納税通知書を発送する際に、この制度の

チラシを同封しまして制度周知に努めていると

ころでございます。 

 なお、昨年の22年４月からことしの１月まで

のこの非自発的失業者に対する軽減措置の申請

件数は、76件というふうになっております。こ

の中で対応しているというところで、小松議員

に対します改正国保法に対する遠野市の取り組

み状況について答弁とさせていただきます。 

○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、私からは高齢者の見守り体制、

その中で高齢者の実態把握について御答弁申し

上げます。 

 昨日の萩野幸弘議員の御答弁と重複するとこ

ろがあろうかと思いますが、御了承いただきた

いと思います。 

 当市の65歳以上の高齢者は約１万人でござい

ます。そのうち要介護認定を受けていない高齢

者は約8,000人であります。高齢者のみで構成

する世帯人員は約4,000人となってございます。 

 市内すべての高齢者の実態把握を行う上では、

職員数は必ずしも十分ではなく、それを補う施

策として、市内６カ所に在宅介護支援センター

を設置し、在介センターの相談員が高齢者世帯、

特にも75歳以上の高齢者世帯を個別に訪問し、

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。 

 地域におきましては、民生児童委員による定

期的な訪問等により実態把握がなされており、

在宅介護支援センターと情報を共有し、相談に

つなげる支援体制をとっているところでありま

す。 

 次に、個人情報の共有体制については、当市

は地域包括支援センターを直営で設置している

ことから、必要な情報収集や集約が可能な状況

にあります。情報提供に関しては、実態把握の

際に不可欠な要援護者世帯等の情報を市から民

生児童委員や在宅介護支援センターに提供して

いる。当然ながら、それぞれの職には守秘義務

が課せられているところであります。在宅介護

支援センターについては、業務を遂行する上で

個人情報の取り扱いに関する協定を委託法人と

締結し、情報の保護に努めているところであり

ます。また、実態把握の結果、要援護者につき

ましては「同意方式」という形をとりまして、

関係機関と情報を共有することとしているとこ

ろであります。 

 以上、答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後２時58分 休憩   
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────────────────── 

   午後３時08分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き、会

議を再開いたします。 

 11番小松大成君。 

   〔11番小松大成君登壇〕 

○11番（小松大成君）  再質問をさせていただ

きます。 

 私の質問は国民健康保険、それから高齢者見

守りについて、それから水道料金と、この大項

目３点でございました。 

 最初の国保の問題に関して言えば、新しい改

定国保法に沿って当局でもそれ相応の対応がな

されていると。その中においても減免対象が、

先ほど３件しかないというのはですね、やはり

これはもうちょっと対象者があるにもかかわら

ず、やられてないのではなかったのかという疑

問がわいてくるのでありますけれども、その辺

のところをもうちょっとお知らせいただきたい

と思います。 

 それから、水道料金の問題でございます。 

 実はこの水道料金の問題を取り上げましたと

ころ、担当課の聞き取り調査ですね、今市長る

る言われたとおりのことを言われまして、本当

にこれは私が考えた以上に大変な状況になって

るんだなということは御理解したわけなんです

けれども、そうはいいましても、先ほど御紹介

いただいたとおり、あと県内２番、３番のよう

な水道料金になっているということで、まず私

から再度提案したいと思うのは、いわゆる各公

共料金においては不備な点もありますけれども、

それぞれの料金設定が生活様式、つまり生活弱

者に対してなされているということでございま

す。 

 この水道料金に関して言えば、企業会計とい

うことで、これらの対策が一向になされてない

というのが現状でございます。いわゆる所得が

ない方も所得がある方も基本料金では10立米2,

400円、それから５立米計算で1,800円という料

金体系を納めなければならないという実態にな

ってます。私、ある方から話聞いたんですけれ

ども、５立米体系におさめたいという本当に切

実な中で、おふろに入る時間、時間というより

も回数を減らすとか、本当に涙ぐましい努力を

している実態もあります。やはりこの低所得者、

あるいは低所得者のみならずひとり暮らし老人

なんかもあるわけでございます。 

 それから、寡婦ですか、そのような方もある

わけでございます。やはり企業会計といいまし

ても、これらの方々に対する料金体系を構築す

るべきではないかという提案でございますけれ

ども、これに関して市長の御意見を伺いたいと

思います。 

 以上でございます。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  小松大成議員の再質問

にお答えいたします。 

 この改定国保について３件ということで、第

１番目の質問にありましたので、これにつきま

しては最初の答弁の関係もありますので、総務

部長のほうから答弁申し上げますので、御了承

いただきます。 

 この水道料金、これは一つの提案ということ

で、非常に厳しい状況は理解できたということ

の質問をいただきましたので、正直なところほ

っとしてるわけでありますけども、非常に厳し

い状況であるわけでありますから、その辺の現

状については少しでも理解をいただいたという

分についてはありがたく思ってるわけでありま

すけども、この負担軽減という部分における提

案として、この低所得者世帯への救済策などは

考えられないだろうかということでの御質問で

あったというように承知いたしました。 

 御案内のとおり、水道事業は独立採算で行う、

地方公営企業で行われているという部分がある

わけでございますので、救済策といったものは

そこでは想定していないと。電気量やガス代な

ど、その他もいろいろあるわけでございますけ

ども、この部分における一つのこういった部分

にきめ細かくという部分になれば、水道料金の

みならずという部分の中で電気料とか、ガス代
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であるとかといったようなものも生活必需品と

