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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。 

 これより本日の議事日程に入ります。 

────────────────── 

   日程第１ 一般質問   

○議長（新田勝見君）  日程第１、一般質問を

行います。順次質問を許します。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）  皆さん、おはよう

ございます。清風会の佐々木大三郎でございま

す。このたびは、100年に一度とも言われるほ

どの甚大な被害をもたらした東日本大震災によ

り、尊い命を失われた皆様の御冥福をお祈り申

し上げますとともに、被災された皆様に心から

お見舞い申し上げます。この未曽有の大震災か

ら一日も早く復旧・復興が遂げられますよう、
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微力ではありますが、私もできる限りの協力を

図ってまいりたいと存じます。 

 また、発生直後からライフラインが遮断し、

交通網さらには通信機能も途絶える中で、市職

員の皆様はじめ消防団員、企業、ＮＰＯそして

市民ボランティアの皆さんにおかれましては、

昼夜を問わず懸命に支援活動に励んでいただき、

本当にありがとうございました。遠野市民の一

人として、皆様を誇りに思いますとともに、心

から感謝申し上げたいと存じます。 

 さて、この震災により、当市も大小さまざま

な被害を受けておりますが、これからは本格的

な復旧に着手しなければなりません。そして復

興に向かわなければなりません。ただ、もとの

状態に戻すという復旧ではなく、再び活気あふ

れる町や、人々が元気な暮らしを取り戻すとい

う復興が必要なのであります。新しい未来の遠

野市をつくっていかなければなりません。市民

の皆さんが納得し、未来に夢と希望そして安心

を託せる社会と環境を創造していくことが肝要

であると考えます。そこで以下の３点について

お尋ねします。さらに提言もさせていただきま

す。 

 まず、１点目は、遠野市役所とぴあ庁舎の今

後の扱いについてであります。 

 御承知のとおり、市役所本庁舎はさきの東日

本大震災で全壊しましたが、現在はその行政機

能の大部分を市中心市街地活性化センター、通

称とぴあに移転し、とぴあ庁舎として業務を行

っております。これは、厳しい市の財政状況を

かんがみ、より早い行政サービスの提供のため

の苦肉の策と考えますが、多くの市民からは、

病院への通院や買い物ついでに市役所で用事を

済ませることができるので助かるとか、中心市

街地の活性化になるのではといった歓迎の声が

聞こえております。私自身、非常にユニークな

対応であり、当を得た善後策であると評価して

いるところであります。 

 反面、さきの３月定例議会で同僚議員から、

「とぴあの活性化対策として、空きスペース解

消と市民サービスの向上、及び中心市街地活性

化のため、とぴあに市役所機能を入居させては

どうか」という質問が出されましたが、これに

対して市長の答弁は、「平成22年４月から空き

店舗対策として誘致営業専任担当者を配置し、

徐々に成果も上がってきている。また、とぴあ

は商業ビルとしての充実を基本としている」と

いう趣旨の回答をいただいております。このこ

とは、今回の市役所機能の移転との整合性に疑

問を抱くものであります。また、市役所機能を

とぴあに移転するのに伴う費用が約１億円相当

と伺っておりますが、これは半端な金額ではな

く、当然、それ相応の費用対効果があってしか

るべきであります。 

 そこで質問ですが、今回のとぴあへの移転は

緊急避難的な当面の対応策であり、近い将来に

は別な場所へ新庁舎を建設するという計画があ

るのでしょうか。それとも、とぴあに本庁舎機

能を持たせ、数十年単位で長期間使用するとい

うことなのでしょうか。そしてまた、今回とぴ

あへ移転した真の理由は何なのでしょうか。 

 市庁舎の今後のあり方は、これからのまちづ

くりに大きくかかわる問題であり、市民にとり

ましては、今、まさに最大の関心事の一つでも

あります。この機会に、市民に対して明確な方

向性と将来ビジョンを示すべきではないでしょ

うか。そのことが市民へのサービスであること

はもとより、市の財政状況や業務の効率性・機

能性・経済性そして意思決定までのスピード面

などについて、市民から理解をいただくことが

でき、今後の市政の健全な発展につながるので

はないでしょうか。 

 したがいまして、一日も早くその方向性を示

していただきたいと存じます。そして、市民的

合意形成のもと、市民一人ひとりが心を一つに

して、将来の遠野市に夢と希望を託し、我慢す

るところは我慢をし、頑張るところは頑張って

いけるよう、強力に推し進めていく必要がある

と思いますが、いかがでしょうか。市長の御所

見を伺います。 

 また、市の本庁舎は行政サービスの提供の場

であることはもちろんですが、市民にとりまし
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ては、いわばマイホームのようなものであり、

思い入れも強いはずです。そして、市民相互の

交流と憩いの場でもあり、外部への広告塔にも

なります。そういった意味合いからも、本庁舎

の今後のあり方については、市民が心ゆくまで

話し合える機会と環境を早目につくってほしい

ものです。心ゆくまでとことん話し合い、市民

の気持ちが一つになったとき、真の復興と活力

に満ちた遠野の新しい展望が開けるものと確信

します。 

 過去は変えられなくても、未来は自由に変え

られます。失ったものが多いほど得るものも多

いと信じて、あすに希望を託し、市民の皆さん

とともに、同じ方向に向かって行動していこう

ではありませんか。 

 次に、２点目の質問は、市内の観光客減少対

策についてであります。 

 ５月３日付の岩手日報紙に、「大型連休を迎

えて、遠野市は被災地の後方支援と観光再建の

両立に頭を悩ませている」という記事掲載があ

りました。 

 内容は、「東日本大震災発生後から観光施設

への予約キャンセルが続く一方で、宿泊施設は

震災復旧のための工事関係者や報道関係者で満

室状態である。被災地支援の最前線基地として

役割を全うするということは共通認識だが、被

災地を牽引する経済活性化を目指す観点から、

観光客を泊めることができないジレンマも抱え

ている。また、大型連休期間中の観光客数は昨

年の３割程度になるだろう」ということであり

ました。 

 同様に、県内外の主な観光地での大震災によ

る自粛ムード等から、ゴールデンウィーク期間

中の来場者が大幅に減少し、今もって回復の兆

しが見えてきていないということであります。

被災地の復旧・復興を最優先で取り組まなけれ

ばならないのは当然ですが、しかし一方で、消

費が冷え込み、経済が停滞する事態が続いてし

まうと、復興にも暗い影を落としかねません。 

 当市においても観光業界や飲食店、サービス

業界の売り上げが激減し、その職場で働く従業

員の職場環境まで悪影響を及ぼしてしまう事態

が危惧されております。 

 私自身、震災後は何となく買い物を控え、飲

食や旅行に対しても罪悪感を覚えてしまいがち

な、つまり「自粛」傾向にあります。しかし最

近になってさすがに、「このままではだめだ。

自粛自粛では経済がとまってしまう。経済復興

には観光産業の再興が一番効果的である。この

際、自粛ムードに区切りをつけ、観光施設に客

足が戻るよう関係機関と市民が協力し合い、で

きる範囲内で取り組んでいかなければならな

い」という意識を強く持つようになりました。 

 そこで提案ですが、遠野市民と震災者には一

定期間中、観光施設への入場料を無料化すると

いうことについて御検討されてはいかがでしょ

うか。このことにより、観光施設は遠野市民の

家族連れによる入場等でにぎわい、おのずと飲

食代や土産品の売り上げ増加も期待されます。

また、市民の中には、今まで市内の観光施設を

見たことがないという方もおられるとも聞きま

す。この機会に、遠野をしっかりと見て、楽し

んでいただき、遠野の観光施設と自然のすばら

しさを再認識した上で、市外の親戚や友・知人

へ、口コミ等によりＰＲしていただけるはずで

あります。このことにより、観光客は増加し、

市内の関連業界の増収増益、そして町なかのに

ぎわいも期待されます。すなわち、観光業界関

係者と遠野市民そして遠野市にとって、三方一

両得になると確信しますが、いかがでしょうか。

市長の御所見を伺います。 

 さらに、他市町村との連携によるシナジー効

果も重要であると考えます。幸い、岩手県内で

は、平泉の文化遺産が世界遺産への登録勧告が

なされ、登録がほぼ決定的という報道もされて

おります。また、航空会社フジドリームエアラ

インズによる花巻～名古屋間の定期便就航がス

タートしました。さらには、来年のデスティ

ネーションキャンペーンの開催地が岩手という

朗報も入っております。これらは、震災で意気

消沈する県民の士気を高めてくれる特効薬にな

りますので、うまく連携して、活用し合うべき
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と考えますが、いかがでしょうか。 

 加えまして、関連しての質問になりますが、

昨年度に遠野市進化まちづくり検証委員会の答

申がなされました。それによりますと、社団法

人遠野ふるさと公社等の第三セクターについて、

総合力を高めることを目的に、みずからの経営

改革、第三セクター全体の再編という改革方針

並びに実現目標の期限が示されましたが、今回

の大震災によりこの方針に変更が生じるかどう

かを伺います。 

 本答申内容は、新会社に経営の自立や経営責

任者の明確化、収益向上戦略の策定、そして会

社経営の安定といった内容を求めております。

したがいまして、観光客の入り込み数の増加策

はもちろんのこと、新会社みずからが事業内容

の改善・改革にアイデアを絞り出しながら、健

全経営に努力することが期待されますので、私

としましては、目標以上のペースで実行すべき

と考えますが、いかがでしょうか。 

 次に３点目の質問は、危機管理についてであ

ります。 

 今回の大震災発生では、本田市長をトップと

する災害対策本部をいち早く立ち上げ、指揮命

令系統の一元化により、指示・命令は混乱する

ことなく各地区センターや消防、企業、市民等

の現場に届いておりました。また現場の声も正

確に本部に届けていただきましたので、市民の

皆さんはパニックに陥ることもなく、冷静な判

断のもとで行動することができたと評価いたし

ております。改めまして、迅速かつ適切な危機

管理体制に対しまして感謝申し上げます。あり

がとうございます。 

 ただ、今回の大震災は想定外の危機というこ

ともあり、改善事項もたくさんあったことと思

います。当然、今回の対応結果につきましては、

これからしっかりと検証し改善を講じていかれ

ることと思いますが、私見での要改善点につい

て述べさせていただきます。 

 まずその一つ目は、地震と同時に多くの市民

が指定された地区センター等に避難しましたが、

固定電話会社や携帯電話会社そして遠野テレビ

電話の通信媒体は停電により断たれてしまいま

した。このため、災害対策本部や遠方の肉親と

の連絡がとれず、一時的に孤立状態に陥りまし

たが、病人やけが人の発生がなかったのは幸い

でした。 

 そこで、改善策として通信手段確保のための

提言ですが、衛星携帯電話や発電機の配備、さ

らには、せめて遠野テレビについては、地区セ

ンター部分だけでも伝送路の光化を検討されて

はいかがでしょうか。この機器の配備に要する

費用はわずかで済むはずであります。危機管理

とは、「危機は必ず起こるものと想定して事前

準備を怠らないこと」と私は理解しております

が、いかがでしょうか。 

 二つ目は断水対策についてであります。 

 断水になりますと、給水車が出動することと

なりますが、課題は、給水車到着までの待ち時

間や給水のための行列が生じることです。なお

さら、被災時期が真冬に重なってしまいますと、

悲惨な事態が想定されます。そこで、市内にた

くさんある掘り井戸の活用を検討されてはいか

がでしょうか。当然、水質等の衛生管理が問題

になりますが、該当する井戸については普段か

ら定期的に水質検査を行っておけば問題ないと

思います。また、火災発生時にはこの掘り井戸

は消火栓の代替として消防水利の確保に十二分

に機能を発揮しますので、いざというときのた

めにも、積極的に推進すべきと考えますが、い

かがでしょうか。 

 三つ目は、被災状況の報道のあり方について

であります。 

 今回の大震災では、被災状況について遠野テ

レビで毎日報道され、正しい情報をリアルタイ

ムで聴取できましたので、市民の皆さんは適切

な判断のもとで行動をとることができ、大変有

益であったと思います。 

 改善点としましては、私の偏見かもしれませ

んが、市長が毎日テレビに向かい状況を報告し

ておりましたが、市長だけというのはいかがな

ものでしょうか。今回のような異常時には、む

しろ総務部長のような方にスポークスマンにな
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っていただき、市長の指示や方針のもとで幅広

い情報を迅速かつ正確にアナウンスされるほう

が有効であると考えます。 

 放送内容につきましても、被災状況の報告の

みにとどまらず、市内の建物や道路、工場等の

被災現場の様子や、後方支援部隊として活動さ

れている自衛隊や消防援助隊、県警の現状。そ

して市民ボランティアの活動現場の様子、さら

には避難者からの御意見や支援物資の要望等に

ついて、映像をまじえながら放送していただき

ますと、市民の皆さんは、より広範な情報を得

られますので、正確な判断のもとで安心して行

動ができると思いますが、いかがでしょうか。 

 最後に、今回久しぶりに「一所懸命」という

言葉が浮かんでまいりました。御存じのように、

「一生懸命」はもともと「一所懸命」だったと

いうことです。この一所懸命の由来は、鎌倉時

代に武士が殿様からもらった一カ所の領地を、

命がけで守り、それを生活の糧として生き抜い

たことから来ていると言われております。 

 いざというときに市民の心のよりどころはや

はり行政なのです。今回の震災で市職員の皆さ

んは、市民及び被災地の皆さんの生命と財産、

生活を守るため、不眠不休で支援に当たってい

ただきました。このことにより、多くの方々が

心身ともに勇気づけられたことと思います。本

当に御苦労さまでした。まさに「一所懸命」の

精神で対応していただきましたことに感謝を申

し上げ、私の一般質問を終わらせていただきま

す。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）  佐々木大三郎議員の一

般質問にお答えいたします。 

 まずお答えする前に、３月11日に発災いたし

ました東日本大震災、間もなく３カ月になろう

といたしております。いまだ4,500名を超える

方が行方不明だという状況にある。そしてまた

大量の瓦れき、これ瓦れきという表現が果たし

ていいかどうか私は非常に疑問を持ってるわけ

でありますけども、その大量の瓦れきもまた撤

去も思うように進んでいないと。仮設住宅も数

字的には一応進んでいるということにはなって

るわけでありますけども、被災地からのさまざ

まな情報を聞きますと、まだまだミスマッチが

あるというようなこともお聞きしております。 

 その中で、被災地の皆様は懸命に復興に向か

って立ち上がり、そして全国の支援の輪が岩手、

宮城、福島といったところに寄せられていると

いうような状況にあるわけであります。改めて

犠牲になられた皆様に心よりお悔やみを申し上

げますとともに、被災地の皆様が懸命に復興に

向かって立ち上がるということにつきまして、

これまで同様、市民一丸となって支援をしてま

いりたいというように思っているところでござ

いますので、そのことを一言申し上げたいとい

うように思ってる次第であります。 

 さて、佐々木大三郎議員から大きく分けてそ

れぞれ３つについての御質問を承りました。こ

の東日本大震災にかかわる復旧・復興対策につ

いてということがその項目の大きな項目であっ

たというように承知しております。 

 市内の観光客減少対策、これは市民向けの入

場料の無料化とあわせ、あるいは県が今進めて

おるデスティネーションキャンペーンというも

のに対する対応という中における観光客対策と

いう中における御質問ありました。これはさま

ざまそれぞれの関係機関、関係部が連携をとり

ながら進めているところでありますので、この

項目につきましては、大きな点につきましての

基本的な考え方は私のほうから、それから具体

的に今取り組んでいるその内容につきましては

答弁として産業振興部長のほうから答弁を申し

上げますので、御了承いただきたいというよう

に思っております。 

 まず、遠野市役所とぴあ庁舎の取り扱いにつ

いてどう考えているんだという御質問をいただ

きました。これは、まさに３月11日にあのよう

な状態で本庁舎が機能を失うということは私も

想定しておりませんでした。ただ、２時46分に

あの揺れが激しく揺れ、それも長かったという

部分で、もしかすると本庁舎はこれはまいって
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るかもしれないというような思いの中で自転車

で駆けつけたわけでありますけども、その想定

が物の見事にといいますか、職員は全部避難し

ておりまして、中は惨たんたる状況にあったわ

けであります。このことにつきましては、ただ

いま佐々木大三郎議員から、この質問の中にお

きまして、とぴあ庁舎のほうに本庁機能を移し

たのは、まさに当を得た善後策として評価する

というお話をいただきました。正直なところほ

っといたしました。 

 次には反面、３月定例議会であなたが言った

ことと違うんじゃないかと、整合性をどうとる

んだという質問を寄せられました。戸惑ってお

ります。そしてまた、１億円相当、これも市民

の安心・安全のためには、単なるリニューアル

だけじゃないんです。情報通信技術まできちん

と張りめぐらさなければ、パソコン、コンピ

ューターの環境をきちんとしなければならない

という目に見えない部分がかなりの費用として

かかってるわけであります。これは形には見え

ませんけども、このことによって市民の安心・

安全といった、そしてまた不安の払拭といった

ものがそのネットワークによって保たれるとい

う部分もあるわけであります。 

 そしてまた、この部分の中におきまして、と

ぴあに移った真の理由は何だろうというような

お話もいただきました。真の理由はないわけで

あります。安心・安全を確保しなければならな

いわけであります。そしてまた市民の行政サー

ビスをダウンするわけにはいかないんです。そ

のことによってやむにやまれぬ判断であったと

いうことも御理解をいただきたいと思っており

ますし、３月23日には、あの大震災の中におき

まして、議員各位の御理解をいただきまして臨

時議会を招集いたしまして、それぞれの考え方、

そしてまたこのように対応すると、こういう環

境を整備するということにつきましては、私は

精いっぱい議員各位にも御説明を申し上げ理解

をいただき、そしてとぴあへの移転を進めたと、

手順は踏んだというように思っているところで

もあります。 

 また、一日も早く方向性を示せと、そしても

う一方においてはきちんと議論しろというよう

なことも言われてるわけであります。これは結

論から申せば、これは市にとって３万人の市民、

そして人口減少が避けて通れないという一つの

大きな流れの中にあって、本庁舎をどのように

位置づけという部分につきましては、やはりき

ちんとした市民合意といったものは持っていか

なきゃならない。しかしその市民合意を得るた

めには、やっぱり一定の時間とそしてまたさま

ざまな角度から検討しなきゃならないという部

分はあるわけであります。 

 そのような意味を持ちまして、この遠野市の

本庁舎機能をとぴあのほうに移すという一つの

判断に立ったということでございますから、私

自身はこの整合性の問題にしろ費用対効果の問

題にしろ、あるいは真の理由を挙げろと、明確

な方向性、将来ビジョンを示せという中での御

質問を承ったわけでありますけども、そういっ

た点では、この発災から３カ月であります。今

質問でいただいたことについては十分承知いた

しておりますし、その方向性とビジョンといっ

たものの中にあって、総合庁舎をどのように位

置づけるかという部分は、市民の皆様とともに

いろんな議論をしながら、そしてまた議員各位

の御理解もいただきながらとり進めなきゃなら

ない問題であろうかというように思っておりま

すので、一日も早く方向性をというような御質

問をいただいたわけでありますけども、とぴあ

庁舎が市民の皆様からそれぞれの立場立場によ

ってその濃淡はありますけども、非常に身近な

市役所になったというような形での一定のそれ

こそ評価もいただいているところでございます

ので、きちんとした議論を重ねてまいる中で、

一つの総合庁舎のあり方といったものも検討し

ていかなきゃならないかというように思ってお

ります。 

 今回の大震災で本庁舎機能には総務部とそれ

から産業振興部、議会事務局、議会といったも

のが入っておったわけでありますけども、あそ

こがもしも万が一ということでお話し申し上げ
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ますと、健康福祉の里の機能も総合庁舎に入っ

ておれば、これだけ速やかに安否確認からさま

ざまな対応ができただろうかと。本庁舎機能は

ダウンしたけども、健康福祉の里そしてそこに

従事する職員、市民センターの機能、そこに従

事する職員、そして県の合同庁舎の中に入って

おります道路からはじめライフラインを担当す

る建設課、都市計画課の職員、このそれぞれの

拠点が見事に機能したわけであります。 

 リスクと危機管理といったものにつきまして

は、今回の場合は、これは言い方にすれば言い

わけみたいに聞こえるかもしれませんけども、

この分散が遠野市にとっての速やかな安否確認

と体制を組めたというのは、そのようなものと

してもあったんだということも、私は密かに自

分なりにも検証もいたしているところでござい

ますので、そのことも一言つけ加えながら、総

合庁舎のありようにつきまして、いろいろこれ

からも検討を進めてまいりたいというように思

っているところであります。 

 それから、二つ目の観光客の減少対策といっ

たものにつきましては、これはさまざまそのと

おりであります。佐々木大三郎議員から御指摘

されたように、観光客が激減しておるというこ

とはそのとおりでありまして、これは当市だけ

ではありません。それぞれの地域がそのような

状況になっておるということは、これは申し上

げるまでもない状況であろうかというように思

っております。 

 この観光客の入場料無料化にしながらという

部分における取り組みといったものによってシ

ナジー効果と、いうところのこれは相乗効果と

いうことで、言いかえればそういうことになる

んじゃないかなと思ってますけども、相乗効果

も期待できるんじゃないかなというような御提

言もありましたので、これにつきましては担当

部長のほうから今の取り組み状況について答弁

しながらお答えとさせていただきますので、御

了承いただきたいと思っております。 

 ただ、岩手デスティネーションキャンペーン、

いうところの「はやぶさ効果」という中におき

まして、オール岩手の中で観光振興という部分

が今取り組もうとしております。そして平泉の

世界遺産の指定と相まって、文字どおりオール

岩手の中からの観光キャンペーン、「はやぶさ

効果」といったものを岩手にもとどめるんだと

いう部分で、かなりの力の入れようとしてデス

ティネーションキャンペーンを行うという形で

の県のほうからの働きかけもあったわけであり

ます。 

 私も設立総会に、震災の前でありましたけど

も、設立総会に遠野物語発刊100周年以降のこ

の遠野のさまざまな底力といったものを、次の

100年に向けるためにはどのように持っていっ

たらいいだろうかと。そのためにはやっぱり平

泉の世界遺産、そしてこの遠野におこる遠野物

語100年の取り組みのエネルギーといったもの

をつなげたいものだなと思いましてこの設立総

会に出向いたわけであります。 

 首長で出席したのは３人だけでありました。

知事とそれから県の観光協会の会長とＪＲ盛岡

支社の支社長と、まさにスリートップが全部そ

ろっておったわけでありますけども、市町村は

首長本人の出席は３人だけと。北上市長さんと

私と平泉町長さん３人だけでありまして、市町

村によっては係長さん方が対応してるというよ

うな状態でありました。したがって、熱意どこ

ろか、何か興ざめしたような感じを正直なとこ

ろ受けたわけでありまして、これは震災前の取

り組みであります。 

 したがいまして、このデスティネーションキ

ャンペーンにつきましても、やはり、どのよう

な形でのネットワークを組むかということにつ

きまして、改めてこれにつきましてはきちんと

検証しながら、ただ私どもも県の対応あるいは

県の観光協会の対応を座して待つんじゃなくし

て、積極的に提言・提案活動をしながら、やは

り一つの遠野の、遠野というよりも岩手の元気、

岩手の元気を遠野から発信しようじゃないかと

いったような取り組みを強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。 

 それから三つ目であります。 
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 進化まちづくり検証委員会の答申がなされた

