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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。事前通告に沿って一般質問を行います。 

 ３月11日に発生した東日本大震災では、日本

における観測史上最大のマグニチュード9.0の

大地震を記録し、想像を絶する大津波が東北地

方と関東地方の太平洋沿岸部を襲い、各地に壊

滅的な被害をもたらしました。この大津波によ

り、行方不明者を含め２万人以上の人々が犠牲
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となり、営々と築き上げてきたまち並みはなめ

尽くされ、人も車も家も、ありとあらゆるもの

が流出し、まちは一瞬にして瓦れきの廃墟と化

してしましました。 

 また福島第一原子力発電所では、津波により

大量の放射性物質の放出を伴う重大な原子力事

故が発生してしまいました。周辺一帯の住民は、

職場や家屋、土地、そして家畜などのすべてを

捨て去り、長期の避難生活を強いられておりま

す。 

 さらに最近では、放射性セシウムの汚染稲わ

ら問題による牛肉の出荷停止に風評被害も加わ

り、食の不安が全国に拡大しております。この

ことにより、当該地域の関係者は今もって目に

見えない恐怖にさらされ、悲痛な思いで不便な

生活を余儀なくされている現状であります。 

 この大震災と原発事故への政府の対応を見ま

すと、この国家的危機に対し満足できるような

統制と調整、実践が図られているとはとても思

われません。本来、国あるいは政府が国民の先

頭に立って対応すべきところですが、それがで

きておらず、まことに残念でなりません。 

 このような状況下で、多くの被災者は震災に

よる悲しみや苦しみの悪夢を乗り越えようと、

みずからの生活復興と地域の再生に向けて、必

死の思いで取り組んでいる姿が連日マスコミで

報道されております。 

 一方、当市では、本田市長の陣頭指揮のもと

でいち早く後方支援基地を立ち上げ、自衛隊や

警察、消防、そして民間ボランティアの方々が

一致協力して被災地支援の任に当たってまいり

ました。 

 さらに最近では、「遠野市後方支援連絡調整

会議の設立」や「遠野まごころネットのＮＰＯ

法人としての認証と活動」、そして「博物館レ

スキューの活動」等々の動きも加わり、ますま

す被災者支援にはずみのつくことが期待されて

おります。これらは被災地の皆さんはもちろん

のこと、全国の方々からもさらに注目を浴び、

大いに頼りにされることになるでしょう。市職

員はじめ市民の皆さんに、この場をお借りしま

してねぎらいの言葉と感謝の気持ちを申し上げ

させていただきます。ありがとうございます。 

 さて、この大震災後、余震は今もって一向に

収まる気配を見せておりません。さらには７月

末には甚大な被害をもたらした新潟・福島豪雨

もまだ記憶に新しく、いついかなるとき、天変

地異による大災害に襲われるか予測もつかない

のが昨今の状況であります。 

 このようなことを踏まえまして、最近では従

来の「防災」から「減災」という言葉が災害対

策のキーワードになってきております。 

 従来の「防災」は、例えば津波を堤防などに

よって、いわば力で抑え込んで被害を防ごうと

いう考え方であるのに対し、この「減災」は、

自然の大きな力をかわしたり和らげたりしなが

ら、被害を完全に防ぐことはできないながらも

最小限に抑えることを目指す考え方であります。

もちろん、この「減災」は、これをすればほか

のことは不要という特効薬のような対策ではな

く、それに加えてさまざまな対策が組合わせ的

に必要になってくるものと考えます。 

 それでは、この「減災」という観点から３点

について質問させていただきます。 

 まず１点目は、防災訓練についてであります。 

 さきの東日本大震災では、当市でも本庁舎の

全壊や、道路・水道・家屋の損壊等の被害を受

けました。また長時間停電や電話設備の通信不

能、そして断水に加えて余震の頻発予報という

こともあり、多くの市民は今までに経験したこ

とのない恐怖にさらされ、避難生活を強いられ

ました。 

 当然、市当局では、この大震災を教訓として

今後の防災対策に生かすべく、各種対策会議や

アクションを講じておられることと思いますが、

その中でも最重要施策と考えられます「防災訓

練のあり方」についてお尋ねをします。 

 まずは参考までに次の避難例について紹介さ

せていただきます。人口約4,600人の野田村で

は、震災で28人が亡くなり、450戸以上が全半

壊するなどの被害が出ております。この村の野

田村保育所は、建物は津波でなくなってしまっ
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たそうですが、幸いなことに約90人の園児と14