申しますか、生活に欠かすことのできない一つ

の問題としてとらえた場合には、水道料金のみ

をとらえるということじゃなくて、生活費とい

う一つの対象のくくりの中から、全体的な生活

支援策として何か考えられないだろうかという

ようなところは検討に値するんではないかなと

いうように思っておりますけども、財政事情も

これあり、その辺のところをどのように持って

いったらいいのかという部分については、一つ

の御提案を検討課題としての位置づけとして承

りたいというように思ってるところでございま

すので、よろしくお願いをいたします。 

○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、小松大成議員の２回目の質問で

ございます。 

 私が命により答弁をいたしました改定国保法

にかかわっての遠野市の取り組み状況の中で、

恒常的低所得者に対する軽減措置、この答弁の

中で３件という実績、これが少ないのではない

かということでございました。昨年の４月から、

いわゆる非自発的失業者に対する国保税の軽減

措置、この取り組みを実施しておりまして、こ

の分では、先ほども答弁したとおり、この１月

までの中では76件という申請を受けておりまし

て、この分での対応をしてるというところでご

ざいます。この非自発的失業者以外のいわゆる

災害疾病、あるいは事業不振、これにおける減

免の取り扱いについては３件ということでござ

います。この３件がどのような実態による３件

なのかということで、それが制度の周知の問題

なのか、あるいはこの制度の減免の割合の問題

なのか、これは分析する必要があるだろうとい

うふうに思います。一方では、国保税は目的税

ということで、被保険者から集めた税を医療費

に活用するという一つの制度でございます。全

体の遠野市の国保制度のあり方、これも含めま

して、全体で検討してまいりたいというふうに

思います。 

○議長（新田勝見君）  次に進みます。 

 13番菊池邦夫君。 

   〔13番菊池邦夫君登壇〕 

○13番（菊池邦夫君）  新興会の菊池邦夫でご

ざいます。ニュージーランド南島で起きた大規

模地震で被災した多くの方々にお悔やみとお見

舞いを申し上げます。 

 また、年末年始に本県を襲った低気圧による

大雪や大しけは、県内に甚大な被害を与えまし

た。特にも基幹産業である農林水産関係を中心

に被害が大きく、鉄道の運休や道路の通行どめ

など交通網にも影響を及ぼしました。県北、沿

岸部などで、延べ７万戸以上が停電していたよ

うでもあります。自然災害とはいえ、被災者等

にはお見舞いを申し上げ、復旧対応に携わった

方々に敬意を表します。 

 通告に従いまして３点について質問をいたし

ます。10人目ともなれば、昨日、そして本日の

これまでの質問者と質問内容が重複する点もあ

りますが、私の意を酌み取りいただいて御答弁

をいただければ幸いと存じますので、よろしく

お願いいたします。１つは、林業振興について、

２つ目は、道路交通基盤の充実について、３点

目は、地域福祉の充実についての３項目の質問

をいたします。 

 まず、１点目の林業振興についてであります

が、地球環境に配慮した県産材、地元産材の活

用についてお伺いします。 

 日本国土の67％が森林ですが、木材の自給率

はわずか20％にとどまっているのです。長年山

を守り続けてきた林業者自身が希望を捨て、森

を見放し始めたことに危機感を覚えます。森林

資源が大量放置されているにもかかわらず、活

用を図られない環境にこそ今日的な日本の森林

問題があるのではないでしょうか。 

 岩手においても、県土面積の約77％を森林が

占めています。我が遠野市は約83％が占めてお

り、緑豊かな森林資源の宝庫と言える地域です。

森林は国土の保全、水源涵養、地球温暖化防止、

生物多様性保全などの公益的機能を有しており
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まして、森林を適切に整備、保全する美しい森