と。今回の大震災により改革方針に変更を生ず

ることがないかというようなお話でありました。

そしてそれぞれ進化まちづくり検証委員会の中

にありましては、いうところの第三セクターの

ありようにつきましてかなり踏み込んだ提言を

いただいているわけでありまして、この４月に

は体制をきちんと構築しながら、やれることは

今年度中に対応できるところといったようなと

ころを一つ一つやろうというような形でおった

わけでありますけども、大震災が起きたことに

よって、ちょっと足踏みもせざるを得なかった

という状況はありますけども、方針とすれば、

これは何らぶれることなく取り組みたいという

ように思っているところであります。 

 それぞれ各団体の見直しは遠野にとっても大

変な課題であります。それぞれ議員各位の了解

もいただきまして、理解もいただきまして、旧

ＪＡとおのの本店ビルは今改装工事中でありま

す。それからまた駅前の日通ビル跡地には今新

しく、仮称でありますけども、観光交流セン

ターとしての建築が進んでおります。また、昔

話村も伊藤家の蔵あるいは赤羽根家の蔵といっ

たものの移築作業も進め、この際と申しますか、

100周年の勢いといったものの中から、昔話村

も全面的にリニューアルしようといったような

プロジェクトが進んでおりますし、もう一方に

おいては、町家の心が息づく遠野のまちづくり

という部分の中における旧北日本銀行の支店跡

地の活用の問題もあり、これが遠野市文化研究

センターとしての一つの拠点としての位置づけ

が可能ではないかというようなプロジェクトも

進んでいるわけでありますから、そこのハード

な部分にどのように魂を入れていくかという部

分につきましては、この進化まちづくり検証委

員会で俎上に上がっておりますそれぞれの各関

係機関・団体、そういったものを一定の危機感

とスピード感を持って取り組まなきゃならない

かというように思っておりますし、ただ議員か

らも御指摘のありましたとおり、それぞれふる

さと公社をはじめ震災によります減収といった

ような一つの課題も新たに抱えてるところなわ

けでありますから、これをそれぞれ各団体個別

の問題として位置づけるんじゃなくして、日ご

ろから私が話ししております総合力でもってこ

の問題について対処していくという部分で、一

応３カ月を経過し、一応の後方支援活動も一定

のルールのもとに動き出しておりますので、こ

の課題にも結果が得られるような形での対応を

急ぎたいというように思っているところであり

ますので、よろしくお願いいたします。 

 それから、３カ月たちまして東日本大震災に

おける復旧・復興活動に係る改善点ということ

についてお話がありました。通信手段、断水対

策、そして報道のあり方といったような形での、

３つの提案を挙げての質問であったというよう

に受けとめた次第であります。 

 今般の大震災の中で、文字どおり、電気とい

ったものを空気のように我々は受けとめておっ

たのではないかといったことを痛切に感じまし

た。また通信がなかなか確保されないというこ

とに伴うもどかしさといったものもじれったい

ほど、本当にこれ一体どうなってるんだと、今

は21世紀の世の中だぞと、そして情報通信社会

と言ってるんじゃないかと、なのにラジオでし

か情報が入手できなかったというこのいら立ち

と大変なストレスといったものはもう嫌という

ほど感じたところであります。 

 市役所前のテントにおきまして、それぞれ情

報収集にも努力したわけでありますけども、限

界がありました。したがいまして、ただいま御

提案のありましたとおり、この光ファイバー化

といったものにつきましては、やはりこれは急

いで、特にも遠野テレビの伝送路の光ファイ

バー化といったものにつきましては、きちんと

した対応をする一つの改善点として位置づけら

れるんじゃないのかなというように思っており

ます。 

 それから断水対策について、これも市内各所

で断水が生じたわけであります。これにつきま

しても、給水車13台を配備しながら給水作業を

行ったという部分で、災害対策本部にも苦情が
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随分寄せられたわけであります。そこで懸命な

対策を講じたわけでありますけども、何せ被災

地のほうはもっと大変な状況であったというこ

ともあるわけでございますけども、まずもって

市民の皆さんへの安心・安全といったことが大

事であろうということで、水道事務所あるいは

業者の方々にもお願いいたしまして給水作業を

行ったという中であります。 

 そして、この中での提案の中で井戸水、掘り

井戸といったものはどうなんだろうというお話

がありました。これは一ついろんな事例はあり

まして、それも一つの給水対策としては対応と

しても考えてもいい対応だというように思って

おりますけども、７年前でございますか平成15

年、三陸はるか沖地震があったときは、遠野の

井戸もかなり濁ったんです。かなり濁ったと。

地震災害は地下の問題であります。井戸が万全

ではないんです。蛇口をひねれば水道が出る、

その管を直せば水道は出るんじゃないかという

部分の中における、しかしその管はまさに地下

に埋もれてるものだから地震ではやられるぞと

いうのもこれも、そして遠野のこの上水道も既

に30年以上経過しておりますから、かなり老朽

化してきている。この耐震化をどう図るかと。

膨大な金がかかるわけでありまして、これもど

のような形での上水道の一つの更新といったも

のもどう進めていくかというものについても、

まさにお金との相談になると。これは全国的に

大きな課題になるんではないのかなということ

で、各市町村長の中においてはかなりの危機感

になっております。当市もそのような状況であ

るわけでありまして。 

 したがって、井戸というものもその対策とし

ては危機管理上必要かと思っておりますけども、

何せ地下のことであって、濁ったときは全く役

に立たないということにもなるわけでございま

すから、そのような部分も一つ把握しながらの

利活用といったものについての対策は講じてい

かなきゃならないんじゃないのかなと。 

 したがって私は、給水そしてその給水車、当

市は今回13台ほどでもってしたわけであります

けども、幸いなことに一斉にならずにあちらの

箇所、こちらの箇所、今度はこっちが断水した

とかというような状況であったものでございま

すから、その点は余り混乱しないでの対応がで

きたわけでありますけども、災害対策本部のほ

うには、いつになったら水道が出るんだってい

うような厳しい苦情も、苦情というよりも抗議

もあったということも事実でありますから、こ

の水という問題につきましての対応につきまし

ては、やはりポリタンクのほうにきちんと給水

車が出向いたときは備蓄をするというような、

そのような形での市民の皆様も一定の理解のも

とに、一つの対策は講じていかなきゃならない

んじゃないのかなというようにも思っていると

ころであります。 

 最後の質問の報道のあり方について、市長だ

けが対応したんではないのかなというような御

指摘がありました。しかし一方においては、私

の言葉で申し上げるのはある意味においては非

常におこがましいかもしれませんけども、市長

がみずからそのような形で情報を市民に提供し

てくれたと、安心したというような市民の皆様

の声も多かったことも事実であります。 

 そしてまた御質問の中に、幅広い情報を正確

かつ迅速にアナウンスするほうが、総務部長の

ほうがいいんじゃないかというお話がありまし

た。と申しますのは、私の情報は正確でもなけ

れば、そしてまた迅速でもなかったのかという

ことを、そのような形で受けとめるという一つ

の非常に素直じゃない対応かと思っております

けど、私自身は、総務部長からも、各後ろにお

ります災害対策本部に詰めてます本部長たちが、

きちんと情報を上げてくれました。そしてそれ

も正確な情報を上げてくれました。本当にまさ

に、さっき大三郎議員がお話ししましたとおり、

不眠不休で、市民の皆さんの安心・安全という

中において、本部長である私に情報をきちんと

上げていただいたがゆえに、私も自信を持って

市民の皆様に、今このような状況であるぞとい

う正確な情報を伝えることができたんではない

のかなというように思っておりますので、その
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ことを一言つけ加えて答弁とさせていただきま

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

御答弁申し上げます。 

 観光客減少対策としての遠野市民と震災者に

は、一定期間市内観光施設への入場料を無料化

してはどうかと、それから平泉の文化遺産登録、

花巻～名古屋間の定期便就航開始、来年のデス

ティネーションキャンペーン岩手開催との連携

活用についてという御質問だったと思います。 

 観光客の減少についてはそのとおりでござい

ますけれども、それによっての波及効果につい

ては特定は難しいなと思ってございます。むし

ろ、被災地の復興あるいは当市の観光産業の立

て直しのためには観光施設等の資源、今まで培

われた伝統を最大限に生かしながら、被災され

た皆さんや観光客の皆さんに喜んでいただける

ような取り組みをしていくことが重要でないか

と考えてございます。 

 そうした中で、平泉あるいはデスティネーシ

ョンキャンペーン等の関係でございますけども、

岩手県では、平泉の文化遺産の世界遺産登録や、

昭和55年以来でございますが、岩手県単独とし

てのいわてデスティネーションキャンペーンを

控えてるこの機会をとらえて、誘客キャンペー

ンを強力に展開することとしてございます。 

 先ほど市長の答弁にもございましたけれども、

当市におきましては、昨年度の遠野物語発刊10

0周年の取り組みが一定の成果を上げたこと、

それから平成24年度には観光交流センター、ま

ちおこしセンター、あるいは新昔話村がオープ

ンする予定となっていることなどから、ことし

が観光ＰＲのチャンスというふうに実はとらえ

てきたところでございます。 

 その後、震災によりまして一部変更を余儀な

くされる部分はあったにしても、そのことは進

めていかなければならないというようなことの

中で、議員御指摘のシナジー効果が得られるよ

うな平泉の文化遺産登録、あるいは花巻～名古

屋間の定期便の就航開始、いわてデスティネー

ションキャンペーン等県内の動向を踏まえて、

県あるいはＪＲ、旅行エージェント等の関係機

関と連携しながら、ＰＲ活動はさらに行ってい

くこととしてございます。 

 そうした中で一つの例を挙げますと、ことし

の６月１日から来年の３月31日まで、東京の中

野ブロードウェイというところがございますが、

そこにおきまして、里まち連携交流事業「遠野

探訪」を開催を始めました。 

 この事業は、首都圏と当市を中心とした県南

地域との持続的な人的、経済的交流によりまし

て、効果的な誘客促進を図ろうとするものでご

ざいまして、震災から復興に向けた広報活動を

目的とするものであります。いわゆる「遠野は

元気である」という宣言の一つにもなるかと思

ってございます。 

 ６月４日の日には、そのオープニングイベン

トが開催されまして、市からは板沢しし踊りの

皆さんによる郷土芸能披露それから物産販売、

それから遠野まごころネットによる復興支援Ｐ

Ｒ活動等を行ってございます。 

 今後、県では、いわて銀河プラザとあわせま

して、中野ブロードウェイを関東圏の情報発信

拠点とする方向であります。市といたしまして

も、県と連携しながら関東圏でのＰＲ活動をさ

らに進めていこうとしております。 

 平泉の文化遺産の世界遺産登録に係る観光Ｐ

Ｒについては、平成10年に結成して以来、連携

を密にしている花巻、遠野、平泉観光推進協議

会というのがございます。通称みちのくクラシ

ック街道と称しておりますけども、これらを中

心にしながら重点的に取り組むこととしてござ

います。 

 そのほか、近隣の県あるいは岩手県内地域で

の観光キャラバン、都市間交流、特にも友好都

市の皆さんには、ことしの友好都市で交流する

中で遠野市を最重点の市として位置づけていた

だいてございまして、いろいろこれからそれら

が展開されていくこととなっております。こう

したことを踏まえてＰＲ活動をさらに取り組ん
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でまいります。 

 以上でございます。 

○議長（新田勝見君）  10間休憩いたします。 

   午前10時51分 休憩   

────────────────── 

   午前11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。 

 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）  再質問します。今、

市長から詳細にわたりまして懇切丁寧に御答弁

をいただきました。私としましては、すべての

項目について再質問したいところでありますが、

私の持ち時間の関係もありますので、一つの案

件に絞ってお尋ねさせていただいて、残りは何

かの機会にまた伺うことにしたいと思います。 

 私からのとぴあ庁舎の今後の扱いについての

質問に対しまして、市長からの御答弁内容は、

市民の御理解を得ながら一定の期間をかけて検

討しなくちゃいけないところは検討しながら、

しばらくの間はとぴあを利用することにすると

いうふうに私は理解しました。それで多分よろ

しいかと思いますが。 

 実はこの件に関しましては、市民の何人かか

ら私に直接質問がありましたけども、回答がで

きませんでした。このことは市政に関する大き

な関心事の一つであると思います。そういった

意味から、ただいまの市長からの御答弁内容は

市民に安心感を与えるといいますか、遠野市の

将来に明るい展望が開けるものと期待しており

ます。 

 さてこの件に関しての関連質問になりますが、

一つ目は、しばらくの間とぴあを使うというこ

とになりますということでありますが、市の本

庁舎は何年か後には必ず新築の時期がやってく

るはずであります。しかし、財政状況が厳しい

当市にあっては、すぐに建設というわけにはい

かないと思います。したがいまして、今のうち

から財政の節減を図りながら市庁舎整備基金の

ような積み立てを即開始すべきと考えますが、

いかがなものでしょうか。 

 それと二つ目は、市庁舎の分散化傾向が気が

かりでなりません。既に御案内のとおり、行政

機能を持つ庁舎として、とぴあ庁舎に加えまし

て今後新たに観光交流センターやまちおこしセ

ンター、そして北銀遠野支店跡地の文化研究セ

ンターと、立て続けにふえてまいります。この

ように、庁舎機能が多数点在しますと、経費は

必要以上に膨らんで、市の財政状況をますます

悪化させることになってしまいます。このよう

な場合、民間会社であれば、その改善策として、

徹底したコスト削減策や意思決定の迅速化を図

ることを目的にしまして、拠点の統廃合と組織

のコンパクト化ということに真っ先に手をつけ

るものであります。このことは当然行政にも求

められてしかるべきであります。 

 そこで提案ですが、例えば現業部門である産

業振興部や農業活性化本部、環境整備部、アス

トもなるかもしれませんが、といった組織を旧

ＪＡビルのまちおこしセンターに集約されては

いかがなものでしょうか。このことによりまし

て、コスト削減と意思決定の迅速化はもちろん

でありますが、さらに市民にとっては、特に交

通弱者の方にとりましては、駅前ですべての用

事が済ませることができますので、行政サービ

スの向上につながると思います。 

 それと、少し外れますが、先ほどの市長の御

答弁の中に、震災状況のテレビ放映に関して、

私とちょっと違うようなニュアンスの回答があ

りましたので、逆質問受けたような気がしまし

たのでお話ししますが、私が思うには、組織の

トップの方であれば、あくまでも一般的な話で

すが、市民の身体とか生命・財産にかかわるよ

うな重大事態が発生したような場合とか、ある

いは大きな事業内容の紹介とか、事件事故の発

生のような場合には市長みずからが前面に立っ

て説明をいただくべきだと考えております。今

回のように被災状況の説明のような場合には、

むしろ一担当者のほうがよいと私は思っており

ます。といいますのは、状況説明というような

細かいことでトップの方が神経をすり減らして、
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いざ出番というときに悪影響をもたらしてはま

ずいので、普段は心身を温存しておくべきなの

かなというふうに考えます。またそのことが担

当者個々人の経験、大きな経験になりますので、

自信にもつながるはずと思いますが、いかがな

ものでしょうか。 

 以上です。 

○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再

質問にお答えいたします。 

 安心感を与えるという部分におけるとぴあ庁

舎のありようについて、しばらくはとぴあだと

いうように認識したということで、まだ本庁舎

機能を失って３カ月であります。その中におき

まして、これからどのような形でという部分に

つきましては余りにも市政課題が多過ぎるわけ

であります。一つは人口減少であります。これ

をどのような形で歯どめをかけるのかという部

分で、遠野市の活力といったものを文字どおり

底力として維持するためにというような課題が

いっぱいあるわけであります。そういったもの

にまずもって取り組まなきゃならないというこ

とでありまして、私は職員には、分散しておっ

てもそれを情報通信という一つの今の21世紀の

ツールがあるじゃないかと、それをうまく活用

して一体感を持って行政サービス、市民のサー

ビスに向かえということを言っております。 

 本庁舎を建てるとなると、30億、40億のオー

ダーの事業費を必要とするわけであります。国

が幾ら基礎自治体、地域主権だと言っても、国

のほうからそのようなものの手だてはないわけ

であります。それをどのような形でといっても、

これはすぐには対応できないというのが私は現

実としてあると。しかしそれは仕方がないんだ

というわけにはいかない。職員が一丸となって

その分を補うという部分の中における対応をす

れば、私はその分については市民の皆様の負託

にこたえる、遠野市役所本庁舎がなくても市民

の負託にこたえる行政サービスというものは職

員はきちんと答えとして出してくれるというよ

うに信じておりますし、またそのようにしてい

かなきゃならないかというようにも思っており

ます。 

 ただ、この積み立てという部分につきまして

は、いろいろ先輩諸氏のほうからもそのような

ものがありますし、全国的にもそのような動き

もあります。今23年度の、差し当たって平成23

年度の事業の中にあって、急ぐべきもの、ある

いは少し先送りしていいといったものを今見直

し作業を行っております。その中で水光園の芸

能館の１億もかかるあそこの再建をどうするか

とかいったような、そしてまたいろんな観光施

設、先ほど観光客が減少してるんじゃないかと

お話ありました。受け皿がきちんとしないまま

観光客に来い来いと言ったって無理なわけであ

ります。まずもってその受け皿をきちんと整備

あるいは復旧しなきゃならないという課題もあ

るわけでありますから、したがってまず順序と

いうものがあると。いきなり本庁舎だと、もう

市役所を建てるんだというようなものは果たし

て今の時点でそれがいいだろうかと。 

 今般６月定例議会にそれぞれの予算を提案す

るに当たりまして、私どもの庁議メンバーでか

なり議論をいたしました。どうすると。本庁舎

の積み立てといったものについて、もう６月議

会でもう既に提案し、議員各位にその分きちん

と議会を通じ市民にメッセージを出すかという

ような話もありました。またそれもある意味に

おいては必要ではないかなという認識もあった

わけでありますけども、もうちょっと６月議会

の議論を見てみようと。議員各位がこの問題に

対してどのように考えているかということをき

ちんと把握しながら、文字どおり双方向の中で

議論をし、また議論を重ね、そして一定の方向

性の中から、やはり積み立てをしながら一つの

本庁舎機能についても考えていこうじゃないか

という中における合意形成というものもあって

いいんではないだろうかというような形での協

議を重ねたところでございますので、積み立て

もしない、本庁舎も建てないというそのような

形ではないと。あるべき姿をどのように持って
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いったらいいのかと。 

 この問題を議論してるうちに市民センターそ

れから大ホール、それから体育館、プール、こ

れも築、もう40年を過ぎまして、プールなども

維持管理に大変なランニングコストがかかって

おります。この問題も今耐震診断を行っており

ますけども、この問題にもどう立ち向かってい

くかということもあわせて検討しなきゃならな

いわけでございます。したがって本庁舎だけで

の議論ではないと。それぞれがそれぞれの中に

おいてこれからのあるべき基礎自治体としての

市役所機能というものをどのように再編してい

くのかということを考えていかなきゃならない

かというように思っておりますので、ぜひ、い

ろんな形での提案、そしてまた意見、さまざま

な議論をこの本会議場であるいは委員会の場で

議論を交わしていきたいというように思ってお

りますので、これは私のほうから答弁ではあり

ませんけどもよろしくお願いを申し上げたいと

いうように思う次第であります。 

 そして分散化の傾向が気になるという話であ

りました。しかし、旧ＪＡとおのに入ってくる

のは商工会なわけであります。商工会を中心と

いたしましていろんな市民団体あるいはさまざ

まな機関・団体、そのようなものをあそこの中

に集約したらどうかということにしております。

それから駅前の観光交流センターにつきまして

は、観光協会とふるさと公社の中における物産

の部分を一元化しながらあそこに集約しようと

いうような中で、そのメリットを、というより

も集約のメリットを出そうとしておりまして、

行政機能の分散化ではないんです。そこをひと

つ御理解をいただきたいと思っております。 

 市役所をばらばらにするということではない

んです。それぞれのパートナーとしての機関、

団体、第三セクターあるいはＮＰＯ、そういっ

た方々とまさにパートナーシップで対等の関係

で行政機能を高めていかなければ、これからは

市役所職員390名でもってすべてという時代は

もう無理であります。したがいましてそのよう

な部分で、機関、団体、ＮＰＯ含め市民の皆様

のさまざまな立場の皆様の力を一緒になって補

い合いながら、文字どおり相乗効果を出しなが

らという部分で、農協ビルの改築にも取り組ん

だわけであります。そしてまた、観光交流セン

ターとしての立ち上げにも国交省の交付金とい

ったような追い風をいただきまして、取り組ん

だわけでありますから、分散化による費用の財

政的悪化を招くではないかと、コスト削減につ

ながるんじゃないかと、組織のコンパクト化に

逆行するんじゃないかという御指摘がありまし

たけども、そこはひとつ整理をして受けとめて

いただきたいというように思っております。 

 産業振興部、アストの話も出ました。メリッ

ト・デメリットは何の見直しでもあるわけであ

ります。しかし一方においては、今回の大震災

でも環境整備部とアストが県の庁舎に入ってる

ことによって、県の農林センター、土木セン

ターと文字どおり一体となって取り組むことが

できたということで、一つのあそこに拠点を持

ったという一つの大きなメリットもあるわけで

ありますから、すべてがコンパクト化の中にお

いてという部分には私は必ずしもつながらない

と。 

 ただ御指摘のあったような意見は意見として

きちんと素直に受けとめながら、組織のありよ

うにつきまして、アストも立ち上がりかなりの

年数がたっております。市役所の組織も産業振

興部あるいは環境整備部、特にもまた市民セン

ターの組織もそれぞれ時代のニーズに合ったも

のとして見直していかなきゃならないその時期

に来ております。市長は組織をいじり過ぎるん

じゃないかというような御指摘もこの議会の中

でいろいろこれまでもいただいてきておるわけ

でありますけども、その都度その都度そのタイ

ミングを失しないようにという形での一定のス

ピード感の中で対応してきたわけでありますけ

ども、この際、この１年かかって進化まちづく

り検証委員会で第三セクター・団体・機関も見

直しを図るので、市役所の組織もその見直しと

連動しながら、どう組織があればいいかという

ことをこの10月か11月までに、いうところの聖
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域なき見直しというような方針で今検討を進め