人の職員は全員無事でした。この保育所では、

月１回のペースで避難訓練を行い、常に津波を

意識した訓練を実施していたそうです。訓練は、

火災・地震・津波の３つの想定で行われ、津波

訓練の場合には15分以内に約500メートル離れ

た高台の上に避難する段取りだったそうであり

ます。 

 主任保育士のＡ子さんは、この日、園児たち

の昼寝をいつもより早く切り上げ、着がえをさ

せていたそうです。そのとき地震が発生し、Ａ

子さんは激しい横揺れに耐えながら、「大地震

が来たら源平坂に逃げろ」という地元の言い伝

えを思い出していたそうです。源平坂は避難場

所からさらに奥にある高台へ向かう坂で、それ

を登り切れば大津波でも安全だとされていた坂

だそうです。 

 避難する際、ゼロ歳児をひもで背中にくくり、

１歳児の10人は大型の乳母車に乗せ、残りの園

児たちは上履きのままで後に続いたそうです。

500メートルほど進むと避難場所である高台の

家にたどりつきましたが、黒々とした波の塊が

防潮林を越えて海岸沿いの国道を走る車を飲み

込もうとしていました。 

 Ａ子さんはとっさに高台の家も危ないと判断

し、さらに500メートル離れた源平坂を目指し

て必死で走りました。源平坂を登り切ったとき、

坂の登り口で津波がとまったのが見えたそうで

す。乳幼児を連れての避難は時間がかかります。

この事例は、日ごろの訓練で周到な準備をして

いたことに加え、職員らが避難場所に着いても

油断せずに機転の利いた最善の判断が生んだ結

果であったと思われます。 

 このように防災訓練については、いつ起こる

かわからない地震や火災、水害など地域で考え

られる複数の事態を想定しながら実施すること

が大切なのであります。 

 また訓練実施の際には、時間経過を記録し、

避難時のルートの徹底はもとより、安全かつ迅

速な避難要領を参加者みずからが体験、検証す

ることが大事であります。さらに防災行政無線

は緊急通報装置、災害用伝言ダイヤルの171等

を活用した安否情報の伝達手順の体験と確認も

あわせて行うことで、本番さながらのより実際

的で実践的な訓練が期待できるのであります。 

 そして、訓練実施後は、把握された避難経路

上の危険個所や、抽出された避難実施上の問題

点や留意点などを確認します。また訓練で得ら

れた成果を既存の避難マニュアルや計画に反映

させるＰＤＣＡの実践が必要なのであります。 

 このＰＤＣＡのＰは、ご存じかもしれません

がプランの計画であり、ＤはＤｏのことで訓練

の実施、Ｃはチェックで訓練による点検・評価

の確認、そしてＡはアクションであり、処置や

改善を行うことです。 

 このＰＤＣＡサイクルによるいわゆるスパイ

ラルアップこそがいざというときの減災に有効

であると私は考えるのであります。加えまして、

地域の消防団や自主防災組織、行政区長等にも

協力を仰ぎ、行政と地域が連携した防災訓練を

実施することにより、地域住民の防災意識の高

揚並びに地域コミュニティーによる避難時の支

援や相互の助け合いの醸成を図ることが期待で

きます。 

 このように、防災訓練は、目的や検証もなく

ただ実施するだけではなくて、真に市民全員が

みずから危機管理意識を持ち、創意・工夫を凝

らした実際的・実践的な訓練であるべきであり、

それこそが今求められている防災訓練のあり方

のはずであります。 

 私自身、今回の大震災を通して、災害の恐怖

や被災の悲惨さはもとより、地域の人と人との

つながりの大切さ、そしてお互いを勇気づける

助け合いの精神の心強さということを再認識い

たしました。このように、気持ちが盛り上がっ

ているときこそ、災害時を想定した防災訓練の

実施が有効であると考えます。 

 そこでお尋ねしますが、今回の大震災におけ

る対応状況について、これまでの防災計画内容

との整合性や課題抽出と検証は行われたでしょ

うか。そして改善策は講じておられるでしょう

か。また今年度の防災訓練はどのように計画さ
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れているのでしょうか。以上についてお伺いし

ます。 

 なお、この件に関連しまして、期せずしてと

いいますか、タイミングよく地域活動専門員の

防災担当から先週末に防災に関するアンケート

用紙が一部の地域住民に配布されておりました。

調査内容は私の意図するものとなっておりまし

たので、ぜひ今後の防災計画に反映していただ

ければと思います。 

 次に、質問の２点目は、情報通信関連機器の

安心・安全な運用管理についてであります。 

 御案内のとおり、さきの東日本大震災で、壊

滅的な被害を受けた大槌町では、町庁舎が流出

し、自治体の頭脳と言ってもいい基幹業務関連

システムは津波により破壊されてしまいました。

そのため住民票や印鑑証明書の交付に不可欠な

住民基本台帳や選挙人名簿など住民サービスに

かかわる記録書類、そして財務会計や人事・給

与などすべての記録を残すサーバー類が使用不

能の状態に陥ったということであります。 

 幸い、４月になりサーバー内の記録データが

復元され、住民の安否確認や住民票などの交付

は再開できたものの、それでも全国の自治体を

つなぐネットワークに接続できない状態が続き、

震災後にほかの市町村に転出した住民の把握は

不可能な状態であったということです。 

 このことを踏まえまして提案させていただき

ますが、自治体の頭脳部分に当たる基幹業務系

と情報系にかかわるサーバー機器類はシステム

の安全運用のため新消防庁舎の機械室へ可逆的

速やかに移設することを計画されてはいかがで

しょうか。といいますのは、新消防庁舎は既存

庁舎と比較し、耐震性や耐火性に優れておりま

すし、商用電源が停電になった場合に備えて大

容量の蓄電池や自家発電装置が配備される計画

になっております。また庁舎内への入退室など

の館内セキュリティーも万全であるというふう

に聞いておりますので、いついかなるときでも

各種重要データを失うなどのリスクが軽減され、

安心で安全なシステム運用が担保できます。 

 さらに、機器類の集約により、システムの維

持管理や点検、保守にかかわるトータルコスト

の節減を図ることができると私は考えるのであ

ります。いかがでしょうか。市長の御所見を伺

います。 

 次に、３点目は、市民への情報伝達ツール類

の有効活用についてであります。 

まず皆さんもまだ記憶に新しいことと思います

が、命の続く限り津波からの避難を叫び続けた

役場職員のニュースについてであります。 

 南三陸町の女性職員は、防災対策庁舎で、津

波到達の直前まで防災行政無線で「６メートル

の波が来ます。早く高台に避難してください。

６メートルの波が来ます。早く高台に避難して

ください。」と、町民に何度も何度も繰り返し

呼び掛けました。このことにより、多くの住民

の命が守られたものの、みずからは津波にのみ

こまれ、行方不明になってしまいました。とて

も悲しいショッキングなニュースであり、今に

なっても忘れることはできません。 

 この悲しい事例を教訓とし、情報を制するは

災害を制す、情報を制するは災害を制すのとお

り、さまざまな情報伝達ツールを使い、正確な

情報収集と情報伝達により、かけがえのない大

切な市民の生命と財産を守り、さらには「市民

の不安を解消し、安全で安心して暮らせる災害

に強いまちづくり」を目指すことが重要である

と考えるのであります。 

 さて、今回の東日本大震災での当市の情報伝

達ツール類の運用状況について検証してみまし

ょう。遠野テレビの告知放送は停電により使用

できなくなりました。また、固定電話や携帯電

話も利用できなくなり、外部との情報連絡手段

は立たれ、孤立状態に陥ってしまいました。 

 このような中で、市民への情報伝達はどのよ

うな形で行われたでしょうか。恐らく防災行政

無線、通称「望楼」と呼ばれていますが、これ

が唯一の情報伝達手段であったと推察します。

この防災行政無線で流された避難勧告などの情

報は、全市民に漏れなく伝わったでしょうか。

この実態内容についてお尋ねします。また、そ

のことに対する反省や教訓・課題の分析、そし
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て改善策についても講じておられるかどうか伺