林づくりが大切であります。 

 しかし、森林を取り巻く現状は、木材価格の

低下等に伴う林業の採算性の悪化や山村の過疎

化、担い手不足等で、山の管理が十分に行われ

ないなど、そしてまた木材の需要も低迷してい

ます。この厳しい状況下の中で、何とか森林の

植える、育てる、収穫する、上手に使うという

森の循環を取り戻すことができないものでしょ

うか。 

 そこで、遠野地域木材総合モデル基地、通称

「遠野木工団地」はどのような状況にあるのか、

心配の余りお伺いします。 

 前にも木工団地の経営状況等について一般質

問をさせていただいておりますが、平成４年度

に国の林業構造改善事業の指定を受け、平成５

年度から15年度にかけて約78億円の事業費で整

備された木工団地は、原木や製材品に付加価値

をつけ、地域の林業を活性化させるため、木材

の生産から加工、流通に至る川上から川下まで

の一体的な連携による木材製品の総合的な供給

基地として、新システムの構築でありました。

「森林のくに協働機構」という協同組合は、木

工団地のかなめとなるべき組織と理解していま

すが、うまく機能されているのでしょうか。あ

のすばらしい施設をどう生かしているのかであ

ります。また、木工団地全体との関係での大き

な課題は何であるかをお尋ねいたします。 

 近年の情勢としては、公共投資の縮減という

ことで、大幅に公共事業が減っておりますが、

農林水産省は、温室効果ガスを2020年までに19

90年比25％削減という温暖化対策の中期目標の

達成に向け、「農林水産省地球温暖化対策本

部」を平成21年10月に設置し、農林水産分野の

地球温暖化対策を推進することにしています。

木材は、調温性にすぐれる、断熱性が高い、リ

ラックス効果があるなど、人に優しい、心休ま

る素材であるとともに、再生産可能な省エネ素

材であり、その利用を推進することは、森林の

持つ多面的機能の発揮を通じて、地球温暖化の

防止や資源循環型社会の形成のほか、地域経済

の活性化に資するものであり、このため、木材

利用を推進する取り組みを定め、政府全体の取

り組みに広げ、地方公共団体や民間企業、消費

者まで浸透させることにしています。みずから

木材利用の推進にこれまで以上に取り組むため

の推進計画を定めていますが、関係省庁等の普

及推進で遠野市にも働きかけなどがあったこと

と思うが、どのような取り組みになっているの

ですかお伺いします。 

 国では、「森林・林業再生プラン」を平成21

年12月に、今後10年間を目途にして策定されて

います。１として、森林の有する多面的機能の

持続的発揮、２として、林業・木材産業の地域

資源創造型産業の再生、３として、木材利用・

エネルギー利用拡大による森林・林業の低炭素

社会への貢献、この３つの基本理念のもと、木

材など森林資源を最大限活用し、雇用、環境に

も貢献するよう、国の社会構造をコンクリート

社会から木の社会へ転換する。そして木材自給

率を今の倍の50％に引き上げることの計画であ

ります。危機迫る森林・林業の風向きが変わる

可能性もあり、我が遠野市の地域力復興の核と

なればと思っておりますが、市長はどのように

受けとめておられるのかお伺いします。 

 次に、道路交通基盤の充実についてお伺いし

ます。 

 橋は、動物や植物と同じように生き物です。

それゆえ、長く使うことができるようにするに

は、日々の点検、定期的な健康診断、そして健

康診断の結果に基づいて適切な処置を行うこと

が、大きな災難なしに寿命を全うするには必要

不可欠であります。橋と人との大きな違いは、

人は疲れれば休むし、身体に変調を感じると、

周囲に声を発するのが普通であります。 

 しかし、橋は、物は言わないし、言えないの

です。橋は、年数を経ることによって確実に品

質が低下します。高齢化となれば人と同じよう

に、あちこちふぐあいが発生します。このふぐ

あいの芽が大きくならないうちに芽をつぶすこ

とが維持管理であります。橋を管理する人は、

この小まめに損傷の芽をつぶす。そして、橋を
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利用する多くの人が信頼して安全に、そして快