ておりますので、提案がありました組織のコン

パクト化につきましては、その中から一つ一定

の結論を見出してまいりたいというように思っ

ております。 

 交通弱者というものに対する取り扱いにつき

ましては、対応等につきましては、これは本当

に大事なことでございますから、そのような視

点をきちんと踏まえた対応というようにしてい

きたいと思っております。 

 それから最後の報道のあり方、これはたまた

まあれしましたけども、悪影響というようなも

の、市長みずからといった部分でありますけど

も、これは私は市長として、市民の負託を受け

て市民の安心・安全、不安の少しでもないその

ような情報をというような負託を受けてるわけ

であります。その負託にこたえるのが私の仕事

であります。したがいまして、ただいま御意見

のあったことにつきましては、これは御意見と

しては承りますけども、私の市長としての一つ

の信念でありますので、そのことによって幹部

職員もきちんと情報を上げるという中において

仕組みができておるということで思っておりま

すので、その答弁をもってお答えとさせていた

だきます。 

○議長（新田勝見君）  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）  市長と私の考え方

には少し温度差があるようですので、再々質問

をさせていただきます。 

 私の質問内容であります市庁舎機能の集約の

件に関しまして、市長からの御答弁内容は、情

報通信システムを積極的に活用すれば、集約の

必要はないんじゃないのというような御回答内

容であったかと思いますけども、しかし、拠点

数がふえますと、建物の賃貸料や維持管理費、

福利厚生費といった費用が必然的にふえるもの

であります。特に今の現状、市職員の方々の打

ち合わせに伴う拠点間の移動、市長決裁等にか

かわる移動時間のロス、これらが生じて無駄な

費用がかさむことになるんじゃないかなと私は

強く懸念しているのであります。したがいまし

て、ぜひ、この件をもう一度、どれぐらいの費

用がかかるのかをよくよく検証していただいて、

改善策を講じていただきたいと思います。 

 それと、前回の議会でも質問しましたけども、

例えば、情報通信周りで電子決裁システムのよ

うなものを導入され、お金かかりませんので、

積極的に活用することによりまして、そういっ

た職員の時間ロス、稼働ロスのようなものは大

幅に削減できると私は自信を持ってお話しさせ

ていただきます。 

 以上です。──失礼しました。いずれそうい

うことで、ぜひ費用削減に向けましてどのよう

にお考えなのか、市長の御見解をお伺いします。 

○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）  佐々木大三郎議員の

再々質問にお答えいたします。 

 分散化という部分について、集約しないでこ

のままの状態という認識で市長は言ってるんじ

ゃないかというような、そういう認識での再々

質問でありました。そんなことは一言も言って

おりません。いろんなプロセスの中で、どうあ

ればいいという中で全体の遠野市のそれぞれの

まちづくりといった部分の中において考えてい

かなきゃならないかというように思っておりま

して、本庁舎の中に集約すればすべて事が片づ

くというような認識ではないんだと。いろんな

多角的な面から、今申し上げましたとおりお話

ありましたとおり、コストの問題も考えていか

なきゃならない、電子決裁の問題もこれ現実の

ものになってきておると。この情報通信という

ツールをうまく活用しなければこの部分に、今

職員の中にすべてパソコンが１台１台全部入っ

てるわけであります。これをまず生かさなかっ

たらば、それこそ税金の無駄遣いというそしり

を免れないわけでありますから、そのようなこ

とも踏まえて検討するんだということを申し上

げてるわけでございますから、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。 

○議長（新田勝見君）  次に進みます。２番瀧



－ 21 － 

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。まずもって、このたびの東日本大震災に

よる市役所本庁舎中央館の１階南側柱の座屈に

よる使用不能、取り壊しという事態を受け、遠

野市議会機能が宮守総合支所に移転しての最初

の定例会が、改装された旧宮守村議場において

開催されるに当たり、非常事態下での対応策と

いうことで、当地での開催の喜びを率直に表現

しにくい歯がゆさの心境ではありますが、宮守

町民を代表して歓迎を申し上げます。 

 前回定例市議会の最終日翌日の３月11日に発

生した東日本大震災から間もなく３カ月がたと

うとしています。被災された県内外のすべての

皆様に私からも心よりのお見舞いを申し上げ、

不運にも亡くなられた１万5,300人を超える皆

様に謹んでお悔やみを申し上げますとともに、

いまだに行方のわからぬ約8,200名の皆様の一

日も早い所在判明をお祈り申し上げる次第です。

そして今現在、厳しい避難生活を強いられてい

る皆様に、一日も早く平穏・安息の日常が戻ら

れることを心より願うものであります。 

 さて、マグニチュード9.0という巨大地震が

もたらした大津波により、岩手県、宮城県、福

島県を中心とする太平洋沿岸部の海岸平たん地

は黒い恐怖の波にのみ込まれ、営々と築いてき

た町並みや日常の暮らしを一瞬にして奪い去っ

てしまいました。壊滅的被害で町は瓦れきの山

と化し、福島県では原子力発電所の津波被災停

電によるメルトダウンで放射能漏れ事故や水素

爆発に至り、国際問題にまで発展するかたわら、

震災と原発事故の対応をめぐって国政は被災者

を忘れたとしか思えない政局争いに明け暮れ、

政治家としてのエネルギーの無駄遣い甚だしく、

永田町と国民の感覚のずれが明白であることは

御承知のとおりであります。 

 被災した国民を救援し、一日も早い復興の手

だての政策を打ち出さなければならない政府・

国会は、総理大臣の危機管理対応のまずさを引

き金に、日本が国難とも言うべき深刻な状況に

直面しているこの時期に、東京に生まれ育ち、

世襲で岩手県を選挙地盤として選出されている

与党派閥の首領と言われる人が、ほとんど被災

地に顔を見せることもなく、自身の誕生日祝い

や内閣不信任議案の採決を欠席したその夜はカ

ラオケに興じ、野党とともに政局攪乱の主とし

て政争ゲームを繰り広げている姿に、被災者は

嘆き悲しみ、大多数の国民が落胆をしているの

ではないでしょうか。 

 あの日から、季節は小雪の舞う晩冬から新緑

の季節を経て梅雨のシーズンへと移ろいました。

我が遠野市は、地震発生と同時に災害対策本部

を設置して被害確認の対応に当たり、その後、

全国から集結する自衛隊、消防隊、警察隊、各

種防災機関やボランティア団体の集結地となり、

後方支援室を立ち上げて沿岸被災地に支援の中

継基地、前線基地として今日まで支援活動を続

けてまいりました。その小さな一自治体の大き

な支援活動の取り組みは全国から注目を集め、

さまざまなマスコミにも取り上げられて報道さ

れております。 

 市長を先頭とするこの間の対応と取り組みに

敬意を表し、日夜を問わず休日もなく献身的に

活動に当たられ、市民や被災者のために尽力さ

れ続けている市職員を初めとして、全国から支

援に駆けつけていただいている関係者の皆様に、

改めて衷心より感謝と御礼を申し上げる次第で

す。 

 さて、前置きが長くなりましたが、通告に従

い、市長に二つの項目にわたって質問をいたし

ます。 

 まず第１点目は、冒頭にも触れましたが、今

回の大震災により１階柱が座屈し、全壊判定で

取り壊しに着手した市庁舎中央館のこれまでの

耐震化の取り組みについてであります。 

 今回の東日本大震災はマグニチュード9.0と

いう規模で、何百年に一度という頻度で発生す

る超巨大地震に分類されるものであり、未曽有

とか想定外とかの言葉でも表現されるように、

沿岸部においては壊滅的な被害をもたらしまし

た。揺れの程度をあらわす震度は、当市では震
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度５強が観測され、建物にもある程度の被害が

想定される強い地震でありました。が、しかし、

この地震の２万4,000人近い死者・行方不明者

は沿岸部への甚大な大津波被害によるものが大

半で、地震の揺れによる建物倒壊及び死者等へ

の直接的な被害はほとんどないと言われていま

す。 

 我が遠野市においては、市民が所要で他市町

に滞在中に、不運にも津波に遭遇して亡くなっ

たり行方不明となった８名の方を別にすれば人

的被害軽傷者４名、一部損壊等の住家被害391

戸、市役所庁舎を初めとする文教・農業・観

光・産業等各種施設、さらには道路、上下水道

等のライフライン施設の被害などが報告され、

これまでに金額にして27億円を超える被害推定

額が算出されているところであります。 

 その被害の中においても特筆されるのが、数

ある市内の建物の中で、ただ１棟鉄筋コンク

リートづくりの市役所庁舎中央館１階南側柱が

座屈状態となり、使用不能に陥ったことで全壊

の判定となったということであると私は思いま

す。中央館よりもっと古く強度不足で使用され

ていなかった隣の東館でさえ被害はありません

でした。全壊判定による被害額は20億円と推定

され、庁舎機能は中心市街地活性化商業施設と

ぴあなどへの移転分散につながってしまいまし

た。 

 この震災による庁舎中央館全壊に伴う経費は、

去る３月23日に行われた臨時市議会において22

年度補正予算（第７号）で提案され、可決を見

た公共施設整備基金の繰入金１億5,000万円を

主軸とした、とぴあ庁舎等への仮庁舎整備事業

費に計２億2,532万7,000円、そして今定例会に

23年度補正予算（第２号）として、被災庁舎の

解体工事費等を含んだ本庁舎環境整備事業費6,

626万6,000円が提案されており、２つの事業費

で２億9,150万円余となっていると思われます。 

 ところで、去る４月22日に開催された「お別

れ会及び思い出を語る会」の主役である市役所

本庁舎の歴史は、昭和31年11月に完成した本庁

舎東館の７年後の昭和38年10月に鉄筋コンク

リート３階建て、延べ面積1,688.4平方メート

ル、当時の金額で5,420万円が投入されて完成

し、築後48年目を迎えた建物であるということ

は認識をいたしております。 

 また、この市役所本庁舎がその歴史の中で幾

つかの地震に遭遇しながらも、市の頭脳中枢機

関・心臓部として、これまでの市勢の発展を見

守り、市民の福祉向上に大きく貢献してきたこ

とはだれにも異論はないところであると思いま

す。が、市村合併前の平成15年５月26日に発生

した今回と同じ震度５強の三陸南地震により、

今回と同じ場所の柱４本が亀裂等甚大な被災を

受けたため、被害箇所の柱４本の応急補強工事

を済ませている前歴があります。そして、この

年の10月から翌16年２月にかけ、市役所庁舎耐

震診断業務を外部委託して診断を実施し、その

結果、東館、厚生館、中央館とも強度不足によ

る鉄骨ブレース等の補強が必要という診断結果

と、それらの耐震補強工事に係る工事費が概算

ではありますが１億3,000万円の金額で算出さ

れていると伺っております。 

 その後、平成15年12月から耐震診断の結果を

踏まえ、本庁舎整備方針の協議に入ったようで

すが、耐震補強工事は実施されず、平成17年10

月の市村合併に向けての協議会の新市まちづく

り計画の中で行動目標の一つの「みんなで考え

支えあう新遠野郷」の行財政基盤の強化の中の

主要事業の一つに庁舎改築事業として盛り込ま

れました。 

 合併後の前期総合基本計画では大綱５、みん

なで考え支え合うまちづくりの政策として行政

サービスの向上の中に、平成22年度から24年度

にかけて行政サービスの効果的・効率的な推進

を図るための庁舎の改築を事業内容とする新庁

舎建設事業計画がうたわれ、まさに本年度当初

予算に市庁舎改築整備調査業務費210万円が計

上された矢先の庁舎被災であります。 

 災害はいつ・どのような形でやってくるかわ

かりません。８年前のあの三陸南地震の応急補

強工事に続き、耐震強度不足が指摘された診断

結果に基づいて速やかに適切な補強工事を実施
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していれば、今回の座屈全壊は免れ得たのでは

ないでしょうか。築後年数にとらわれて新庁舎

整備ありきの計画が先行し、耐震補強工事は忘

れられた存在になってしまい、工事を怠ってき

たという意味で、これは人災と言えるのではな

いでしょうか。いや、市民の中にはそういう声

さえあります。 

 ともすれば、庁舎全壊という哀れみと同情心

から、診断結果を無視して耐震補強工事が施工

されずにきたという事実が見落とされがちです

が、これまでの議会や全協で真に検討されてき

た経緯はあったのか。もし、ないとすれば、こ

の状態を許してきた・見過ごしてきた責任の一

端は議会側にもあるとも言えるのでしょう。市

の頭脳中枢機関・心臓部である庁舎の保守管理

や危機管理の面からも、また、市長が普段から

言われている業務にはスピード感と緊張感を持

ってということからしても、これまでの耐震工

事の放置状態の経緯と責任、そして人災という

市民の声を市長はどのようにとらえられるので

しょうか。 

 さらには、仮庁舎整備と本庁舎環境整備の２

つの事業費計約２億9,150万円と、仮に耐震補

強工事を済ませていた場合の概算工事額１億3,

000万円との差額約１億6,150万円は生じないで

済んだコストと考えられます。22年度補正予算

（第７号）で全額減額補正された庁舎等環境整

備事業費の空調設備工事費9,200万円を考慮し

たとしても、数字の上で約7,000万円が庁舎被

災関係の余分なコストだったととらえられるの

ではないでしょうか。 

 庁舎中央館は既に取り壊しに着手しており、

この夏には姿を消します。建設的ではない結果

論の質問となりましたが、今後の事務事業の遂

行上、教訓とするためにも検証し、反省すべき

ところはないのか、あわせてお伺いをいたしま

す。 

 次の質問に移ります。最初の質問に関連する

部分もあるかと思いますが、大規模災害に対す

る今後の後方支援のあり方と災害に強いまちづ

くり、地域づくりについてという項目で、以下

２つの中身について御所見を伺います。 

 中身の一つは、今回の震災を機に、後方支援

基地構想と支援のあり方はどのように継続また

は変化していくのかということであります。 

 従来より、今後30年の間に90％以上の確率で

起こると言われていた三陸沖・宮城県沖を震源

とするマグニチュード7.5クラスの地震津波被

害を想定し、その沿岸被災地の救援・支援をす

るべく、宮古市以南の岩手県沿岸地域に約１時

間以内という地の利を生かし、平成18年度前後

から後方支援基地構想が提唱されました。 

 平成19年度に関係市町村と三陸地域地震災害

後方支援拠点施設整備推進協議会を設立し、そ

の必要性を国や県に提案しながら要望活動に取

り組んできたと認識をいたしております。19年

２月の「防災フォーラム in 遠野」の開催や、

20年秋には陸上自衛隊東北方面隊や東北管区広

域緊急援助隊、北部３県及び関係機関との震災

対処合同訓練を実施し、移転新築される総合防

災センター・消防庁舎にも支援拠点構想が盛り

込まれ、着々と準備や訓練が進んでいた状況下

での大震災となりました。 

 想定していた宮城県沖地震が想定をはるかに

上回る未曽有の規模で発生し、沿岸部は大規模

な津波襲来で壊滅的な被害を受けてしまいまし

たが、この後方支援基地構想が現実のものとな

り、全国から自衛隊、警察隊、消防隊、医療団

等各種部隊や関係機関の集結、受け入れで被災

地への救援活動がスムーズに展開され、後方支

援基地活動の重要性が各方面から高い評価を得、

４月19日付岩手日報論説欄の「遠野の後方支

援」に象徴されるように、各マスコミからも注

目されるところとなっています。 

 震災後３カ月が過ぎようとする現在、今後は

復興に向けた支援が不可欠と思われますが、後

方支援拠点基地構想は一定の使命、役割を果た

しつつあります。この先見性がありすばらしい

構想を新消防庁舎建設を機に今後も継続し、さ

らなる充実を目指していただきたいと願うもの

でありますが、これからの方向性と中身につい

て変化が生じていくのかどうか、また、遠野市
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単独での支援活動もいつかは限界が見えてくる

と思われます。息の長い支援を続けるためにも

国や県との連携は言うまでもなく、長期戦を見

据え、さまざまな分野で隣接内陸自治体との連

携・協力・役割分担等、支援のあり方と人員の

配置を含め、より強固な関係の構築に向けてさ

らなる検討の余地はあると思われます。 

 また、縁がつなぐ仮設住宅整備事業として、

市内にも県からの委託事業で避難者用仮設住宅

40戸の建設が２億円規模の事業費で着手されま

した。当市には約200世帯四百数十名の方が避

難している現状の中で、専従職員を配置し、新

設された部局である沿岸被災地後方支援室の今

後のあり方を含めた支援の程度や中身、目途に

ついては、被災地が完全に復興を遂げるまでの

期間の支援となるのか否か、多くの市民が関心

を持っていると見受けられる今後の支援のあり

方について、そのあたりの確認を含めお伺いを

いたします。 

 中身の二つ目は、当地域は中山間地域であり、

沿岸と違い津波の心配はありませんが、今後も

大規模地震、台風、大雨、豪雪等の風水害、大

規模火災等の自然災害の発生が予想されます。

先般、遠野市防災会議が開催され、災害に負け

ない遠野の再構築をということで、市地域防災

計画と水防計画の見直しが図られるとの新聞報

道がありました。その計画見直しの中で予想さ

れる被害を最小限に食いとめ、災害に強いまち

づくり、地域づくりに具体的にはどのように取

り組んでいくのかということについてお尋ねを

いたします。 

 「災害は忘れたころにやってくる」、古来よ

り言い尽くされた言葉ですが、しかし災害は意

識し備えていてもやってきます。また、今回の

福島の原発事故のように目に見えない災害もあ

ります。私たちは自然災害を完全に防ぐこと、

災害から逃れることは不可能です。危機管理の

初歩としていかにリスクを予知し、被災対象を

小さくして被害を最小限に食いとめるかが災害

に強いまちづくり、地域づくり、ひいては日本

のふるさと遠野郷づくりにつながっていきます。 

 地域防災計画、水防計画の立案や見直しも大

事ではありますが、今までにどれだけの市民が

その内容を熟知してきているのでしょうか。当

然ながらそこに住む市民、住民を巻き込んだ議

論が重要であり、地域の自治会、自主防災組織、

消防団、防犯協会、民生児童委員など地元と一

体の協力関係を構築し、しっかりとした理解と

納得の上で、万が一の際には行動が伴わなけれ

ば絵にかいたもちとなりかねません。 

 普段生活している場所で危険な箇所はないか、

高齢者やひとり暮らし、また障害者等の災害弱

者、さらには外国人など、万が一の際は助けを

必要としている人たちが少なからず周りにいる

のではないでしょか。情報の提供や周知は十分

されてきているのか、さらにはライフラインの

安全確保や消防団等を初めとする各種団体の災

害対応力の強化育成等、これらを含めて災害時

への対応はどうあるべきなのか、災害に強いま

ちづくり、地域づくりをどのように構築してい

くのかについて、市長の見解をお尋ねいたしま

す。 

 今この瞬間も、被災された方々は必死になっ

てあすへの希望をつなごうとしているはずです。

震災前のような日常生活に戻るにはどれくらい

の時間が必要でしょうか。また、原発事故の地

元では果たしてふるさとに戻れる日は来るので

しょうか。それゆえ政治は当り前に機能し、政

治家は被災者、国民のために真剣に目を向け、

血の通う手を差し伸べてくれるのでしょうか。

ある意味、私は傍観者の立場にいるかもしれま

せんが、日本の底力の結集で一日も早い被災地

の復興と原発災害の収束を祈りながら、私の一

般質問といたします。 

○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。 

 本田市長。 
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   〔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。 

 先ほどの佐々木大三郎議員の際にも、今般の

東日本大震災におけるこの多くの犠牲者の皆様、

そしてまた、被災しながらも懸命に復興に向け

て立ち上がっている皆様へのお悔やみとお見舞

いの言葉があったわけでありますけども、ただ

いまも瀧本孝一議員からそのお話があったわけ

であります。改めて私からもこの多くの犠牲者

の皆様への哀悼の意と、そしてまた一方におい

ては、被災というまさに日常生活すべて奪われ

たという被災地の皆様へのお見舞いと、一日も

早く復興につながるような形での取り組みを心

から御祈念申し上げたいというように思ってお

りまして、お見舞いの言葉を申し上げたいと思

っている次第であります。 

 また一方におきましては、この日常生活をす

べて奪ってしまったというこの東日本大震災に

あって、私がいろんなところでお話聞く中にお

きまして、阪神・淡路大震災も平成７年の１月

17日、これも朝方の５時46分、午前５時46分と

いうような中に6,000名以上の犠牲者を出す阪

神・淡路大震災があったわけであります。今般、

この東日本大震災も、もうそれを上回るという

か、被災という中における500キロに及ぶ長大

な海岸線を中心に、大変な文字どおり日常生活

をすべて奪ってしまったという中にございまし

て、いろんな市民ボランティアをはじめ多くの

市町村という姿が見える。そしてまた陸上自衛

隊あるいは警察隊、消防隊の姿も本当に献身的

な活動を行っておるという中にあって、見えな

いのが政治が見えないという話を何度も何度も

いろんな方々からお聞きいたします。ただいま

瀧本議員も政局・政治という場における一つの

瀧本議員の立場としてのいら立ちと申しますか、

もどかしさというものを先ほど述べたんじゃな

いのかなと思っておりまして、私も全く同様の

認識を持っているところでございますので、そ

のことを一言つけ加えさせていただきたいとい

うように思っております。 

 さて、御質問は、市庁舎の中央館の耐震化の

取り組みの問題、それからこの東日本大規模災

害に対する今後の後方支援のあり方と、そして

災害に強いまちづくり、地域づくりということ

に絞っての御質問と承ったわけであります。 

 市庁舎中央館の耐震化の取り組みにつきまし

ては、いろいろ具体的な数字等も挙げ、いろん

な経過もその中にきちんと整理されて質問の中

には述べられておったわけでありまして、全く

そのとおりだなと、質問をお聞きしながら改め

て思ったところであります。 

 瀧本議員はこの質問の中におきましてスピー

ド感、一定の危機感というのを持たなきゃだめ

じゃないかと。その中にあっては今回の市庁舎

の中央館は、人災という一つの市民の声もある

ぞというお話でありました。これはやはり謙虚

にきちんと受けとめなきゃならないかというよ

うに私自身も思っておりまして、実は昨年、非

常な猛暑であったわけであります。これも質問

の中で触れられておりましたけども、職員の福

利厚生の面とかいろいろ考えてみた場合、昨年

の余りの猛暑にこれは何とかしなきゃならんな

ということで、国の交付金等も措置されたこと

もありまして、補正予算でありましたけども空

調の予算をとっておったわけでありますけども、

工事を進める前にと言えばちょっとこれも何か

前後するような感じになりますけども、このよ

うな事態に陥ってしまったということになるわ

けでありまして。 

 ただ私自身、瀧本議員の御質問を聞いており

まして、建設的ではない、結果論になってしま

ってるというような表現があったわけでありま

して、その結果論という部分の中で、市庁舎の

問題をもういうところの人災として受けとめ、

それをきちんとどのように、私市長の立場とし

てそれをどのような形での整理をするかという

ことがある意味では問われるかというようには

思っておりますけども、ただ手をこまねいてい

たわけではないと。 

 三陸南地震の際のこの被災というものを受け

ながら応急補強工事を行いながらという部分の
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中で、一定の対応もしてきたという部分もある

