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   午前10時00分 開議   

○議長（新田勝見君）  おはようございます。

これより本日の会議を開きます。 

────────────────── 

   日程第１ 一般質問   

○議長（新田勝見君）  19番浅沼幸雄君は岩手

県市議会議長会定期総会のために欠席となりま

す。 

 これより本日の議事日程に入ります。 

 日程第１、一般質問を行います。順次質問を

許します。３番多田勉君。 

   〔３番多田勉君登壇〕 

○３番（多田勉君）  おはようございます。清

風会の多田勉でございます。質問に入る前に３

月11日に発生いたしました東日本大震災におい

て無念にも尊い命を奪われ、犠牲となられた多

くの御霊に哀悼の意を捧げるとともに１日も早

い復興実現を天国から見守りいただき、お導き

くださるようお願いをいたします。御遺族の

方々に対しましては心の傷が癒されることのな

副 市 長 
経営企画室長兼総務部長事務取扱 

文化政策部長兼図書館長兼博物館長兼  
遠野文化研究センター副所長 



－ 60 － 

いと思いますが、慎んでお悔やみを申し上げる

次第であります。一瞬にして御子息を失った御

高齢の御両親や御両親を失い、残酷な現実を今

も受け入れることのできない幼い子どもにかけ

る言葉が見つからず、心が痛むばかりでありま

す。 

 また、被災を受けて家屋や生活のすべてを失

い、避難生活を余儀なくされている被災者の皆

様の御辛労ははかり知れず、心からお見舞いを

申し上げる次第でございます。１日も早く平穏

な生活を取り戻すことができますよう、心から

お祈りを申し上げます。 

 震災後、いち早く対策本部を立ち上げ、市長

を先頭に職員の皆様が昼夜にわたって市民の安

全・安心を確保するために、限りない御努力を

傾注され、さらには多くの市民の力を結集して

後方支援の役割を見事に果たしてこられたこと

に高いところからではございますが、改めて敬

意と感謝を申し上げます。本当に御苦労さまで

ございます。 

 それでは、通告に従い、私は３点の一般質問

をさせていただきます。なお、昨日からの同僚

議員の一般質問と重複する点、多々あると思い

ますので、できる限りその内容を伝えることが

できるように要点を絞りながら質問させていた

だきますが、御当局にはその趣旨を御理解賜り、

御答弁いただければ幸いに存じます。 

 第１点目でございます。遠野市における防災

計画等についてお伺いをいたします。 

 遠野市では、有事に備え防災計画等に基づき

市民の生命と財産を守るべく、その対策を常に

意識しながら行政としての事務事業を粛々と実

行していると思われますが、市内においては地

すべりや急傾斜地崩壊など土砂災害の危険性が

高く、早急な防災対策が問われている箇所があ

ると認識をしております。 

 このたびの大地震を受け、当市としてそれぞ

れの計画に基づいた対応が図られたと思います

が、地表に亀裂が入るなど実際に危険を含む被

害の傷跡が見られると聞いております。その後

の検証結果はどうであったのか。 

 他では、先日の台風による大雨や強風により

被害を受けられた方々も多いわけで、今の遠野

市においては対岸の火事として見過ごすわけに

はいきません。いまだに続く余震や将来必ずや

来ると予想されております大きな災害に備え、

今回の検証結果は活かされていかなければなら

ないと思いますが、その結果と今後の対策とし

てのソフト、ハード面に対するお考えをお伺い

いたします。 

 また、公共交通施設等の交通規制などで災害

発生時に市民の安全確保が困難になり、孤立状

態を招く地域もあり得るのではというふうに危

惧されます。車両の通行規制で緊急時の対応の

際に防災計画とそぐわない箇所があるのではな

いかと心配され、市民の中には災害時に対し、

不安を抱き、不便を感じながら生活していると

伺っております。例えば、踏み切り施設なども

その一つとして上げられますが、当市として市

民を守るための防災対策とのかかわりの中で、

どのように受けとめておられるのかをお伺いい

たします。 

 予想をはるかに越えたこのたびの大災害を目

の当たりにし、改めて課題が持つことの重大性

を再認識したものであります。長年の課題を先

送りすることなく、解決に向かうべきときに至

っていると痛感しておりますが、これからも遠

野市が市民に対して安全・安心の提供を継続す

るためにも、防災に対する強いを意思を持って

臨むべきだと思いますが、お考えをお伺いいた

します。 

 次に、第２点目でございます。遠野遺産の認

定と保護活動の推進についてであります。 

 私たちの住むふるさと遠野にはどんな宝物が

あるだろう。自分の住んでいる地域を見つめな

おし、改めてふるさとのよさを知る。もっと遠

野を好きになる。子どもたちに遠野の宝物を伝

えていきたい。そんな取り組みとして当市では

平成19年４月から遠野遺産認定制度の制定が図

られ、市民と行政の協働による保護や魅力ある

地域づくりを推進しており、その成果は高い評

価につながっております。現在では、遠野の宝
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物は107件を数え、次世代の子どもたちに伝え

ていく仕組みが着々と実を結んでおります。 

 しかし、本制度は地域など団体による推薦に

よって審査され、認定されることとなっており

ますが、市内にはさまざまな分野で将来に伝え、

残していかなければならない貴重な財産などが

多くあると実感しております。地域や団体にと

らわれず、市民から見て遺産として後世に伝え

残すために推薦したい場合の受け皿として、本

制度の中で支援すべきではと思うのであります。

例えば、産業等でも歴史に名を残すような貴重

な名勝跡地もあると認識しております。 

 100年から、さらに100年後へと、間違いなく

伝え残すために、そして、新たな100年を築き

伝えていくための遠野遺産認定制度を期待し、

そのお考えをお伺いいたします。 

 ３点目でございます。交通環境の整備につい

てお伺いをいたします。 

 本市では、市民生活の安全・安心、市民の利

便性の向上を確保するために市道の整備を推進

しているところでありますが、宮守町新町町上

地区は学校や老人福祉施設、医療機関が存在し、

市道粡町町上線の朝夕は宮守駅の利用者はもち

ろんのこと、自動車の交通量や幼児から高齢者

まで幅広い歩行者の多い地域であります。 

 当該路線は一部歩道が未整備の状況で経過し

ており、冬期間においては積雪により特に道幅

が狭くなり、車のすれ違いや歩行者の通行に一

層危険性が高まります。車道はわだちができ、

歩行者が車をよける足場は滑り、転倒による重

大な事故にもつながりかねない状況にあります。 

 中学校再編も市民の深い御理解のもとに順調

に推移している中、生徒の通学路としてもさら

なる安全対策が求められております。部活動等

により薄暮時の通学利用も考えなければなりま

せん。このような厳しく悪条件の中にあるため、

市民の交通安全確保を図るという観点から、歩

道の整備が急務と思われます。このことは市民

の長年の希望でもあったことから、改善整備に

向けた取り組みをすべきと思いますが、御当局

のお考えをお伺いし、私の一般質問とさせてい

ただきます。 

○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）  おはようございます。

多田勉議員の一般質問にお答えいたします。 

 質問の冒頭に３月11日に発災した東日本大震

災、多くの犠牲者の皆様、そしてまた、復興に

向けて立ち上がっている被災者の皆様にお悔や

みとお見舞いの言葉があったわけであります。 

 そして、また、それぞれ遠野市も被災を受け

ながら、市職員も災害対策という名におきまし

て後方支援活動、そしてまた多くの市民の皆様

も、３万人の市民の皆様が文字どおり心を一つ

にしてそれを支えていただいた部分に対するお

話があったわけでありますけれども、改めて私

からもこの犠牲になられた多くの皆様にお悔や

みを、そしてまた、復興に向けて頑張っている

被災地の住民の皆様にお見舞いを申し上げます

とともに、１日も早い復興の形が見えるように、

これからも遠野市としての支援活動を続けてま

いりたいというように思っておりますので、よ

ろしくお願いを申し上げたいと思っております。 

 それでは、大きく分けて３点にわたっての御

質問を承りました。防災計画におけるこの急傾

斜地の土砂災害の防止対策が問われるのではな

いかということと、それから遠野遺産の問題、

そして交通関係の整備ということであったわけ

であります。 

 この遠野市における防災計画という中にござ

いまして、今でも記憶に新しいところなわけで

ありますけれども、宮城内陸地震、そして４月

であります。これは平成20年６月でありますけ

れども、岩手・宮城内陸地震があったわけであ

ります。そして、同７月には今度は岩手県沿岸

北部地震、さらにはこれに追い打ちをかけるよ

うに大雨等によりまして、農業施設や土木施設

も被害に遭ったということであります。 

 また、これも記憶に新しいところであります

けれども、21年７月でありますけれども、今や

当たり前の言葉になっておりますけれども、ゲ

リラ豪雨という地球の気象変動の一つではない
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かと言われておりますゲリラ豪雨によりまして

土砂災害が発生しまして犠牲者が出たというこ

とで、このような経過を踏まえまして県の土木

センター、市の建設課、それに消防本部も入り

まして土砂災害警戒区域指定箇所53カ所を目視

でもって点検調査を行ったというひとつの経過

があります。 

 また、平成22年６月25日には、これもまた、

それぞれ市内の社会福祉施設、避難場所、公共

施設等を県の土木、農林振興センターの職員、

建築主事、警察官、砂防ボランティア協会員、

消防本部職員が合同でパトロールも行ったとい

うような経緯もあります。 

 ちょっと数字を申し上げますと、遠野市の中

における土砂流出防備等の保安林、これを目的

とする保安林は242カ所、104.1平方キロありま

す。それから、土石流発生危険区域は559カ所、

それから山腹崩壊あるいは崩壊土砂流出危険区

域が105カ所、急傾斜地崩壊危険箇所は227カ所

で、こういった数にすれば多いわけであります

けれども、広大な市の面積でありますからこの

ようなことが一応チェックされておると。 

 こういったものにつきましても、震災発生後

直ちに緊急点検を行っておるということであり

ます。定期的な調査を実施しながら災害予防に

努めておると。これは当たり前といえば当たり

前のことなわけでございますけれども、箇所と

して指定するだけじゃなくして、そのようなも

のをこの震災発生後にも緊急点検を行ったとい

うことでありますので。 

 そして、また、これは本当に油断ができない

というように、私自身も日ごろから職員にもひ

とつ緊張感を持ってほしいということを呼びか

けているわけでありますけれども、この３月11

日の本震と申しますか、地震発生以来５強が３

回、それから震度４が17回、さらにはいうとこ

ろの震度１、２も含めまして要するに余震と言

われるものがこの３日までに662回を数えてお

るというような数になっているわけであります。

非常にこの部分におけるものとしてよほどの緊

張感を持たなければ、という部分は私もいつも

話はしているわけでございますけれども、こう

いった662回もの余震が続きますと震度３ある

いは４でも、ああ、またかというような感じに

なってしまっているという部分もあるわけであ

りますので、そういった点でも慣れといったも

のも気をつけなきゃなりません。 

 そして、これからこの地盤等が──これだけ

の数でありますから、地盤等が緩んでおると。

そして、梅雨を迎え、台風シーズンにもなって

くるということで、御指摘のとおり災害につな

がる危険性は多くあるということになろうかと

思っておりますので、県のほうでもこういった

部分につきましては、県の砂防課のほうからも

我々市町村に対しまして５強以上を観測した市

町村に対し、いうところの危険箇所の緊急点検

を行うと。そして、当市でも緊急性の高い10カ

所の危険箇所を点検したと。それから、この６

月16日でありますけれども、県と合同によるパ

トロールも、点検を実施するということにして

おります。 

 そういったことにつきまして、通常のこの定

期的な点検、パトロールに努めるということ。

そして、御質問のありましたとおり孤立状態に

招くおそれのある地域に関しまして、特にもこ

の避難対策の今回の震災でも私どももこれをい

たく感じたわけであります。50カ所の避難所を

開設したわけでありますけれども、この中には

孤立を招くというような、幸い大きな土砂崩れ

等はなかったわけでありますから、まったく本

当に幸いであったわけでございますけれども。

いつ、どんな形でこの孤立状態に陥るかという

ことはわからない箇所もかなりの数あるわけで

ございますから、こういった分につきまして、

改めて点検の中から早急に対策をとれるところ

はとるというような中における、いうところの

スピード感を持った対応をしてまいりたいとい

うように思っておりますし。 

 御指摘のありました地域防災計画の見直しの

中で、既にきのうの質問でもお答え申し上げて

おりますけれども、防災会議を招集いたしまし

て、今回の震災の中における教訓をきちんとこ
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の地域防災計画に反映させようという中におけ