います。 

 ちなみに、上郷町内では、行政区長や民生委

員がお年寄り宅を戸別に訪問し、被災状況の確

認や避難勧告内容をお知らせしながら、状況に

よっては避難のお手伝いまでしていただいてお

りました。 

 現在、災害発生時の情報伝達ツールとして有

効と考えられるのは、防災行政無線や遠野テレ

ビの告知放送、電話・ファクスや携帯電話及び

エフエム岩手への緊急割り込み放送、そして広

報車や消防車での巡回広報、さらには消防団や

行政区長、民生委員などの代表者を通じての伝

達などであります。私の考察では、これら既存

の情報伝達手段を最大限有効に活用することが

肝要であると考えますが、いかがでしょうか。 

 そして、この件に関連し留意点がございます。

何かといいますと、今回の大震災で出番が多く、

大変重宝した防災行政無線の設置後の使用経過

年数についてであります。確認しましたところ、

このシステムの製造年月は昭和63年３月になっ

ておりますので、使用経過年数は24年の計算に

なります。このような機器類の耐用年数は、お

おむね10年になっているはずです。また、設置

後24年も経過しますと、保守用物品は既に生産

停止状態になり、万が一故障した場合の部品交

換は難しいと思われますが、現状はどのように

なっているでしょうか。 

 恐らくシステムの安定運用のために主管担当

者の皆さんの多大な御努力のおかげで今日まで

大きな故障発生もなく利用してこられたと思い

ます。しかし、非常時における市民の安心・安

全確保のためには、この老朽化したシステムの

更改を早目に行うべきと考えますが、いかがで

しょうか。 

 あわせて、このシステムの安全運用のために

親局装置は新消防庁舎内への設置を検討すべき

と考えますが、いかがでしょうか。市長の御所

見を伺います。 

 最後に、「災害に強いまちづくり」と「災害

発生時の減災」を標榜し、新防災計画の速やか

な作成と、今私から提言させていただいた内容

について前向きに御検討いただくことを希望し、

私の一般質問を終わります。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。 

 防災から減災、そしてこの防災訓練のあり方、

さらには情報通信機器の安心安全な運用管理の

問題、市民への情報伝達、これについても速や

かに対応すべきではないだろうかというような

形で防災対応を一本に絞っての御質問と承りま

した。 

 この11日が参りますと、３月11日、東日本大

震災発災いたしまして６カ月、半年ということ

になります。今なお家族のもとに戻れない、岩

手県だけでも2,000名を超える方が行方不明と

いうことになっておるというこの数字、いかに

今般の東日本大震災が大変なものであったのか

ということを物語る数字ではないかなというよ

うに思っておりますし、きのうは台風12号で紀

伊半島を中心に大きな被害が出ております。 

 当市におきましても、きのう早朝６時半から

遠野市消防団、婦人消防協力隊の皆様約510名

出動いたしまして、早瀬川原の河川敷でもちま

して大規模な水防訓練を行いました。 

 積み土のう工法、あるいはシート張り工法、

さらにはＴマット工法といったような堤防を守

るというまさに江戸時代から続いておりますこ

の伝統的な水防といったものに係る訓練を行っ

たわけであります。木流し工法は堤防の状況か

らこれは見送ったわけでありますけども、参加

された消防団員の皆様は、やはり地域を守る、

遠野市民の生命・財産・身体を守るという気概

のもとに早朝にもかかわらず懸命なる訓練を行

っておりました。まさに備えあれば憂いなしと、

有事即応といった中における取り組みを行って

いるというように思っておりまして、消防団員

の皆様にも心から敬意を表さなければならない

かというように改めて思っているところでもあ
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ります。 

 戦後間もなく昭和22年の９月15日にあったカ

スリーン台風、そのちょうど１年後の昭和23年

の９月15日にはアイオン台風と、そのつめ跡が

まだ残っているわけであります。既に六十四、

五年たっているわけでありますけども、そのつ

め跡がまだ残っていると。 

 忘れもしない昭和56年の８月23日には、台風

15号による56災害という、遠野市の町がすべて

それこそ水害という大きな被害を受けるんじゃ

ないかなといった本当に危機的な状況で、遠野

市の一般会計予算に匹敵する被害額が出たとい

うのも記憶に新しいところなわけであります。 

 そういった中に３月11日の大震災、遠野市も

本庁舎を失うような形で大被害を受けたわけで

あります。したがって、防災と、それが減災と

いうものにつながるという部分におけるただい

まの佐々木大三郎議員の御質問については、ま

さに時宜を得た質問ではないかと受けとめたと

ころでもあります。 

 ただ防災訓練のあり方、さらには情報通信の

あり方、さまざまこの伝達ツールの有効活用に

ついていろいろ御意見、御提案をいただきまし

た。この震災といったものをどのような形で市

民の安心安全を守るかというところにこれを生

かさなかったならば、これだけの多くの犠牲者

の方々に私どもとしてきちんとした答えを出す

というのも、我々の一つの役目であり、義務で

はないかなといつも思っております。 

 震災から２カ月後の５月11日、これは県のほ

うからも、もうそこまでやるのかという形での

問い合わせがありました。今は震災対応でてん

やわんやしているときに地域防災計画の見直し

ということに着手するのかという話がありまし

た。着手するんじゃなくて着手しなければなら

ないんだと、これ放っておくわけにはいかない

んだと。まだ記憶が新しい中で我々も50カ所の

避難所を開設し、そして2,000名以上の市民の

皆様が電気も停電した中において避難をしたわ

けであります。 

 あの寒い中で、本当にさまざまなことが文字

どおり教訓として、あるいは準備がまだ十分で

はなかったなと、頼るのはラジオしかないとい

うような状況であったわけであります。各地区

センターに対策本部員の部長を全部張りつけま

して、すべて対策本部に照会するようなことは

やめてほしいと。行ったり来たりだけは無駄だ

と。現場ですべて判断して対応してほしいとい

う中におきまして、市民の安心安全を確保する

という対応をしたわけであります。 

 その中で、この情報伝達、あるいは今お話ご

ざいました望楼も含めて、どこまで機能したの

かということはもう数挙げればきりがないほど

のさまざまな教訓と、そしてまたそこに課題を

我々は今見出そうと努力をしているわけであり

ます。 

 地域防災計画もそのような意味におきまして

は、５月11日に直ちに防災関係者を全部集めて、

情報関係の団体からは、ここまで回復に時間が

かかると思わなかったと、申しわけなかったと

涙ながらにそのような反省の言葉も述べられて

おります。 

 そしてまた、それぞれの地域の皆様にあって

も、例えばある地域でありますけども、速やか

に自治会館を開放しながら暖房器具を持ち込み、

毛布を持ち込み、まずもってお年寄りの方々を

避難させようと、まさに地域ぐるみで取り組ん

で、ほぼ私にすれば完璧な形での避難体制をと

った地域もその中にあるわけであります。それ

をきちんと検証する中で、それを各地域に広め

ていくと。 

 その中におきましては、やはりストーブ。ス

トーブはあるけども電気がないから暖房がとれ

ない。ストーブは数多くあったわけです。ファ

ンヒーターで回すというか、ファンで回すス

トーブなものでございますから電気がなければ

暖をとれない。反射式ストーブはないのかとい

ったら、反射式ストーブはなかなか手に入らな

かったというようなのも現状であったわけです。

灯油はあった。しかしストーブが使えない。お

米はある。しかし電気釜でご飯は炊けない。炊

き出ししかないというような状況があったわけ
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です。私どもが日ごろこの訓練の中でいかに電