わけでありますので、その辺の経緯と、それか

ら、先ほどの佐々木大三郎議員の質問の中と重

複するわけでありますけども、本庁舎機能のこ

れからの位置づけ、位置づけというよりもどの

ようなプロセスをとるのかにつきまして、副市

長のほうからその辺につきましては経過とそれ

から状況等につきまして答弁として申し上げま

すので、御了承いただければというように思っ

ている次第であります。 

 いずれ、耐震補強工事という中にあっての対

応と、それからそれを少し先送りしてきたとい

う部分と、市庁舎の議会棟の上のほうの一般家

庭で言えば屋根裏に当たるところでございます

けども、かなり膨大な公文書がそこに入ってお

ったということで、これはとてもかなり負荷が

かかるということで、それを県の施設を借りて

全部撤去をしながら、少しでも負荷を軽くしな

がらというような手だても講じながらやってき

たわけでありますけども、今回この地震には耐

えられなかったという部分は率直に認めざるを

得ないかというように思っております。いずれ

副市長のほうからそれぞれの今までの取り組み

の経緯等につきましても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。 

 二つ目の後方支援活動についてであります。

後方支援基地構想の中における支援のあり方、

これを今後継続そしてあるいはどのような次の

ステージに持っていくのかと、さらなる充実あ

るいは中身の一つ一つの見直し、単独で行うの

か、長期戦の中における沿岸被災地の復興に向

けての取り組みをどのように展開していくのか

ということについて御質問をいただいたわけで

あります。 

 これは御質問の中にもありましたとおり、こ

の後方支援中継基地構想といったものにつきま

しては、遠野市が一定の役割を果たすであろう

という中における取り組みを行ってきたわけで

ありまして、これはこの場をおかりいたしまし

て議員各位にも感謝しなきゃならないわけであ

りますけども、この後方支援中継基地構想につ

きましては、岩手県の市議会議長としてもきち

んと正面から受けとめ、市議会議長会のあるた

びに、それこそ陳情・要望・提案活動を議会と

しても行っていただいたという中にございまし

て、消防庁舎がこの３月には予算も通り、総合

運動公園の中にオンサイドとして消防庁舎の建

設をすることとなって、一つの構想が形になる

というところまでこぎつけたわけであります。 

 そしてまた、これも総合、多目的、多用途の

施設をということで、いうところのストレート

に申し上げれば体育館をあそこの総合運動公園

に設けたいと、設置したいと。そうしますと、

例えばグラウンドゴルフとかゲートボールで楽

しんでるお年寄りの方が、天候が急変しても、

すぐ体育館のほうに場所を移してそれぞれス

ポーツを楽しむことができると。したがって平

常時はスポーツの市民の健康づくりとしての体

育館と、有事の際は文字どおり後方司令塔とし

て、あるいは救援物資の仕分け場として、さら

には避難所というようなものの役目も持つとい

う一つの多目的の体育館をあそこに設置したい

ということで活動を行ってきたわけでありまし

て、これも国交省のほうから災害対応として、

災害に強いまちづくりの一つのプロジェクトに

なるなということで、交付金が一応手当てされ

るところのそれこそめどがついた段階にあった

わけでありまして、それが形にならないうちに

この大震災が起きてしまったと。 

 しかし、市民の皆様あるいは関係機関・団体

の皆様の本当に全面的な協力をいただきまして、

総合運動公園を中心にあるいは市内各地の自治

会、地区センターを中心とした自治会集会所が

後方支援の自衛隊、警察隊、消防隊の皆様の拠

点と、あるいはその時間の経過とともに全国か

ら駆けつけたボランティアの皆様の拠点に、そ

して今や、復興に向けてのさまざまな作業に従

事する方々の作業員の方々の一つの拠点という

ような形で、遠野が後方支援の中で役割を果た

しておると。これは市の行政だけでは到底でき

ることじゃないわけでございまして、多くの市

民の皆様、そして関係機関・団体の皆様の御理
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解があるがゆえに、そういう展開ができたんじ

ゃないのかと思っております。 

 この６月になりまして、自衛隊が今縮小の方

向に入ってきておりまして、松崎の白岩のサッ

カー場も間もなく使えるようになりますし、総

合運動公園の野球場、テニスコートも間もなく

市民の皆様に御利用いただくというところまで

こぎつけて、その間、いろんな春のスポーツ

シーズンになっても、市民の皆様なり関係機

関・団体の皆様は後方支援なんだと、だから我

慢するんだという中において協力もいただいた

中に後方支援活動が展開できておるということ

なわけでありますから、私は、このようなそれ

ぞれの市民の皆様のそれぞれの立場、あるいは

一人ひとりの皆様のそういった自覚、御理解と

いったものがあるがゆえに後方支援活動ができ

たということになるわけでありますし、このネ

ットワークがいうところの災害に強いまちづく

りということに私はつながってくるんではない

のかなと思っております。 

 ３月11日の被災のときに、避難所の開設とい

うことで全職員挙げ、そして消防団の皆様にも

すぐ出動してもらいまして、安否確認、安心・

安全を確認したわけであります。その中で一つ

の事例としまして、市のほうであるいは消防の

ほうで駆けつける前に、ある地域では、きちん

と避難所を開設しスタンバイしておったと。と

いうのは燃料だとか暖房等も手配しながらちゃ

んとスタンバイしておったと。その地域は日ご

ろからさまざまな形での地域のきずなというも

のを大事にしながら、いろんな地域づくりの中

におけるコミュニケーションを図っておる地域

だったということを報告をいただきました。 

 やはり日ごろのそのような取り組みの中にあ

って、いうところの災害に強いまちづくりとい

ったものが可能になってくるんではないのかな

というように改めて思っておりまして、一定の

予算の中から今般の６月補正におきましても、

地区センターに自家発電機であるとかあるいは

暖房器具であるとかいうものにつきまして、こ

れはまず待っていられないと。やっぱり地域防

災計画の見直しももちろんしなきゃならないけ

ども、膨大な地域防災計画を東日本大震災を教

訓に見直すとなれば、やはり一定の時間がかか

ると、日数がかかると。 

 したがって、その防災計画を見直しし計画に

沿って配備するというのが本来あるべき姿かも

しれないけども、それを待っていたんでは、ま

たいつ何どきどのような形での非常時が起きる

かわからないので、この東日本大震災で自家発

電あるいは暖房あるいは食料の備蓄、燃料の備

蓄といったものが大きな課題として残ったんで、

これを可能な限り予算化してそういったものを

配置しようと、配備しようということで、今般

の議会にも提案を申し上げてるところでござい

ますので、そういった点での御議論をよろしく

お願いを申し上げたいというように思っており

ます。 

 これまで構想に基づきましてさまざまな訓練

が行われてきておったと。平成19年には県の防

災訓練、平成20年には東北方面隊としての、み

ちのくアラートとしての震災対処訓練といった

ものが行われてきたという中にございまして、

それらが今回、図らずもスピーディーな受け入

れ態勢につながったんではないかなと思ってま

すから、日ごろのこういった地域における訓練、

あるいはオール遠野としての全体としての訓練、

さらには、みずからの地域が被災したというよ

りも、例えば近隣の市町村が被災した場合にお

いては、被災を受けない市町村がどのようにそ

こをフォローするのかといったような、そのよ

うな後方支援といったようなものも位置づけな

がらの訓練といったものも非常に大切ではない

のかなというように思っておりますので、その

ような訓練もまた行って、災害に強いまちづく

りといったものにつなげていきたいというよう

に思っております。 

 この後方支援活動の中におきましては、支援

部隊の受け入れということが一つありました。

警察、消防そして自衛隊それから医療隊といっ

たものがスムーズに受け入れられた。それから

緊急支援物資ということにつきましては、これ
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はたき出しのおにぎりということで、個数にす

ると15万個に及ぶおにぎりをずっとたき出しと

して遠野市の市民の皆様のボランティアの手に

よりましてそれを送り続けたと。この数そして

またそれをずっと継続して行ったという部分が

あります。 

 それから人的支援の中におきましても、職員

も派遣もいたしましたし、それから市民の皆様

にも、各地区の社会福祉協議会の各町支部の皆

様にもそれを取り組んでいただいたと。それか

らボランティアセンターの中でまごころネット

という仕組みの中から、全国から集まった市民

ボランティアの皆様によってそれも続けられた

と。遠野市がボランティアを、ゴールデンウ

ィークの際にボランティアを拒否しないでとに

かく受け入れたと。これはすごいという話をい

ろんな関係者から言われております。ゴールデ

ンウィーク中は各被災地では、ボランティアの

皆様が入ってくるんで混乱するということで、

いうなれば断ったという事例もあるわけであり

ますけども、遠野市はまさに市民の皆様の力に

よってそれをきちんとコーディネートしたと。

もちろん何も問題点はなかったわけじゃないわ

けです。さまざまな問題点があったというよう

に聞いております。しかしそれを何とかクリア

をできたという力の中でこの人的支援を行った

と。 

 それから避難者支援ということで、地区セン

ターを中心といたしまして、あえりあ遠野であ

るとか個人住宅の避難、あるいは雇用促進住宅

への入居、それから今建設中であります、これ

も議員各位から全面的な御理解をいただいたわ

けでありますけども、専決処分という手順をと

らざるを得なかったという部分につきましては

御理解をいただいたわけでございますけども、

今仮設住宅が建設中でありまして、もう照会、

申し込み、照会だけでも40件以上超えておりま

すし、もう既に申し込みがもう半数に至ってき

ておりまして、そのような形での仮設住宅への

プロジェクトの取り組みと。 

 それから入浴支援などもこれも非常に大きな

支援であったかというように思っております。

自衛隊の方からは、カラスの行水のようなおふ

ろだったけども、本当に生き返ったような気が

して、また被災地に行って頑張らなきゃなんな

いという気力を与えたくれたのはこの遠野のお

ふろであったという話も私のところにも届いて

おります。 

 それから健康管理とか、静岡県、大阪府ある

いは東京都、間もなく神奈川県も遠野市のほう

に拠点を置くというような話になってきており

ますので、長期にわたるこの取り組みにおける

全国の市町村あるいは県の皆様が遠野を拠点と

してというような中にありますし、友好市町村

のこれはもう数え出せればもう切りがないほど

の友好市町村の皆様のいろんなお力添えをいた

だいたと。 

 こういう横の連携といったようなものが、国

があり県があり市町村があると。被災市町村が

まずもって対応しながら、そこを県がフォロー

し、国が財源を手当てするという一つの災害救

助法の流れが、この東日本大震災にあっては横

の市町村間における連携とボランティア、ＮＰ

Ｏ皆様におけるパートナーシップにおける一つ

の役割分担といったものは、それぞれ遠野のこ

の後方支援のプロジェクトの中で一つの形とし

て見えてきたんじゃないのかなと思ってまして、

これを私は大事にしなければならないかという

ように思っております。県が何とかしてくれる

だろうと、国が放っとくはずはないという中に

あって、命といったものの立ち向かう中でそれ

を座して待ってるわけにいかないという部分が、

今回の東日本大震災の中で示されたというよう

に思っております。 

 瀧本議員からの御質問聞きながら災害に強い

まちづくりと。防災会議も開催いたしました。

一部にはまだ被災地が大変な状況のときに、防

災会議を開催して地域防災計画を見直しするの

はまだ早いんではないかというような意見もあ

りました。内部で検討した結果としまして、こ

れまででは国の防災計画があり、それが県の防

災計画に整合性がとられ、それを踏まえて市町
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村が防災計画を見直しし、いうところの整合性

をとると。市町村ありそして県があり国がある

という流れの中で、地域防災計画といったもの

を、あるいは水防計画といったものを見直しを

してきておったわけでございますけども、それ

を今回は無理じゃないかと。国、県が地域防災

計画の中でというのは一つの道筋を我々に示す

のにはまだまだ時間がかかるぞと。となれば、

我々が例えば申し上げたような一つの教訓の中

から地域防災計画といったものの見直し作業を

始めて、それこそ教訓といったものがまだ生々

しく記憶の中にある間に、地域防災計画の中に

それを反映させなければ、これだけの犠牲が伴

いこれだけの市民の皆様の協力をいただいたと

いうこの災害対応を、結果的には生かせなくな

ってしまうぞということで、先般防災会議を開

催し、その見直し作業にも入ったところであり

ます。 

 また、この沿岸被災地後方支援室を定期人事

異動を前にいたしまして、一般人事は凍結した

わけでございますけども、３月28日に５人の専

従でもって後方支援室を組織いたしまして、さ

まざまな救援物資なりあるいはボランティアセ

ンターとの連携なり、あるいは全国の市町村と

の一つのコーディネートなりを対応してもらっ

ているところでありますので、当分の間は後方

支援室を一つの専従体制を継続しながら、そこ

を中心といたしまして後方支援活動のこの中身

あるいは充実、さらなるステージに向けての一

つの新たな仕組みづくりといったものについて

は取り組んでまいりたいというように思ってお

ります。 

 最後になりますけども、私は災害対応という

ものにつきましては、日ごろから話しておりま

すけども、いくら人間の英知といったものが、

人類の科学技術というものが進歩してもこの自

然災害というのは防げないと。なれば、やはり

減災ということになって、一人でも二人でも命

という尊いものを助けるという部分につながる

んではないのかなというように思っておりまし

て。 

 明治29年の６月の15日でありますけども、午

後８時過ぎだというのが明治三陸大津波であっ

たわけであります。あのときは震度３。でも非

常に揺れが長かったという中で、非常に壊滅的

な大被害が出たというのが115年前にあったわ

けでありますけども、その際も、遠野町史をひ

もときますと、当時の遠野町が道路も満足でな

い、もちろん電話もないという中にございまし

て、200円の予算を議決いたしまして、衣料品

あるいは食料それから衣服等を仙人の山を越え

て、懸命に釜石、大槌町方面に支援活動を行っ

たという一つの史実も歴史もあるわけでござい

ますから、そういった先人の思いといったもの

を大切にしながら、これからの災害に強いまち

づくりといったもの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ので、よろしくお

願いいたしまして答弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  及川副市長。 

   〔副市長及川増德君登壇〕 

○副市長（及川増德君）  命によりまして、市

庁舎中央館の耐震化の取り組みについて、私の

ほうから答弁をさせていただきます。 

 平成15年５月26日の三陸南地震、この地震の

震度は５強でありましたが、その強い揺れの中

で、本庁舎中央館１階の柱４本に亀裂等の甚大

な被害が発生をしたところでございました。亀

裂が入った柱については、中央館の各課を一時

的に西館へ移転した上で応急復旧工事を行った

ところでございます。 

 さらには、安全確保のため、平成15年10月か

ら16年２月にかけて耐震診断調査を実施したと

ころでございました。平成15年12月９日には、

本庁舎耐震補強工事等に係る関係課会議を開き、

以後、本庁舎の耐震補強工事、補修工事等を継

続して検討を進めたところでございました。 

 耐震診断の調査結果は、東館、厚生館、中央

館の構造耐震指標が0.5以下で、0.75以上が望

ましいとされている基準値でありますが、それ

を満たしていない、そういう調査結果が出たと

ころでございました。 

 耐震診断調査の結果を踏まえて中央館屋上、
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倉庫といいますか屋上に置いておる書類、先ほ

ど市長答弁の中にもありましたけれども、その

書類をバイパスの旧家畜保健衛生所、そちらの

ほうへ移動し、建物にかかる荷重負荷の軽減を

図ったところでもございました。 

 そして、この補強工事等検討会議では、本庁

舎の耐震補強工事の工法や補修工事検討案、ま

た工事に係る作業スケジュール案として検討し

たものをまとめたところでもございました。 

 ちょうどそのころ、旧遠野市と旧宮守村の合

併協議が進み、市村合併協議会は新市まちづく

り計画を策定したところでありまして、耐震補

強工事と新庁舎建設を比較検討しながら、庁舎

機能のあり方を総合的に判断することが必要だ

というようにされておりました。そして平成17

年10月に合併が実現をし、新たなまちづくりが

スタートしたわけでございます。 

 その新遠野市の総合計画に、新市まちづくり

計画に沿って新庁舎建設事業も盛り込まれたと

ころでございました。新庁舎の整備は大きな財

政負担を伴うだけでなく、その整備方法や建築

場所によっては、市民生活や地域経済に大きな

影響を与えるものでございます。 

 このことから、内部議論を慎重に進め、庁舎

の分散化や総合化、移転先の問題、現庁舎の耐

震化工事による継続利用など、さまざまな角度

からの議論を行い、本年度において新庁舎改築

整備調査業務費を計上し、本格的な整備計画を

まとめる予定としておったところでございます。

そんな折、３月11日の震度５強と長い揺れ、そ

してたび重なる余震というものに遭い、本庁機

能を失う結果ということになってしまったとこ

ろでございます。 

 現在は本庁機能を緊急的にとぴあ庁舎に移転

したことで、行政機能の確保はできたというよ

うに思っておりますが、庁舎のあり方について

は、市民の意見も伺いながら引き続き議論を重

ね、市民が望むよりよい庁舎環境のあり方を見

出していきたいと、そのように考えております。 

○議長（新田勝見君）  次に進みます。14番菊

池民彌君。 

   〔14番菊池民彌君登壇〕 

○14番（菊池民彌君）  新興会の菊池民彌であ

ります。通告に従い、市長に対しまして大項目

２点について一般質問をしてまいりたいと思い

ます。 

 まず、質問に入る前に、去る３月11日午後２

時46分に発生いたしました大地震は、その規模

たるや我が国内観測史上最大のものとなり、マ

グニチュード9.0と言われ、宮城県では震度７

を観測し、震源は宮城県牡鹿半島の沖130キロ

付近とされております。その後、震源の域は

次々と拡大し、岩手県沖から茨城県沖までの延

長500キロにも及ぶものとなり、その震災名は

「東日本大震災」と呼ばれました。あれから３

カ月がたとうとしておりますが、いまだに余震

が感じられる日々を過ごしている現状でありま

す。 

 本市におけるそのときの震度は５強という観

測がなされ、思えば、平成15年５月26日に発生

いたしました三陸南地震と震度が同じでありま

す。被害の状況も市役所、馬の里等々災害を受

けたところでありましたが、このたびの震災も

似たような状況下にあるような気がしてなりま

せん。 

 平成15年５月の際には、市役所中央館１階部

分の柱の鉄筋があらわになるなど、大変な被害

をこうむったことがきのうのように思い出され

るところでございます。 

 その際も、力学的設計に基づき補強工事がな

されたものであったと存じますが、再びねらい

撃ちされたかのように、ついに壊滅的打撃を受

け、中央館が全壊となってしまいました。幸い

にして、来庁されている市民や職員等に負傷者

が出なかったことは不幸中の幸いと受けとめな

ければならないと思います。 

 このほかにも市内では観光施設、農業施設、

文教施設、市道及び上下水道等の公共施設をは

じめ住家、非住家等にも大きな被害をもたらし

ました。５月11日現在での総被害額は約27億2,

000万と発表されております。この際に、この

場をおかりいたしまして、市内の被害を受けら
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れました多くの皆様方に対しまして、謹んでお

見舞いを申し上げる次第であります。 

 一方、沿岸地域にありましては、地震に加え

て大津波の襲来により、その高さ10メートルを

超す勢いで押し寄せ、町形態、集落形態がこと

ごとく破壊・流出され、想像に絶する壊滅的被

害を受け、まさに一瞬のうちに多くの住民が被

災者となられ、あわせて、その瞬間に多くの

人々が真っ黒な津波にのまれ、尊い命を奪われ

たり、行方不明となっている方々がたくさんい

るということを認識しなければなりません。 

 本県の場合、けさの新聞報道によりますと、

死者4,524名、行方不明者2,826名と発表されて

おります。とてつもない惨事であります。 

 私どもの高校の同級生２人が津波にのまれて

亡くなられました。うち、１人の同級生は、去

る５月29日、市内のあるお寺で葬儀がとり行わ

れ、「津波てんでんこ」という言葉があるよう

ですが、この同級生は奥様と一緒に津波にのま

れてしまい、夫婦同時の葬儀が営まれましたが、

再び会えないと思うその気持ち、悔しさと悲し

さを禁じ得ないものがあります。ただただ津波

をうらむばかりであります。 

 こうした方々がさきに申し上げた数字にあら

われているところでありますが、まず避難所生

活を余儀なくされている皆様に対し衷心よりお

見舞いを申し上げます。また、亡くなられまし

た多くの方々に対しまして謹んでお悔やみを申

し上げますとともに、いまだ行方不明の方々に

対しましては、一日も早く判明されることをお

祈り申し上げるばかりであります。願わくば一

日も早く復旧・復興を願わずにはおられません。

がんばろう岩手、がんばろう東北を唱え、精神

面の応援をしてまいりたいと思っております。 

 一方、本田市長におかれましては、この大惨

事をこうむられました沿岸地域の住民等に対し

まして、後方支援活動の率先者として誠心誠意

取り組みされたことに対しまして心から感謝と

敬意を表するものであります。いささか還暦が

過ぎまして、お疲れのことだろうと推察いたし

ますが、体にはくれぐれも注意され、今後とも

市民の先頭に立ちましてますますの御活躍をお

祈り申し上げたいと思います。なお、市長のも

とで後方支援活動に携わった多くの職員にも、

その努力に感謝を申し上げたいと思います。大

変御苦労さまであります。 

 いささか前置きが長くなりましたが、これよ

り本題の質問に入ります。 

 大項目第１点目、東日本大震災にかかわって

小項目３点について市長にお伺いしたいと思い

ます。前者の質問にダブりますことをお許しい

ただき、また答弁もエンドレス型になるだろう

と思いますけれども、私も頑張って質問いたし

たいと思います。 

 さきにも申し上げておりましたが、市役所中

央館は、このたびの大震災によって無残にも全

壊してしまいました。この中央館は昭和38年、

遠野市の中枢部門が配置され、歴代の市長はじ

め多くの職員たちによって行政サービスの使命

を果たしてまいったところと認識しております。

ＲＣ建築で築48年の建物にピリオドが打たれた

わけであります。 

 去る４月22日には市職員、元職員そして関係

機関・団体の関係者など約400人が、全壊した

中央館の前に参集し、感謝の意を表しお別れの

会が開催されました。長い間お世話になった一

人として、胸にじんと来るものを感じ、一抹の

寂しさを覚えたところであります。去る３月の

臨時議会において解体費が議決され、現在は解

体作業が始まっておるところであります。予定

では８月の末までには解体作業がすべて終了す

る計画となっていると受けとめております。 

 こうしたことから、本庁舎中央館と東館の機

能は、中心市街地活性化センターとぴあの２階

に移動して業務を開始しているところでありま

す。皮肉なことに、私は去る３月定例市議会の

一般質問において市長に対しまして、とぴあの

活性化について質問をいたしたところ、答弁と

いたしまして、とぴあは本市の商業の核である

として、テナントの充実に努めると約束したば

かりであります。幾ら何でも、とぴあ庁舎とな

るなどだれが予想したでしょうか。 
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 こうした事情を見きわめながら、市民の中に