る作業を進めておりますから。ただ、作業を待

っているというわけにもいきませんので、もう

梅雨のシーズンにも入ってきておりますし、ゲ

リラ豪雨もいつ来るかわからないというような

状況にもあるわけでありますので、そういった

ようなことを踏まえた対策といったものにより

一層強めてまいりたいというように思っており

ますので、御了承いただきたいと思っておりま

す。 

 それから、遠野遺産の認定と保護活動で、御

質問の趣旨は地域など団体による推薦によって

審査され、認定されると。しかし、市内にはさ

まざまな分野で貴重な財産がまだまだあるんじ

ゃないかと。もっと地域団体にこだわらず、も

っと幅広くこの制度に取り組んではいかがかと

いうような提案も含めての御質問というように

承ったわけであります。 

 これは御承知のとおり、平成19年４月から市

独自の新しい文化財保護というよりも、私自身

はこの遠野遺産認定制度は地域づくりにもって

いきたいというようなひとつの中におけるもの

として条例化を図ったわけであります。 

 当時、文化庁にこの話を持っていったところ、

担当の当時の文化庁の次長さんでありましたけ

れども、これは非常にいいことだと。ひとつの

文化財行政というのは、県教委があって、そし

て文化庁があってという中における国、県、市

町村の中で、そしてお墨付きをもらって文献が

ある。ちゃんと資料もある。ちゃんとこれ貴重

なものだということがちゃんと確認された上で

いうところの重要文化財であるとか、国の指定

の文化財になるとか、県指定の文化財になると

いう中における行政としての流れがあったわけ

でありますけれども、この遠野遺産認定制度と

いうものはそういったものじゃなくて、市民が

文字どおり、これは自分の地域にとって大切な

文化財なんだという中における取り組みと。し

たがって、この文化行政のひとつの地方分権に

もつながる取り組みではないかというような評

価もいただいたというような、思い出しており

ますけれども。 

 そういったことから考えますと、ただいまの

多田勉議員のこういったもう少し幅広く、そし

て市民の目線に立って、そして後世に残す、何

と申しますか、大事なものは文字どおり市民の

目線で大事にしていったらいいんではないかと

いうものにつきましては、そのような形で──

もともとがそのような形でスタートした制度で

ありますから、そのようにもっていくという部

分については、十分にもう検討しなければなら

ないのかなと。 

 いずれ、市民によって保護されるという部分

で、これは条例の第３条にもそういうようにう

たっているわけでありまして、それぞれ107件

のこれまでの取り組みもそのような形で行われ

ている中において一定の成果を上げてきており

まして、去年でしたか宮守町塚沢地区で遠野遺

産が一つ認定になったと。塚沢地区では初めて

だと、これで塚沢地区のまとまりが何かできた

ような気がするという、敬老会の席上で参加し

てきた敬老会のお年寄りの方から大変喜ばれて

酒を酌み交わした覚えがありますけれども。や

はりそのようなひとつのものがこの遠野遺産認

定制度の中で、市民協働という中において、そ

れこそ後世に伝わるということになるんじゃな

いかなと思っておりますから、ただいまの御提

言等を踏まえながら、もう既に19年から一定の

経過を経て、もう既に107件ということにもな

っておりますので、この先般、これの担当課の

ほうに聞きましたら、まだ、こういういろいろ

検討というか、対象に上っているのが30件、40

件とまだあるというような話もされておりまし

たので、随時そのような形での取り組みの中か

ら遠野の地域づくりのひとつの仕組みとして、

この遠野遺産認定制度を大事にしていきたいと

いうように思っているところでございますので、

よろしくお願いを申し上げたいというように思

っております。 

 それから、この４月に立ち上げた遠野文化研

究センター、幅広く遠野のこの自然、歴史、文

化、風土の中における地域文化の掘り起こしと、
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いうなれば調査、研究も含めたものにしようと

いうことで、議員各位からも御理解いただきま

して、遠野市文化研究センターといったものを

立ち上げ、赤坂憲雄先生を所長としてお迎えし

ているわけであります。この12日には、文化に

よる復興支援という中における取り組みも行お

うということで、あえりあ交流ホールにおきま

して高田とか、山田町とか、大槌の博物館とか、

そういった文化財関係に取り組んでいる皆さん

もお招きしながらフォーラムをやろうというこ

とで、文化によるこの後方支援といったような

切り口も多分遠野市がこれを初めてではないの

かなというように思っておりますので、そうい

った部分における取り組みの中におきましても、

きちんとした遠野の役割といったものも果たし

ていきたいというように思っておるところでご

ざいますので、つけ加えさせていただきます。 

 それから、３点目の交通環境の整備という中

における宮守町粡町町上線のお話がございまし

た。 

 これも御質問の趣旨、聞いておりまして、こ

れまでいろいろ「市長と語ろう会」あるいはあ

るいろんな区長さん方との意見交換会等もあり

ましたし、中学校再編もただいま御質問にあり

ましたとおり、本当に市民の皆様、各地域の皆

様には重い重い決断もしていただきましたし、

また、議員各位も特別委員会を立ち上げ、この

問題については正面から取り組んでいただいた

という中で、一定の方向性を見出すことができ

たわけであります。 

 改めてこの場をお借りいたしまして、この中

学校再編問題にもきちんとした中における教育

環境を整えなきゃならないということで、今、

教育委員会を中心に準備というか、作業を進め

ておりますけれども。この通学路の安全対策の

ためということにつきましての町上線につきま

しては、正直申し上げますけれども、この分に

ついてはこの歩道の必要性といったものについ

ては、今、申し上げたような場ではちょっと話

がなかったからやらないという意味じゃないん

ですけれども、具体的には私自身も承知してい

なかったということを正直に申し上げたいとい

うように思っておりますので。担当部長には現

状、どうなっているのかというような形でのき

ちっと検討を命じておりますので、この問題に

つきましては担当部長のほうからどういうよう

な状況であるかについては御答弁申し上げます

ので御了承いただきたいというように思ってお

ります。 

○議長（新田勝見君）  立花環境整備部長。 

   〔環境整備部長立花恒君登壇〕 

○環境整備部長（立花恒君）  それでは、命に

よりまして交通環境の整備についての答弁をい

たします。 

 宮守町粡町町上線は、粡町線と接続して宮守

町の市街地を形成する路線であります。 

 粡町線については、地域要望にこたえ、歩行

者の環境改善を兼ねた道路の側溝の改修を平成

21年度から実施しております。この地区で通学

する児童生徒の数は、小学校６名、中学校で29

名となっております。 

 この町上線については、平成６年度から９年

度にかけまして歩道を一部整備してございます。

この地区の南側には歩道を整備された国道283

号、あるいは東側には上宮守線があり、道路の

ネットワークが構築されております。 

 当路線の道路幅員は約6.5メートルで、両側

に家屋が隣接しているため、現在の状況での歩

道の整備をした場合、車道幅を狭めなくてはな

らなくなり、通行規制を行わざるを得なくなる

ことが想定されます。 

 御指摘のあった歩道整備については、先ほど

市長が答弁したように後期の総合計画、後期基

本計画にも事業登載されていない状況でござい

ます。冬期間の除雪による不便さがあるとは伺

っておりますが、その点に関しましては適切な

除雪に努め、歩行者の安全確保に配慮した維持

管理を行っていきたいと考えております。 

 したがいまして、御指摘のあった歩道に関し

ては今後の状況や市民からの要望を加味した上

で考えてまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 
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○議長（新田勝見君）  次に、進みます。 

 ４番菊池由紀夫君。 

   〔４番菊池由紀夫君登壇〕 

○４番（菊池由紀夫君）  おはようございます。

４番、振興会の菊池由紀夫です。通告に従いま

して一般質問を行います。 

 大震災により市内でも多くの工場事業所や公

共施設、そして多くの家庭で被害を被りました。

そして、この上なく悲しいことは大震災に起因

して発生した大津波によって市民の尊い人命が

失われたことです。 

 また、沿岸地域との交流が深かったことから、

市民の皆さんの中には肉親を失われたり、縁故

の人々が甚大な被害を被り、この上ない悲しみ

の中におります。私自身、いとこを亡くしてし

まいました。大震災の発生により被災された多

くの皆様に心より哀悼の意を表し、心からお見

舞いを申し上げます。 

 過去に例を見ない甚大な災害に直面し、多岐

にわたる懸案事項に的確に対応している地方行

政を担う各県の知事さん、あるいは市町村の首

長さんの取材に対するコメントはしっかりと地

域に根ざして一語一語、心を強く打つもので、

国政の混乱に対してもかつてない言葉でしっか

りと対応するよう強い口調で発言されています。 

 本市においても、被災対応とあいまって後方

支援の極めて重要な責務を担い、本田市長みず

から陣頭指揮に当たり、内外に極めて高い評価

を得て、日本の防災危機管理上特筆すべき事績

を示されたことは、長く長く後世に縁が結ぶ復

興へのきずなとして規範となります。また、市

民の皆さんも一人ひとりがその一役を担ったと

私は思います。 

 先日の新聞に、陸前高田の志田さんが遠野で

田植えをした記事を皆さんも目にされたことと

思います。私はこの記事に触れたとき、改めて

米というものに対する人間の思いの強さ、ああ、

やはり日本人は稲作農民だなと思いました。１

年に１度、５月の中旬までの土曜日、日曜日に

田植えの日を設定して、普段勤めに出ている人

もこの日だけは家族総動員で、最近家族の中で

余り目立たず、めっきり出番が少なくなった家

長の指示で仕事をします。きっと皆さんもそう

だと思います。 

 今、どの方向を向いても納得できる課題解決

策を見出すことが困難な社会、政治経済状況の

中にあって農業の分野においても課題が多く山

積しております。 

 改めて、22年３月に示された農林水産振興ビ

ジョンを見ますと、３の政策別計画でも米の生

産は国の農業政策の管理下で生産調整が行われ、

昭和45年から続く転作や米価の下落等により、

大規模経営を除き所得の確保が期待できない現

状となっており、水稲を中心とした農業を続け

る本市において、農家所得の低迷により後継者

不足や人口流出により農村活力の低下を引き起

こしています。 

 まさに厳しい日本の水田稲作の現状が記述さ

れているように、本市の農業の基礎的な条件と

なっていた水稲を中心として畜産・野菜・花

卉・工芸作物を有機的に結びつけた複合経営体

が価格の低迷等によって崩壊し、組みあわせる

ことで経営体系それぞれの部門を補完し、小規

模でもある一定の農業生産で確保できた収益を

維持できない現状にあります。個別所得補償が

実施されても焼け石に水で再生産に意欲を持っ

て取り組める現状ではありません。 

 私は昭和57年から４人共同で機械利用組合を

組織し、田植えから収穫、乾燥調整に必要な農

業機械を共有化して受委託の面積が組合員の15

ヘクタールを含めると、25ヘクタールほどにな

ります。発足当時から補助金とか助成金に頼ら

ずに今日に至ったことから、内部留保する余裕

は全くありませんが、家畜を飼っていることか

ら牧草の刈り取りからラッピングまで一連の機

械も組合で所有しています。一つの部門が障害

を受けても他方でカバーする機能を持っていま

す。まさに、それは本市の大部分の農家が営ん

でいる水田複合経営の農業形態なのです。主軸

となっている水田農業米づくりが立ち行かなく

なれば、経営体の他の部門も同様に大きな影響

を受け、深刻な事態になると私は思います。 
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 そうした事態を回避するためにも、タフ・ビ