気といったものを空気のようなものとして取り

扱っていたのかと。 

 それからまた情報、携帯電話がここまで普及

いたしました。瞬時に情報がとれるというよう

に思っておった一つのこれも、この大震災は、

それはとんでもないことだぞということを私ど

もに示してくれたわけであります。ラジオしか

情報の入手する手段はありませんでした。 

 きのうは東京から、この後方支援活動につい

てのいろんな調査に参ったお客さんが２組ほど

ありました。その中には東大の総長さんもわざ

わざ遠野に立ち寄っていただいて、いろいろま

たさまざまなことを課題を聞いて帰っていった

わけでありますけども、東京のほうがテレビで

東日本大震災の状況をまさにリアルタイムで見

ることができたと。我々は40キロ離れておって

もそれが見ることも聞くことも、また知ること

もできなかったというのが今回の震災なわけで

あります。 

 したがいまして、防災訓練、いろいろ御提案

をいただきました。これも私どもは常に実践に

即したものという中において、一定の緊張感を

持って防災訓練を行おうと。またことしも９月

１日が来た、防災の日だ、だから訓練をしよう

ということじゃだめだと。消防職員にも檄を飛

ばし、また消防団の皆様にも大変な御協力いた

だいて、まさにそれぞれ避難訓練も含めながら、

より実践に近いものとして毎年それぞれ工夫を

重ねているつもりでもあります。つもりである

わけでありますけども、ただいま佐々木大三郎

議員からも御指摘がありましたとおり、この東

日本大震災においては、いろいろ申し上げまし

たとおりの課題もまた浮き彫りになったという

ことであるわけでありますから、防災訓練のあ

り方もなお一層、この実践に即したものとして

の対応を行っていかなきゃならないかというよ

うに改めて思っているところでございます。た

だこれは、手をこまねいてそれを待っているわ

けではないと。 

 きのうの水防訓練も、それから５月11日に開

催した地域防災計画の全面見直しというのは、

ただいま佐々木大三郎議員から御質問あったこ

とをすべて盛り込んだ形でそれぞれの立場で検

証しようということでの作業を既に行っている

ということなわけであります。 

 しかし、ただ計画ができるまで待とうじゃな

くして議員各位にも、佐々木大三郎議員にもぜ

ひ御理解いただきたいわけでありますけれども、

３月の23日と記憶しておりますけど臨時議会を

開きまして、さまざまな所要の措置も講じさせ

ていただきました。それから６月の定例市議会

におきましては、まさにそれぞれのコミュニテ

ィーセンターや集会場に自家発電機といったよ

うなものも備えようとかいった、さまざまな計

画を待つんじゃなくして、計画のそれぞれの作

成を待つんじゃなくして、やれるところからや

ろうという中におきまして、さまざまな予算も

議員各位の御理解をいただきながら６月補正で

予算措置をさせていただいておりまして、今発

注するなり、あるいは購入するなり、今行って

いるわけであります。 

 大阪市消防局は、遠野市の皆さんに大変お世

話になったと、ぜひ使ってくれという形で毛布

500枚、これを遠野市に寄贈して大阪に引き上

げていったと。そのような警察、消防の皆様か

らの大変なる行為による資機材も私どもは持っ

ているわけでございますから、そういったよう

なものも計画を待つんじゃなくして、順次それ

ぞれの避難所となる集会所とかといったところ

に配備しようというような考え方を持っており

ます。 

 またこの９月市議会におきましても、さまざ

まな防災に係る予算も提案させていただいてい

るところでございますので、ぜひその中でまだ

さまざまな形での検証しなければならない課題、

あるいは具体的な地域における課題、課題と申

しますか問題点等につきましても、いろいろ議

員各位との議論をかぶせながら、この地域防災

計画の中に、ただいま申し上げました防災訓練

のあり方、情報通信機器類の安心安全な運用の

管理について、あるいはこの情報伝達類の有効
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活用等について、きちんと生かして、生きた計

画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。 

 今回の震災の中で2008年、平成20年に行いま

した10月31日、そして11月１日におきました陸

上自衛隊東北方面隊震災対処訓練「みちのくア

ラート2008」の訓練、これは大規模な訓練であ

ったわけであります。当時の宗像総監は、訓練

費用が約１億円かかると。岩手、宮城を会場と

したというか、被災地としての想定した訓練で

あると。したがって、とても毎年はできないと

いうことで、４年に一度というようなひとつの

申し合わせの中で平成20年にあれほどの大規模

な訓練を行い、今回の震災はそれをまさにその

ものが災害としてと言うか、出たわけでありま

す。 

 私は今でも鮮明に覚えておりますけども、先

ほどマンネリに陥っていないかと、訓練という

ものはどうなんだという話がありました。その

ときのこの運動公園に陣をとった陸上自衛隊、

そこには総監もおりました。それから県警本部

長もおりました。県知事もおりました。その指

揮所のすさまじいあの迫力と申しますか、私は

どのように表現したらいいのか、うまく表現が

できないほどの迫力でありました。 

 「命がかかってるんだ」、「何だお前、その

報告は」というような形で大声で怒鳴られる。

もう本当に身震いがするというか鳥肌が立つと

いうほどのすさまじい訓練であったわけであり

ます。まさに住民の命を守る、国民の命を守る、

警察、消防、そして自衛隊が今回これほど活躍

した災害はないとまで言われておりますけれど

も、そのことが遠野市を会場に訓練を行われた

という中におきまして、遠野市も後方支援活動

といったものにつきまして、お話がありました

とおり職員も市民も本当に気持ちを一つにして

頑張っていただいたというのがその背景にあっ

た。訓練がいかに大切であるかということは、

あのテントの中の指揮所のすさまじいばかりの

緊張感と、大声が飛び交う世界の中に私はあっ

たのではないかなと今でも思っております。 

 したがいまして、これからの防災訓練のあり

ようも、ただ日にちが来たから訓練を行うんじ

ゃなくして、まさにその緊張感と市民の命を守

るというのが一番の最大の役目なんだという中

における、より緊張感のある実践に即した訓練

として位置づけてまいりたいと改めて覚悟して

おりますので、よろしく御理解をいただければ

と思います。 

 それからこの情報通信の伝達の中で、確かに

情報が伝わらなかったということも確かにその

とおりであります。ラジオしかなかった。しか

し、広報車というひとつの消防団の広報車、あ

るいは市の消防署の広報車。望楼ばかりじゃな

いんです。まさにきめ細かく消防団のパトロー

ルと、それから市の広報車、消防署の広報車が

市内をきめ細かく歩きました。「安心してくだ

さい」と。「余震があります、気をつけてくだ

さい」というような呼びかけを行って、広報車

から直接呼びかける言葉の中で安心したと、あ

あ、そうかと、ちゃんと機能しているんだなと

いうことをその広報車の広報の言葉で知ること

になったと、すごくありがたかったという声も

あったわけであります。 

 したがいまして、望楼だけじゃなくして、そ

れぞれのその足で行って、まさにアナログであ

ります。広報車がきめ細かく各地域を回ったと

いう事実もまた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。これはやはり私は

非常に大切なことではないかなと思っておりま

して、その後、電気が回復したのに伴いまして、

遠野テレビを活用しての朝、昼、晩と１日３回、

対策本部から情報を提供し続けたというのも、

これも遠野としてのひとつの取り組みとしては

有効に活用したのではないかなと改めて思って

いるところでございますので、そういった機能

の充実もまた図っていきたいというように思っ

ております。 

 それから３つ目の、このサーバーの問題が提

案されました。今当市におきましては、この情

報システムのサーバー等は、市役所本庁舎の東
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館の２階のサーバー室に設置してあります。住