は、市役所が解体されるそうだが、新しい庁舎

をどこに建設するものだろうといった質問が投

げかけられる機会が３ないし４人の方から受け

ました。これに対し、私は、現在の本庁舎は駐

車場が狭いことから、市民に対する不便さもあ

りますが、中心市街地活性化事業をもろもろ展

開しているとき、市役所はバイパス方面などに

建設するというような話にはならないものと思

うので、現在地が優先されるのではなかろうか

という思いを申し上げているところでございま

す。 

 そこで市長に質問いたします。本庁舎が極小

になってしまうことは考えられないものであり、

いつかは必ずとぴあの庁舎の機能が本庁舎位置

に戻ってくるものと信じているものであります。

このたびの突然の災害によって予期せぬものが

復旧という形で覆いかぶさり、市財政面からし

ても大変なことと存じますが、今後の庁舎建設

計画等をどのようにとり進めてまいろうとして

いるのかお伺いしたいものでございます。 

 また、このほかにも公共施設としての水光園

の施設もかなり被害を受けており、特にも芸能

館は基礎の崩壊や柱のずれなど大きな被害とな

っている状況と受けとめました。水光園の被害

額につきましてはいまだ明らかになっていない

と思っております。どのぐらいの被害額と見積

もっておられるものかをお示ししてほしいもの

であります。そしてあわせて、この芸能館に対

する今後の対処の仕方について、どのようなお

考えを持っておられるのかお伺いしたいと思い

ます。 

 次に、馬の里の被害も大きく、ダート本走路

の長い亀裂や屋根つき連絡馬道の地割れ等すさ

まじい状況となっており、４月１日から完全民

営化を図るとしていた矢先に、震災の被害を受

け民営化移行がストップされている現実を見る

とき、早い対応が必要と思われますが、市とし

てこの震災に対して、今回もまた何らかの手当

てを余儀なくされているものと思います。 

 馬の里の試算では、当初、復旧費として２億

円を見込んでいたとのことでありますが、その

後の精査によっての見込みでは１億円程度とい

うことであり、その中には一部保険金で復旧が

図られる部分もあるということであります。こ

れらを差し引きし、不足に対し、市からのバッ

クアップが必要ということになろうと思います

が、幾らぐらいを見込んでいるものかお伺いし

たいと思います。 

 このことは、市民の中には、馬の里にまたか

と思う市民もいるのではないかと思いますので

質問しておりますが、市民の理解を得られるよ

うな答弁をお願い申し上げたいと思います。 

 次に、小項目２点目、後方支援活動について

伺います。 

 私は、平成17年12月の定例市議会の一般質問

の中で、市長に対しまして、市長の平成19年の

後方支援構想には到底おぼつかないまでも、本

市に沿岸地域の地震や津波による被害を想定し

たところの岩手県災害備蓄センターを設置する

ことについて、岩手県等に対して誘致運動を展

開すべきと求めた経緯があったことを思い出し

ました。 

 市長にとっては、私の幼稚な考えをはるかに

超えた考えを持って国や県へと奔走し、その見

通しのもとに平成19年度に、今後30年以内に9

9％の確率で宮城県沖地震が、また90％の確率

で三陸沖北部地震が発生すると予測されている

ことにかんがみて、三陸沿岸市町の地震や津波

被害に対する支援体制を構築し、自衛隊や警察

等の関係機関の連携のもとに、本市を災害後方

支援の拠点と位置づけしながら、消防庁舎の老

朽化に伴う新総合防災センターの整備に取りか

かった最中に、予想だにしていなかった東日本

大震災が発生し、未曽有の大惨事が引き起こさ

れたところであります。 

 先人たちの歴史に残る869年の貞観津波、189

6年の明治三陸大津波、1933年の昭和三陸津波、

そして1960年のチリ地震津波等を経験したその

中で最大の津波と言われる被害規模となりまし

た。 

 そして加えて申し上げるならば、東北電力福
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島第一原発をも打撃を加え、放射能が飛散する

状況をも醸し出し、地域住民の避難も余儀なく

しているところであります。このことは、対岸

の火事として見逃すわけにはいかない災害であ

り、一日も早い収束を望むものであります。 

 本県にありましては、この津波により沿岸地

域はまさにパニック状態になっていたところと

思いますが、市長はみずからの居城の崩壊も顧

みるいとまもないまま、即座に後方支援活動本

部を設置し、沿岸地域の後方支援活動に取り組

んだその行動は、まことに見事なものと判断さ

れるところであります。 

 市長がこのような大惨事を想定して、沿岸地

域の後方支援がまさに功を奏する形にあらわれ、

市長のリーダーシップのもと、避難者に対し支

援として、たき出しや、物資支援として、また

ボランティア等の人的支援に取り組まれたこと

は高く評価され、歴史に刻まれるものであろう

と固く信じます。そのことは今全国に広がり、

各地域からの応援物資やボランティアの方々の

拠点として、その役割は大なるものがあると受

けとめたところであります。 

 私の質問したいことは、まだ後方支援活動が

続いている最中でありますが、しかも検証もま

まならないところ、常識のないことと存じます

が、市長の活動の取り組みの思いを伺いたいと

思うのであります。 

 このたびの大震災に当たり、市長が構想とし

て取り組んでまいりました後方支援活動につい

ては、実際その支援に取り組んでみて、想定し

ていたような行動、指示命令等がうまくとり進

められたと認識されているものか、あるいは反

省点として上部機関との連携のことや、やりた

くても思いの届かぬこともあったのではと思い

ますが、今後の課題を含めて市長の今の心境を

お聞かせ願いたいものであります。 

 次に小項目第３点目について質問いたします。 

 このたびの震災によりまして、本庁舎中央館

初め他の公共施設等に大きな被害の出ているこ

とはさきにも申し上げているところであります

が、これらの施設の復旧を図ってまいらなけれ

ばならないものと思うことに加え、さらに、縁

がつなぐ後方支援プロジェクトを新たに取り組

むとの方向を示されたところであります。特に

も前段の部分では、災害復旧に当たり、国庫補

助等に該当すればよいのでありますが、単独費

の充当などとなりますと、多額の支出予算が必

要となってくるものと思うところであります。

今まで想定していなかった支出が新たに加わる

ことから、今後の本市の事業推進に当たり、当

然、後期基本計画及び第二次健全財政計画の見

直しが必要となってくるのではと思慮するもの

でありますが、このことを心配無用と言えるも

のかお伺いをいたしたいと思います。 

 大項目２点目、株式会社エフエム岩手遠野支

局の存続について質問いたします。 

 本市は、国の緊急雇用創出事業臨時特別交付

金の活用により、昨年10月から雇用と地域の元

気創出を図ることを目的といたしまして、株式

会社エフエム岩手に対し、エフエムラジオ番組

を通じて、本市の魅力を県内外に発信すること

をねらいとして、６人のスタッフを雇用すると

ともに、株式会社エフエム岩手と事業委託契約

を交わしているところであります。これにより、

株式会社エフエム岩手は新穀町にサテライトス

タジオを開局し、本市の話題や情報を中心とし

て放送し、県内外にＰＲをしてまいっているも

のと理解しているところであります。 

 遠野支局からの放送については毎週水曜日正

午から55分の時間帯で、当初は柳田國男の遠野

物語発刊100周年記念関連の話題を主に生放送

し、この100周年を盛り上げたようであります

が、今では本市のイベント、特産品、人物そし

て産業、文化などを題材にして生放送で紹介し

ていただき、遠野市をアピールすることに懸命

に努力していただいていると判断しているもの

であります。その役割は大きく果たしているも

のと受けとめてもおります。 

 しかしながら、情報として耳にするところに

よりますと、これらのスタッフの雇用と事業委

託契約は来る９月30日までの期間となっている

と伺っております。非常に残念に思ったところ
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でございます。このふるさとを元気にする事業

によるラジオ生放送番組の効果は、遠野市にと

りまして、市の元気情報を広く県内外に提供し

ていることを思うとき、非常にＰＲ力に大きい

ものがあると感じているところであります。 

 来る９月までにはあと３カ月ちょっとの期間

となっておりますが、１年間の短い契約ではま

ことに残念な思いがいたすのでありますので、

何とぞ引き続き何らかの新しい事業等を模索し

ていただき、スタッフの雇用と支局の存続を図

り、遠野のＰＲ活動に積極的に取り組むことを

希望するものであります。ぜひ、一過性に終わ

ることのない取り組みをしていただき、この放

送事業が継続されることを強く望むものであり

ますが、市当局はどのような対処をしようとし

ているものなのか、市長の御所見を承りたいと

思います。市長、いかがしようとしてるもので

しょうか。 

 以上で一般質問を終わります。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後１時51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。 

 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  菊池民彌議員の一般質

問にお答えいたします。 

 大きく分けて東日本大震災関連とエフエム岩

手遠野支局の存続問題についての２点でありま

した。質問に入る前に冒頭、この東日本大震災

の中におけるお見舞いあるいはお悔やみの言葉

があったわけでありますけども、私も本当に文

字どおりきょうのこの一般質問の中で佐々木大

三郎議員、瀧本孝一議員のほうからも冒頭発言

がありましたとおり、沿岸被災地への後方支援

の中におけるその活動の中で、一日も早く復興

に向けて立ち上がれるように、そしてまた多く

の犠牲者の方々のその思いに報いるためにも、

この後方支援活動といったものにつきましては、

市民の皆様の御理解をいただきながら対応して

まいらなきゃならないということも改めて思っ

たところであります。 

 もう間もなく３カ月になろうとしてるわけで

ありますけども、とてつもない災害が起きてし

まったと。てんでんこという言葉も新聞、活字

等で伺ってるわけでありますけども、この部分

の中で、本当にいっときも猶予なく逃げれば助

かったであろう命というものがいっぱいあった

わけでありまして、その方々の思いといったも

のに報いるためにも、がんばろう岩手という中

における対応といったものを、遠野市の力とし

てもやっぱり示していかなきゃならないのかな

というように改めて思ってるところであります。 

 そしてまた私自身に対しても大変心配りいた

だくお話を賜りまして大変恐縮いたしておりま

す。その中には職員にも感謝をしたいという言

葉があったわけでありますけども、これは、こ

れまできょうの一般質問の中で、それぞれ佐々

木議員からも瀧本議員からもそのようなお話を

承っております。 

 私も本当に議員各位からそのような、この一

般質問とそして本会議場という場におきまして、

そのような心遣いのお話、発言をいただいたと

いうことにつきましては、これを重く受けとめ

ておりますし、また発災以来、職員には、もち

ろん市民の皆さんそしてまたいろんな関係機関

の皆様、現場、小中学校の現場を含めての関係

機関・団体の皆様には大変な御理解と御協力を

いただいたことは当然でありますけども、市職

員も本当によく頑張ってくれたなというように

思っているところであります。 

 発災直後はほとんど満足にうちに帰れず、あ

の寒さの中、暖房もないまま西庁舎の中に仮眠

をしながら頑張っていただきました。そしてま

た地区センター、続々入ってくる情報の中で、

市民の皆様の、避難した皆様の安心・安全を確

保する。もう一方においては釜石、陸前高田の

ほうからも、特にも特別養護老人ホームの入所

の皆様も避難してくるという中における受け入

れということにつきましては地区センター、そ
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してそこに張りついた職員がまさに懸命な努力

をしていただいたわけであります。それぞれの

地域から感謝の手紙とかあるいはメールである

とかファクスがかなりの数入ってきておりまし

て、その中におきまして、遠野市民の皆様に、

そしてあるいは職員の皆様に大変心遣いをいた

だいたと、感謝だというような言葉が書き連ね

てありまして、これは私どもにとりましては本

当に何にもかえがたい一つの心強い支援であり、

また応援であったんではないかなと思っており

ますので、この場をおかりいたしまして、改め

てそのような形での御発言をいただいたという

ことにつきまして、衷心より感謝を申し上げた

いと思っておりますし、また職員も、本当に正

直なところ私はよく頑張ってくれたなというよ

うに思っております。あの寒さの中でありまし

た。朝は６時、職員全員集会なわけであります。

夜は８時、被災地に向かった方々が帰ってきて、

その報告を聞いてそれから解散をするというよ

うな中におきます対応をしたわけであります。 

 もう一方においては燃料問題が大きな課題で

ありましたから、市職員の７割の自家用車はも

うストップをかけたという中におきまして、乗

り合い乗車という中で方向性があるいは職場の

中で調整していただきまして、それぞれ乗り合

いでもって出勤をしていただいたという対応も

してもらったわけでありますけども、いろんな

意味においての不便もかけ、またいろんな意味

での負担もかけたというように思っております

けども、それを文句一つ言わずに対応してもら

ったという部分につきまして、改めて遠野市職

員、当時は396人だったわけでございますけど

も、私どもも一つの気持ちを一つにするという

ことが取り組みの経過の中で得ることができた

のではないのかなというようにも思ってるとこ

ろでもあります。 

 さて、ちょっと前置きが長くなりました。こ

の中央館の部分における将来どのように進める

のかという部分につきましては、これは本当に

佐々木大三郎議員それから瀧本孝一議員のほう

からも、それぞれの角度、それぞれの認識のも

とから御質問をいただきまして、私からもそれ

から副市長のほうからも中央館の位置づけの問

題、あるいは今後どうするかという問題につき

ましては答弁の中で申し上げてるところでござ

いますので、そういうような形での御理解をい

ただきたいというように思っておりますけども、

少なくともこの遠野市のまちづくりという中に

おけるコンセプトから考えると、庁舎そのもの

が、本庁舎そのものがバイパス沿いのほうにと

いうことは選択肢としてはかなり可能性はない

んじゃないのかなということは今の時点で言え

るんじゃないかなというように思っております。 

 やはりまちづくりそのものはぶれてはならな

いわけであります。ただ、今般の本会議のきょ

うから始まった一般質問の中で再三再四申し上

げてますとおり、基礎自治体として今後どうな

っていくのか、それから人口減少という少子高

齢化の中で、国の交付税の仕組みそのものもど

のようになっていくのか、一括交付金だという

話は、耳ざわりのいい話はあるわけであります

けども、どこまでその一括交付金という中で裁

量権が任せられた財政運営ができるのか、全く

道筋が見えておりません。 

 そしてまた一方においては、避けて通れない

人口減少といったものにどう立ち向かっていく

かとなれば、その人口減少といったものをとど

める、いわゆる歯どめをかけるということにつ

いては、これは最大限努力するのが私の役目で

あろうかというように思っておりますけども、

果たしてこれも回復と、人口減少を回復すると

ころまで持っていけるかということになると、

これはかなりハードルは高いし、容易じゃない

なと。何も決してあきらめるつもりはありませ

んけども、その人口減少、少子高齢化というも

のをどのようにとらえるかということも、これ

もこの本庁舎機能の中にあっては位置づけてい

かなきゃならないと。 

 それからもう一方においては、この基礎自治

体という一つの市町村が生き残るという部分に

あっては、私は日ごろから話しておりますけど

も、足らざるところを補い、そしてまた特性を
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生かし合うというのが、この市町村間の連携と

いったものも出てくるんじゃないのかなと思っ

ております。 

 実はこれは一つの例に引き合いに出すのはち

ょっと果たしてどうかなという部分があるわけ

でございますけども、関西広域連合といったも

のが今度東日本大震災のときに、私は私なりに

受けとめて話を聞いて、やっぱり機能したんで

はないのかなと思ってるところがあるわけであ

ります。和歌山県はどこに入る、大阪府はどこ

に入る、兵庫県はどこに入るというようなとこ

ろを、それぞれ県単位でもってきちんと広域連

合の中で調整をしながら、そこに今度はそれぞ

れの県の市町村がそれにマッチングした対応を

してるというのがこの関西広域連合の中から見

えてきたわけであります。 

 そのようなものの中におけるネットワークを

構築しながらと考えてみた場合に、これからの

遠野市の一つのありようといった場合を考えて

みた場合、そういったような面も視野に入れな

がら、本庁舎機能といったものをどのように位

置づけるかということについてのやっぱり情報

収集と議論と、これはもう繰り返し繰り返し申

し上げますけども、佐々木大三郎議員それから

瀧本孝一議員にも申し上げましたとおり、議員

各位とそして市民の皆様と、それこそさまざま

な角度からきちんと議論をし検討をするという

中で、一つの将来のあるべき姿というのはその

中から見出していくという一つの作業が大事で

はないかなというように思っているところでご

ざいます。 

 ３月定例市議会においてとぴあの活性化につ

いて、産業の核として約束したはずだというお

話も質問の中でいただきました。これは佐々木

大三郎議員にも午前中の質問でお答えしたとお

り、商業としての町の活性化という部分におい

ては、とぴあを商業振興、産業振興の核として

という部分はあったわけでありますけども、本

庁舎のいうなれば機能ダウンしたという部分に

あっては、とぴあのほうの庁舎に本庁舎機能と

いう判断をせざるを得なかったという部分の中

における一つの一定の結論であったという部分

で、３月議会との整合性の問題を今ここで私に

問われても、正直なところ出す答えはないとい

うことであります。これはやはり、これだけの

東日本大震災という大きな災害を前にいたしま

して、そして本庁舎の機能はあのとおりダウン

したという現実を前にいたしまして、そしてま

た市民の安心・安全と行政サービスをそれこそ

きちんと維持しなきゃならないという部分の中

にあっての一つの判断であったということでご

ざいますので、そういった観点で御理解をいた

だければというように思っております。 

 それから、水光園の被害状況と今後の方針、

馬の里の被害額当初２億円であったんだけども、

どうも見込みが違ってきてるようだなと、とい

うお話がありましたので、これはその後、３月

23日の臨時議会後、かなり検討を重ね、現地も

確認し、そしてまた被害額もきちんと積算もし

ているところでございますので、これにつきま

しては、それぞれ水光園のほうにつきましては

産業振興部長から、それから馬の里の被害状況

につきましては農業活性化本部長から具体的な

数字をもってお答えいたしますので、よろしく

御了承いただきたいというように思っておりま

す。 

 それから、冒頭申し上げました過去の地震、

津波そして後方支援と、これは想定としながら

もリーダーシップというものの言葉の中から当

市の取り組みについての一定の評価もいただい

たところであります。 

 シミュレーションはしておった、訓練はして

おったというものの、一つの自衛隊、消防隊、

警察隊、医療隊といったような方々の迅速な行

動する場合においては、ヘリの離発着も含め、

遠野市はその一つの場所があるよという部分に

おける構想であったわけであります。そして一

方においては、そのためには総合運動公園にオ

ンサイドする中で消防庁舎を、あるいは多目的

体育館といったものもその中に整備できればな

おいいなという部分の中における構想であった

わけでありまして、救援物資をどのような手法
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で被災地のほうに送り届けるのか、じゃあその

救援物資の仕分け、受け入れはどこで行うのか、

じゃあその場合におけるその足は、自動車なり

部隊はどのように編成するのかという部分につ

いての、いうところのマニュアルまではつくっ

ていなかったわけであります。 

 そしてまた、その手引きといったものも、訓

練はしたものの、具体的な形での一つのシミュ

レーションに基づくそういったような行動指針

は持っていなかったわけでありまして、毎日が

毎日がその部分においては現地の情報を聞きな

がら、きょうどうだったのかということを聞き

ながらあすの行動につなげるという繰り返しだ

ったわけでありますから、これをやはりきちん

と検証するという中における取り組みが私は極

めて大事じゃないかなと思っておりまして、今

も続いてるわけでございますけども、これまで

の取り組んできた中におけるさまざまな反省そ

して教訓、あるいは生かせる部分といったもの

につきまして、後方支援室等を中心にあるいは

消防本部を中心にいたしまして、きちんと整理

をしたいというように思っているところであり

ます。 

 その中で、思いを聞きたいということであり

ました。この思いを聞くという部分につきまし

ては、私はやはりこの被災地、今度の東日本大

震災の中にあっては、これは今の時点になれば、

３カ月を経過してとなれば、ただヒステリック

に心情的に物を申すというのはこれ避けなきゃ

ならないというような思いはそれこそあるわけ

でありますけども、一方においては、時がたつ、

１カ月たち２カ月たち３カ月たっているわけで

ございますけども、この温度差というものにつ

きましては非常に、ある意味においては怒りに

似たものも覚えるというのも正直な心情であり

ます。 

 なぜ、被災地の皆様がこれほど苦しんで立ち

上がろうと頑張っている、また遠野市民も地区

センターにしろ、これもこれまでの答弁の中で

申し上げてきて繰り返しになって恐縮でござい

ますけども、野球場も使いたい、サッカー場も

できれば使わせてもらいたいというような思い

があるわけでございますけども、我慢をしても

らってるわけであります。その中で遠野市民３

万人がまさに心を一つにしながら、被災地の皆

様の心等に幾分でも近づこうという中における

支援活動を行ってるわけでございますけども、

なかなかそれがいうところの県や国のほうに伝

わらないと。その部分が先ほどの瀧本議員の冒

頭の発言にも私はあったんではないのかなと思

ってまして、この部分が極めて残念だなという

ように思ってるところでございます。 

 こういった時期にもなってきておりますから、

ただただ現象をヒステリックに感情的に申し上

げるということはこれ避けなきゃなりません。

しかし一方においては、落ちついてきたがゆえ

に、どのような形で被災地の皆様が復興に向け

て意欲を、そしてまた気力を失わずに対応でき

るかということであれば、まだまだスピードを

上げたさまざまな対策、対応といったものが必

要ではないのかなと思っております。 

 先般、県の復興局が復興ビジョンについて意

見を聞きたいということで遠野市を訪ねて、約

１時間半ほど意見交換をいたしました。いろん

な意見を申し述べさせていただいたわけであり

ますけども、その中で、復興ビジョンの中で、

それぞれの項目ごとに緊急的に対策を必要とす

る事業というのをこのとおりそれぞれ掲げてあ

るんじゃないですかと、ページごとに。だった

らば、すべて完成品としてまとめて提示するん

じゃなくて、緊急事項といったものだけでもま

とめて、それに対してきちんと被災地の皆様に、

この部分については緊急を要することだからこ

のような対策をとりますよということを一つの

ものにまとめて、それを強く情報発信するとい

うことも必要じゃないでしょうかと。中長期的

取り組むのも、それから緊急的に取り組むのも、

一冊のビジョンとしてまとめてどういう意味が

あるんでしょうかと。であれば、その緊急的な

取り組み事項とは一体何なんでしょうかと。率

直な疑問を感じますという話を申し上げておき

ましたけども、そういった部分におけるスピー
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ド感がまだないというように改めて感じている

ところであります。 

 それから財源問題、健全財政５カ年計画と総

合計画の整合性の問題につきまして、これにつ

きましては御指摘のとおりでありまして、財政

課を中心といたしまして、まずもって平成23年

度の当初予算191億5,400万ほどだったように記

憶してましたけども、その当初予算の見直しを

財政課のほうを中心に今行っているところであ

ります。 

 この部分の全事業を対象にいたしまして事務

事業、事業実施の見送りあるいは縮小、執行保

留といったものを検討を加えながら今進めてお

りまして現在進行形であります。その結果次第

ではありますけども、それによりまして後期基

本計画の実施５カ年計画あるいは健全財政５カ

年計画といったものにつきましても見直してい

かなきゃならないかというように思っておりま

すので、その場合におきましては、その経過も

含めて議員各位にはきちんと情報を提供しなが

ら議論を重ねていきたいというように思ってお

りますので、よろしく御理解いただきたいとい

うように思っております。 

 それから、今回の後方支援活動に対しまして

全国の、市民の皆様も含めて全国の皆様から大

変なる義援金が寄せられております。既にその

数は176件になっております。そして額にいた

しますと１億236万7,611円ということで、１億

を超えた額が義援金として寄せられておりまし

て、皆様のこの気持ち、義援金を寄せられた皆

様の気持ちというものを文字どおり重く受けと

めながら、この後方支援活動に対する一つの対

応、あるいは災害に強いまちづくりといったも

のに対する対応といったことで対応していきた

いというように思っております。 

 「自立することは支え合うこと」という言葉

があります。そしてもう一方においては「支援

するということは自立をすること」という言葉

にもなる。自立ができなければ支援もできない

わけでありますし、また自立するということは

支え合うという言葉にもなるんだというような

そのような、これがやはりこれからの市町村の

一つのあり方としてのキーワードにもなるんじ

ゃないかなというように思っておりますので、

そのような認識のもとに、これからも全職員一

丸となって対応してまいりたいというように思

っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 株式会社エフエム岩手の遠野支局の存続につ

いてであります。 

 この事業につきましては、昨年10月から地域

連携型緊急雇用創出事業として位置づけまして

実施しておりまして、特にも昨年は遠野物語発

刊100周年ということでもって、遠野の文化的

価値あるいは遠野の情報発信、それから町なか

の空き店舗を利活用するという中における組み

合わせの中で観光情報や特産品情報、人物紹介、

また遠野の旬を伝えるための一つの拠点として

位置づけられておりまして、スタジオを持って

対応してるのは遠野のみで、久慈市、八幡平市、

釜石市、紫波町は、これはスタジオは持ってお

らないということでありまして、そういった面

では一定の効果は出てきてるんじゃないのかな

というように思っております。 

 担当を通じましてこのエフエム岩手遠野を聞

いている、ずもな遠野を聞いておるということ

で、いうところのリスナーという方々、聴取者

でございますね、方からどういう反応があるか

と聞きましたら、メール、ファクス、はがきな

どで、これまで300件以上の反響が寄せられて

おるということで、非常に前向きな、遠野のこ

とをいろいろ知ることができるというような情

報が寄せられているということでありまして、

一定の評価を得てるんじゃないかなと思ってま

す。 

 私も何度か声をかけられましたけども、車で

聞いてる方も結構多いんですね。車で聞いてる。

それから農作業をしながら、田んぼとか畑で聞

いておるという市民の方もかなりいらっしゃる

ということでありましたので、こういったよう

な反響を見れば、これについては国の財源でも

って続けてきておったので、それがもう切れる

からだめだというような、そのような機械的な



－ 39 － 

事務的な対応はこれいかがなものかなというよ

うに思っておりますので、財源が重点分野雇用

創出事業としての中での取り組みはこの９月末

までということになってますから、６月、７月、

８月、この辺関係者といろいろ協議しながら、

いうところの方向性とすれば、存続する方向の

中で検討するに値する情報発信プロジェクトじ

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、そういったことでもってひ

とつ答弁とさせていただきますので、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）  運萬産業振興部長。 