適に使用できる環境を保つことが大きな使命で

あります。道路は、利用者や周辺の住民から苦

情や陳情で修理することが多いが、橋は苦情が

少ないので、どうしても後回しにならざるを得

ないのが現実であります。橋梁修繕計画策定を

望むものですが、いかがでしょうか。 

 これまでの建設中心の社会が長く続いたこと

から、維持管理に目を向ける人は少なく、行政

が行ってきた維持管理も財政が逼迫すると削減

される現状から、このままの状態では将来に不

安を感じざるを得ないのであります。住民の生

活を支える道路、特にその中でも大きな位置を

占める橋を維持管理し、適切に保全することは、

建設のように新たなものを築く行為ではないこ

とから、どちらかといえば目立たない受け身の

姿勢になりがちなことはわかりますけども、建

設やかけかえが減少してきた今日において適切

な維持管理を行わなければ、当初の機能は急速

に失われる事態がよその地域では発生してきて

いる事実から、今後はますます維持管理への関

心が高まるはずであります。人口が減少するか

ら、橋の数も減ってよいということにはならな

い。確かにある地域に住む人の数が減れば、住

む家の数は減ってもよいことになるが、橋の場

合は人口が減っても、生活する上では橋は欠か

せないのであります。大修繕時代を乗り切る必

要性があります。 

 遠野市が管理している橋は、農道、林道を含

めて約500カ所でありますが、橋長、橋の長さ

ですが、15メートル以上の橋は198カ所で、全

体の43％を占めており、架設されてから30年以

上のものはデータのわかっている分で、100橋

以上の21％であり、予防保全型管理を前提とし

た仕組みに転換することが急務であります。

「気がついてみたら取り返しのつかない状況に

なっていた」ということのないように、危機管

理意識を持って、橋を初めとし、社会資本の整

備、維持管理、保全には、不断の努力が必要で

あります。地域の活力の維持や将来的なまちづ

くりのため、限られた財源の中で効果的な政策

を展開してほしいのですが、市長の考え方をお

尋ねいたします。 

 次に、地域福祉の充実について質問いたしま

す。 

 本格的な高齢化社会への対応について伺いま

す。 

 人口減少や高齢化が進めば、集落の維持や農

山村の過疎の進行、介護などさまざまな問題が

懸念されます。人口減少は行政のみならず、医

療、福祉、教育、経済分野など市民生活全体に

かかわっていくだけに、市政の最重要課題とな

ることは間違いないと受けとめています。行政

の支援の仕方や遠野での暮らし方などを問い直

していく必要があります。 

 ところで、介護保険制度は老いを守っていく

ため、社会全体で支える「介護の社会化」を目

指して、2000年にスタートしました。ひとり暮

らしの高齢世帯、認知症を持つ高齢者も増加の

予想であります。厚生労働省方針で、「介護型

病床廃止期限を６年延長」の見出し記事を岩手

日報で見ました。今年度末の廃止が決まってい

た長期入院患者向けの介護型療養病床について

廃止期限を６年延長し、2017年度末までとする

方針を定めた内容でありました。 

 当初想定していた介護老人保健施設などへの

転換が進まず、このまま廃止すれば、受け入れ

先が見つからない患者が「介護難民」となるお

それがあると判断したようです。療養病床は長

期入院が必要となる慢性疾患の高齢者を受け入

れる施設で、医療保険の適用される「医療型」

と介護保険が適用される「介護型」となってい

ますが、厚労省は2012年度から介護型療養病床

の施設を認めない考えで、今後も老健施設など

他の介護施設へ転換させる方向です。 

 県医療局は新経営計画（09年から13年度５カ

年計画）を策定し、その計画に基づいた医療

サービスの費用対効果を高めるため、システム

の導入拡大や県立病院無床化など効率化を進め

ていますが、医療サービスがそれほど必要ない

患者は他施設への移行を進められます。待機者

は今後も増加が見込まれるし、高齢化社会に対
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する対策に本腰を入れていくべきと思います。