民情報、戸籍あるいは内部情報、それからさま

ざまなネットワークなど60のシステムをこの

サーバー室におきまして設置し、機能を果たし

ておるということになっているわけであります。 

 そしてこれを、御提案もありましたように全

くそのとおりでありまして、それを提案のとお

りでございますという御答弁で済むわけであり

ますけども、現在建設を進めている新消防庁舎

にはこれらの情報システムを移設するための

サーバー室を既に確保してあるということであ

ります。免震の、それこそ議員の皆様からの御

理解をいただいて、かなりの事業費を通じての

新消防庁舎なわけであります。消防庁舎をただ

移設するんじゃなくて、まさに総合防災セン

ターとしての機能をそこに持たせる。そこには

市民の安心安全といったものをきちっと確保す

る。免震だと、大きな地震が来てもその建物は

壊滅的な被害は免れるというような、そのよう

な建物なわけであります。免震、耐震性、耐火

性、電源設備、そういったものがすべて整った、

より安全な建物施設であるというような中で、

この安全な情報システムの維持管理が図られる

ということは当然なわけでありますから、この

サーバーも移設時期を新消防庁舎のサーバー室

が完成次第、市民サービスに影響が少ないタイ

ミングをとらえて、速やかにそこに移設をする

という方針で今もう進めておりますので、これ

は来年の24年の４月には建物本体そのものが完

成いたします。その所要のソフトの組み立てで

あるとか、所要の準備態勢を整えまして、平成

24年の７月ごろには総合防災センターとして、

あるいは後方支援を担う一つの拠点施設として、

何よりも３万市民の皆様の安心安全を、そして

不安の解消を図る一大拠点としての新消防庁舎

として位置づけておりますので、この分につい

てはその方向でちゃんと進めておるということ

で御理解をいただければというように思ってお

ります。 

 それから防災行政無線のお話がありました。

これにつきましても、ただいま申し上げました

ものと繰り返しになりますけども、まさに災害

情報を瞬時に伝えることができるという部分に

おいては、この新消防庁舎の最新の通信指令シ

ステムが、今着々と準備を進めておりますので、

これと連動させる中におきまして、防災行政無

線、遠野テレビ、さらには音声告知放送といっ

たようなものがそれぞれ連動しなければ、これ

は意味がありません。 

 それに伴いまして、先ほど言いましたとおり、

広報車が回るとか消防団のネットワークを使う

とか、さらには民生委員や児童委員、あるいは

安否確認のためのさまざまな区長さん方といっ

たような市民の皆様の力を借りながら、地域ご

とにきちんとした情報ネットワークを構築する

と。まさに機械頼りじゃないようなものも、や

はりそこの中ではきちっと位置づけていかなき

ゃならない。その両方がきちっと相まって、技

術に過信する余りにそれがダウンしたときにい

かにもろい状態になるかということも我々は考

えていかなきゃならないんじゃないのかなとい

うように思っているわけであります。 

 したがいまして、この防災行政無線も、御質

問にありましたとおり、昭和63年ということに

なっておりまして、遠野市内の貴重な情報伝達

として、今旧遠野市と旧宮守村のシステムも若

干異なっているという部分もありますから、こ

れは早急にきちんとした計画のもとに考えなき

ゃならない。そのためには新消防庁舎への各

サーバーの移設、それから防災行政無線操作卓

の更新や非常用バッテリーの整備など、これは

改めて今進めているわけでございますけれども、

要となるこの新消防指令システムをきちんと整

備をしながら、そこに連動させていくというこ

とになるわけでございますから、これらの整備

とあわせながら、一体的にこの問題に取り組ん

でいくというような計画でおりますので、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。 

 私は、この災害対応につきまして、いろいろ

御提案をいただいたということを、これを謙虚

に受けとめながら、それを地域防災計画に反映
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させるということは繰り返しになりますけども、

そのとおりであるわけでございますけれども、

一方においては、技術に、あるいは情報通信と

いうこの世界の最先端を行く日本の通信技術の

中で、それにすべて頼り切るということについ

て大きな落とし穴もあるということも、今回の

震災もまた示しているわけであります。「これ

ほどまで機能しなかったと思わなかった」とい

うのが、まさに情報通信のメーカーの方々から

よく何回も聞きました。したがいまして、そう

いったこともきちんとしてシステムとして構築

するということも含めながら、やはり地域コミ

ュニティーという中において、区長さん方とか

それぞれのいろんな地域の皆様、そして消防団

員の皆様、婦人消防協力隊の皆様、民生委員・

児童委員の皆様といったようなそれぞれのネッ

トワークをきちんと構築しならそれぞれの安心

安全を確保すると。それが一人でも二人でも大

災害時には命を救うというその減災につながる

というようなこともあわせ、愚直にそういった

問題にも取り組むということが必要ではないの

かなと思っております。 

 この地域活性化専門員に防災担当も置いたで

はないかというようなお話が御質問の中にあり

ました。これは私はこの防災、命をつなぐ、あ

るいは命が助かるというようなこのひとつのま

さに何にもかえがたいものに、この減災という

ひとつのコンセプトの中から、そこを地域づく

りといったもののひとつのネットワークをその

中に構築していくということもあわせ、進めて

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、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。 

 以上といたしまして、答弁とさせていただき

ます。 

○議長（新田勝見君）  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）  再度質問をさせて

いただきます。 

 ただいまの市長の御答弁を伺っておりまして

安心できました。ありがとうございます。ただ

ですね、この防災計画につきましては、既に見

直し改善を図っておられるということを承りま

した。本当にいいことだと思います。 

 そういうことでしたら、その内容を検証する

意味からも、そして今回の地震の恐怖を忘れな

いうちといいますか、風化しないうちに、一日

も早く市民全員参加型の防災訓練を実施すべき

と私は考えますが、いかがでしょうか。 

 その急ぐ理由は、今後、震度５以上の余震が

数年続くと一部の学者は話されております。そ

して、今市長の御答弁にもありましたけども、

今回の台風12号、これでは西日本から北日本ま

で広域にわたりまして被害をもたらし、大きな

つめ跡を残しております。またゲリラ豪雨も頻

発傾向にありますので心配であります。そして

また従来の、「災害は忘れたころにやってく

る」という考え方から、「災害は忘れる前にや

ってくる」と。そして今まで経験したことのな

い大きな災害になるという新たな心構えが必要

ではないかなと私は考えております。 

 さらには今までの防災訓練では、集まる人の

顔ぶれが毎年決まっておりまして、義務的とい

いますか、儀礼的といいますか、そんな感じで

行われていたような気がいたします。私自身、

何となくなれ合いといいますか、危機感も希薄

なまま参加してしまっております。そのことは

本当に自分で反省しているところでありますが。

今後は、訓練目的と目標を明確にした上で、例

えば自助という観点から携帯ラジオや懐中電灯

は常に身近に置いておくことの注意喚起の徹底

とか、離れている家族間の連絡手段として、便

利な災害用伝言ダイヤル171の使い方の実習、

そして従来から地元に根づいておりますけども、

この伝統的な地域コミュニティーを生かした住

民全員参加型を基本とした訓練が必要ではない

かなというふうに思いますので、この辺につい

てもう一度お伺いします。よろしくお願いしま

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
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質問にお答えいたします。 