   〔産業振興部長運萬勇君登壇〕 

○産業振興部長（運萬勇君）  命によりまして

御答弁申し上げます。 

 水光園の被害額をどれぐらいと見積もってい

るのかと、それから今後の対処の仕方をどう考

えているのかと、こういう質問だったと思いま

す。 

 水光園の被害につきましては、市内の観光施

設では最も被害が大きく、３月11日の地震それ

から４月７日の余震等により、水光園全体に被

害がございました。 

 被害額は水光園全体で9,500万円余と見てご

ざいます。そのうち芸能館は基礎の一部が崩落

しております。これの施工方法にもよりますけ

れども、ひき屋で現在の建設位置を移動すると

いうことも想定いたしますと8,600万円余の額

というふうに見積もってございます。 

 芸能館につきましては、指定管理者である遠

野ふるさと公社と、単なる修復ではなくて水光

園における芸能館の位置づけ、それから今後の

利活用や利便性、例えばバリアフリーとかトイ

レの洋式化など時代に即した整備も必要と考え

てございます。こうしたものを勘案して、どの

ように修復するか協議している最中でございま

す。 

 水光園は宿泊、入浴、食事、レクリエーショ

ンなどの施設がございまして、それぞれが相乗

効果を発揮している施設でございます。 

 それと、水光園は築30年を経過しておりまし

て、その都度修復はしてきておりますけれども、

建物自体それからソーラーシステムなどの設備

がかなり老朽化しております。今回の被害修復

にあわせて水光園全体のリニューアル計画を策

定することとしておりまして、今月中にはその

素案の骨格をまとめることとしたいと思ってお

ります。このような形で進めてまいりたいと思

っております。 

 以上です。 

○議長（新田勝見君）  菊池農業活性化本部長。 

   〔農業活性化本部本部長菊池武夫君登

壇〕 

○農業活性化本部本部長（菊池武夫君）  命に

よりまして、菊池民彌議員の馬の里の災害復旧

に関する御質問にお答えいたします。 

 遠野馬の里につきましては、ことしの４月か

ら競走馬部門の完全民営化に移行するというこ

とで、改革の道筋を大きく進める予定でありま

した。 

 その民営化を進めるための条件整備につきま

しても、議会の厳しい御意見をいただきながら

も、３月10日の３月議会本会議において承認を

いただいたところでありました。 

 しかし、翌日の東日本大震災によりまして大

きな被害が発生しました。主な被害としまして

は、ダート走路の亀裂約400メートル、連絡馬

道の地割れ約200メートル、さらにはクラブハ

ウス前の舗装のクラック約500平米、あるいは

管理事務所の柱等に大きな損壊が発生をしまし

た。 

 このような状況につきまして、３月23日に行

われた議員全員協議会において、被害額は２億

円と推定されることを御報告するとともに、完

全民営化を前提とした畜産公社への増資額4,00

0万円につきましては、災害復旧の方針が明確

になるまで執行を留保することについて了解を

お願いをしてきました。 

 その後、調査を重ね、復旧方法の検討を重ね

た結果、擁壁工事等が不要と判断されました。

その結果、被害額は約１億円と見込んでいると

ころであります。このことにつきましても、５
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月20日の議員全員協議会において説明をしてき

ているところであります。 

 さて、災害復旧の仕方でありますけども、管

理事務所については地震保険を適用して復旧す

る予定であります。また、可能なものは直営施

工により復旧をしてきました。その他、復旧方

法の見直しについては、必要最小限の経費にと

どめるということで、復旧費の節減に努めよう

と考えております。現在では復旧費用としては

4,400万円の財源が必要と見込んでおります。 

 遠野馬の里は45億円という巨費を投じて整備

をした馬事振興の拠点であります。馬産振興、

交流人口の拡大等、多様な役割を持つ貴重な施

設であると認識しております。北海道以外では

唯一の乗用馬市場を開催しておりますけども、

全国から高い評価を受け、その継続が強く求め

られているところであります。 

 したがいまして、この復旧費用4,400万円に

つきましては、そのような公益性を考慮すると

ともに、完全民営化を着実に進めることを重視

し、市が支援しなければならないものと考えて

おります。今議会に提案している第２号補正予

算に補助金として計上しておりますので、どう

ぞ御理解を願いたいと思います。 

 なお、復旧方法あるいは復旧が終了した10月

から完全民営化に移行することについて、民間

側と合意していることをつけ加えまして、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。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。 

 質問に入ります前に、私も一言申し上げたい

と思います。去る３月11日、午後２時46分に発

生した大地震、大津波、この東日本大震災で犠

牲になられました皆様に心より哀悼の意を捧げ

ますとともに、被災された皆様、いまだ避難を

余儀なくされておられるすべての方々に心より

お見舞いを申し上げたいと存じます。特にも高

齢者の方や体の弱い方の今もっての避難生活は

はかり知れない御苦労があろうかと思います。 

 当日、私もただならない揺れにどことなく胸

騒ぎと不吉さを感じ、市役所には行きませんで

したが、友人、知人のところへ様子をうかがう

ため車を走らせました。そのときは特別な被害

は聞きませんでしたので一安心いたしましたが、

翌日からは三陸沿岸の各市町村の被災者の情報

が入り、たき出し、救援物資の収集・搬送と、

手分けをしながらボランティア活動をいたしま

した。初めて陸前高田市の広田中学校に向かう

途中の光景は、攪拌機にでも砕かれたような瓦

れきの中を、津波の恐ろしさとはかくなるもの

かと現実の中にありながら、夢のような思いの

中で物資を届けたところであります。 

 今回の質問は、災害対策に絞ってお伺いをし

たいと思います。 

 日本は災害列島と言われておりますが、地震、

津波、台風、豪雪、豪雨、山火事、遠野市も津

波以外は何があっても不思議はありません。東

北地方の空が火山灰に覆われて冷害に見舞われ、

多くの餓死者が出たという記録もあるわけであ

ります。災害へのあらゆる準備、発生したとき

の迅速な対応、正確な情報収集・発信、実態に

即した的確な対策、指揮官のリーダーシップ、

だれもが協力し合い、それぞれの立場で支援、

役割を担うことが大切であります。 

 ３日前の６月３日には、東京都議会で我が党

の主張が反映され、岩手、宮城、福島の３県な

どに旅行する東京都民に、被災地応援ツアーと

して１泊3,000円のプレミアムを出し、観光振

興、消費喚起のため５万泊分の予算が組まれて

おります。地方議員もいろいろな形で被災地支

援の活動をいたしております。 

 また、お隣の釜石の公明党議員は、私と同じ

年齢になるんですが、消防団の副団長もしてお

ります。議会開催中の地震発生、直ちに休憩が

とられ中断、地元の水門、堤防閉鎖のため急い

で戻る途中、もうもうと立ち上がる土ぼこりと

真っ黒な波に襲われ、間一髪の命拾いをしてお

ります。お孫さんを含め７人家族全員は無事で

したが、自宅は全壊であります。そうした中で
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消防団の任務、市民の激励に身を投じておりま

す。今は地域の復興計画案づくりに奔走してい

るところであります。 

 ちょっとＰＲめいて申しわけないんですが、

もう一つ紹介をいたしますと、お蔵入りをして

いた三井造船の世界最先端の超高速大型貨客船

が被災者のため石巻市の工業港に停泊し、食事、

おふろ、個室宿泊のショートステイの提供も、

被災者の現状を知る私どもの地方議員が国会議

員との橋渡しで実現したものであります。国政

レベルにしろ地方議会レベルにしろ、こうした

一つ一つがこうしたときには大切ではなかろう

かと強く感じたところでもあります。 

 さて、去る５月11日、遠野市防災会議が開か

れ、早速地域防災計画の再検討、見直しがされ

ると伺っておりますが、災害に強いまちづくり

についてお聞きしたいと思います。 

 １点目は、1995年の阪神・淡路大震災で大き

な被害を受けた兵庫県西宮市が開発した被災者

支援システムの活用、市民への周知について見

解を伺うものであります。 

 全国被災者情報システムが活用され、被災者

の居場所等の掌握が始まったと岩手日報に報道

されておりました。遠野市のホームページでも

４月13日から受け付けが始まっておりますが、

これは遠野市に避難されている皆様への情報で

しょうか。このシステムは、東日本大震災前の

時点では、被災した東北地方で導入自治体はほ

とんどなかったようであります。何日か前から

宮古市、石巻市、山元町で活用され、支援の迅

速化が図られております。 

 岩手県内でも市全体や町全体が津波で襲われ、

行政機能そのものが麻痺してしまいました。も

しもこのシステムを導入しておいたなら、自治

体の被災者支援に関する必要な情報のバックア

ップが可能になり、仮に役所・役場が壊滅的被

害を受けても被災者支援、復興に迅速に対応で

きたのではと思われます。こうしたシステムを

平時のうちに構築・周知しておくことは極めて

重要であります。遠野市ではどう対応をされて

おられるのか、このシステムに対する御見解を

お伺いいたします。 

 ２点目は、避難所に指定されている公共建造

物等の安全性、防災機能の充実についてを伺い

ます。 

 このたびの震災でも、三陸沿岸の各市町村の

避難場所として、公共施設や自治体の体育館を

初め小中学校、高等学校の体育館などが活用さ

れております。遠野市でも、いざというとき、

避難場所は被災者を受け入れるのみならず、地

域住民に必要な情報を発信、収集するとともに、

食料、生活用品など必要物資を供給する拠点な

ど多くの役割を担います。避難場所は情報が必

要であります。 

 電気の回復後、遠野テレビ特別番組で毎日定

刻に被災情報などを市長みずからが発信されて

おりましたが、あれは非常に大切であると私は

判断いたします。地域の情報が知れることは安

心につながり、逆にわからないということは大

きな不安になるからであります。 

 通信網が断絶した場合の衛星電話の設置も必

要であります。普通電話にしろ携帯電話にしろ

不通になれば、二、三分で済む用事のために釜

石に行ったり大船渡まで直接行かなければ用に

なりませんでした。 

 また今回の体験、教訓から、避難所施設にも

燃料、ガソリン、水、自家用発電設備、上水設

備、カセットコンロ、ランタンなどの備えが必

要であります。今定例会では自家用発電機等の

予算は盛られておりますが、避難場所指定と防

災機能の整合性が求められます。今後の取り組

みをお伺いいたします。 

 ３点目は、老人福祉施設や社会福祉施設の安

全対策等について伺います。 

 こうした施設は比較的自力での安全確保や避

難が困難な方が多いので、施設整備の安全対策

が重要であります。以前、他県で傾斜地に建て

られた老人福祉施設に土石流が流れ込み多くの

犠牲者を出しました。一つとして、立地条件の

確認や地質・地形など調査し、山崩れ、落石、

火事発生時の延焼の危険性の把握も求められま

すが、遠野市の各施設は心配しなくてよろしい
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でしょうか。ポイントの二つは、施設の耐震診

断は大丈夫か。補強工事や改築計画の耐震化対

策は必要ないでしょうか。三つは、屋内外の備

品や工作物の落下、窓ガラスの飛散防止、家具

などの備品の固定、天井や照明器具の落下防止

が必要であります。前の防災機能とも重なりま

すが、重要な対策としてライフラインが途絶し

た場合、何日か職員や入所者が生活維持ができ

る日用品や医薬品の備蓄も求められます。 

 今回の地震で断水や停電でも、ある医療機関

では、日ごろからの水の備蓄や自家発電機を備

えていたことから治療が続行されたと聞いてお

ります。それが生死の分かれ目となることさえ

あります。施設管理者の責任も求められますが

御所見を伺います。 

 ４点目は、災害から文化財をどう守るかとい

うことであります。 

 このたびの津波や火災で貴重な文化的遺産、

歴史的遺産そして大切な文献も失ったところも

あるようであります。 

 我が遠野市にも、国指定の文化財を初め貴重

な文献、遠野遺産までかけがえのないさまざま

な文化的財産が存在しております。自然災害や

人災、そして山火事などいつ危険にさらされる

かわかりません。観光地では観光ガイドさんが

施設の初期消火の役目を担う文化財防災マイス

ター制度等もありますが、観光施設の職員さん

で制度として応用もできます。かやぶき保存で

見た飛騨高山の合掌造りも集落一丸となり防災

訓練にも取り組んでおります。遠野市ではあら

ゆる災害に備え消防設備、耐震策、道路の拡幅

などを含めどのような対策がされているのか伺

います。 

 ５点目は、後方支援基地として遠野市が求め

られる環境整備の一つに道路の整備が急がれま

す。既に関係自治体で期成同盟会を結成し、市

長も早期実現を目指しておりますが、国道340

号の遠野と宮古市川井町をつなぐ立丸峠の整備

や遠野、釜石市、大槌町をつなぐ笛吹峠の整備

の重要性は、三陸沿岸地域の後方支援活動が実

証したと確信いたします。これは、遠野─釜石

道が命を守る道路としてもフル活用されている

実態からも実証されております。旧仙人道だっ

たらこれほどまでにスムーズな支援につながら

なかったと思われます。 

 また、医療機関の充実についても必要であり

ます。当市のねっと・ゆりかごや遠隔医療シス

テムの導入、立ち上げは、これまでの努力は大

いに評価するところでありますが、どうしても

ドクターの確保と施設の拡充が頭から離れませ

ん。これは遠野市だけでどうにでもなるもので

はありませんが、県立遠野病院でも震災後直ち

に200％の患者を受け入れましたが、遠野を通

り抜けて何台もの救急車が昼も夜も夜中も北上

や盛岡に向かいました。宮古、釜石、大船渡が

広域基幹病院の位置づけになっておりますが、

遠野病院こそ後方支援の扇のかなめとして地域

的役割、重要性にかんがみ、もっと拡充・拡張

されてもおかしくないと思うが、市長のお考え

をお聞かせください。 

 次に、遠野市の再生可能エネルギーの利用の

取り組みについて伺います。 

 このたびの福島第一原子力発電所の大事故に

よりエネルギー政策を転換せざるを得ないので

はないかと。私個人は科学を信頼しております。

しかし今回の安全性の問題は科学技術の敗北と

受けとめております。受けとめざるを得ません。

エネルギー問題、これは世界的課題でもあり人

類的課題でもあります。 

 これまで、地方からの地球温暖化対策や自然

エネルギーの活用を求めてまいりました。太陽

光発電設置に対する国や遠野市の補助金制度、

エコポイントによるエコ家電の普及、省エネ生

活、スーパークールビズとエネルギー問題は身

近なものとなっております。 

 地方自治体もエネルギー政策に責任と明確な

理念を持って取り組むべきと考えます。グリー

ン電力証書の発行・活用で再生可能エネルギー

を普及・拡大し応援する仕組みもできておりま

す。遠野市には太陽光をはじめ風力、小水力、

バイオマスと潜在的な自然エネルギーの資源も

豊富であります。当然、課題もないわけではあ
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りませんが、エネルギーの地産地消も言われて

おります。どのようなエネルギーが遠野でつく

れるのか、日照時間の調査、降水量や地形、風

力調査、バイオマス資源の調査を実施し、活用

計画をつくり、地域の活性化ができないもので

しょうか。 

 最後に教育長にお尋ねいたします。 

 １点目は、学校ではどのようにして災害から

子どもの命を守るかということをお聞きしたい

と思います。 

 現在、沿岸地域から何名かの子どもたちが転

入されていると思うが、市内の子どもも含めて

心のケアが十分果たされるようまずお願いして

おきたいと思います。 

 学校での防災教育は学習指導要領ではどのよ

うに位置づけをされているのか、まずお聞きし

たいと思います。 

 また、遠野教育では、学校側として災害から

子どもの命を守る基本的な考え方はどのように

定められているのかをお伺いしたいと思います。 

 災害はいつどこで発生するかわかりません。

登下校中など自宅から学校の間の危険箇所や緊

急避難場所などを示した防災マップを学校で周

知や用意、訓練してるのでしょうか。また今後

中学校の統合によるスクールバスの利用に対応

した訓練もしていくべきと考えます。災害時に

は学校だけで十分な対応が困難な場合もあるわ

けであります。地域の自主防災組織やボランテ

ィアの皆様との連携を図ることも求められます

が、どのようになっているのかをお聞きしたい

と思います。 

 ２点目は防災教育について伺います。前段は

公助や共助にすれば、２点目は自助の部分にな

ります。 

 私も何度か行きましたが、海が近く３階の窓

には自動車が突き刺さるほどの津波が襲いかか

ったにもかかわらず、釜石の鵜住居小学校と釜

石東中学校の子どもたちが日ごろの防災教育、

訓練を最大限生かし、だれ一人犠牲者を出さず

に見事な避難をした体験談は感動をいたします。

逆に、他県では、避難体制が生かされず、悲惨

な結果を招いた学校もあるわけであります。子

どもたちの機転、判断力はすばらしかったと思

います。子どもたち自身が各種の災害の性格と

その危険性を知り、災害時にとるべき行動と知

識を身につけることは平時にこそ大切でありま

す。 

 釜石の防災教育に携わってきた群馬大学大学

院の片田敏孝教授が小中学校で防災教育をする

ねらいは、10年たてば最初に教えた子どもは大

人になる。さらに10年たてば親になるだろうと。

すると防災を後世に伝える基本的な条件、防災

文化の礎ができる。子どもを通じて家庭の防災

意識を広めていけるとも語っております。いわ

ゆる津波てんでんこと同じでありましょう。ま

た、子どもたちに教えてきたのは、知識ではな

く姿勢を与える教育であり、自然災害に向き合

うとき、主体的に自分の命を守り抜くという意

思がポイントになる。ハザードマップといって

も一つのシナリオに過ぎない。固定化するのは

危険とも語っております。 

 遠野市の小中学校では毎年、消防計画等に基

づき、地震、火災、風水害等を想定して避難訓

練が実施されてると思いますが、どのような指

導、訓練をされているのかお伺いいたします。 

 最後に、遠野市民の皆様、市職員、消防関係

者、自衛隊、警察、医師団、名もわからないボ

ランティアの皆様、スポーツ界、芸能界、さま

ざまなチャンネルでの支援と御苦労に敬意と、

それから、国内はもとより世界各国の真心に感

謝し、東日本大震災で被災された皆様が一日で

も早く元気と、各市町村が復興されていくこと

を心から願い、「頑張れ岩手、頑張ろう三陸、

負けるな子どもたち」と申し上げ、１回目の質

問を終わりたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後２時52分 休憩   

────────────────── 

   午後３時02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。 
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   〔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。 

 それぞれ災害に強いまちづくり、あるいは自

然エネルギー、エネルギー問題がいろいろ取り

ざたされているわけでありますけども、それへ

の取り組みといった中にございまして、特にも

災害に強いまちづくりにつきましては、支援シ

ステムであるとか避難所の問題、訓練の問題、

あるいは老人福祉施設の安全の問題、文化財の

問題も含め多岐にわたり、医療機関の問題も含

めて多岐にわたりさまざまな形でのお尋ねがあ

ったというように承知したところであります。 

 石橋議員の質問の冒頭にもありましたとおり、

今般のこの大惨事でありますけども、ただなら

ない揺れにどことなく胸騒ぎを覚え、そして不

吉な感じを持ったというような話がありました。

そしてまた、「津波の恐ろしさとはかくなるも

のか」という中における惨状を目の当たりにし

たというようなお話もあったわけであります。 

 私も被災地のほうの現場に足を向け、文字ど

おり言葉を失う、あるいは想像を絶するという

言葉が、私自身も戦後生まれだということもご

ざいまして、戦後の焼け野原というのがよく、

空襲によってみんな焼かれてしまったという惨

状の様子などを写真やあるいはテレビ等で見る

わけでありますけども、今般のこの津波という、

大津波という中にございまして、すべてが流さ

れてしまったという部分があるわけでありまし

て、本当にこの「かくなるものか」と、「津波

の恐ろしさはかくなるものか」ということも、

本当に改めて思い知ったという部分の中におき

まして、ただ一方においてはこれから必死に立

ち直ろうと、立ち上がろうという中で、懸命に

復興に向けて被災地の住民の皆様は頑張ってる

わけであります。多くの犠牲になった方々、そ

してまた立ち上がろうと懸命に頑張っている皆

様に心から哀悼を表し、またお見舞いを申し上

げ、そしてまたともに一緒に頑張ろうという中

における取り組みを進めてまいりたいというよ

うに思っているところでございますので、また

これまたよろしくお願いを申し上げたいと思っ

ております。 

 それで、この災害に強い支援システムという

部分の中における取り組みでありまして、質問

の中にもそれぞれ情報、被害者支援システムと

いったような中で、阪神・淡路大震災で大きな

被害を受けた兵庫県の西宮市が開発した被害者

支援システムの活用について見解を伺うという

お話がありました。 

 これはいうところの質問の中にありましたと

おり、被災者台帳をもとに、避難・被災状況な

どの個人的データを一元的に管理すると。被災

者証明の一つの迅速な対応ができる、あるいは

仮設住宅、救援物資すべてにわたってこの情報

が一つのシステムとして機能するという部分に

おける仕組みなわけであります。 

 実は、総務省のほうにおける全国避難者情報

システムにつきまして、当市も４月の13日から

これを活用しておりまして、当市に避難されて

いる方々700名の被災者情報が国・県・被災市

町村と共有がなされたという一つの仕組みを立

ち上げたところであります。 

 これはいうところの、避難生活を余儀なくさ

れる中で、被災前の市町村からの見舞金あるい

は税の減免あるいは猶予等の情報が円滑に周知

されるということにつながるものなわけであり

ますから、この支援システムといったものにつ

きましては、一部の限られたエリアで運用する

となればこれはその効果は余り出ないわけでご

ざいまして、総合的な支援システムとして、全

国規模で構築されることが非常に望ましい姿で

あるわけでありますから、これにつきましては、

私どもも一部これに基づきましてシステムを活

用したということで、その実効性は私どもなり

に一つ受けとめたところでありますので、国や

県に総合的なシステムとして構築するよう要望

していきたいというように思っております。 

 導入に当たっては全国運用の拡張性を見きわ

めた判断の中における取り組みが必要ではない

かなというように思っておりまして、この情報

通信技術といったものをどのように利活用する
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かという部分につきましては、今回のこの震災