ジョンは農・畜・林業の振興主要事業に万般に

わたり45項目の事業を強力に推進しており、そ

の成果が今後の本市農業の明るい未来を展望で

きるよう、強く切望するものです。 

 さて、今回、東日本が大きな災害に見舞われ、

原発のいち早い終息が国家的課題となっている

わけですが、その時期が一体いつになるのか、

見当もつかない状況にあります。農業の分野で

も先の見えない困難な状況にあって、せめてそ

の影響を受けていない地域がしっかりと生産に

取り組み、安心して食べられる農作物を供給す

ることが喫緊の課題と考えます。 

 日本の農業、とりわけ北日本の農業は厳しい

自然環境にあることから幾多の自然災害に見舞

われながらも再起を果たして今日に至っていま

す。 

 そうした中、慣行栽培によらないで作物や土

壌が持っている本来の力を発揮させて栽培され

る農作物に大きな関心が寄せられて、より安全

な食物を要求する消費者に受け入れられていま

す。差別化されたそうした農作物の需要が確実

に高まっていますし、今回のような広い範囲に

わたる災害の発生と、被災した地域で正常に農

業生産に取り組み、安全な食料を生産できるか、

めどすら立たない状況に置かれていることから

も、その要求は急速に高まっていくものと思わ

れます。 

 アストで推奨する化学肥料を減らし、有機堆

肥で米の成長に必要な成分を確保する方法も、

差別化してそれを地域全体で取り組めば、立派

な減農薬のブランド米になります。幸いなこと

に、当市にはさらにこだわりを持った特別な手

法により取り組まれている優良な事例が多くあ

り、継続して取り組まれております。その取り

組みは決して興味本位ではなく、本当のものを

つくる決意と信念だと私は思います。化学肥料

を一切使わない栽培、必要最小限の農薬のみ使

用する低農薬栽培、有機質のみを栄養とする有

機栽培など多岐にわたります。 

 遠野の農業が零細ながら水田農業を主軸に据

えて営まれてきた複合経営形態から、基盤整備

により集約された営農組合を組織して取り組ま

れる地域、他方の沢では牛を飼い、畑作物を栽

培し、有機複合経営をかたくなに守っている地

域もあります。そうした遠野の各町にある澤沢

の地域の人たちが一丸となって取り組める体制

づくりを強力に施策誘導していくことが極めて

意義のあることと私は思います。 

 ある県の知事さんは、今回の大震災を受けて

復興後の農業について、水田稲作から畜産・施

設園芸への転換を示唆しております。治山治水

を無視した見返りは必ず災害をもたらします。

農業に対する多様な考えがあり、選択する自由

はありますが、時の先導者の選択によって将来

に誤りない道を先頭に立ち、力強く踏み出すこ

とが求められていると考えます。 

 遠野の自然・文化、置かれた環境を生かした

水田稲作、慣行栽培によらない澤沢の特性を生

かしたその地域で生活する老若男女が生き生き

暮らす遠野スタイルの農業が、しっかりと各市

内で展開できる施策誘導を強力に推し進めるこ

とが重要な課題であると思いますが、水田農業

に関して市長の所見を伺いたいと思います。こ

の水田農業１点に絞って今回は一般質問をさせ

ていただきました。 

○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）  菊池由紀夫議員の一般

質問にお答えいたします。 

 農業問題、特にもこの東日本大震災を受けて

の食料としての農業、そしてまた、地域特性を

生かしての農業のあり方といったもののまさに

御提言を踏まえての御質問と承りました。 

 御質問の前に、この東日本大震災、多くの犠

牲者の方が出たと。そしてまた、今なお復興に

向けて避難所生活をしながら懸命に頑張ってい

る方々もいるという中にございまして、当市の

市民の関係者の皆様にもそれぞれ親戚やあるい

は友人といった中における犠牲者の方もかなり

の数であろうと。そしてまた、当市で在住して

おりまして発災当時被災地のほうに勤務してお
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った方、８名尊い命をなくされているわけであ

ります。改めて心より哀悼の意を申し上げ、そ

してまた、被災地の皆様が復興に向けて力強く

立ち上がることを遠野市としても支援してまい

りたいというように思ってございますので、た

だいまこの菊池由紀夫行議員の中で、そういっ

た市民の皆様一人ひとりが地域の声の中で後方

支援活動も行ったではないかというようなお話

もいただきました。これを私どもも重く受けと

めながら、これまで以上になお一層市民の皆様

の力と一緒になりながら対応してまいりたいと

いうように思っているところでもあります。 

 そして、また、この陸前高田市の志田さんの、

私も新聞で拝見いたしまして、この大震災の中

において遠野の田んぼがそのような中で被災地

の農業に携わっている方々のひとつの大きな力

強い後押しになっているんだなあということも

感じまして、このような取り組みといったもの

も遠野としての役割としてもあったんだなあと

いうことも知るところとなったわけであります。 

 課題解決がなかなか見通しが見えないと、本

当に私もこの市長という仕事をしておりまして、

そのことをいやというほど実は感じております。

なぜ、もっとスピード感のあふれるやること、

やらないこと、やるべきことといったようなこ

と、そしてまた、被災地の首長さんをはじめと

するそれぞれ新聞、テレビ、メディアを通じて

のコメントについてのお話も今ありましたけれ

ども、私もこういう立場にあってそれぞれの被

災地の皆様のあの懸命な現場で陣頭指揮を取っ

ている皆様の思い切ったものを考えますと本当

に心が痛む思いであり、また、何とかならんの

かなというような切ない気持ちになることがあ

るわけでありますけれども、それはやはり多く

のそれぞれの住民、市民の皆様のお力の中で結

集をしながら、これを越えていかなきゃならな

いではないのかなというように思っているとこ

ろでございます。 

 先ほど菊池由紀夫議員からさまざまお話があ

りましたので、私も所感の一端を申し上げさせ

ていただきました。 

 さて、この農業問題一本に絞ってということ

でお話がありまして、この東日本、終息につい

てなかなかいうところの見通しが立たない。福

島第一原発の問題なども本当に連日、多くの新

聞、テレビ等の時間を割いて報道されておりま

す。全く見通しが見えない。その中で安心した

農業ということで、北日本そのものは厳しい環

境の中でこれまでも頑張ってきたという、ひと

つの慣行栽培というものから思い切って地域の

特性を生かした遠野スタイルのひとつの農業の

あり方、米づくりのあり方というものをひとつ

の決意と信念を持ってやったらどうかというよ

うな形での私へのひとつの問いかけであったと

いうように受けとめたところでもあります。 

 その中で、タフ・ビジョンといったものも設

けながら、その前はアストといったものを組織

しながら、何とかこの遠野に一次産業、耕畜連

携の中における産業振興を図ってまいりたいと

いうことで取り組んできているわけであります

けれども、正直なところなかなかそれが具体的

な数字というものになってあらわれてくるとい

う部分については、何と申しますか、ひとつの

結果としてはまだ得られていないというような

感じも持っているところであります。 

 食糧としての米の大切さという部分につきま

しては、この後方支援活動の中にありましても

本当にそのことが私どもも改めて、これも知っ

たと。被災地の皆様へ、市民の皆様のボランテ

ィアで14万個以上の炊き出しのおにぎりを被災

地のほうに送った。トン数にすると約140トン

というお米をその中で。そして被災地のほうか

らは──これは大槌町の方から私も直接お話聞

いたんですけれども、初めて米を食べたのは遠

野のおにぎりだったと、１個のおにぎりを２人

で分けて食べたという、本当にまさに涙なくし

ては聞けないような、そのような被災地の現場

であったわけであります。それが、米という中

において、それを、このおにぎりというものに

なって可能になったと。保存も効くという部分

もありますから。そういった命をつなぐという

部分にこれはなった。まさに食糧であります。
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農業が食糧産業として命の産業だと言われてお

るわけでありますけれども、まさに１個のおに

ぎりがそのことを如実に形に示したのではない

のかなというようにも思ったわけであります。 

 その中で食糧生産、これは私もこれは菊池由

紀夫議員も認識としては同じだと思うんですけ

れども、食糧生産の中における価値というもの

は当然あるわけでありますけれども、一方にお

いてはこの水田の国土保全機能も非常に重要で

あるわけであります。したがって、このタフ・

ビジョンの中でも耕作放棄地ゼロ宣言といった

ものをその中で打ちだしたというのは、やはり

国土保全といったようなひとつの価値もその中

に見出すというものであるんじゃないかなとい

うように位置づけているわけであります。 

 御質問にありましたけれども、中沢農業機械

効率利用組合の一つの事例ではないのかなとい

うように受けとめたのでありますけれども、農

業機械の共同利用や共同作業で効率的な農業経

営を行うなどひとつの実績を上げている。昭和

57年当時からこういった取り組みを行っておる

ということでありますから、この成果が確実に

上がっているということが、昨年の11月24日の

第２回の遠野市農林水産振興大会で農林水産業

賞の経営部門で表彰になったのではないかなと

いうように思っておりまして、このようにいう

ところの集落の中で創意工夫をすると。国や県

のという部分であっては私もこういう市長とい

う職の中にあって、すべて県や国の制度という

中に我々も今までの仕組みの中ではあったんで

はないかと。この仕事を通じていつもそのこと

を感じておるわけでございまして。 

 我々が我々の身の丈で創意工夫するという中

にあって、県や国を動かすというのもひとつ大

事ではないのかなというようにいつも思ってい

るわけでありまして、そのような視点でこの取

り組みなどを考えてみた場合においては、まさ

に創意と工夫をしながら地域農業の発展を目指

すという力に持っていっているわけであります

から、非常に大事なことではないかなというよ

うに思っております。 

 タフ・ビジョンには産地評価が高く、ブラン

ド化が進むまちというひとつの、七つの目標の

中にはそういうような目標も掲げておりまして、

市場や消費者から求められる米づくりを進めて

おるということで。これも御案内のとおり当市

にあっては30年以上にわたって大阪の米卸業者

の津田物産さんのほうが大口の出荷先としてお

つきあいをいただいているわけでございますけ

れども、これもこれはまた大事なことではない

かなと。 

 もう一方においては、御質問にありましたと

おり、この安心・安全というキーワードの中か

ら消費者のニーズにひとつ求める米づくりを行

わなきゃならないという部分にあっては、御提

案のありました水稲の栽培方法もさまざま多様

化してきている。これは地域特性を生かしたも

のとして取り組めるんじゃないのかなというよ

うに思っておりまして。 

 ちなみにこの東南部農業共済組合で把握して

いる慣行栽培以外の市内の水田面積、これは平

成22年でありますけれども、これを見ますと肥

料も農薬も使わない自然栽培へ取り組んでいる

のが５戸、５世帯であります。面積にしますと

約2.5ヘクタール。それから、有機質堆肥等を

利用し農薬を使わない栽培に取り組んでいると

いう部分が９戸、そして面積にしますと４ヘク

タール。それから合鴨農法が４戸、2.7ヘク

タール、鯉農法が1戸、1.5ヘクタールというこ

とで、合計しますと10.7ヘクタールというよう

な部分での多様化といったものもその中に見え

ている。これは東南部農業共済組合で把握して

いるものでありますから、まだ、あるいは現実

にはまだあるかというようには思っております

けれども。このような取り組みは実は徐々に拡

大もしてきているという傾向にもあります。 

 やはりこの安心・安全な農産物を求める消費

者ニーズにあわせ、そしてそれを生産者が工夫

するということが非常に大事で、それでもって

付加価値をつけた販売を行うということが本当

に大事じゃないかなと思っておりまして、私も

さまざま何度も青森のほうにも行ったり、ある
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いは講演も聞いたり、いろんな形で御指導いた