 大規模な防災訓練を風化しないうちに行うべ

きではないだろうかというような御提案であっ

たわけであります。そのこと自体は否定はしま

せんし、またそのような必要性ももちろんある

ということも、そのとおりかというように思っ

ております。 

 しかし、この東日本大震災で今沿岸被災地の

皆様はそれこそ復旧復興に向けて大変な努力と

いうか、懸命に頑張っているわけであります。

私は先般、県の幹部の方にもお話しいたしまし

た。仮設住宅がまずできた。そこで大体は避難

所も解消になったと。やれやれというかもしれ

ない。復興実施計画もできたと。約400事業を

一つ位置づけたと。あとは財源が確保されれば

それを粛々と進めるだけだということも、もち

ろんそれもそのとおりかもしれません。しかし、

ここ岩手、東北の、このお盆が過ぎると急に涼

しくなりますよと。間もなく厳しい冬が参りま

すと。雪が、あるいは沿岸地に雪が降ったと、

あるいは気温も氷点下ということになりますよ

と。３月11日、灯油が、ストーブがたけないと

いうことで凍死者が出たというような、そのよ

うな情報も飛び交ったというのが、ついこの間

の震災であったわけでありますから、そのよう

なことを踏まえると、この間もなく来る厳しい

冬にも対応するような、そのような対策も急が

なければならないの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。 

 そういった中で、大規模な総合防災訓練をと

いうような話がありました。私どももいろいろ

消防本部とも、あるいは災害対策本部といいま

すか、庁議メンバーともいろいろ議論いたしま

した。その中できのうの朝の水防訓練がその中

の一つとして位置づけられたわけであります。

けさの庁議でも遠野第２ダムが200ミリぐらい

降ったのだけれども、遠野第２ダムがどのよう

に機能したのか検証してみようと。それから今

このゲリラ豪雨とかさまざまなものあると。も

ちろん避難も大切だと、訓練も大切だと。とこ

ろで、猿ヶ石川の上流域にある砂防ダム、今現

状どうなっているんだという形で調べさせてお

ります。何と昭和７年の砂防ダムも今あるわけ

であります。 

 そして、カサリーン、あるいはアイオンの国

土復興の中で続々とつくられた砂防ダムがほと

んど今機能していないと。もう土砂が堆積して

しまって機能してない。それも急がなきゃなら

ないなというようなところで、この今点検と、

それからそれにどのように対応するかというこ

とも今急がせているわけでありまして、それぞ

れ防災に係る自主防災組織を各地域に立ち上げ

ようと。モデル事例もつくったと。それから各

自治会単位でもいろんな取り組みが行われてお

ると。まずそこをきちんと今回の東日本大震災

の中で得た検証の中で、その避難所に本当に寒

さ対策ができているだろうか。やっぱりそれぞ

れの食料の備蓄があるだろうか、あるいは照明

がちゃんと対応できるだろうか、そのエリアの

中にきちんと避難できるようなそのようなマッ

プのようなものはあるだろうかというところの、

やはりそれをまずもって急がなければならない

かと思っております。 

 そこをきちんと行って、各地域が、あるいは

各市民がと申しますか、私は今度の震災で、市

民の皆様の防災に対する意識はもう格段と高ま

ったというように思っておりますので、それを

踏まえて、まず地域地域、あるいは各地区、あ

るいは各町単位ということになろうかと思って

おりますけども、その取り組みをより実践に即

した確実なものに組み立てるというところに、

まず第１点の重きを置いた対応の中から、であ

れば、全市を挙げての総合防災訓練はどう位置

づけたらいいかということが、その中に見出し

ていくという作業を急ぐという方向が大事では

ないのかなというように思っておりますので、

提案のありました総合防災訓練そのものの必要

性を否定するではなくして、そこにより近づく

ためにまずもって地域を大事にした取り組みを

行ってまいりたいと思っておりますので、ひと

つ御了承いただければと思っております。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 
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   午前10時56分 休憩   

────────────────── 

   午前11時06分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き、会

議を再開いたします。 

 次に進みます。11番小松大成君。 

   〔11番小松大成君登壇〕 

○11番（小松大成君）  通告に従いまして、日

本共産党遠野市委員会を代表し、一般質問を行

います。 

 第１に、福島第一原発事故に関する市長の見

解です。２点目には、改正介護保険法に対する

遠野市のこれからの対応を伺います。３つ目に

は、子ども子育て新システム導入に対する市長

の見解をお伺いいたします。 

 以上、３点について伺います。 

 ３月11日に発生した東日本大震災と福島第一

原発の危機は、深い悲しみと不安のうちに日本

社会の風景を変えてしまいました。犠牲になら

れた方々への深い哀悼と、被災された皆様方へ

お見舞いを申し上げるとともに、各分野の多く

の人々の救援、支援に日本共産党遠野市委員会

を代表し、心より敬意を表したいと思います。 

 特にも後方支援として、いち早く被災地に駆

けつけ、救援活動を展開し、今日に至るまで救

援活動のシステムを構築してきた市当局と関係

機関には敬服の至りであります。 

 去る８月10日、岩手県民会館大ホールにて、

日本共産党市田忠義書記局長を迎えての大演説

会が行われました。その中で書記局長は、あえ

て遠野市を取り上げ、遠野市はみずから市の庁

舎が全壊という被害に遭いながらも、いち早く

沿岸被災地救援に乗り出し、市職員はじめ全市

を挙げて救援活動の取り組んでいる、この姿は

大いに評価すべきだといった趣旨の発言がござ

いました。期せずして、1,000人を超える聴衆

から大きな拍手が沸き起こったのであります。

講演会終了後、各自治体の同志議員から、「遠

野市頑張ってるな」と声をかけられ、私として

も大変光栄に感じた次第であります。 

 さて、東北地方太平洋沖地震が発生し、東北

地方の沿岸部が未曾有の津波にのみ込まれまし

た。震源地近くには東京電力福島第一原子力発

電所、同第二原子力発電所、東北電力女川原子

力発電所、東通原子力発電所、六ケ所再処理工

場、日本原子力発電の東海発電所が立地し、こ

れらの原子力発電所・施設はすべて停止いたし

ました。 

 このうち福島第一原発は、１号機から３号機

において、地震の震動によって運転は緊急停止

し、これによって核分裂反応も停止し、崩壊熱

の発生が続く燃料棒が高温になって溶け出すの

を防ぐために水で冷やすシステムを動かす電源

が遮断し、冷却用非常用ディーゼル電源が津波

により動かなくなり、メルトダウンが起きてし

まいました。 

 また１号機から４号機の使用済み核燃料プー

ルでも、冷却不能の事態に陥ってしまいました。

そしてご存じのとおり、最悪の事態である水素

爆発を引き起こしてしまったのであります。 

 放射能汚染は広範囲で、土壌、水道水、牧草、

農産物、水産物に被害を及ぼし、海洋汚染は被

害の程度すらわからない事態になっています。

国民、特にも子どもへの健康被害の予測は大変

深刻です。自主避難を含めると10万人以上の

方々が避難生活を余儀なくされています。 

 巨大な地震、あるいは津波は自然現象であり

ます。そのときに原発は災害が起きても耐えら

れるよう対応すべきでもあるにもかかわらず、

安全対策はなおざりにされてきていたことが今

回の事故で明らかになりました。今般の事故は、

東京電力が言う未曾有の津波による想定外の事

故でも何でもありません。我が党は国会や地方

議会で、地震や津波の対策について求めてきま

したし、専門家からも再三にわたって問題点を

指摘、警告されてきました。にもかかわらず聞

く耳を持たず対応してこなかった今回の原発災

害は、まさに人災そのものと言わなければなり

ません。 

 原子力発電で利用している核エネルギーの最

初の実用化は原子爆弾でした。原子炉の開発は

原子力潜水艦です。戦争目的で開発されたので
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すから当然安全性は十分に考えられないまま民