に中におきましても、非常にその有効性と申し

ますか有意性といったものが高まってきておる

という部分で、情報の共有ということがきちん

とあれば、この一般質問の中におきましても再

三申し上げておりますけども、いうところの温

度差といったものが幾分でも縮まるという部分

につながるんではないのかなというようにも思

っているところでございますので、これにつき

ましては今回の東日本大震災の中におきまして、

私も委員として参加しておりますけども、総務

省のほうで立ち上げておりますＩＣＴ利活用地

域活性化懇談会という委員会が立ち上がってお

りまして、先般もその会合がありました。その

会合の席上でも、やはりこの情報通信技術、い

うところのＩＣＴをどのように災害対応の中に

おいて利活用するのかということが大きな課題

だと。その場合においては、やはり情報の共有

化と。例えば遠野市の災害対策本部が持ってい

た情報が、それがすぐボランティアセンターの

ほうに、そしてまたそれによって県や国のほう

にも同じフォーマットの中で情報が共有できる

というようなシステムができると非常に有効性

が高まるし、スピーディーな対応にもつながっ

ていく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、これにつきましては議員から

も御指摘がありましたとおり、極めて重要な仕

組みだというように思っておりますので、今回

の震災におけるさまざまな実証事例の中から、

このシステムの拡充と構築に向けての活動を私

どもなりに強めてまいりたいというように思っ

ております。 

 二つ目が、避難所の問題であります。避難所

の安全性、防災機能の充実についてであります。 

 これにつきましても、約50カ所の施設に、遠

野市としては始まって以来というように私は承

知しておりますけども、2,000名以上の市民の

皆様が避難し、電力が復旧するまで通電するま

で延べ２日以上の間におきまする避難所生活を

余儀なくされたという一つの経験をしたわけで

あります。自然災害の猛威、まさに万全の備え

とは一体何なんだろうということも考えざるを

得なかったという部分にあるわけであります。 

 この部分におきましても、停電に伴いまして、

防災資機材の整備、各避難所におけるそういっ

たような対応といったことにつきまして、でき

る限りの対応は行ったつもりでありますけども、

なかなかやはり日ごろの備えといったものが必

ずしも十分じゃなかったということも痛感をし

たわけであります。 

 現在、各町の防災倉庫の中に整備している主

な資機材といたしましては、発電機、投光機あ

るいは浄水装置、担架、毛布等でありますけど

も、そしてまた一方、備蓄食料は３施設に御飯

とかみそ汁とか乾パンなどは整備しながら災害

に備えておりますし、燃料供給につきましても

今回は大きな課題を私どもも経験したわけであ

ります。給油施設との連携協定に基づいて対応

するということにしてるわけでございますけど

も、これがかなりまさに想像を超えた部分であ

ったということで、ガソリンスタンドの組合の

皆様には懸命な自己犠牲という中における取り

組みと、私どもとの行政との連携の中における

対応、それから燃料供給につきましては全国の

友好市町村の皆様が、それこそ危険を冒して灯

油とか軽油を直接送り届けてくれたという部分

の中において、何とか対応をすることができた

ということなわけであります。 

 こういったことを十分検証しながら、これも

午前中からの一般質問の中でもお答え申し上げ

ておりますけども、今般の６月補正予算の中に

おきましては、災害時に避難場所として利用す

る各地区センターのほうに、防災機能の充実を

図るためだということでの防災資機材の購入費

用を予算を計上し提案を申し上げてるところで

あります。 

 これは、本来であれば地域防災計画を見直し

をし、その中における避難所の開設場所、ある

いはそれぞれの地域における安心・安全の確保

といったものの計画がきちんと検証され、その

計画に基づいて購入し配備するというのが本来

あるべき姿であろうかというように思っており
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ますけども、いつどんな形で災害が来るかわか

らない。事は命の問題だというようなこともあ

りまして、地域防災計画の見直しと同時並行の

中におきまする当面対応しなきゃならない防災

資機材の購入費用等について予算を計上したと

いうところでございますので、御理解をいただ

ければというように思っております。 

 その中にございまして、今回、緊急消防援助

隊の皆様は、特に大阪消防隊の皆様などは、使

った毛布を、使った毛布もあれば使わないで済

んだ毛布もあるということで、遠野市民の皆さ

んに大変お世話になったのでという形で、どう

ぞお使いくださいという形で置いてまいりまし

た。そういった方々で消防隊あるいは警察隊の

皆様あるいは自衛隊の一部の皆様からもそのよ

うな御好意をいただいているわけでございます

ので、クリーニングをきちんとしながら、そう

いった毛布であるとかそのような寝具であると

かにつきましては、クリーニングの上ちゃんと

それぞれの地区センターに、あるいは避難所と

指定されているところにきちんと配備をしたい

というような対応をしたいと思いまして、その

クリーニング代の一部も予算計上をさせていた

だいておりますので、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。 

 それから、通信網が断絶した場合の対応とい

うものにつきましても、これも嫌というほど私

どもも実感をいたしました。したがって、この

通信網の確保をどうするかという部分も大きな

課題であったわけでございますから、衛星携帯

電話の配備も含めながら、このような通信手段

の確保といったものについてもいろいろ検討し

てまいりたいというように思っております。い

ずれ、それぞれ今回の体験、教訓から学んだ内

容につきまして、防災機能をさらに充実すると

いう視点に立っての取り組みを急いでまいりた

いというように思っておりますので、御理解い

ただきたいと思います。 

 それから三つであります。老人福祉施設や社

会福祉施設の安全対策についての御質問があり

ました。いうところの災害弱者という定義の中

におけるお年寄りの皆様の、あるいは社会福祉

施設の皆様の一つの安全対策といったものは非

常に大事な大事な取り組みであります。これに

つきまして、危険性の把握は大丈夫なのかと、

あるいは耐震診断といったものは本当に心配な

いのか、ライフラインの対応というものについ

てもきちんと検証しているのかというような形

での御質問をいただいたわけであります。 

 一つは、こういった施設における災害箇所の

場合におきましては、まず一つは、市内におけ

る危険箇所の指定地に設置されている施設は遠

野市ではないと。これはないからといって安心

はできないわけであります。でも一応、この危

険箇所に指定されてる場所には施設はないとい

うことで。 

 ただ、これも不安をあおるということもちょ

っと心配されるわけでありますけども、消防本

部のほうで掌握してる部分で、危険箇所付近に

設置されてる施設といったものにつきましては、

それぞれ児童館も含めて５施設あるということ

でありますから、この辺はやはり十分に注意を

しなきゃならないかというように思っておりま

す。危険箇所でないから大丈夫じゃなくて、危

険箇所付近にも児童館を含めて５つの施設があ

るということもきちんと受けとめた上での対応

も私ども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。 

 いずれ大雨あるいは地震、そういったそうい

うような警戒警報なり災害の場合におきまして

は担当部署、建設課、遠野消防署、地元消防な

どとともに情報を共有しながら、施設側のほう

に適切に対応するというような日ごろの訓練も

行っているところであります。 

 ３月11日の発災が昼過ぎの午後２時46分で、

それも平日であったということが、私はある意

味では幸いしたというように思っております。

これがもしも夜間であったりあるいは休日であ

ったりすれば、どこまで迅速な対応ができたの

かということについては非常にもう、ある意味

ではぞっとするような感じでありますし、この

沿岸被災地にあっても、もしもこれが夜中であ
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ったと、明治三陸大津波のように夜午後８時、

家族が団らんしてるときにというようなそのよ

うな状況であったんであれば、大変な犠牲者の

数になったんではないのかなというように思っ

てるわけでありますけども、３月11日発災後直

ちに介護支援センター、民生委員という方々と

協力をとりながら、ひとり暮らし、高齢者のみ

の世帯といった安否確認を行って、職員が関係

施設を巡回しながら、施設の被害状況にも把握

を努めたという対応をいたしました。 

 それから４月７日、これは午後11時32分であ

ったわけでありますけども、今般の東日本大震

災３月11日が本震とすれば、その最大の余震が

夜中に発生したわけであります。職員を緊急招

集いたしまして、夜明けと同時に３月11日と同

様安否確認と施設の被害状況に努めたというこ

とでありますし、また参考までには、消防法の

規定に基づきまして、スプリンクラーの設備の

整備といったものが行われているわけでござい

ますけども、23年度事業をもって必要施設には

すべて設置をされたという形になっております。 

 それから施設の耐震診断、これは先ほど瀧本

議員からも本庁舎の耐震なり補強について、下

手するとこれは人災といったことにつながりか

ねないぞというような、非常に厳しい御質問を

いただいたわけでありますけども、この施設の

耐震診断そして補強工事、改築計画に基づく耐

震化対策といったものにつきましては、これは

市内の施設は改正建築基準法の以降に建設され

た施設であり、現段階では耐震対策を必要とす

る必要はないというような現状にあるわけであ

ります。だから心配ないというわけにいきませ

んけど、一応そのような形での対応ということ

になっておるということで、それをきちんと、

だからといってということじゃなくして、一方

においてはそれぞれの法律なり制度なり、手続

に基づきまして、さまざまな注意喚起をしなが

ら、施設の安心・安全対策といったものになお

一層、関係機関とも連携を図りながら対応して

まいりたいというように思っております。 

 それからライフラインの途絶の場合において

はどうなのかというような指摘、御質問の中に

ございました。これも施設の、特に今回も暖を

とるストーブの貸し出しあるいは灯油の提供な

どを行いながら、それぞれ対応したわけであり

ますけども、３月17日にも各施設の責任者の

方々に集っていただきまして被害状況、施設の

暖房、食材の状況、避難者の受け入れの可能人

数などを把握しながら対策もとったところであ

ります。 

 いずれ、おおむね各施設におきましては、施

設のマニュアルに基づいて行われたというとこ

ろになったんではないかなというように思って

おりますけども、屋外に避難した施設、あるい

はそのままの状態のほうが最善であると判断し

た施設、２階入所者の避難方法といったような

ものにつきまして、やはり検証すべき課題も浮

き彫りになったということもあるわけでありま

すから、そのようなことも対応を含めてまいり

たいというように思っております。 

 なお、これだけの大きなエネルギーを放出し

た東日本大震災、巨大地震であったわけであり

ますから、学者等のお話を聞きますと余震が、

震度５以上の余震がここ１年あるいは２年ぐら

いは要注意だというような話もありますし、だ

んだん震源域が南下してきておるという中にお

きます首都圏の直下型であるとか東海沖地震で

あるとか、東南海であるとかというような部分

が様々あるというようなことも、そういうこと

を言われておりますから、いたずらに風評被害

の中で振り回されることなく、やはり日ごろの、

一つの地震があった場合においては、まず身の

回りの中から自分の命を守るというような中に

おける日ごろのそういった訓練といったものも、

あるいは意識といったものも持つということも

大事ではないのかなというように思っておりま

す。懐中電灯や電池など、あるいは燃料、そう

いったようなもの、そのようなものの中におけ

る備蓄といったものの再点検も必要じゃないの

かなというように思っているところであります。 

 それから、災害から文化財を守ってという部

分の中における取り組みの中において、消防設
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備などを含めどのような対策がなされているか

ということでの御質問がありました。 

 当市にもそのような文化財があるわけであり

ます。国指定の重要文化財の千葉家の住宅が石

垣が緩みました。石が落下したり土蔵前の地面

に亀裂が生じたりしておりまして、先般、文化

庁のほうから現地視察をいただきまして、文化

財の災害復旧事業で修復すべきである旨の指導

もいただいております。そのほかにつきまして

は余り大きな被害はなかったというように報告

は受けておりますけども、この貴重な文化財で

ありますから、そういったものについても日ご

ろからの地域の皆様と連携のもとに対応してま

いりたいというように思っております。 

 旧菊池家の住宅であるとか、それから千葉家

の住宅では火災報知器も設備もして、そういっ

た対応はとってるわけでありますけども、それ

で済むというわけにいかないというように思っ

ておりますので、消防設備も含めてのこの対策

についても、なお一層充実する方向で取り組ん

でまいりたいというように思っております。 

 それから、５点目として後方支援基地として

の遠野市が求める環境整備の一つに道路網の整

備といったことが挙げられました。340号、こ

れにつきましては、本当に今度の部分におきま

しても大事な大事な道路であると。 

 私どもが災害対策本部でラジオから情報をと

っておったときに、３月11日の夜でありました

けども、仙人峠トンネルの仙人大橋が落下した

という情報が流れました。これはもう大変なこ

とになったなと。もうそれこそ本当に孤立状態

になるんだなというように思ったわけでござい

ますけども、それが橋が一部ずれたという中で

すぐ復旧しまして、通行可能になったわけでご

ざいますけども、万が一、あの仙人峠トンネル

があのような形で整備されないで、旧仙人峠、

仙人道路を利活用してという場合においては大

変な事態になったんではないかなと思っており

ます。 

 自衛隊の第９師団の後方支援隊の責任者であ

ります六車連隊長さんがこのような話もされて

おりました。笛吹峠を何回往復したかわからな

い。そして立丸峠と土坂峠を何度隊員が往復し

たかわからない。よく隊員は事故も起こさず行

ったり来たりしてくれたと。その中において、

峠を２つ越えて大槌にたどりついても、情報が

空振りで、結果的には、こちら遠野のほうに避

難の方々を何人でも連れていくという思いで必

死の思いで峠越えをしていったんだけども、そ

ういった情報が空振りになった。だけども隊員

は文句一つ言わず黙々と、２時間ぐらいしか休

まない中において行ったり来たりをしたと。こ

の峠道路があったから行ったり来たりできたん

ですよという話もお聞きしましたけども。まさ

に命を守る道路の重要性といったものが今回、

図らずも文字どおり明らかに至ったというか確

認できたところであるわけでありますから、必

要なネットワークとしての道路の整備といった

ものにつきましても、なお一層、災害復興に向

けての観点の中から声を出していかなきゃなら

ないかというように思っております。 

 それから医療機関の拡充についてであります。

この質問の中においては、宮古、釜石、大船渡

が広域基幹病院と位置づけがなっておるが、遠

野病院こそその拠点ではないかというような形

でのお話いただきました。実は遠野病院にかな

りの数が、200名以上の患者さんが転院をして

きているわけであります。大槌も山田も釜石も

大変な状態になったわけであります。陸前高田

もそのような状態の中にございまして、まさに

御質問にありましたとおり、扇のかなめとして

の地域的、地理的な重要性といったものが検証

されたんではないのかなというように思ってお

ります。 

 私は、まだ明確な方針は出てないようであり

ますけども、医療支援と申しますか被災をした

医療機関が大分あるわけであります。それから

お医者さんも亡くなってる方がいらっしゃると

いう中にございまして、この地域医療を守ると

いう部分にあっては、そのままもとの状態にそ

れぞれの病院が再建するというのはかなり厳し

い状況ではないのかなというように思っており
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まして、岩手医科大学の小川学長先生も、まさ

に遠隔医療という中において、限られた医療資

源を一つ活用しながら、それをＩＣＴ情報通信

技術を利活用した中において医療といったもの

を確保することが必要じゃないかということが

言われております。そうしますと対面診療とい

う医師法20条にも文字どおり風穴をあけていか

なきゃならないという部分になってるわけであ

りますから、こういう中においての新たな仕組

みづくりの中から、一つの医療機関のあり方と

いったものについての仕組みづくりといったも

のを非常に必要ではないのかなというように思

っているところでもあります。 

 緊急医療体制の拠点病院につきましては、も

う平成10年代以前の一つの位置づけなわけであ

ります。その後、道路事情も大分変わってきて

おりますし、人口減少も大分進んできておると。

それから医療資源で医師不足というのは非常に

顕著になってきてるというようなさまざまな状

況が変わってきてますから、この拠点病院なり

あるいは緊急医療の拠点病院といったものの位

置づけなどについても、私はやはり復興という

視点の中においてのさらなる検討といったもの

が必要では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。 

 県の医師会などは助骨支援という体制の中か

ら、それぞれの県立病院のあり方の中において、

新たなネットワークを構築しろというような形

での提言活動を行っているところでございます

ので、そういった皆様との歩調を合わせながら、

遠野病院の位置づけといったものについての対

応も行ってまいりたいと思っております。 

 陸前高田市や大槌町の被災地のほうには遠野

病院の貴田岡院長みずから出向き診療を行い、

看護師等のスタッフ等を派遣しながら、病院独

自にも米等の食料や飲料水を送り届けたという

のも発災後１週間あたりはそういう動きもあっ

たわけでありますから、そういったことも一つ

の反省としながら、反省というか教訓としなが

ら対応していきたいというように思っておりま

す。 

 それから、再生可能エネルギーの利活用とい

う部分で、これは原子力発電、いうところの安

全神話が崩壊したという一つの現実に直面して

るわけであります。太陽光をはじめとしてこの

自然エネルギーといったものについて、さまざ

ま今取りざたされているわけでありまして、太

陽光エネルギーにつきましても政府の復興会議

のほうでもそのような位置づけをしておるとい

うようなことも聞いております。 

 この部分で、きのうきょうの新聞でありまし

たけども、葛巻町さんなんかも自然エネルギー

につきましても独自の取り組みの中で、もう自

前で電力は確保するぞというような非常に強い

意気込みの中で取り組んでおるというのは私も

これを見て、葛巻町さんも頑張ってるなと、遠

野もそういった意味においてはこのようなエネ

ルギー対策も身の丈の中で一つの風力、小水力

あるいはバイオマスといったこういった潜在的

な自然エネルギーの資源も有効活用しながら、

このエネルギー問題にも遠野の身の丈の中で取

り組んでいくということが非常に大事ではない

のかなというようにも思っております。 

 国では1,000万戸の屋根の太陽光パネルを設

置するということを総理大臣が、それも外国の

ほうで早々とぶち上げたという話の中でいろい

ろ新聞をにぎわしているわけでありますけども、

今、貞任山口牧場、琴畑牧場に民間事業者が設

置した風力発電43基ありまして、総出力が４万

2,900キロワットということで、この総出力は

釜石、遠野市、大槌町のほぼ全世帯に匹敵する

３万世帯分の発電量がこの風力発電であり、単

一の風力発電としては日本最大の規模になって

おるというようなプロジェクトを持っているわ

けでありますので、総合計画の後期基本計画の

中あるいはバイオマスタウン構想といったもの

も前にまとめておりますので、そういったこと

をベースにしながら、このエネルギー問題につ

きましてもさまざまな角度から検討してまいり

たいというように思っております。 

 ちなみに、当市での太陽光発電の普及件数は

22年度末で173件、普及率は1.61％という状況
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になっておりますので、この太陽光発電もまだ

まだだというように思っておりますから、こう

いった施策の中において、こういったものにつ

いても取り組んでまいり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）  藤澤教育長。 

   〔教育長藤澤俊明君登壇〕 

○教育長（藤澤俊明君）  石橋議員の御質問に

お答えする前に、一言言わせていただきます。

被災地の小中高校生もおられます。地域の小中

学校に、また自分の選択した高校に従前のよう

に学校生活が送れるような日が来ますことを祈

っております。 

 初めに、学習指導要領の防災教育の位置づけ

についてお答えをいたします。 

 防災教育は児童生徒の発達段階、学校の実態、

地域の特性に応じて指導内容を検討し、各教科、

道徳、特別活動、総合的学習などの教育活動全

般を通じて計画的に進めるように位置づけられ

ております。 

 具体的には、理科や社会の教科では、災害が

どのようにして発生するのかとかを学ぶととも

に、災害の特性や防災体制、地域での支え合い

について理解を深めることにしております。ま

た、道徳や特別活動では、命の大切さやボラン

ティア精神の育成などについて学びながら、優

しさや思いやりの心を学ぶことを行っておりま

す。 

 議員の御指摘のとおり、災害はいつ発生する

かわからないことから、発生したときに落ちつ

いて対処できるように備えをしていくことが必

要であります。市内小中学校では、定期的な安

全点検等を実施し、危険箇所を把握し、急を要

する箇所については迅速な措置を講じておりま

す。また、地域の自主防災組織と連携して防災

マップを作成している地区もあります。 

 各小中学校では、年数回実施する避難訓練で

は、火事、地震などさまざまな災害の種類や発

生時刻を想定し、消防本部と連携しながら継続

的、計画的に取り組んでいるところでございま

す。 

 さらには、消防本部の事業であるチャレンジ

防災スクールへも積極的に参加をし、家庭や地

域との連携も含め、学校通信等の日常から災害

に備えた非常持ち出し袋の準備などについて保

護者にも呼びかけるなど、防災意識の高揚を図

っております。 

 次に、防災教育の体制について、実際の災害

に対する対応の御質問にお答えをいたします。 

 先ほど申し上げましたとおり、現在各学校で

は火事や地震などの自然災害がどのようにして

発生するのか、また自然災害が発生した場合に

おいて、どのような対応をとるべきかなどにつ

いて学習しているところでございます。 

 例を挙げますと、過去に発生した災害や防災

体制の仕組みなどについて学習するとともに、

避難訓練を実施し、学校内の避難経路の確認や

教職員の役割分担を明確にして、災害時に迅速

な避難ができるように努めているところでござ

います。 

 また、心肺停止等の不測の事態が発生した場

合に対応できるよう、全学校にＡＥＤを設置し

ていることから、ＡＥＤの使用方法についても

定期的に教職員の講習会を実施しております。 

 災害の発生時にはしばしば、先を急ぐ余りパ

ニックを起こし、それがもとで二次的な被害が

発生する危険性があります。そこで、各学校で

は、「おはしも」という児童生徒にわかりやす

い合言葉を指導しております。「お・は・し・

も」とは、「押さない・走らない・しゃべらな

い・戻らない」の頭文字をとったものです。 

 災害に対する心構えと実践的訓練がうまく融

合することが、子どもたちを災害から守ること

に通じるものと思います。 

 今後もさまざまな場面を想定し、さらに防災

教育の質を高め、安全で安心な学校生活を提供

できるよう、各小中学校を指導してまいりたい

と思います。御理解をお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  次に進みます。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
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ざいます。通告に従い、一般質問をさせていた