「ふえない老健施設、ふえる待機老人」、確か

に施設整備が介護保険料にはね返るおそれがあ

りますが、先取りプロジェクトの創立を感じま

すが、市長はどのように受けとめられているの

かお尋ねいたします。 

 次に、高齢者世帯等の見守り活動についてで

あります。 

 民生委員・児童委員が、昨年12月１日付で改

選されました。任期は３年であります。全国で

約23万人、岩手県では約3,700人です。遠野市

は96人が任命されましたが、急速に進む高齢化

や児童虐待が頻発する中で、民生委員の役割は

大きくなっていまして、活動環境は年々厳しさ

をましていると思います。大変御苦労をしてい

ると受けとめております。 

 戦後の昭和23年、民生委員法が施行され、現

在の民生委員制度が確立されていますが、その

後、児童福祉法の規定に従って民生委員が児童

委員を兼ねることになり、「民生委員・児童委

員」、あるいは「民生児童委員」という呼び方

が使われています。かつては生活保護の申請補

助や要保護者の自治体への連絡などが主な仕事

だったようだが、民生委員法の改正によって地

域福祉の担い手と位置づけられました。 

 行政機関との連絡や調整、行政から委託され

た調査や安否確認など民生委員の活動のほか、

児童、妊産婦、母子家庭などの子育てにかかわ

る相談に応ずる児童委員としての職務もあり、

活動範囲と負担がふえています。最近は活動の

妨げとなっているのが、近所づき合いを避ける

こと、プライバシーへの過剰反応から、踏み込

んだ対応ができないケースが出始めているよう

であります。高齢化や核家族化が進み、担当す

る世帯数も多くなり、民生児童委員など現行の

体制では十分にカバーすることが難しい地域も

あるようです。かかわりを持つ各所属スタッフ

はいろいろ頑張っていることは理解しておりま

すが、なおなお検証しながら取り組んでほしい

ものです。 

 そして、声かけなどの見守り活動、相談対応、

福祉サービスの情報の提供などに地域推薦で募

り、民生児童委員と連携し、きめ細かに目配り

する「まぶりっ人」「助っ人」をお願いし、市

民と一緒に福祉を前進させる試みの取り組みは

どうでしょうか。福祉で夢のあるまちづくりを

目指してということを常に耳にしますが、地域

の「絆」もはぐくまれると期待するのだが、市

長のお考えをお尋ねいたしまして、一般質問と

いたします。 

○議長（新田勝見君）  本日の会議は議事の都

合により、あらかじめこれを延長いたします。 

 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  菊池邦夫議員の一般質

問にお答えいたします。 

 林業振興、道路交通基盤の充実、地域福祉の

充実ということで、それぞれ提案も含めての御

質問と承りました。 

 まず、この林業振興、これにつきましては木

工団地を含めながら、この状況も含めながら、

森林・林業に対する一つの風向きが変わる可能

性があるのではないだろうかと、地域振興の一

つの核となる一つのプロジェクトではないだろ

うかというような位置づけをもっての御質問と

承ったところであります。これは、先ほどの石

橋達八議員の質問にも森林・林業、この再生を

どうするんだということについての御質問あっ

たわけでございますから、その答弁とも若干重

複することが出てくるかというように思ってお

りますけども、御了承いただきたいというよう

に思っております。 

 「協同組合森林のくに遠野・協同機構」、こ

れは大変大事な役割であります。何度もこの本

会議場の場でもお話申し上げてますとおり、原

木から製材品に付加価値をつけながら、地域の

林業を活性化させるという約78億円の巨費を投

じてのプロジェクトなわけでありまして、遠野

式・循環型林産業の新システムとして構築して

きたということであります。 

 この協同機構は17年度に、やはりこれは非常

に大事なことなんだと、それぞれの入居してい
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る組合が一致団結して取り組まなきゃならない