だいております青森県の木村秋則さん、奇跡の

リンゴの木村秋則さんからもいろいろ教えてい

ただいてというか御指導いただいているんです

けれども。この遠野自然栽培研究会に18団体が

実行委員会を組織するというような流れも遠野

にも出てきているわけでありますから、こうい

った流れをひとつきちんとした確実な流れにす

るというような中において、多面的なと申しま

すか、いろんな栽培方法による取り組みといっ

たものの、ひとつの流れをつくっていくという

ものも大事じゃないのかなというように思って

おります。 

 慣行栽培以外の農法におきましては、これは

私から申し上げるのもちょっとあれでございま

すけれども、これ以外の農法についてはある程

度以上の技術や労力が必要だということも聞い

ておりますし、また、収穫量の問題にもつなが

ってくるということで、市内全体にこれを確実

なものにつなげていくというものについては、

まだ、課題が多いということもあろうかと思っ

ております。 

 私はこの堆肥センターのこの堆肥を利活用す

るという部分におきまして、市の堆肥センター

構想の中から市内に堆肥センターを設けている

わけであります。この可能な限り、この化学肥

料を低減しながら環境保全に配慮し、経費を抑

えた栽培方法を推奨していきたいというように

思っておりまして、堆肥センターは土づくりセ

ンターというような名前でもあれすると、非常

に大事なプロジェクトでありますので、この遠

野普及サブセンターでの実証実験した結果であ

りますけれども、水稲、麦、大豆栽培において

堆肥を活用した栽培で見ますと５割以上も肥料

代を低減したというような数字も出ているよう

でありますので、こういった点もひとつアピー

ルする場合におけるつながりではないのかなと

いうように思っております。 

 そういった中におきまして、市内にある五つ

の堆肥センターの役割もただいまの御提案の中

におけるものとすれば、ますます重要になって

きているというように思っておりますので、こ

れらのこの堆肥センターの状況を再度、農業活

性化本部に指示いたしましてきちんと検証して

ほしいと。そして、このネットワークを強化す

るという中における耕畜連携資源循環型農業と

いうことになろうかというように思っておりま

すけれども、そのようなものをタフビジョンの

中における米栽培における目指すべき姿として

位置づけながら取り組んでまいりたいというよ

うに思っておりますので、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）  10分間休憩いたします。 

   午前10時54分 休憩   

────────────────── 

   午前11時04分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 引き続き一般質問を行います。７番照井文雄

君。 

   〔７番照井文雄君登壇〕 

○７番（照井文雄君）  清風会の照井文雄です。 

 ３月11日に発災した東日本大震災により被災

された皆様に心からお見舞いを申し上げます。

そして、また、お亡くなりになった皆様に対し、

慎んでお悔やみを申し上げます。被災地の皆様

が１日でも早く、安心して安全な暮らしができ

ますことをお祈りいたします。 

 私の質問は昨日の同僚議員と同じような質問

と思うかもしれませんが、それだけ今６月議会

は千年に一度と言われ、歴史に残る大災害であ

り、我が遠野市においても郷土誌に残し、語り

つがなければならない重要な事柄の一つである

と思うのでございます。 

 それでは、通告に従い、一般質問をいたしま

す。大きく分けて２点ほどになるかと思います。 

 まず、最初の１点目は、東日本大震災の発災

後、まもなく３カ月が経とうとしております。

その間、市長を先頭に職員の皆様、そして市民

が一丸となって被災地の支援をした取り組みが

国内外からも注目され、次第に評価されつつあ

ります。特にも、発災当初は、市職員、消防団、
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自衛隊の皆様の不眠不休の支援活動に対し、市

民の一人として感謝とお礼の言葉を申し上げた

いと思います。本当に御苦労さまでした。あり

がとうございました。 

 近ごろ市外の方とお話をする機会がありまし

て、遠野市の取り組みはすばらしい、よいこと

をしていますねとほめられ、市民の一人として

遠野市を誇りに思うのは私一人ではないと思い

ます。 

 そこで、発災から３カ月が経とうとしており

ますが、このごろは個人的な知り合いやおつき

合いのある方々に対して、お見舞いや支援物資

の提供などを個人的にしている市民も多く見ら

れるようになってきており、日増しに被災者の

要望や行政の要求の変化など、被災地に対する

支援の仕方が変わりつつあると思われますが、

今後、遠野市の後方支援はどういう取り組みを

するのか、およそいつごろまで続けるのか、お

伺いいたします。 

 次に、２点目として東日本大震災発災後にお

いて、遠野市健全財政５カ年計画の見直し等は

あるのか、今後どのような対策を進めるのかに

ついて伺います。 

 まず、農業、林業についてでございます。昨

年タフ・ビジョンが策定され、ことしも野菜の

種まきや種苗の植えつけ、田植えなどが終わり、

収穫を楽しみにしているところでもありますが、

マスコミの報道は毎日原子力の被災者と津波の

被災者の報道であります。心が痛み、涙が出そ

うになるのは私だけではないと思います。市民

の皆さんが心配をしていることが遠野市でもあ

るのか、そういう市民がたくさんおります。遠

野市の農産物が売れるのか心配だという農家の

方がたくさんおります。市民の皆様が心配して

いることが遠野市でも実際はあるのかどうか、

お伺いしたいと思います。 

 次に、市内の誘致企業の雇用について伺いま

す。 

 市内の誘致企業も東日本大震災の被害を受け

られ、操業もまだ100％の状態ではないと聞い

ております。数千万の融資を受けて工場を修理

しているところを視察いたしました。来年の３

月までは受注がいっぱいなので、４月に沿岸の

方を４名、市内から２名の採用をしたことを聞

き、安心をしてきたところでございます。津波

被害を受けた沿岸部の企業が内陸部に工場を移

したいと考えていると聞いております。 

 昨日の同僚議員の質問の答弁では、工業団地

の用意があるということでしたが、経営者の中

には経費を極力小さくして、早く操業したいと

考えている方もいると思います。当市には工場

の廃屋がいたるところにありますが、それをそ

のような企業にお世話し何とか経費を小さく操

業をさせるような手助けはできないものか。遠

野市に被災地にあった企業を移すことは職を失

った被災者の雇用にもつながると考えるが、市

長の考えを伺います。 

 次に、観光について伺います。 

 昨年は遠野物語100周年ということで、たく

さんの観光客が当市に訪れ、市民もおもてなし

の心でお迎えをして、一緒になって100周年を

祝ったものでした。ことしは昨年の余韻が残っ

て観光客が来るものと期待をしているところで

もありました。３月11日の大震災により当市の

観光施設も被害を受けました。この震災により

市内の国道は復興支援者の車両や工事車両でい

っぱいであります。通常の倍以上の車の量では

ないかと思っております。観光施設に人影はと

いうと通常の半分以下の人数ではないでしょう

か。 

 復興が一段落すると一気に激減の現象となる

のは目に見えていることでしょう。 

 そこで何ら成り行きに任せてよいものでしょ

うか。遠野の季節行事に被災地の皆さんを招い

ての交流はできないでしょうか。被災された方

を元気にする取り組みをするべきと考えますが、

市長のお考えを伺います。被災された方には、

隣町が元気になるのを見てうらやむ心を持つま

で落ちぶれてはいないと、言っている方もおり

ます。その土地の誇りがあるのでしょう。 

 以上で私の質問といたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 
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   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  照井文雄議員の一般質

問にお答えいたします。 

 まず、質問の冒頭、この３月11日の東日本大

震災、被災された皆様へのお見舞いとまた、お

亡くなりになりました多くの犠牲者の皆様への

お悔やみの言葉もあったわけであります。また、

質問の最後にこの被災地の皆様が、この隣町が

元気になるのを見て羨む心を持つまでは落ちぶ

れていないと言ってるぞという、そのような質

問の中にありました。 

 私もこの被災地の皆様といろいろ、さまざま

な立場の中で懇談をしたり、情報を聞いたりし

ておるわけでございますけれども、全くそのと

おりであります。何とかしてもとの町に戻そう

という気概で頑張っているわけでありまして、

したがいまして、であるがゆえにもっとスピー

ド感のある対策といったものが必要ではないだ

ろうかと。どう考えても遅すぎるというような

ことをいたく感じるわけでありまして、そうい

った中におけるこの一定のスピード感のもとに、

文字どおり復興に向けて１日も早く復興に向け

て力を合わせるという環境をつくるということ

が大事ではないだろうかと。それが多くの犠牲

になられた皆様へのひとつの答えとして出さな

かったならば、これだけの犠牲を出したという

ものがなんだったんだろうということになりか

ねないというようなことを痛切に感じるわけで

ございまして、そういうような形での御質問と

して承ったところであります。 

 既に発災から３カ月ということであります。

そして、その後方支援、まず文字どおり市民が

一丸となって取り組んだんではないかという部

分におきまして感謝と御礼の言葉ということも

質問の中にあったわけでありますけれども、ま

さに本当に御苦労さまでございましたと、あり

がとうございましたと、私も自衛隊や、まさに

消防隊、あるいは警察隊の皆様。警察隊の皆様

も検視という本当に大変な大変な死体検案とい

った大変な業務に携わっているわけでありまし

て、本当に御苦労さまでございましたと私も申

し上げたいというように思っております。もち

ろんそれを支えた３万市民の皆様にも文字どお

り本当に御苦労さまでございましたという言葉

でもって感謝を申し上げなきゃならないかとい

うように思っております。 

 ただ、まだまだ長い取り組みであります。非

常に通行車両もかなりふえてきておりまして、

本当に遠野の道路を走っているのかと錯覚を起

こしたくなるほどの車両の多さでありますから、

これからもなお一層交通事故などに注意しなが

ら、この復興支援といったものを支えていかな

きゃ、支援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。 

 さて、今後のこの遠野市の後方支援のあり方、

どう取り組みをするのか。また、いつまで続け

るのかということをお聞きしたいということで

ありました。 

 今般のこの６月定例市議会、これまでは６月

定例市議会は当初予算を編成した後間もないと

いうことで、ここ二、三年は予算を提案しない

中における補正予算のない議会として位置づけ

られておったわけでございますけれども、今般

はまさに待ったなしの対応ということで、６月

補正予算に所要の予算を提案させていただいて

おります。この中の大きな柱、もちろん遠野市

内でも本震と余震で500世帯以上の方々がやは

り被災を受けておりまして、瓦が落ちたとか、

あるいは窓ガラスが一部破損したとかという部

分がありますので、今般の中にもこういった罹

災した方々に上限でありますけれども10万円と

いう中における修理代ということになりますか、

そのような予算も含めて計上もさせていただい

ておりますけれども。 

 もう一方におけるこの被災者への、この被災

地へ対する後方支援ということにつきましては、

「縁がつなぐ後方支援プロジェクト」という中

に位置づけまして、医、医療ですね、健康医療、

それから職、これはただいまお話ありましたと

おり雇用といったようなもの、そして住、これ

は仮設住宅を含めての住環境の整備ということ

で医・職・住といったような中における生活再
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建支援ネットワークという中におきまして、柱