間に転用し、原子力発電になった歴史を持って

います。 

 原子力発電所は、原子炉の中でウランの核燃

料を燃やして核分裂を起こさせ、そのときに発

生する熱で水を熱し、高温高圧の水蒸気をつく

り出して、タービンを回し、発電します。火力

発電所では石油や石炭を燃やし、原理は同じで

すけれども熱を発生させるエネルギーが根本的

に違います。 

 ウランから生まれ、核分裂の生成物は膨大な

熱を出し続けるために、「軽水炉」では絶えず

水で冷やし続けなければなりません。その水の

供給が何らかの事態でとまると今回のようにメ

ルトダウンとなり、大変な事態になってしまい

ます。 

 原子炉で核分裂で生じるのが「死の灰」と呼

ばれる人工の放射性物質、ヨウ素131やセシウ

ム137、プルトニウム239など数多くあります。

放射性物質は放射線を発生し、別の物質に変化

して、これを放射性崩壊といい、このときに発

生する熱が崩壊熱といいます。しかし、この大

量の死の灰を原子炉内で完全に閉じ込める技術

がいまだ確立されていません。さらにこの死の

灰の塊である使用済み核燃料、放射能のごみで

すけれども、廃棄する方法が開発されていませ

ん。「トイレなきマンション」と呼ばれる所以

であり、かつて遠野市がその核のごみ捨て場に

なる直前に遠野市が英断を持ってこれを拒否し

たという歴史的な事実もございます。その当時

の市の対応には今もって敬意を表する次第であ

ります。 

 さて、長年、「日本の原発は安全、事故は起

こらない、大丈夫だ」と何の根拠もなく安全神

話を振りまき、みずからもどっぷりつかって安

全対策を怠ってきた東京電力と自民党政権以来

の政権与党の政府の責任は重大と言わなければ

なりません。 

 今、東京電力福島原発事故は、日本と世界の

人々に大きな衝撃を与え、原発に依存したエネ

ルギー政策をこのまま続けていいのかという重

大な問題を突きつけています。 

 ドイツ政府は2022年までに原発から全面撤退

することを決定し、下院議会で原発廃止法案が

可決されました。発電量の40％を原発に依存す

るスイスも撤退を決めました。我が党は1950年

代、最初の段階から安全性の保障のない未完の

技術のままで原子力発電の道に歩み出すことに

はきっぱりと反対をし、一貫して問題点を追求

してきました。 

 1976年１月、三木内閣時、政府が原発を９年

間で400万キロワットから4,900万キロワットに

ふやす計画を立てたのですけれども、この当時

アメリカでは原発の審査・管理に1,900人以上

の技術スタッフがいるにもかかわらず、日本で

は非常勤の方だけの審査体制であったというこ

とも指摘しました。 

 1981年２月には、鈴木内閣時、東海大地震の

予想震源域の真上になぜ浜岡原発の増設を認め

るのかという問題も追求いたしました。 

 1999年11月、小渕内閣時、スリーマイル、チ

ェルノブイリ原発事故を受け、1994年に「原子

力の安全に関する条約」が結ばれ、原発を進め

る「推進機関」と、その安全を審査して施設を

認可する法的権限を持つ「規制機関」との分離

が規定されましたけれども、日本では推進機関

の通産省、現在は経済産業省ですけれども、法

的権限を持って、原子力安全委員会は政府の諮

問機関程度の役割しかないという国際条約違反

の審査体制になっていることも追求いたしまし

た。 

 2006年３月小泉内閣時、日本の原発の８割が

大津波の引き波により海水の取水ができなくな

ると、また大規模地震によるバックアップ電源

の送電系統が破壊されるなど、こういった原子

炉の冷却不能、炉心溶融の危険に備える必要が

あることをただしました。老朽化した原発の問

題点も指摘しております。いずれも現在大きな

問題であります。 

 我が党は、今回の事故によって、次の４つの

ことが明らかになったと考えます。原発事故は

他の事故には見られない「異質の危険」がある
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こと。２つ目に、現在の原発技術は本質的に未

完成で危険なものである。３つ目、こうした原

発を世界有数の地震国であり、世界１、２の津

波国である日本に集中立地することは危険極ま

りない。４つ目に、歴代政権が電力業界の経営

陣とともに日本の原発は安全とする安全神話に

しがみつき、繰り返し警告を無視して重大事故

への備えをとらなかったことがこのような深刻

な結果をもたらしたのであります。 

 結論として、安全神話を一掃し、最大限の安

全対策をとったとしても、安全な原発というも

のはあり得ない。ひとたび重大事故が起きれば

取り返しのつかない事態を引き起こす。地震と

津波の多い日本では原発と日本の社会は共存し

得ないということです。 

 日本共産党は、５年から10年以内を目標に、

原発から撤退する計画を策定し、同時に自然エ

ネルギーの本格導入と低エネルギー社会に向け

て、国を挙げて取り組むことを提起しておりま

す。震災から６カ月になろうとしているにもか

かわらず、なお収束するどころか被害の拡大が

続いている原発事故に対する市長の見解を伺い

ます。私はもはや原発の安全神話が崩れ去った

今、期限を定め、原発から一刻も早い撤退を訴

えたいと思いますが、いかがお考えでしょうか。 

 さて、福島第一原発事故の過酷事故は、先ほ

ど指摘したように、今後どこまで拡大するかわ

かりません。市内でも牧草から基準値を超える

放射性セシウムの検出が確認され、乳牛への牧

草の利用が制限されるなど不安が広がっていま

す。 

 特にも、市民との懇談の中で、保育園児を抱

える御婦人から、保育園の給食のみならず流通

している食材が放射能に汚染されていないか不

安だといった声がありました。放射性物質を摂

取した場合の子どもへの将来の健康不安は、福

島のみならず、ここ遠野の地でも聞こえるよう

になってきました。また米の収穫を間近に控え、

農民の間で交わされる「放射能は何でもねえべ

か」といった会話があいさつがわりのように交

わされるようになってきております。米生産農

家ばかりでなく、多くの農民が目に見えない放

射能におびえているのです。生産者がこのよう

な状況ですから、消費者の不安は推して知るべ

きであります。 

 このような状況を打開するには、定期的な最

大限可能な範囲で放射線量の測定を実施し、そ

の実態を包み隠さず公表すること、そのことに

尽きると思います。上水道水源の河川、学校や

保育園周辺、プール、グラウンドなど定期的な

放射線量の測定はもとより、農畜産物など詳細

に放射線量の測定を実施すべきと考えますが、

いかがでしょうか、見解を伺います。 

 さて、このように遠野市内でも福島第一原発

事故は市民生活に深刻な影響を与えてきており

ます。具体的には、利用している牧草の放射線

セシウム基準値を超え、やむなく割高な牧乾草

を購入しなければならなくなった酪農家の経済

的損失であります。放射能汚染の可能性がある

との理由から出荷停止を命じられた肉牛生産農

家のその間の損失です。 

 このように、今回の震災による原発事故で受

けた市内の農畜産物被害は風評被害を含めると

相当の金額に上ると考えます。このように、東

京電力福島第一原発の事故は、東北の農業を脅

かすゆゆしき事態となってきています。当の東

京電力の被害者に対する対応は、傲慢の一言に

尽きます。 

 私が所属している東北農団連という組織があ

ります。東北６県の農民組合の連合体ですけど、

この団体で東京電力と損害賠償交渉を行いまし

た。交渉の一例を挙げますけれども、汚染され

た稲わらを給与したことによる放射能汚染牛の

問題に関しては、汚染された稲わらを牛に与え

た農家にも責任があると、汚染されていること

を周知させなかった行政の責任もある、すべて

東京電力が責任をとるということではないなど

といった開き直り、「損害の挙証責任は損害を

主張する側にある」ということで、できもしな

い立ち入り禁止区域の牛舎の写真の提供や損害

に関する領収書を要求するなど、東京電力のモ

ラルハザードは極まりの感が否めません。 
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 このような状況ですから、東京電力に対し、