んだということで、協同組合森林のくに遠野・

協同機構を設立しながら、森林総合センターを

拠点としながら、情報共有、総合調整、商品開

発を行ってきているわけであります。 

 それから、かなりの年数は経てるわけであり

ますけども、総合力を発揮する司令塔としての

位置づけにおいては、まだ期待されたような活

動をしていないのではないのかなというような

認識にあるわけであります。そのことがさきに

開催された遠野市進化まちづくり検証委員会の

最終レポートの中においても、協同機構と関係

団体との連携のあり方が極めて重要だと。森林

管理から市場開拓までの一連の流れをコーディ

ネートする機能が不明だと、見えないと、だか

ら本質的な課題としてこれに取り組まなきゃな

らないということの指摘もあったわけでありま

す。 

 したがって、進化まちづくり検証委員会にお

ける提言等も踏まえながら、やはり大きな遠野

市にとっては大変大事な大事なプロジェクトで

ありますので、協同機構の再構築といった中に

おける取り組みをいろいろ進めてまいりたいな

というように思っております。植える、育てる、

そして収穫する、そしてまた次には上手に使う

というお話が質問の中にあったわけであります。

まさにこれは木工団地で象徴される、まさに循

環型の産業として非常に植える、育て、そして

伐採をしながら、上手に使うという部分が木工

団地に集約されているわけでありますから、再

三この場でも御答弁申し上げましたとおり、販

路の拡大、需要の創出といったものが非常に大

事じゃないかなと。ちなみに団地内全体の売り

上げは、21年度におきましては８社で15億2,00

0万、対前年比5.3％、約7,600万円の売り上げ

の増加ということになっていますけども、この

中には経営が大変厳しい事業体もあるわけでご

ざいまして、この経営が厳しい事業体をどのよ

うに経営改善をしていくのか、経営改善に取り

組んだ結果、その成果があらわれてる事業体ど

う後押ししていくのかというものが一つの大き

な課題ではないのかなと思ってます。 

 幸い公共施設の木造化の取り組みという部分

につきましては、当市は大変高い評価をいただ

いてるわけであります。この公共建築物におけ

る木材利用という部分においては、遠野市とし

ても具体的な方針を策定しながら、地域材の利

用促進を図っていきたいというように思ってお

りまして、現在進めております市営住宅、ある

いはこれから具体化する遠野中学校等にもこの

遠野産材といったものを活用しながらという部

分における活用策を図りながら、この木工団地

事業体の経営支援といったものに努めていきた

いというように思っております。 

 御質問にありましたけども、22年10月１日に

「公共建築物における木材の利用の促進に関す

る法律」が施行されておりまして、国でもこの

木材利用については本格的に取り組むと、促進

すると。したがって、先ほどの風向きが変わっ

てくるんじゃないかなという部分は、森林・林

業再生プランを示しながら、確実に今動き出し

てきておりますので、やはりこの部分は一つの

地域の活性化、あるいは過疎対策といったよう

な問題も含めて、かなりの部分で全国的に動き

がかなり活発になるんじゃないかなというよう

に思っておりまして、この法律でも都道府県も

市町村も公共建築物に使用する木材利用目標な

どを盛り込んだ基本方針を策定しろということ

になっておりまして、岩手県を含む10都道府県

が既に策定済みと。この年度内にはほとんどの

都道府県において策定されると。当市におきま

しても23年度に基本方針の策定を行いながら、

ただいまいろいろ御質問あったとおりのことを

踏まえながら、きちんとした計画を持ちたいと

いうように思っております。 

 ただ、当市の場合は、先ほど申し上げました

とおり、それぞれのノウハウと実績が蓄積され

てきてるわけでありますから、これをよく踏ま

えた上で、この計画策定にも持っていきたいと

いうように思っておりまして、ちなみにという

ことで、学校施設の木造化は全国的には１％、

岩手県では６％、遠野市ではとなると31％とい



－ 126 － 

うことでなっておるわけでありますから、先進

的な取り組みを当市は行っているんだというこ

とになろうかというように思っておりまして、

このようにさまざまな民間の建築業者の皆様、

あるいは設計士団体の皆様との連携の中で、遠

野の場合は歴史的にこれにこだわりながらまち

づくりに生かしてきてるという一つの背景があ

ります。そういったことも踏まえての、私は全

国森林サミット、遠野でいいんじゃないかとい

うことにつながったんじゃないかなというよう

に思っておりますので、市営住宅の建築なり、

あるいは木材建築の有利性といったものをア

ピールしながら、風向きが本物の風になるよう

に、薫りだけじゃなくして、本物の追い風にな

るような取り組みとして力を入れてまいりたい

というように思っております。 

 間違いなく路網整備等の環境整備でというこ

とで、石橋議員にもちょっと答弁の中で触れさ

せていただいたわけでございますけども、21年

度に作業道を４路線整備いたしました。その結

果、森林組合の木材市場の取扱量が40％ほど増

加したという、そのような効果が見えてきてお

ります。今年度も、23年度も５路線の整備を計

画しているところでありますので、さらにこの

効果も期待できるのではないのかなと思ってお

りますし、それから人材育成につきましては、

石橋議員にもお答えしてございますけども、林

業大学校構想を遠野発の一つのプロジェクトと

して県や国を動かすんだと、そういう気概の中

で、６名の委員の皆様には活発な検討調査を行

っていただいておりますので、その中におきま

して、この秋にでも基本構想としてまとめ、国

や県にも訴えながら、特にも木工団地を一つの

拠点とするというような一つの構想があっても

いいんじゃないのかなというようにも思ってお

りまして、私自身も先頭に立ちまして、県内の

市町村長さん方にも呼びかけながら、こういっ

た拠点性を持てるようなプロジェクトにも取り

組んでまいりたいというように思ってるところ

でございますので、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、道路交通基盤の充実ということで、

橋梁の修繕計画策定についてという話ありまし

た。 

 この修繕計画策定はどうなんだということで

ありました。橋は物は言わないし、言えないん

だと。したがって高齢化が進んでるぞという話

であったわけであります。これは本当そのとお

りでございます。これは、先ほどの小松議員の

水道も高齢化が進んでるわけであります。 

 したがって、更新をしなきゃならないという

部分の中における、しかし、それには一定のお

金がかかるということがあるわけでございます

から、この橋も同様の問題ではないかなという

ように思ってまして、「橋梁長寿命化修繕計

画」というものの中において、21年度から23年

度の３カ年で点検調査を行ってまして、これを

もとに平成24年度に修繕計画を策定し、国土交

通省に提出するという、そのような段取りにな

っておりまして、ただいま遠野市が管理する橋

は、平成22年現在、市道にかかる橋が476、農

道にかかる橋が13、林道にかかる橋が14、合わ

せて503の橋があります。このうちいろいろ農

道にかかる橋は13のうち12の橋の調査、林道に

かかる橋については14のうち７の橋が調査済み

ということにもなっておりますので、この503

の橋につきまして、それぞれ調査目標を目視と

いう部分の中における調査として、23年度をも

って点検を終える予定になってますけども、21

年度においては88、22年度は43の調査を実施い

たしまして、この23年度をもって点検を終える

ということにしてございます。 

 ただ、この131カ所の点検作業ではあります

が、35の橋は構造などさらに詳細な調査を行っ

て修繕が必要だというような形で確認できてお

りますので、また40の橋はある程度の補修が必

要であるという判定も既に受けておるというこ

とでございますので、この判定を受け、修繕計

画を策定し、順次補修を行うという対応をして

まいりたいと思っておりますし、調査の対象か

ら外れたところは、じゃ絶対大丈夫かというこ

とではなく、定期的なパトロールを実施しなが
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ら、安心・安全を確保するという取り組みをし