といたしまして位置づけたものとしております。 

 内容は六つのネットワークの中から13事業と、

そしてまた後方支援の拠点の提供ということで、

これは２事業ということで提案を申し上げて所

要の予算をその中で組み込んだところでありま

す。 

 それぞれ医・職・住の中におけるネットワー

クのそれぞれの事業の内容あるいは既存事業、

当初予算で計上したものあるいはこれまで継続

しておった事業、例えば一つはねっと・ゆりか

ごのような事業でもって被災地の皆様の妊婦の

方が遠野のねっと・ゆりかごを利用するといっ

た場合においても、市民と同様に取り扱うとい

うような部分における拡充ということも含めて

の予算を計上しておりますので、あすからの予

算等審査特別委員会にもちまして、それぞれの

この事業につきまして活発な議論の中からこの

事業といったものについてのひとつの審査をい

ただければというように思っております。 

 六つのネットワークの13の事業と後方支援拠

点事業としての２事業ということに位置づけて

おりますので、ひとつよろしくお願いいたしま

す。 

 「命の絆ネットワーク」、「暮らしの絆ネッ

トワーク」、「住まいの絆ネットワーク」、

「支援の絆ネットワーク」、「産業の絆ネット

ワーク」、「心の絆ネットワーク」といった中

にあるわけでございまして、間もなく３カ月に

わたるわけでありますけれども、これまでの救

援物資をとにかく送り続けるんだというものか

ら、完全にもう３カ月になりまして支援の内容

が変わってきているということにもなるわけで

ありますので、そういった点をこのミスマッチ

がないように対応していきたいというように思

っております。 

 稲荷下に設けております稲荷下屋内運動場に

展開しております稲荷下救援物資センター、こ

れは友好市町村のほうからの直接の遠野への、

それから政府のほうからも内閣府を通じまして

タイとかあるいはベトナムとかあるいは韓国だ

とか、そういったところからの大量の子ども用

の衣料だとか、さまざまな生活用品が直接遠野

のほうに搬送されてきておりまして、これはき

ちんと仕分けをしながら、これから仮設住宅と

いうようにどんどん入っていく。 

 今の仕組みからしますと、仮設住宅に入居し

てしまうと救援物資の、いうところの配給とい

ったものはそこじゃ止まってしまうと。もう自

立だというような中になってしまいまして、し

たがって、本当に一部らしいですけれども、け

さほど聞いた話では、仮設住宅に入ると救援物

資の中で、そしてまた、義援金もさまざまな生

活資金もまだきちんと配分されていないので、

購入する生活費もやりくりも大変だと。であれ

ば、もう仮設住宅に入らないでこのまま避難所

のほうにいたほうがいいという方もいるという

ことも聞いておるんです。 

 したがいまして、遠野のこの稲荷下屋内運動

場には私も土日半日ほどでしたけれども土曜、

日曜、様子を見にずっと行ってました。学生ボ

ランティアも含めて30名以上の市民ボランティ

ア、学生ボランティア、それからまごころネッ

トの方々が本当に懇切丁寧に20品目、時間は30

分という中において20品目を選ばなきゃならな

いと。そういった中で500世帯越えているわけ

であります。１日でもって500世帯。もちろん

さまざまな、それこそ家族の多い方もあればひ

とつの住宅が流出されなかったので、そこに３

世帯、４世帯と同居していると。共同生活して

いるという方々もいらっしゃるということで、

災害ボランティアセンター、まごころネットの

関係者の皆様とそこのきちんと情報を共有しな

がら、この稲荷下の屋内運動場における救援物

資センターのありようについてもきちんとした

位置づけをしながら、ひとつの仕組みを新たに

つくっていかなきゃならないのかなというよう

に思っております。これも必要なことではない

かなと思っておりますし、また、いろんな避難

者支援に対する各種制度の相談業務も非常に複

雑多岐にわたってきておりまして、まさに被災

者側の個々の実情にあった、適切な説明と助言
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といったものが必要になってきておりまして、

後方支援室を３月28日に立ち上げて５人の職員

をそこに専従という体制を取っているわけであ

りますけれども、この対応にほとんど１日がと

られてしまっておるというような状況でありま

すので、この後方支援室もしばらくは続けなき

ゃならないだろうなと思ってますし、稲荷下の

後方支援室をどのように位置づけて新たな仕組

みをどのようにもっていくのか。それから、自

衛隊をはじめ縮小にもうなってきておりまして、

運動公園も野球場もテニスコートも活用可能と

なりました。それから松崎のほうの白岩のサッ

カー場もこれもまもなく活用できるようになり

ます。宮守町の総合体育館も救援物資が入って

おりましたけれども、これも集中化を図ったと

いうことで町民の皆様の体育館としての利活用

もできるようになってきたという形で、徐々に

そういった点における後方支援活動についても

大きく様変わりと申しますか、徐々に変わって

きております。 

 ただ、これが６月から７月に入りますと、今

度はまた学生ボランティアを含めてさまざまな

被災地に入っての復興支援という流れがまた出

てくるんじゃないのかなというようにも思って

おりまして、大阪府はきのうの電話によります

と橋下知事も遠野入りをするというような情報

も来ておりますし、さまざまな形での──神奈

川県も遠野に拠点を置くというような話も出て

きておりますから、そういったところとどうマ

ッチングをしながら、調整をしながら、まさに

被災地の皆様の復興に向けての活動に支障がな

いように、県との文字どおり連携のもとにきち

んとしたコーディネートもするというのもまた

遠野の役割ではないかなというように思ってお

りますので、そのような形での御理解をいただ

ければというように思っております。 

 それから、この５カ年計画の中でという中に

おける発災後におけるさまざまな計画の見直し、

あるいは風評被害、タフ・ビジョンも含め健全

財政５カ年計画を含め大丈夫かというような御

趣旨の質問と受けとめたわけでありますけれど

も。これにつきましては、健全財政５カ年計画

等につきましては、きのうの菊池民彌議員の質

問に対してもお答え申し上げておりまして、ま

ずもって平成23年度の当初予算の見直しという

中から少しでも公共施設も含め、ふるさと公社

の水光園も含め、あるいは馬の里も含め、非常

に財源を必要とするわけでありますから、その

財源を見出すために23年度の当初予算の見直し

作業を進めておりますので、これらを含めなが

ら後期５カ年計画にも余り大きく影響を及ぼさ

ないように、あるいは健全財政５カ年計画も大

幅に見直しをしないという中におけるものとし

て対応できないかということを基本としながら、

いろいろ作業を進めておりますので、その作業

の経過あるいは結果等につきましては、また、

全員協議会等を通じまして議員各位にも御報告

を申し上げたいというように思っておりますの

で、御了承をいただきたいと思います。 

 それから、この安心・安全の部分で風評被害

といったようなものの中では、その辺はどうな

んだろうというような御趣旨の質問もあったと

いうように受けとめたところであります。 

 これにつきましては、被災を受けてという部

分にありまして、福島とはまた違うわけでござ

いますけれども、ないわけではなくて、また、

さまざまなものがなっているわけでございます

けれども、基本的にはそのような、心配される

ような状況にはないということになろうかと思

っておりますし、タフ・ビジョン等につきまし

ても、私は先ほどの菊池由紀夫議員の質問の中

でもある意味においては心強く思ったわけであ

りますけれども、遠野ならではこそできるひと

つのものがあるんだという、この地域特性を生

かした取り組みといったものの中から、このタ

フ・ビジョンに掲げた七つの目標、そこに少し

でも近づくような活動というか事業を展開して

まいりたいというように思っておりますのでよ

ろしくお願いを申し上げたいと思っております。 

 それから、この誘致企業の雇用問題の話もあ

りました。この雇用問題の部分につきましても

誘致企業の雇用というような中における取り組
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みでありますけれども、融資を受けながらこの

市内の誘致企業も東日本大震災の被害を受けて

から操業まだ100％の状態にないと聞いておる

というような認識だったわけであります。私も

発災以来、それぞれの誘致企業の工場を全部回

りました。まさにＳＭＣさんであるとか、ＹＤ

Ｋさんも含めまして誘致企業が大きく工場が損

傷を受けているということも確認いたしまして、

お見舞いを申し上げながらさまざまな形での情

報交換をしてきたわけでございますけれども、

大体はもう３カ月を経過いたしまして、フル操

業体制にもう入っているというようにも聞いて

おりますので、この部分については今、大きく

逆に、それこそ被災者の方々も含めての雇用と

いったものについて募集も開始しているという

ことを聞いておりますので、そういった部分に

つきましては地域連携雇用推進室を中心といた

しまして、こういった方々におけるミスマッチ

がないようなひとつのフォローもきちんとやっ

ていきたいというように思っております。 

 それから、被災地のほうからは空き工場、あ

るいは事務所を求める企業が相談あるいは打ち

合わせ等に来ているケースも今３社ほどありま

す。その中には、もう一つは新規に用地を取得

して操業を開始しようとしている企業もあると

いうことがありますので、この被災を受けた企

業に対しては一時的に被災地を避けて操業でき

るように仮設事務所や用地などの支援を、地元

に戻るまでに支援をしていきたいというように

思っておりまして、これが産業の絆ネットワー

クということになろうかというように思ってお

ります。 

 具体的な事業内容につきましては、きのう萩

野幸弘議員のほうに担当部長のほうからそれぞ

れの事業の内容については御答弁申し上げてお

りますので、予算等審査特別委員会のほうでの

さらなる御審議をまたいただければということ

をつけ加えさせていただきます。 

 それから、最後の観光客の激減による打開策

と。この中で成り行きに任せていてはよいもの

かというような御指摘もあったわけであります。

通常の半分以下だと。でも、決して成り行きに

任せているというつもりはないということで、

当初は３月11日の被災から私の記憶によります

と３月の20日あるいは３月いっぱいまではとて

もお祭りどころじゃないなと、もうこれは９月

の日本のふるさと遠野まつりもこれは自粛しな

きゃならないなと。夢花火、とてもじゃないが

そのような状況じゃないなというのが私自身も

ほぼそのような気持ちでおりました。多分議員

各位もそのように思ったんではないかなと思っ

ておりますけれども。 

 これが１カ月たち、２カ月、３カ月、被災地

の皆様の復興に向けての力強いそれぞれの声を

お聞きしたときに、これは先ほど質問にありま

したとおり、遠野も元気出さなきゃならない。

その遠野が元気になることによって被災地の皆

様も元気になるんだということで、それぞれ５

月に入りましてからいろんな馬力大会を皮切り

にいたしまして、まぬけ節、あるいは夢花火、

納涼まつりの納涼夢花火、そして日本のふるさ

と遠野まつり、産業まつり、さらにはどべっこ

祭り、そして町屋のひなまつりとさまざまなイ

ベントが、また、市内各地にはいろんな鎮守府

のお祭りなども含めまして遠野のお祭りが随時

展開されるわけであります。このそれぞれのイ

ベントの総会あるいは協議会等の実行委員会等

が持たれたわけでありますけれども、どの実行

委員会の会場でもあるいは総会の場でもやろう

と、そして被災地の皆様をお招きしてあるいは

被災地の皆様の郷土芸能などもひとつ参加して

もらってやろうじゃないかということで、全員

一致のような形で、私が会長とか委員長やって

いる部分におきましてはほぼ全員一致でそうし

ないかというような声になって来ておりますの

で、決して成り行きに任せているわけではない

と。 

 その中からやはり観光客も呼び込んで、観光

客の皆様とそしてボランティアで遠野を拠点と

してずっと１カ月、２カ月、３カ月、４カ月と、

中にはもう遠野市民になろうかなというような

ボランティアの方々もいらっしゃるわけであり
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ますから、その方々にも参加していただいて、