だきます。 

 本日５番目の質問ともなりますと、先輩、同

僚議員と思いが重複する面が多々出てまいりま

すし、また、市長の御答弁からも、私の質問に

対する答弁ともつながるような内容もあろうか

とは存じますが、それだけ思いの強いことだと

御理解をいただきますとともに私も質問の表現、

切り口を急遽変えるなどして、なるべく重複し

ないように努力いたしますので、御理解を賜り

たく存じます。 

 当市に縁の深いニュージーランド・クライス

トチャーチ市の地震騒動覚めやらぬ３月11日午

後２時46分、突如発生した東日本大震災と想像

を絶する大津波により本州関東以北の太平洋沿

岸は深刻な被害を受け、当市においても、本庁

舎中央館全壊など総額26億を超える甚大な被害

をこうむりました。 

 被災地では今なお行方不明の方々も多数おら

れる中で、御家族の御心痛を察するに、私も胸

が張り裂けそうな思いであります。被災されま

した方々に心からお見舞いを申し上げますとと

もに、お亡くなりになられた方々に衷心よりお

悔やみを申し上げます。 

 地震発生後間もなく、本市は沿岸被災地の後

方支援拠点としていち早く名乗りを上げ、本田

市長を筆頭に市当局及び関係機関の職員、ボラ

ンティアの皆様、自衛隊など一体となり、食料

や物資の供給、瓦れき撤去などの支援体制をし

いてまいりましたことは皆様御周知のとおりで

あり、その迅速で献身的な活動にただただ頭の

下がる思いがしております。 

 余談となりますが、とある日、私車で移動中、

ラジオで災害状況を聞いていました際に、リス

ナーからの、「ボランティアに参加したいがど

こに行けばわかりますか」との質問に対し、そ

のラジオのパーソナリティーの方が、「ずばり

言います。遠野市に行ってください。ほかのど

こよりも頼りになります」といった内容の答え

を申しておりました。私は、突然のことにびっ

くりするとともに、心の底から何か熱いものが

込み上げてくるような思いがいたしました。 

 しかしながら、現実の被災地の状況を目にす

る限り、復興には相当の困難や時間を要するこ

とは明白であります。岩手、宮城、福島の被災

地３県だけで2,490万トンにも上るいわゆる瓦

れき撤去一つとっても、もはや一部の地方自治

体で対応できるレベルではありません。ですが、

昨今の新聞やテレビを見れば、国政では首相の

進退をめぐる政党間・政党内の駆け引きばかり

が目につき、県もまた同様に、お隣の宮城県と

比較しましても、トップの主体性が全く感じら

れず、あげくに、国と県の連携すらとれていな

いように感じるのは私だけでしょうか。 

 私の立場から申し上げるのもおこがましいこ

とですが、今は日本国民が一致団結し、この震

災を乗り越えなければならない大事なときです。

特にも政府は、体裁のいい言葉を並べるだけで

なく行動で示すべきと私は思います。ぜひ、私

たちが納得できるような実効性のある措置をす

ぐにでも講じていただきたいと、そのように思

います。 

 さて、震災から３カ月になろうとしている現

在、遠野市の後方支援の内容も、急場をしのぐ

対応から今後を見つめる支援へと変化をしてま

いりました。それを踏まえた上であえて申し上

げれば、今後、遠野市が取り組むべきは地元の

復興や市民生活の向上に一層重点を置いた市政

運営ではないかと思います。これは決して今ま

で地元をないがしろにしていたとか、被災地の

後方支援活動を否定するといった意味ではなく、

まず、私たちを含む内陸部が日常の平穏をしっ

かりと取り戻し、経済活動をもとどおりにさせ

るだけでなく、より一層活性化させることが、

むしろ沿岸被災地復興のスピードを上げること

につながると信じているからであります。 

 特に製造業の分野では、これまでの主流であ

った海外生産から中国などの経済成長に伴う人

件費の高騰などで、昨年から生産拠点を国内に、

日本国内に戻そうとする動きが顕著になってい

ただけに、震災以降、世間に広がる自粛ムード

や高速道路における緊急車両以外の通行規制に
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よる物流停止など、国内の経済活動が長期間停

滞してしまったことは、比較的被害の少なかっ

た内陸部にまで震災の二次的被害をもたらす結

果となり、さらに、追い打ちをかけるような福

島原発事故により、せっかくの景気好転のムー

ドに水を差す形となってしまいました。 

 遠野市においても、一次産業をはじめすべて

の産業で相応の被害が報告され、一部の業種で

は今でも深刻な状態が続いております。だから

こそ今私たちは早急に足もとを固め直し、地場

産業を活性化させることが必要だと思うのであ

ります。 

 そのためにはまず、トンネルの出口を示すこ

とが重要だと思います。特にも、市当局の職員

の皆様など災害復興業務に直接携わっておられ

る方々は、表向きは元気そうに振る舞っておら

れますが、とてもお疲れのようにもお見受けい

たします。ゴールが見えず、この状態がいつま

で続くのかと思えば思うほど、恐らく心身とも

に憔悴してしまうのではないでしょうか。した

がって、この災害復興業務に明確な目標値を設

定することで、市の職員のみならず一般市民に

向けても、目指すべきゴールと心の励みといっ

たようなものを与えることが必要なのではない

かと思います。ただ、後方支援は今後も息長く

続けていかなくてはならないと思いますので、

業務に携わっておられる皆様にはお体に御自愛

されますようくれぐれもお願いを申し上げます。 

 ではそれを踏まえて最初の質問をいたします。 

 まずは、被災者向け仮設住宅と就職あっせん

についてであります。 

 このたび、穀町へ仮設住宅が建設される予定

ですが、入居される方の身になって考えれば、

今後の生活設計や自立の手段はどうしたらよい

か、いわゆる雇用・仕事の問題が現時点で一番

の関心事ではないかと思います。 

 特にも、現役世代の方々は、御家族を養って

いくため安定した仕事が欲しいのではないでし

ょうか。一方、地元企業の中には、復旧に向け

新たな人材を採用または募集している例もあり、

これらを効果的に結びつけることで、被災者の

みならず地元の復興にも寄与するものと思いま

す。つきましては、このような見地から、仮設

住宅入居者に対し、必要に応じて地元企業など

への就職あっせん事業も連携して行う意思がな

いかお尋ねをいたします。 

 次に、市では被災者を雇用する事業所に対し、

社会保険料の事業主負担を当面は３年間10割補

助する措置を計画しておりますが、このような

支援制度があれば採用したいと思っている事業

主の方は、その事業規模の大小にかかわらずお

られるのではないかと想定すれば、社会保険未

加入の小規模事業主の方にも、例えば人件費の

補てんなど何らかの助成があれば、より一層効

果が期待できると思いますが、その辺はいかが

お考えでしょうか。 

 次に、遠野東工業団地活用による企業復興支

援事業について御質問をいたします。 

 市では、被災企業を基本に、仮工場、仮倉庫

などに遠野東工業団地の用地を無償で貸し出す

計画がございますが、現時点でその内容は現場

が未造成であるなど不確定要素が多数見受けら

れます。つきましては、今回は特に事業進捗に

はスピード感が求められていることから、造成

の時期、対象者の選定など詳細について早急に

詰めていく必要があると思いますが、その点は

現在どのようになっておられるか、今後の予定

もあわせて御説明をいただければと思います。 

 次に、企業誘致対策及び求職者受け入れ対策

について御質問をいたします。 

 今回の地震の規模を示すマグニチュードは9.

0、最大震度は宮城県栗原市で観測した7.0と発

表されております。当市の場合は震度は５強で

ありましたが、確かに市庁舎中央館の全壊、市

内企業社屋の損壊等大きな被害を受けた例があ

るものの、改めて市全体の被災状況を総合的に

見渡した場合、周辺被災地と比較すれば、これ

だけの地震にしては比較的被害が少なかったと

いう見方もまたできるのではないでしょうか。 

 先日の新聞記事には、ある国際的なプロジェ

クトの国内候補地である北上山地の地盤が今回

の地震でも安定していることが証明され、誘致
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に向け非常に心強いとの内容が記載されており

ましたが、これはつまり遠野市の地盤が非常に

堅牢で安定しているという証明でもあり、加え

て、位置的にも内陸と沿岸の中間であることか

ら、どちらの主要都市に向かうにもほとんどが

一、二時間圏内、いわゆる岩手県のハブ都市と

も言える好条件であることも忘れてはいけませ

ん。 

 だからこそ、当市では沿岸部の災害時におけ

る後方支援拠点としての有意性を自覚し、これ

までも自衛隊など各方面との連携を強化しなが

ら、あらゆる準備をしてまいりました。これは

つまり、災害対応だけでなく、企業誘致など別

分野にも十分応用が可能な考え方ではないかと

思われます。つきましては、この地震に強い地

盤と県内主要都市へのアクセスがよいといった

地の利を前面に打ち出し、今こそ新規の企業誘

致を積極的に進めるべきと思いますが、その点

はいかがお考えでしょうか。 

 また、最近のニュースによりますと、県内の

雇用情勢は新規求職者や有効求人倍率など、ど

れをとっても悪化の一途をたどっており、特に

沿岸被災地の雇用環境は一層深刻さを増してお

ります。 

 被災地の方にしてみれば、地元に仕事がない

のなら内陸部に求めるということもあろうかと

存じますが、さりとて、地元から余り遠くに離

れたくないという気持ちもまたあるのではない

でしょうか。 

 そういった方々に当市のハブ都市としての有

意性を訴え、とりあえずは遠野に住んでいただ

き、平日は本線沿いに通勤しながら、休日は沿

岸部の地元に戻り復興活動をするといったこと

も考えられると思います。特にも、御当地宮守

地区は本線沿いにも近く、情報ビジネス校跡地

の活用なども含め、住宅建設や民間物件のあっ

せん事業などといった被災された方の自立をサ

ポートする事業を県や国にも働きかけながら実

施されてはいかがでしょうか。 

 自動車産業を中心に、災害復興に向け、東北

を国内有数の生産拠点として再興するという動

きがある中で、高速道路の早期整備促進も含め、

ぜひ実現に向けた積極的な御答弁をお願い申し

上げる次第であります。 

 最後に、新規学卒者の就職対策についてお尋

ねをいたします。 

 厚労省は、岩手、宮城、福島の３県において、

被災翌日から５月13日までに失業した人の数が

10万6,000人を超え、そのうち岩手県の失業者

数は２万2,853人であり、その数はさらに増加

しているとの見方を示しております。この状況

を見る限り、来年度の新規学卒者の就職も厳し

い状況になることはだれでも容易に想像がつき

ます。 

 つきましては、私が３月議会の一般質問で新

卒者や若者定住策の一環として、管外の新規学

卒者あるいは若年労働者を対象とした低家賃住

宅の設置を御提案させていただきましたが、そ

の後どのような状況になっておられるか、もし

進捗がないとした場合、いま一度御検討されて

はいかがでしょうか。 

 以上、今回、私は雇用関連、企業誘致に絞っ

た質問とさせていただきました。当然ながら、

それ以外の分野にも課題が山積しておりますこ

とは十分承知をしておりますし、どれをとって

緊急に取り組むべき内容だとは思いますが、そ

の中でも雇用問題は被災地支援のみならず、先

ほどから市長が申しておりましたとおり、当市

においては人口減少が進む中、今後の行方を左

右する重要なテーマとして優先的に取り組むべ

き項目の一つではないかと思い、あえて絞られ

ていただいた次第であります。ぜひ、この趣旨

をお酌み取りいただきまして、おのおの実現に

向けた前向きな御答弁を切にお願い申し上げ、

私の一般質問とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  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。 

 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。 



－ 54 － 

 きょうのこの本会議一般質問で各議員からそ

れぞれ御発言をいただいているわけであります

けども、萩野幸弘議員からも、まさに被災され

た方々へのお悔やみとお見舞いという言葉があ

ったわけであります。この問題、各議員が取り

上げてるわけでありますけども、それぞれの立

場での思いといったものが質問の中にも触れら

れていたのではないかなというように思ってお

りまして、私もその思いの重さというものを受

けとめながら質問を承ったところでもあります。 

 雇用問題１点に絞りながらというお話があり

ました。震災被災者自立支援のそのあり方とい

うものにつきましては産業振興、先般の全員協

議会の場でも御説明申し上げ、今般の６月定例

会における補正予算の中におきましても、後方

支援の一つのあり方といたしまして、一つの第

二ステージに入ってるんではないのかなと。緊

急かつ必要な部分としての支援活動はこれまで

２カ月、３カ月と行ってきたと。いよいよ一つ

の第二ステージの中からという部分で、単発で

それぞれの事業を打ち出しても、これはなかな

かインパクトも弱いし、またそのつながりの中

における総合的な支援策としてはつながらない

のではないのかなという考えの中に基づきまし

て、縁がつなぐ後方支援プロジェクトとして、

通称えにしプロジェクトという中における

「医・職・住」と、この「い」は医療、そして

「しょく」はただいま御質問の中にありました

とおり雇用といったような問題、「じゅう」は、

これは雇用促進住宅のほうにもかなりの世帯が

入ってるわけでありますけども住宅と、仮設住

宅といった問題にも遠野の中における取り組み

もあってもいいんではないのかなという中から、

医・職・住という一つのプロジェクトとして位

置づけ、もう一方においては、そういった部分

での環境整備といいますか支援も大事であるけ

ども、やはり産業といったものの中における振

興策として貸し工場であるとか、あるいは貸し

事務所であるとかいったようなものを遠野が提

供してもいいんではないだろうかと、できるん

ではないだろうかと。 

 ただいま御質問ありましたとおり、遠野東工

業団地も未造成地ではあるものの、金利負担も

かからず一つの遠野における企業誘致の受け皿

として用意もしてるわけであります。これを一

つの、提供することによって、自立に向けての

一つの企業支援活動もできるんではないだろか

といったような産業振興と。 

 そしてまた、この12日には赤坂憲雄所長の初

仕事ということになろうかと思っておりますけ

ども、遠野文化研究センターとして、文化によ

る復興支援という中における「心の絆のプロジ

ェクト」といった中における歴史文化、被災地

は図書館も博物館もまさに壊滅してるわけであ

ります。そういった中でやはり伝統行事、伝統

文化、そしてまた学校図書室も含めてのこの本

というもの、読書というものを通じながらの支

援というのもあってもいいんじゃないかという

ことで、文化による復興支援というような形に

おけるシンポジウムもこの12日に行うこととし

て予定をしてるわけであります。 

 したがいまして、その部分がそれぞれ縁プロ

ジェクトとして縦糸、横糸になって組み立てら

れ、それが沿岸被災地の皆様への一つの支援活

動として遠野としての役割を果たせればいいな

というように思っているところであります。 

 この本会議の一般質問が終わり、予算等審査

特別委員会が設けられるわけでありますので、

この縁プロジェクトの詳細についてはその場で

いろいろ活発な議論を展開しながら、私どもも

必ずしもこの本会議場の場で私が申し上げるの

はあるいはちょっと軽率な発言になろうかと思

っておりますけども、やはりそれぞれの思いの

中から、今、萩野幸弘議員の質問にありました

とおり、思いの中から、既存の事業を拡充でき

ないかと。その中で財源のやりくりできるんじ

ゃないだろうかと。あるいはこの文化復興支援

事業のように、まさに遠野ならではの中におけ

る取り組みとして支援できるではないだろうか

と。 

 それから、数少ない誘致企業の中にあっても、

その事業主の方、皆様には、何とか被災者の皆
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様の雇用といったものについて確保したいとい

うような、それこそ熱い思いの事業主の皆様も

おりますので、その皆様のその思いといったも

のを受けとめながらという中におけるそれぞれ

の事業を組み立て、新規事業として、あるいは

拡充事業として位置づけているところでありま

すので、その点をまずもって御了承いただけれ

ばというように思っております。 

 質問の中にありましたとおり、地元企業等へ

の就職あっせんといったものにつきましても、

これにつきましては、今、市内の避難者は５月

18日現在と、ちょっと数字が、きょう６月の６

日でありますから、ちょっと数字的には古い数

字になろうかと思っておりますけども205件・4

35人、余り動きがないから半月ほど前の数字に

はなりますけども、205件・435人の方が遠野市

の知人・友人、親戚に避難をしております。こ

の方々はやはり自宅が流出したと、被災を受け

たという方々なわけでありますし、もう一方に

おいては、雇用促進住宅のほうに177人・55世

帯が入居をしているわけであります。 

 この避難した方々に雇用支援が必要かどうか

というような確認作業を行いながら、この確認

作業に基づき個別支援をしていくというような

一つの組み立てにもしております。これにつき

ましては、県の就業支援員２名、ハローワーク

求人開拓員１名、市の雇用創出推進員１名、さ

らには市の地域連携雇用推進室職員３名、この

７名がこの部分に当たっておりますので、そう

いった雇用の場、就職支援というものを行って

まいりたいというように思っております。 

 それから、これは市内の誘致企業の事業主の

方からの提案でありましたけども、被災者を雇

用した場合の支援制度として、やはり、いうと

ころの社会保険の事業主負担に係る分について、

この負担軽減を図れば、まだまだ被災者の方々

を支援できるんだと、採用できるんだという提

案もいただいたところでございますので、雇用

環境づくり応援事業として、事業主が雇用に係

る負担軽減を図るための支援策も講じていきた

いというように思っております。３年を限度に

10割補助というような組み立てにしております。 

 それから、東工業団地につきましては、これ

は「産業の絆ネットワーク」として位置づけま

して、実はこの東工業団地にも何とか企業誘致

をということで、例えば萩野幸弘議員から御指

摘がありましたとおり、人口減少は少子高齢化

だから仕方がないというような部分の取り組み

は、やはりそれは、私もそういう言葉を使って

るわけでありますけども、これは決して前向き

の姿勢ではないというように思っておりまして、

やはりこれにも果敢に挑戦するという中で、人

口減少に一部でも歯どめをかける、あるいは、

できれば増加傾向に転じるというような積極的

な姿勢も当然必要だと思います。 

 しかし一方においては、そのことによって、

さまざまなリスクを持ちながら誤ったと申しま

すか情報分析をきちっとしないままになった場

合においては、さまざまな問題も新たに抱え込

むということになるわけでありますから、慎重

を期さなきゃならないなというように思って、

造成にはまだ手をつけていなかったわけであり

ます。オーダー造成にしようということにして

おったわけであります。 

 しかしこの震災の中におきまして、被災地の

ほうでは工場もあるいは事業所も、それからあ

るいは復興に向けての資機材なりあるいは作業

員の宿舎なりといったものについてもかなり

ニーズが出てくるだろうというような情報があ

りましたので、この東工業団地の無償貸し出し

というような中における取り組みも遠野ならで

はとしてできるんじゃないのかなというように

思って、そのような事業も位置づけたところで

あります。これは事業費はかからないと。ただ

具体的な引き合いはまだありません。 

 それから、仮設事務所なり仮設倉庫の借上支

援事業といたしましても、これも５割補助を考

えてみたいというような位置づけをいたしまし

た。 

 そして、まさに、東工業団地も林地開発許可

あるいは都市計画の許可などというような、現

行制度の中における縛りもあります。しかし私
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は、担当のほうには、それは余り考えなくても

いいと。ちょっと問題発言になろうかと思って

ますし、ちょっと行き過ぎになろうかと思って

おりますけども。まさに自立に向け、そして被

災地の事業主の皆さんが立ち上がるという部分

にあっては、林地開発にしろ都市計画にしろ、

文字どおり農地の農業振興なり農地転用につい

ては、農水省がいち早く仮設住宅の場合にあっ

てはその法律にはのっとらなくたっていいとい

うような見解も出してるわけでありますから、

そのような見解を一つ引き合いに出しながら、

こういったネックになっておる林地開発なり都

市計画なりといったような制度のネックも、ク

リアしていくというような意気込みで少しぶつ

かっていこうじゃないかというような話もして

いるところでありますので、少しでも早く有効

活用ができるようなそのような環境整備もあわ

せて行っていきたいというように思っておりま

す。 

 いずれ、この産業振興に係る絆ネットワーク

といったものにつきましては、大変大事な大事

なプロジェクトじゃないかなというように思っ

ておりますし、東北横断自動車道釜石秋田線、

平成24年度来年の今ごろというよりも、もう４

月あるいは早くなれば３月になろうと思ってお

りますけども、鱒沢の沢田までは間違いなく通

るということが確約されております。そして、

それからさらに遠野の愛宕橋まで、そしてイン

ターチェンジも大分工事が始まってまいりまし

た。国交省のほうからさまざま情報をとります

と、かなりこれは早まるんじゃないかというこ

とを言われておりますし、であれば、遠野イン

ターから上郷道路までと申しますか、全通する

ということに一挙にいくのかという部分につい

ては、まだはっきり見えておりませんけども、

復興ビジョンの中でそういった道路網がどのよ

うに位置づけられるのかということについての

動向を少し注視していきたいというようにも思

っているところであります。 

 そして、この災害復興道路という位置づけの

中におきまして、ある程度釜石自動車道路の部

分が見えてきたとなれば、国道340号の立丸峠

の早期全面抜本的な改良といった部分の中に、

やはり大きく踏み出さなきゃならないのかなと

いうようにも思っているところでありますので、

そういった点での議員各位のひとつ御理解とさ

らなるバックアップもまたお願いを申し上げた

いと思っております。 

 なお、最後の質問でありますけども、新規学

卒者の受け入れ態勢ということで、その後どう

なってるのかというような形での御質問であり

ましたので、これにつきましては担当の産業振

興部長のほうからお答え申し上げますので、よ

ろしくお願いを申し上げたいというように思っ

ております。 

○議長（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）  市内外の新規学

卒者の受け入れ対策ということで、若年労働者

を対象とした低家賃住宅の設置というふうなこ

との御質問と伺いました。 

 まず最初に、来年３月卒業見込みの新規学卒

者の関係でございますが、来年の春に向かいま

しては今まで以上に厳しいものになると想定し

ております。５月28日に高校と関係機関団体で

情報交換会を開催いたしました。遠野高校、遠

野緑峰高校合わせて卒業見込みは225人でござ

います。うち、就職希望は87人いるということ

でございました。ことしも全員内定が得られる

ように、市としても今までにも増して支援して

いくということで打ち合わせをしてございます。 

 なお、先ほど市長のほうで答弁いたしました

けれども、雇用環境づくりの応援事業というの

がございますけれども、これにつきましては被

災者だけではなく、来年春以降の市内高校卒業

者につきましても対象とするように考えてござ

います。 

 それから、若年労働者を対象とした低家賃住

宅の設置でございますけれども、３月の議会に

も御質問をいただきました。その時点での公営

住宅整備計画は、将来の予測から、現時点では

新たな住宅整備はしないというふうな計画でご
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ざいますということを御答弁していますけれど

も、今回の震災によりまして状況が全く変わっ

てございます。新たな計画に着手してるわけで

はございませんけれども、今までと考え方を新

たにして進めなければならないと思っておりま

す。 

 特にも、沿岸部での雇用の状況が急激に悪化

いたしまして、ことし４月の有効求人倍率を見

ますと、釜石では0.20倍、それから求職者が3,

067人に対して611人分しか求人がないという状

況でございます。当市におきましても、有効求

人倍率は３月には0.55倍ございましたが、４月

には0.38倍となっております。 

 こうした状況の中では、当市のみで沿岸部の

求職者の需要に応じることは不可能でございま

す。したがいまして、県南部あるいは県中央部

まで範囲を広げれば、宮守地区に住宅を建設し、

ここを生活の拠点として通勤することも可能で

あります。また、土日あるいは祝祭日には沿岸

のほうに戻り、復旧・復興作業に従事すること

も可能な位置でございます。 

 これを実現していくためには、もちろん被災

者の意向は当然でございますけれども、県南、

県央地区のハローワークと連携した就職支援が

必要になってまいります。市で持っている市有

地の有効活用とあわせて進めてまいりたいと思

います。 

────────────────── 

   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にとどめ、散会いたしたい

と思いますが、これに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新田勝見君）  御異議なしと認めます。

よって、本日はこれにて散会いたします。大変

御苦労さまでした。 

   午後４時14分 散会 
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