たいというように思っておりますので、御了承

いただきたいと思っております。 

 それから、地域福祉の充実についてでありま

す。 

 本格的な高齢化社会への対応はというような

中において、人口減少が市民生活全体に大きく

影響してくるのではないだろうかと。ふえない

施設、ふえる待機老人という言葉が質問の中に

ありました。これは笑えないような一つの厳し

い現実であります。その中で、本格的な対策が

必要なんだが、先取りプロジェクトなどを展開

しながら、やはりこういったものにも対応して

いかなきゃならないんじゃないのかなという御

質問を承ったわけであります。 

 遠野市は、以前から高齢者の皆様が住みなれ

た地域で在宅生活を送れるように支援すること

を基本方針として、在宅介護を含め、在宅サー

ビスの充実といったものを基本的なコンセプト

として進めてきております。その中においても、

それの一つのあらわれが、「地域が家族いつま

でも元気ネットワーク構想」という地域密着型

サービスの整備を行おうというような形での仕

組みの中で、社会福祉法人等、あるいは社会福

祉協議会、あるいは県立遠野病院といったよう

な皆様のさまざまな御協力をいただきながらこ

ういった取り組みを進めてきております。 

 しかし、人口減少と高齢化という中にござい

まして、ひとり暮らし高齢者、高齢者のみの世

帯といったら文字どおり年々増加してきており

まして、要介護状態となって在宅で暮らしてい

くことが困難な高齢者の方がふえてきてるとい

うことも現実であります。 

 私は、この質問の中で、本格的なというよう

なお話があったわけでありますけども、きのう

萩野幸弘議員の質問の中でもＩＣＴ遠野型健康

増進ネットワーク事業を一つ本格的だと申しま

すか、来るべき高齢社会、私を初めとする団塊

の世代が70歳、80歳になったときは本当に超高

齢社会になるわけでありますから、そういった

ことを想定しながら、１人でも２人でも介護を

必要としない、あるいは病気にならないという

ようなところに近づけないかというのが、この

遠野型健康増進ネットワーク事業なわけであり

ます。これは国も総務省も、そしてまた厚労省

も大変注目いたしておりまして、この新たな仕

組みの中から医療費の抑制とか、あるいはこう

いった介護を必要としない方々が１人でも２人

でもふえるんだというようなところを、いうと

ころの健康づくりですね、これをやっていくん

だということで、遠野からひとつモデルとして

これを何とか構築してもらえないだろうかと、

遠野であればできるぞというようなことを言わ

れておりますので、今般の予算にも国のモデル

事業が終了したということを踏まえながら3,00

0万ほどのこの事業を継続するための予算を継

続しております。 

 これはささやかな遠野の小さなまちの取り組

みでありますけども、菊池邦夫議員がお話申し

上げました本格的な対策といったものを手こま

ねいておっては、減少が起きてからやったって

はだめなわけでありますから、こういったＩＣ

Ｔ、まさにインフォメーション、コミュニケー

ション、テクノロジーといったようなこの情報

通信技術を利活用した健康づくりといったもの

にも遠野のモデル事業を各地区センターを中心

に、この地区センターも地域の活性化というこ

とは１人でも元気な高齢者の方がおられるとい

うのも地域の活性化になるわけでありますから、

地区センターも健康づくりの拠点として再編す

るということも一つの視野に入れながら、こう

いった取り組みを強めてまいりたいというよう

に思っております。 

 とはいいながら、現実にはふえる介護を必要

とする待機老人というのも現実にあるわけであ

りますから、今般の予算でも平成23年度に特別

養護老人ホーム30床を増床すると、それから認

知症高齢者のグループホームを２カ所、18床開

設するという予算も計上させていただいてると

ころでございますので、よろしくお願いを申し

上げたいと思っております。 

 また、24年度以降の介護サービスをどうする
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かという部分におきましては、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」、これはいうところのハートフルプラ