その被災地の皆様の送迎用のバスは議員各位か

らも御理解をいただいてきちんと予算を計上し

ながらバックアップするというような仕組みの

中で、観光客の激減対策に対するひとつの答え

も見出していくということが我々の果たすべき

役割ではないのかなと、これもまたひとつの後

方支援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、そのような趣旨で

御理解をいただければということを申し上げま

して答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  次に進みます。６番菊

池巳喜男君。 

   〔６番菊池巳喜男君登壇〕 

○６番（菊池巳喜男君）  清風会の菊池巳喜男

であります。本日は我々清風会の会派３人目、

そして今定例会最後の一般質問となりますので、

コンパクトにまとめながら質問させていただき

ますので最後までよろしくお願いいたします。 

 私は通告に従いまして市長に対し、大項目２

点、教育長に１点につきまして一般質問を進め

させていただきます。 

 私も質問に入る前に、去る３月11日に発生し

た三陸沖を震源地としたマグニチュード９の東

日本大震災で東北から北関東地域の沿岸部に押

し寄せた大津波により、百年に一度とも、千年

に一度とも言われる大きな被害が発生し、多く

の犠牲者と甚大な被害に遭われましたことに、

ここに御不幸にして亡くなられた方々に衷心よ

りお悔やみを申し上げるとともに、被災者の皆

様に心からお見舞いを申し上げます。 

 この前、私、何気なく運転中にラジオから流

れてくるアナウンサーの話されていることに感

動しながらちょっと聞き入りましたけれども。

それは被災地で働く岩泉町の方でしたけれども、

陸前高田で働いていたと思いますけれども。ガ

レキの中から子どもの遺体を発見し、警察に通

報したそうなんです。そしたら警察官がすぐに

駆けつけていただきまして、その警察官が発見

された子どもの顔を丁寧にこうふいてやって、

今でもちょっと涙が出るんですが、寒かったろ

うと、早くおうちに帰ろうねと優しく声をかけ

てやったという、ラジオでしたけれどもそうい

う話がございました。ちょっとすみません。つ

まってしまって。その行動に感激していろいろ

と私も述べさせていただきますけれども。本当

に全国から集まっていただいた警察官の皆さん

やそして自衛隊、そして消防や救急に携わって

いる方々、そして各種ボランティアの皆様に心

より敬意と感謝を申し上げるところでございま

す。 

 また、遠野市におかれましても市役所をはじ

め、被災になったわけでございますけれども、

近隣の沿岸市町に対しまして援助を差し伸べる

べく沿岸被災地後方支援室を立ち上げまして、

市長を先頭に職員が一丸となって多くの市民の

ボランティアによる炊き出し等に対しまして本

当に私からもそれに対しましても敬意と感謝を

申し上げる次第でございます。 

 被災後、はや３カ月が過ぎようとしておりま

す。この「はや」というのは被災地になった

方々は「はや」ということなのでしょうか。時

間が止まっているかもしれませんけれども、防

波堤が決壊してしまって、地盤沈下しまして海

水が流入し、農地は塩害の被害が深刻でありま

して、瓦れきの撤去が進まない状況でもありま

す。それに加えまして福島第一原子力発電所の

被災により、発電所より半径20キロから30キロ

メートルの住民が避難されており深刻な状況と

もなっております。現在の状況では、いつ収拾

できるか、いつ我が家に戻れるのか、工程表が

示されてもおりますけれども、めどが立ってい

ない状況でもあります。原発の恐怖が深刻さを

増している感じしてなりません。一刻も早い全

体像を明らかにしてもらいたいものであります。

今後の原子力発電に暗雲が立ち込めているとい

っても過言ではないでしょうか。エネルギーの

確保を何に求め、どのような政策を掲げて、い

かに復興の足音を早く、大きくするのが大切で

はないかと考えるところでございます。 

 それでは私の質問に入らせていただきます。

大項目１点目の今後の中学校再編計画について
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質問に入らせていただきます。 

 既に新聞等で報道がなされ、御周知のとおり

でございますが、遠野市教育委員会が平成20年

10月に市内の８校の中学校を３校案とする再編

計画が示されまして、その後、各地区で説明会

が開催され、賛成の立場、反対の立場で議論が

なされてまいりました。我が遠野市議会におか

れましても中学校再編にかかる特別委員会が設

けられ、各地区の座談会を経て市民の意見も聞

き入れながら再編やむなしながらも時期尚早で

ある旨を決議した次第でございました。 

 地区の中で、特にも小友地区では当初から再

編計画に地域の文化、そして未来を担う子ども

たちがどうなるのかということで、町の活性化

に反比例すると。そして再編の組み合わせにも

異議が出た次第でございまして、地連協、保育

園、小学校、中学校の保護者、ＰＴＡからなる

メンバーから、それに小松議員も私も顧問とい

う立場で会合に参加させていただいてきました。

その名称は、「小友地区中学校再編成計画を考

える会」、そのものでございましたが、市のそ

の後の説明会では激しい議論を交わし、考える

会の中でも議論を重ねてまいりました。 

 また、その間、保護者が中心となりまして、

昨年12月からこの冬の期間、道路状況を実際の

スクールバスによりまして運行計画されている

径路に沿って実際に乗車して通学距離、時間、

運行コース等の検証を実施してまいりました。

これには教育委員会の全面的な協力体制も取ら

れ、保護者におかれましても積極的に対応がな

され、実現されたものでございます。 

 その後、この考える会ではさらに会合を重ね、

今年４月には議論が尽くされたのではないかと

いうことで、最終的には再編に対しまして賛成

か反対かの採決の運びで提案となりまして、最

後まで反対の意見の方もありました。しかし、

保護者を中心に原案を受け入れてもよい旨の意

見が大勢を占めて、再編やむなしという重い重

い結論を出され、去る５月９日に考える会の会

長であります小原さん、それから副会長の及川

さんが市長と教育長を訪ね、考える会の結論で

ある原案の受け入れを正式に伝えながら、ここ

に市内全地区の合意がなされたものと思ってお

ります。そして、平成25年４月の再編が全地区、

同時に実現される土台ができ上がったものと考

えております。 

 この考える会の会合を通じて、いかに地域が

大切に、いかに地域にかける思いがあるのか、

地域を守り育てる心、そういうものを改めて私

も確認し、その地域にかける意気込みを感じた

ところでございます。そしてこれを今後とも大

切にしていく必要があると思った次第でござい

ます。 

 ここで、この席ではございますけれども、

「小友地区中学校再編成計画を考える会」にお

ける、今までの活動に敬意を表したいと思いま

す。本当に御苦労さまでございました。 

 この再編計画を受けまして、この少子高齢化

による人口減少の中で、再編後の各地区の地域

づくりと中学校の跡地活用を計画されておりま

すが、具体化にはまだほど遠いものがあるもの

と思いますが、今後の各地区の未来をも左右す

る根本的な重要な課題であると私は考えますの

で、市長にこの御見解をお伺いいたします。 

 また、教育長にお伺いいたしますが、再編計

画に向けまして昨年発足された学校づくり協議

会の構成メンバーや、これまでの協議内容が見

えてまいりません。これまでの経過と、今後の

スケジュール、計画等につきましてお伺いし、

地区ごとに設置されている各学区部会の進捗状

況についてもお伺いをいたしたいと思います。 

 次に、大項目２点目、自殺予防対策について

質問に入らせていただきます。 

 厚生労働省の統計では、平成21年の岩手県の

自殺死亡率は10万人当たり34.4人ということで、

青森、秋田に次いで全国で３番目だったという

ことが記事に載っておりました。昨年は前年に

比べて秋田が70人、青森が95人、それぞれ減少

しておりまして、ことし夏に発表されるであろ

う統計では岩手県の自殺率が全国で最も高くな

る可能性が指摘されていると報道されておりま

す。 
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 その中では、秋田県では平成12年から自殺対

策に取り組み、行政と学識者、県民が連携して

自殺の原因である多重債務等の相談の充実、キ

ャンペーンを展開しながら、自殺の減少につな

げたとありました。こういう中で、当遠野市で

は、国からの交付金である住民生活に光を注ぐ

交付金というものを活用して、自殺予防対策事

業を展開中と把握しております。実態はどのよ

うになって、具体的にはどんな対策に取り組ん

でいるのかを、お伺いいたします。 

 この対策中に発生した東日本大震災、この遠

野市にも205世帯ほどの被災者が滞在している

とお聞きいたします。その中には不幸にして家

族を失った方、あるいは家を失った方、そして

土地を失った方、それぞれの被災者の思いも多

いと思います。物理的な復興も必要でございま

すけれども、心の復興、ケアも必要でもありま

す。その対策はどのようになっているかをお伺

いいたします。 

 それにより自殺の要因と言われるうつ病とい

うこともございます。どのような認識を持ち、

その対策はどのようになっているのかを市長に

お伺いいたします。 

 以上、大きく２点について市長と教育長の見

解をお聞きしながら、私の一般質問にいたしま

す。大変途中、泣き上戸なものですから泣いて

申しわけございません。 

○議長（新田勝見君）  午後１時まで休憩いた

します。 

   午前11時50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。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  菊池巳喜男議員の一般

質問にお答えいたします。 

 きのうからの本会議一般質問で菊池巳喜男議

員が９人目ということになるわけでありますけ

れども、それぞれ各登壇された議員各位からこ

の３月11日の東日本大震災にかかるお悔やみ、

お見舞いの言葉が述べられたわけであります。

先ほど菊池巳喜男議員がラジオを聞いておった

という中における、その取り組みの中で思わず

言葉をつまらせたという部分につきましては、

私も本当にこの大震災、３カ月はたったという

ものの、そのような犠牲者のまだ行方がわから

ない家族のもとにも帰れない遺体、行方不明者

の方が数多くあるという、ひとつの現実といっ

たものを改めてそのことを思い知りました。そ

れぞれがこの子どもの顔をふいておったという

この警察隊の皆様の活動の中に、それこそ人と

してのまさに姿というものがそこにあったんで

はないだろうかというように思っておりまして。 

 改めて、きのう瀧本議員がこの東日本被災地

の中における取り組みを思ったときに、もっと

もっとその心というか、思いというか、温かい

気持ちといったものがあってもいいではないだ

ろうかというひとつの発言もあったわけであり

ますけれども、この中におきましてこの被災地

の皆様に向けていかに我々がその遠野の心を持

ってという部分を私も含め、職員も含め、また、

この本会議でのやりとりが遠野テレビを通じま

して市民の皆様にも伝わっているわけでありま

すので、私は言葉をつまらせたというその中に

大変な重いものを感じたところでありますので、

改めてそのことを申し上げて私の所感ともさせ

ていただきたいというように思っているところ

でもあります。 

 さて、質問の中におきましては、中学校の再

編計画の対応についてということのお話もあり

ました。これは本当に小友地区の皆様には重い

重い決断をしていただいたというように思って

おりまして、先ほど菊池巳喜男議員は反対する

方もおったと。だけども、地域の協議会として

それを受け入れたという協議会の皆様にも敬意

を表したいという発言もあったわけでありまし

て、これは巳喜男議員にしろ、小松議員にしろ、

小友地域の皆様にとっても本当に重い決断をし

ていただいたというように思っているところで

ございますので、この場をお借りいたしまして
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この決意の重さ、これは小友だけじゃなくて、

附馬牛も、そしてまた濃淡はあれ、中学校再編

という中における８校を３校ということになる

わけでありますから、その他の地域にあっても

大きな反対という声はなかったものの、この８

校を３校に対するひとつの思いといったものは

皆同じではなかったのかなというように思って

おりまして、となれば、この８校を３校という

中におけるこのプログラムをきちんと進めなが

ら文字どおり再編してよかったという結果を

我々は、私も先頭に立ち、教育委員会と連携を

取りながらそのような結果を見出さなければな

らないというように思っているところでありま

す。 

 先月、９日でありました。小友町民で組織い

たします「中学校再編成計画を考える会」の小

原会長さんと及川副会長さんの２名の方が私と

教育長を訪ねまして、考える会の役員会におい

てこの中学校再編計画について受け入れること

にしたという報告をいただきました。小友中は

五つの行政区、それから保育園父母の会、小学

校、中学校のＰＴＡの代表が集まってそれぞれ

団体で話し合った結果をもって結論を出したと

いうような報告でありました。 

 小原会長からはこのような話もありました。

町内で何度も話し合いを重ねた結果であると、

再編はやむを得ないという判断になったと、今

後はこの小友の中学生にとってよりよい学校環

境が実現できるように考える会としても協力を

していきたいと思っているので、というお話も

あったわけであります。やはりここに至るまで

の経過、そしてこの言葉の重さといったものは、

私も正面から受けとめ、教育委員会と一緒に文

字どおり「学びのプラットホーム」におきまし

て、市長部局と教育委員会部局が文字どおり一

体となって教育環境をつくるというような仕組

みを遠野は立ち上げているわけでありますから、

そういうような部分でこの言葉の重さを受けと

め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。 

 この再編後の中におきます地域づくりについ

て、それも心配だというような形での、この具

体的な対応につきましては、やはり二つに分け

て考えていかなきゃならないのかなというよう

に思っております。 

 再編成後の学校施設や跡地の活用についてで

ありますけれども、再編後に残される学校施設

を他の用途への活用が十分可能な建物でありま

す。小友につきましては。この施設を、この跡

地を地域の活性化とコミュニティーの活力の醸

成にどうつなげていくかという分については、

非常に重要な問題であろうかというように思っ

ておりまして、私も昨年の８月でありましたけ

れども、市の重要事業の進捗状況の確認、それ

から新たに取り組む事業に向けて状況把握とい

うために、現地調査という形で小友の中学校施

設と、中学校につきましても現場で確認をして

いるところであります。 

 この再編成後の学校施設の跡地の活用につき

ましては、まだ、この教育委員会も中心にある

いは市長部局のほうでも関係課をいろいろ中心

にしながら文字どおり創意と工夫でもって対応

しようということにしているわけでありますけ

れども。 

 まず一つは総合計画の後期基本計画の中に、

それからもう一つはこれと先行計画として位置

づけました過疎地域自立促進計画、これは過疎

債、ソフト、ハードに使えるということになる

わけでありますけれども、過疎地域自立促進計

画の中に旧中学校校舎利活用事業としてきちん

と位置づけております。所要の事業費もそこに

つけながら、この再編後のひとつの教育委員会

のほうにおきましても、再編計画を地域住民の

皆さん、関係者に説明した際にさまざまこうい

う活用事例が考えられますよというような案も

提案しながら地域の皆様との話し合いも行った

ということもありますので、そういったことを

ひとつベースにしながら、この利活用につきま

して具体化に向けて取り組んでいきたいという

ように思っております。 

 綾織小学校の改築の際も綾織地域の皆様には

さまざまありまして変わったわけでありますけ
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れども、最終的にはきちっと合意形成をいただ

きまして、「学びのプラットホーム」というひ

とつの特区制度を利用しながら綾織小学校の再

編と、それからこの綾織中学校の跡地はその

「学びのプラットホーム構想」に基づきまして

利活用できるというようなひとつの方向性を見

出しているわけでありますから、小友中学校の

場合にあっても、あるいは附馬牛中学校の場合

にあっても、土淵中学校あるいは上郷中学校の

場合にあっても、そのような中における創意と

工夫といった中における利活用を図るようなプ

ロジェクトとして位置づけていきたいというよ

うに思っております。 

 やはり今回の東日本大震災の場合も地域のコ

ミュニティーがあるいは地域の活性化があるい

は地域住民の皆様の日ごろのネットワークがど

う構築されているかということによって安心・

安全といったものが確保されるということをい

やというほど、私も市の職員もそのことを知っ

たわけでありますから、この学校再編に当たり

ましても地域コミュニティー、そして地域の活

性化、地域のきずなといったものをひとつの

ベースにしながらこの利活用のプロジェクトの

具体化に向けて取り組んでいきたいというよう

に思っております。 

 そしてまた、この部分でも各地域からやはり

遠野としての郷土芸能あるいは地域行事の継承

といったものについて非常に心配だというよう

な部分も、これも寄せられたこともそのとおり

であります。そのような中におきまして、この

再編計画の中で配慮すべき非常に大きな課題で

あるというように私も認識しておりまして、学

校づくり協議会やその他内部組織でつくる学区

部会におきまして、継承の方法あるいは地域と

学校をつなぐコーディネーターや組織の設置な

ども考えていっていいんじゃないのかなという

ようにも思っております。 

 何せ中学生という年代になりますと、各地区

の地域活動の支える上でも大変大事なマンパ

ワーという中に位置づけられております。中学

校３校になるという新たな歴史に踏み出すに当

たりまして、私はこの伝統としての郷土芸能や

地域行事といったものもきちんと引き継がれ、

そして新しい学区の中で生徒間の交流といった

ものもそこに出てくるんじゃないかなというよ

うに思っております。 

 例えば今回の小友町の大きな決断の中にあっ

ては、宮守町といろんな形で交流を深めようと

いうような動きも出てくるんではないのかなと

思っておりますので、そのようなことも新たな

仕組みとしながら、新たに発展していくような

ひとつの仕組みとしてバックアップもしていき

たいというように思っております。 

 いずれこの郷土芸能団体あるいは区長さん方、

さらに地域のリーダー、それに教育委員会ある

いは文化課も入り、地区センターも一体となり

ながら、全町的なひとつの課題として位置づけ

ながらこの部分についてもひとつの答えを見出

していきたいというように思っているところで

あります。 

 これもことしの大きな課題になっているわけ

でありますけれども、過疎地域自立促進法に基

づく活動専門員の位置づけなどもこれも急がな

きゃならない。震災でちょっと一、二カ月ほど

その作業はおくれておりますけれども、これも

急がなきゃなりませんので、そのようなことも

きちんと組み立てながら答えを出していきたい

と思っておりますので、これまた地域の皆様の

御協力をいただかなければできませんので、ぜ

ひ各議員のほうからも──答弁の中でそのよう

なお願いをするというのは、ちょっとふさわし

くないかもしれませんけれども、こういった地

域の活力という部分、コミュニティーをどう維

持するかという部分につきましては、ぜひ御意

見をあるいはさまざまな形での意見交換もこれ

からもしてまいりたいというように考えている

ところでございますので、この場をお借りいた

しましてよろしくお願いを申し上げたいという

ように思っている次第であります。 

 それから、大きな二つ目で自殺予防対策につ

いて取り上げて、そしてこれについても大きな

課題であるという認識のもとに御質問をいただ
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きました。 

 これは個人的な問題としてとらえられるとい

う部分にあるわけでありまして、非常にデリ

ケートな問題であるということは私も重々承知

しております。しかし、これはこれだけの自殺

者の数がふえるとなれば、個人的な問題のみに

かかわらず、まさにそこにある背景としてさま

ざまな要因があるのではないのかなと。多重債

務の問題も含めたりして、さまざま要因がある

という中におけるものをやはり社会全体として

ということは、行政としてもこの問題にはきち

んと取り組んでいかなきゃならない重要な課題

ではないだろうか、というように認識はいたし

ております。 

 これは国も県もこの対策に真剣に取り組んで

いるというものの、この実情はなかなか改善さ

れておりません。この数字によりますと菊池巳

喜男議員はいろいろ数字を上げておられました

けれども、この23年、私のところにメモがあり

ますけれども、23年２月10日付の地元紙岩手日

報には、この2010年、平成22年、青木ヶ原樹海、

これは山梨県の青木ヶ原樹海ですね、この山梨

県を除けば第１位になるんではないかなという

ことが既に報じられておるということでありま

す。岩手県といたしまして。これをこの遠野市

の状況に置きかえますと、19年が32.6、平成20

年が46.3、そして平成21年が33.6ということで、

この平均が37.5でありまして、県平均の33.4を

上回っておると。これは死亡率でありますけれ

ども、そのような状況になっておると。３年間

の平均自殺死亡者が遠野市にあっては11人、男

女では３年間でもって34人という方が尊い命を

みずから絶っておるというような厳しい数字が

あるわけであります。 

 文字どおりこれを簡単にこの数字を申し上げ

る、この中にはそれぞれのみずから命を絶つと

いう中におけるいろんな背景、まさにさまざま

な人としてのいろんな悩みもあれば、いろんな

思いもあったという部分として本当に大きな大

きな数字ではないかなというように思っており

ます。これは特徴という言い方で表現していい

かどうかもちょっととまどうところであるわけ

でありますけれども、男性が、そのうち７割男

性だということであり、働き盛りの40歳代後半

から50歳代の男性の方がみずから命を絶ってお

るということでもありますし、女性は60歳代後

半から70歳代の高齢者に多いというような数字

として把握いたしております。 

 したがいまして、このようなことも踏まえな

がら傾聴、よくお話を聞くという傾聴ボランテ

ィア活動を中心といたしまして、心のケアとい

ったものをきちんときめ細かくやるという対策

が非常に大切ではないかなというように思って

おりまして、そのようなことにもこれからもそ

れぞれ力を入れていきたいというように思って

おります。 

 それで、この問題は今言いましたように非常

にデリケートな問題だという部分はあるわけで

ありますけれども、これから傾聴ボランティア

の養成あるいはサロンひなたぼっことか家庭訪

問あるいは認知症、ひとり暮らしの方々の話に

耳を傾ける、孤独感、孤立感といったものを軽

減すると。生きがいを持ちやすい生活に向け支

援をするというのが非常に大事だというように

思っておりまして、今年度、これは国の平成22

年度のこの補正予算で創設されました地域活性

化交付金、住民生活に光を注ぐ交付金事業とい

うのがありまして、これを活用いたしましてこ

の文字どおり光が十分にあたるような試みとい

たしましてアンケート調査なり、あるいはさま

ざまな意識調査なり、そのようなものにも取り

組みたいと思っておりますし、今や国民病とま

で言われておりますうつ病、この対策、心の健

康にかかわるさまざまな対応といったようなも

のもこの自殺予防といったものには欠かせない

取り組みではないかなというように思っており

ますので、健康というのは文字どおり肉体的な

健康も当然なわけでありますけれども、よく言

う心身ともにということになれば、心の健康も

非常に大切な取り決めの市政課題でありますの

で、そのような部分にもなお一層意を用いなが

ら対応してまいりたいというように思っている
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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。 

○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）  菊池巳喜男議員の一

般質問にお答えをいたします。 

 １点目の御質問の学校づくり協議会の状況に

ついてお答えをいたします。 

 中学校再編成計画には延べ115回にわたる説

明会、懇談会などを通して市民の皆様からいた

だいた御意見、御提言をもとに再編成に当たっ

ての配慮すべき事項を掲げ、その内容を具体的

に検討、協議する組織として学校づくり協議会

を設置することにいたしました。 

 学校づくり協議会は委員15名で構成し、学校

運営に精通する有識者５名、地域住民の立場か

ら５名、親の立場から５名という構成にしてお

ります。 

 地域住民の立場からの５名については今後中

学校再編成の具体的事項を検討するに当たって

つながりが深いと考えられる郷土芸能協議会、

スポーツ少年団本部、区長連絡協議会、民生児

童委員協議会、地域婦人団体協議会の五つの団

体の長を当てております。親の立場からの５名

につきましては、ＰＴＡ連合会からの会長と副

会長３名、保育園父母の会連合会の会長を当て

ております。 

 また、学校づくり協議会の内部組織として三

つの学区単位に学区部会を設置し、市民の皆様

の御意見をより広く取り入れる体制を整えてお

ります。学区部会の委員には、学校、保護者、

地域住民の代表で構成し、各町各ＰＴＡごとに

選出人数のバランスが図られるよう配慮してお

ります。学校から各小学校の校長、中学校の校

長と副校長、保護者についてはＰＴＡからの推

薦、地域住民については地連協からの推薦によ

り選んでいただいております。 

 それぞれの学区部会の人数については、遠野

中・綾織中・附馬牛中学区部会は31名、土淵

中・青笹中・上郷中学区部会は27名、小友中・

宮守中学区部会は22名を予定しております。 

 これらの委員構成については再編成計画に掲

げた例をもとに昨年10月に開催した地区説明会

や12月の各町区長会において御意見をいただき

ながら決定したところでございます。 

 学校づくり協議会、大きな一番上の協議会で

ございますが、本年１月26日。遠野中・綾織

中・附馬牛中学区部会については２月24日、土

淵中・青笹中・上郷中学校については２月25日

に設置をし、新しい学校づくりに向けて今後検

討すべき事項を確認いただくとともに今後の検

討の進め方の方針について決定をいただいたと

ころでございます。 

 また、現在事業を進めております遠野中学校

改築基本設計についても学区部会において検討

を行っております。 

 学校づくり協議会、学区部会の会議を通じて

感じることは、平成25年４月１日の再編成に向

けて一歩も二歩も進んだ前向きな意見交換が行

われているということであります。出席状況も

ほぼ全員に近い出席をいただいておりますし、

これまでさまざまな経過をたどってはきました

が、子どもたちのために中学校再編成を成功さ

せようという気持ちがひしひしと伝わってくる

感じを受けております。 

 今月14日には学校づくり協議会を、また、下

旬には学区部会を開催し、それぞれにおいて検

討する検討事項の具体的協議に向けて話し合い

を進めていく予定となっております。 

 なお、先ほど市長からもありましたが、先日、

小友町の中学校再編成計画を考える会から市立

中学校８校を３校に再編成する再編成計画の内

容を受け入れるというお話がありました。今後、

市内全地区の合意のもと、再編成に向けての取

り組みをさらに前進させてまいりたいと考えて

おります。 

 小友中には現在、学区部会の委員の選任をお

願いしているところでありますので、今月下旬

には小友中・宮守中学区部会を設置したいと考

えております。 

 次に、御質問の２点目、学校づくり協議会で

の検討事項と内容についてお答えいたします。 
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 学校づくり協議会の検討事項には12項目にわ