ン2012でありますけども、その中で検討する中

から、高齢者のニーズを把握しながらという形

における対応も急いでまいりたいと思っており

ます。まだまだそれぞれの地域によってはやら

なきゃならない一つの事業があるわけでござい

ますので、そのような先を見据えた新たな仕組

みづくりと現実における一つの対応といったも

のをバランスとりながらやっていきたいという

ように思っておりますので、よろしくお願いい

たします。 

 最後の質問になります。 

 地域福祉の充実ということで、民生委員・児

童委員負担軽減のための「助っ人」として補助

員を設置してはいかがかという提案であったわ

けであります。御案内のとおり、この民生委

員・児童委員、戦後間もなく誕生した「非常勤

特別職としての地方公務員」でありますけども、

この辞令は厚生労働大臣から出てるわけであり

ます。私は民生児童委員の皆様には、やはりこ

れはそれぞれの市町村長とか、県知事ではなく

て、厚生労働大臣が委嘱するというような中に

おける位置づけとしてあるということは、それ

だけ民生児童委員の皆様の一つの役割といった

ものは非常に重いものがあるんだということだ

という話はしてるわけであります。地方分権、

地域主権の流れで、この民生児童委員も知事な

り、あるいは市町村長が交付すべきだというよ

うな一つの議論があったわけであります。 

 私は、その際に幾ら地域主権、地方分権とい

っても、民生委員・児童委員というボランティ

アといったものの中における一つのものを踏ま

えながら自主活動等、本当に崇高な任務を果た

すという部分にあっては、やはり国が、所管大

臣がきちんとお願いするという仕組みがあって

いいんじゃないかということで主張した経緯が

あるんですけども、やはりそのような菊池邦夫

議員が申し上げましたとおり、非常に重要な活

動を担っているという、仕事だというように認

識しております。 

 ただ、各委員に報酬として支給される額は、

これは活動費ということになってますけども、

年額で10万7,100円ほどというような、年額で

あります。そういったことになっておりまして、

大変言うなればボランティアにちょっとという

ような部分があるんじゃないかなと思っており

まして、役割が大きくなってる半面、非常に待

遇がちょっとそういうような状況であると。22

年の一斉改選時におきまして、実は遠野市にあ

っても６人減、国の定数基準に基づけば６人減

の90人になる方針が示されたわけであります。 

 しかし、これはおかしいと。単なる数字上の

形でされたんじゃたまったものじゃないという

ことで、激変緩和措置、広大な面積の中で１人

当たりの活動範囲、地域事情といったものはあ

るんだぞということで訴えてきたわけでありま

して、県もこのことについては十分理解し、国

のほうにも強く訴えた結果、定数削減は今回は

行われなかったということになるわけでありま

す。 

 しかし、高齢者、障害者、あるいは災害時の

要援護者、安否確認、避難誘導、そのようなも

のもいろいろ出てきておりますし、生活保護と

いったようなものに対する対応などもさまざま

な出てきております。 

 それから、やはり生活が多様化してるという

ことで、母子世帯とか、父子世帯であるとか、

まさにひとり暮らしであるとか、本当にいろん

なニーズが多様化してきておりまして、正直な

ところ市役所のマンパワーだけではそれがフォ

ローできないという部分もありまして、民生委

員さんの一つの対応というものについては助っ

人対応と、これにつきまして御質問いただきま

したので、ちょっとこのような現状を踏まえま

して調べてみましたところ、民生児童委員の負

担軽減を目的に県内13市の中においては１つの

市でありましたけども、社会福祉協議会が主体

となって「補助員」を設置してるというケース

もありました。 

 こういったようなことも一つの参考としなが
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ら、行政区単位に１名の配置と。ただ、御案内

のとおり遠野13区などはこの部分は２名から３

名配置しておりますけども、こういったような

部分の中で、前回と同数の民生児童委員の定数

も確保できましたので、それから人口密集地で

は少し手厚く配置をしてるということもあるわ

けでございますので、私は「地域住民による助

け合い」という共助という一つの考え方の中か

ら、民生児童委員の皆様との連携の中で地域コ

ミュニティといったものを、そこで健全な地域

コミュニティをあれするんだと、行政区におき

ましても、あるいは地域づくりにおきましても

「市民協働」というシステムをもう少しきちん

としたものにもっていけば、民生委員・児童委

員の皆様の活動をフォローできるような地域社

会もその中に構築できるんじゃないのかなと。 

 ただ、これは抽象論で言ってても始まらない

わけでございますので、それぞれの実情をよく

把握しながら、やはりきめ細かく民生児童委員

の皆様が活動しやすいような、そのような環境

といったものを検討してまいりたいというよう

に思っておりますので、御了承いただければと

いうように思っております。 

○議長（新田勝見君）  これにて一般質問を終

了いたします。 

────────────────── 

   休会の議決   

○議長（新田勝見君）  お諮りいたします。３

月２日及び３日の２日間は委員会審査のため、

休会したいと思います。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）  異議なしと認めます。

よって、３月２日及び３日の２日間は休会する

ことに決しました。 

────────────────── 

   散  会   

○議長（新田勝見君）  以上で本日の日程は全

部終了いたしました。本日はこれにて散会いた

します。御苦労さまでした。 

   午後４時03分 散会   
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