たっております。一つ、学校の教育方針等将来

展望に関すること。校名に関すること。校歌、

校章、校旗、制服等に関すること。部活動に関

すること。スクールバス等運行体制及び通学の

安全確保に関すること。生徒、ＰＴＡや地域の

交流に関すること。学校の歴史や伝統を継承す

ることに関すること。郷土芸能伝承や地域文化

の取り組みに関すること。施設整備に関するこ

と。記念行事に関すること。地域住民、ＰＴＡ

等からの要望に関すること。最後になりますが

その他中学校再編成に伴う学校づくりに伴うこ

と。以上12点でございます。 

 それぞれの検討事項には再編成計画に掲げて

おります生徒の立場に立った、また、地域の立

場を考慮した方針があり、この方針に沿って具

体的な検討をどのように進めていくかの手順を

先ほど申したとおり学校づくり協議会とその内

部組織である学区部会において決定しておりま

す。例えば、子どもたちにも新しい学校づくり

に参加していただくために校章の基本デザイン、

制服や運動着の選択、部活動の種目、生徒会に

関することなどについて参画していってもらう

ことにしております。 

 終わりに御質問の３点目、再編成の実施に向

けての今後のスケジュールと方向性についてお

答えいたします。 

 再編成のスタートの目標としている平成25年

４月１日に向け、先ほど申し上げた12の検討事

項ごとに予定スケジュールを決めており、その

スケジュールに基づいて学校づくり協議会、そ

れぞれの学区部会の運営をしていくことにして

おります。今年度においては学校教育計画、校

名、制服及び運動着、部活動の種目及び活動規

定、通学路の整備計画、スクールバスの運行体

制の決定を目指しております。 

 なお、校名については市民を対象にして公募

を行い、学校づくりにおいて学区ごとに検討協

議を行った上で案を決定し、校名を入れた学校

設置条例の一部改正については、平成24年３月

までの提案を目標としております。 

 学校づくり協議会や学区部会の協議事項等に

つきましては市の公式ホームページに掲載して

おりますのでごらんいただければと思います。

今後とも会議は原則公開としております。今後

においても広報遠野や、遠野テレビを活用しな

がら市民の皆様への情報提供に努めてまいりた

いと思っております。 

 中学校再編成は市民の皆様で組織する学校づ

くり協議会及び学区部会とともに考え、熟成さ

せながら完成させていくことになります。子ど

もたち一人ひとりが持つ個性や能力や夢を生か

し、さらに伸ばす教育環境を整えるための中学

校再編成計画を子どもたち、保護者、学校、地

域、すべての市民が夢と希望を持ちながら、新

しい中学校をスタートすることができるよう、

計画の推進に全力で取り組んでまいりますので、

今後とも御支援、御協力を賜りますようよろし

くお願い申し上げます。 

○議長（新田勝見君）  菊池巳喜男議員。 

   〔６番菊池巳喜男君登壇〕 

○６番（菊池巳喜男君）  先ほど私の質問、大

きく分けまして中学校再編そして自殺の問題と

二つの項目で質問させていただき、ただいま市

長、そして教育長から答弁がございました。 

 まず、学校跡地活用に関しましては、市長の

ほうからプログラムをきちんと進めながら結果

を見出さなければならないということで、小友

をはじめ、市内の附馬牛、上郷、それから綾織

というような形ですべての跡地のことを考えて

いくんだということを話されております。総合

計画の後期計画、そして過疎自立支援促進計画

の中でもやっていくということが話されており

ました。私も非常に力強く思っておりますし、

その中でいろいろ郷土芸能とか、各地区の行事

を守るということで心配も寄せられているとい

うようなお話もございました。 

 私の地区でもやはりそういう郷土芸能等々の

心配もございます。地区の行事もいろいろあり

ます。この三つの学校になることによりまして、

それぞれの学校単位でそれぞれの地域ばかりじ

ゃなくて、その三つのそれぞれの携わる地域が
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一つの郷土芸能、地区行事を中学生みんなでや

るんだ、というような心意気が必要ではないか

なと私なりに思うところでございます。 

 それをぜひ協議会なり学区部会でも協議して

いただければなあと思っておりますけれども、

その辺をもう少し、今の時点ではまだ、それま

でいかないと思いますけれども、市長のさらな

る力強い一歩があればいいのかなと思っており

ます。 

 それから、自殺に関しましてですが、ちょっ

と先ほど市長が申されました「住民生活に光を

注ぐ交付金」、現在は聞くところによるとアン

ケート調査を実施中であるということでござい

ますし、永遠の日本のふるさと遠野基金の中に

積み立てておくということで自殺予防等の相談

員、心のケアの相談員を配置する計画もあると

いうことでございますけれども、その辺に関し

まして何か情報がありましたならば、そういう

相談員の配置もいただきながら前向きな取り組

みも必要ではないかなと思っておりますので、

その辺をお伺いしながら２回目の質問とさせて

いただきます。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  菊池巳喜男議員の再質

問にお答えいたします。 

 中学校再編問題、ただいま教育長のほうから

はこれまでの経過、かなり詳しく答弁の中で述

べたわけでありますけれども、この経過を聞い

ておりましてもこの中学校８校を３校にすると

いう中における各地域の皆様のそれぞれの思い

といったものが経過の中にきちんと思いが入っ

ていたんじゃないのかなと思って、私も答弁を

聞きながらその重さといったものにつきまして

改めて、それこそこの事業の結果を出すという

ことについての重さといったものに決意を新た

にしているところであります。 

 市長のさらなる思いということでありました。

これはどうしてもこの地方におけるというか、

日本全体が人口減少社会に入ってきておるとい

う状況にあるわけであります。明治以降ふえ続

けてきた人口がひとつの21世紀の初頭に減少社

会に突入しながら減っているという中にござい

まして、遠野市もこの人口減少といったものの

中で、どう生き抜いていくかというか、言うな

れば生き抜いていくかというより自立していく

かというのが大きな課題でありまして、その人

口減少というのはひいて言うと児童生徒の減少

にもつながると。まさにそうなるわけでありま

すから、この郷土芸能も含めて、それをどう保

存し継承していくかという部分の中における取

り組みとしましては、まさにこの遠野市が市民

協働という一つの仕組みを今から40年前に市民

センター構想というものの中に位置づけながら

市民協働という仕組みをつくり、その中におい

て地区センターといったものをひとつの核とし

て位置づけながらやってきたという歴史がある

わけであります。 

 この人口減少という中にあって、いろんな仕

組みが、いうところの再編と、それも集中と拠

点化という中における位置づけがされているわ

けでありますけれども、私はこれは今般のこの

本会議一般質問の中にあっても、今後のこの行

政組織をどうもっていくのかという部分も一つ

の課題として取り上げたわけでありますけれど

も、地区センターのこの仕組み、そこに新たな

改正過疎法という中にあって、この過疎法の過

去40年間の歴史の中にあっても、あるいは10年

刻みの時限立法できているわけでありますから、

今回の改正過疎法の中にあって初めてソフトが、

いわゆるマンパワーの位置づけといったものが

国の法律として位置づけられたわけであります。 

 と申しますのは、この遠野における地域の活

性化という部分における地区センターのありよ

うといったものも、そこでまた改めて検証しな

がら位置づけるということが必要じゃないのか

なというように思っておりまして、この学校再

編の問題も中学校がなくなるから、その地域が

ということじゃなくして、なくなってもたとえ

ば地区センターを中心としながらマンパワーの

──このマンパワーというのは地区センターに

いる市職員だけではないと。まさにいろんな立
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場の方々の市民の協力をいただきながら、それ

をきちんと継承し、そしてまた保護し、そして

また、それをさらに育成していくというような

ひとつの仕組みがつくれるんじゃないかと。ま

た、つくら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もありますの

で、その思いの中からこの市民協働といった仕

組みを、文字どおり学校再編の中におけるプロ

ジェクトの中にも明確に位置づけながら、ひと

つの学校再編における跡地活用といった問題に

も対処していきたいというように思っておりま

すので、ひとつ御理解をいただければというよ

うに思っております。 

 それから、自殺予防についての取り組みで私

はやっぱりこれは非常にデリケートな問題だと。

先ほどの質問の中でも、非常に個人といったも

のの中における一つの中にどこまでも踏み込め

るかという部分はあるわけでありますけれども、

いろんな識者の方々の話を聞きますと、やはり

何らかの形でサインが出ている。うつ病との関

係もあるわけですけれども、何らかの形でサイ

ンは出ているということで、傾聴という──い

うなれば一生懸命悩みを聞くというような部分

における傾聴ボランティア活動なども含めなが

ら、もう一つは周囲の見守り体制が大事である

ということも言われております。 

 例えば災害時要援護者避難支援体制の整備な

ども今行っているわけであります。災害弱者と

言われる方々にそのような仕組みも。こういっ

たこの仕組みといったものもうまく取り込みな

がら、すべての分野の関係者あるいは団体の皆

様の連携によりまして地域住民の力といったも

のも、このデリケートな問題に対してひとつの

一定の抑止効果といったものになっていくんで

はないのかな。思いとどませる。踏みとどませ

る。ちょっと、この命は本当に大切なのだと。

簡単に捨てるものじゃないんだというようなと

ころの一つの見守り体制の中から地域力といっ

たものもその中に取り込むということもこれは

非常に大事ではないのかなと。本人のみならず

周囲の気づきの中で早期発見、あるいはうつ病

であれば早期受診といったことにつながってく

るということでありますし。 

 また、もう一つは社会的なひとつの背景の中

から考えれば、やはりこれはひとつのまちづく

りの大きな柱ということになろうかと思ってお

りますけれども、市民の皆様の健康で生きがい

を持って暮らすことのできる支え合いの地域社

会をつくっていくという、そのような地域づく

りも非常にこの問題に対してのひとつの回答に

はなるんじゃないかなと思っておりますから、

地域づくりというキーワードの中における対応

もまたおろそかにしてはならないんじゃないの

かなというように思っておりますので、そのこ

とをもって答弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  これにて一般質問を終

了いたします。 

────────────────── 

   休会の議決   

○議長（新田勝見君）  お諮りいたします。６

月８日及び９日の２日間は委員会審査のため休

会いたしたいと思います。これに御異議ありま

せんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新田勝見君）  御異議なしと認めます。

よって、６月８日及び９日の２日間は休会する

ことに決しました。 

────────────────── 

   散  会   

○議長（新田勝見君）  以上で、本日の日程は

全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。大変御苦労

さまでした。 

   午後１時42分 散会 

 