この原発事故で被害を受けている一個人が太刀

打ちできるといったレベルの話ではありません。

市長にお伺いするのは、これら原発事故被害者

に対する早急な救済対策を東京電力・政府に要

求することでありますが、市長の見解をお伺い

いたします。 

 次に移ります。改正介護保険法について伺い

ます。 

 改正介護保険法が民主・自民・公明・みんな

の党の賛成で成立いたしました。施行後10年を

経た介護保険制度は、「保険あって介護なし」

の言葉に象徴されるように、高過ぎる保険料、

利用者負担の重さ、深刻な施設不足、実態を反

映しない介護認定や利用限度額によって利用で

きる介護が制限されるなど多くの問題が噴出し

てきています。今回の改定はこのような問題の

解決には手をつけず、新たな給付抑制策を盛り

込むなど利用者・家族に重大な影響を及ぼす内

容となっています。 

 改正介護保険法等は、医療、介護、予防、住

まい、生活支援サービスが切れ目なく提供され

る「地域包括ケアシステム」実現を目指すとし

て提出されました。 

 主な改正内容を申し上げますが、10点ほどご

ざいます。 

 １つ目には、市町村の判断で介護予防・日常

生活支援総合事業を創設できる。２番目には24

時間対応の定期巡回、随時対応型訪問介護看護、

２種類の在宅サービスを組み合わせる複合型

サービスの創設。３つ目には介護職員の医療行

為を可能にすること。４つには、介護療養病床

の廃止期限の６年間の延長。５つ目に、財政安

定基金の取り崩しを可能にすること。６つ目に、

地域密着型サービスについて、全国一律の介護

報酬を上回る報酬額設定を可能とする。７つ目

に、介護事業所の労働法規の遵守。８つ目に有

料老人ホームの前払い金返還に関する利用者保

護規定の新設であります。９つ目には、介護情

報公開制度の見直し、調査手数料の廃止と。10

番目には市民後見人の育成・活用となっており

ます。かなりの面においても改善点は見受けら

れますけれども、やはり私といたしましては、

かなり問題の多い改定となっています。 

 さて、このような内容となっておりますけれ

ども、この改定にそって遠野市においても介護

事業計画を策定しなければなりません。 

 最初にお聞きしたいのは、介護保険料の動向

です。御存じのように、65歳以上の介護保険料

は３年ごとに改定されます。2012年から2014年

度、第５期の介護保険料の改定を迎えますが、

当市における介護保険料はどのように推移する

とお考えでしょうか。 

 また今回の改定による、市では介護予防日常

生活支援総合事業を創設することができるとあ

ります。総合事業は、要支援と介護保険非該当

の高齢者を対象とした事業で、予防給付のうち

市が定めるものと、配食、見守りなどの生活支

援、権利擁護などを総合的に支給するとされま

す。 

 現在の介護保険制度では、要介護認定で要支

援１、２と認定された場合、予防給付を受ける

ことになります。予防給付は要支援者に対する

保険給付で、通所介護、訪問介護、短期入所な

ど、内容は要介護者に対する介護給付に準じて

います。 

 今回の法改定では、総合事業を実施する市町

村は、要支援者について、従来の予防給付を受

けるか、総合事業に移行させるか、一人ひとり

について判断することになります。問題は、総

合事業が全国一律の基準に基づく介護保険サー

ビスではなく、自治体が行う地域支援事業とな

り、サービスの内容も料金設定も自治体が行わ

なければなりません。大まかに介護予防、日常

生活支援総合事業はこのような内容になります

けれども、遠野市では、この事業に対し、どの

ように対応しようとしているのかお聞きします。 

 今回の法改定で目玉の事業としたのが、「24

時間地域巡回型訪問サービス」です。日中・夜

間を通じて、排せつや体位交換の介助などを行

う短時間の巡回訪問と、利用者からの通報に随

時対応する事業とされます。まさに理想の介護
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システムのように思えますが、広大な面積の遠

野市においては、この事業に参入する事業者が

あるのか素人目にも厳しいものがあると思いま

す。市長の見解をお伺いいたします。 

 次に、「子ども・子育て新システム」につい

て伺います。 

 「子ども・子育て新システム」は子育てにか

かわるさまざまな制度を包括・一元的な制度に

することを目的にしています。今回はその中で

保育制度の問題について市長の見解を伺います。 

 ８月26日、教育民主常任委員会の学習会にお

いて、遠野市保育協会事務局長から運営状況等

の報告がありました。少子高齢化のもと児童数

減少の中、保育園児確保など運営に大変な努力

をなされている実態が報告をされました。敬意

を表したいと思います。その中で新聞のコピー

を示し、幼稚園と保育所の垣根を取り払う幼保

一体化を柱とした新子育て施策の政府中間とり

まとめを正式決定したとして、幼保一体化がど

のようなものか一通りの報告がありました。 

 私は、前から「幼保一体化」の名のもとに進

められている保育制度改革には疑問を持ってい

ましたので、改めて資料を取り寄せて、自分な

りに問題点を整理してみました。「子ども・子

育て新システム」は、多くの問題を抱えている

介護保険や障害者自立支援制度をモデルにして

おり、直接契約、直接補助、応益負担を原則に

しています。この点から新システムが成立すれ

ば現在の保育制度がどうなるのか、問題点を挙

げてみたいと思います。 

 現在、保育所の申し込みは、保育を希望する

保護者が遠野市に申請し、市が子どもが入所で

きるように手を尽くしています。現在の制度で

は、市には保育が必要な子どもに保育を実施す

る責任があります。これが新システムになれば、

市の保育の実施義務はなくなります。市は保育

が必要と認定するだけで、保護者がそれぞれ自

分で保育所を探して、保育所と直接契約をしな

ければなりません。そうなれば、待機児童の問

題を含め、施設の問題などそれらの実態の把握

が難しくなります。何よりも保護者の負担は計

り知れません。入所希望者が多い場合、施設側

から逆選別が起こり、困難家庭や障害を持つ子

どもは入所しにくくなるおそれもあります。 

 また現在は保護者の収入に応じた保育料にな

っていますけれども、新しいシステムでは１時

間幾らの応益負担の保育料に変わります。しか

し、保護者の収入は時間に応じた同じ額ではあ

りません。長時間働いても所得の低い保護者は

保育料を払うことが難しくなってくるのではな

いかといった懸念もされます。子どもは自分の

環境を選べません。保護者の所得の差によって

子どもの環境に差ができることになりかねませ

ん。同様の仕組みを持つ介護保険では、介護の

利用料が高いからと低所得層に必要なサービス

を受けられない人が多く生まれてきています。 

 さらに新システムのもとでは、子どもの全面

的な発達の保護がうたわれていません。３歳以

上と３歳未満の子どもで保育の制度を分けて、

３歳未満の子には自宅で子どもを保育する保育

ママなど、小規模の保育サービスの拡充を図る

としています。保育ママは保育士の資格も要り

ません。一定の研修を積めばいいとされていま

す。これが本当に安心した保育ができるのでし

ょうか。 

 また保育所の運営費は日払いになり、運営は

不安定になります。保育士の処遇が悪化し、非

常勤化や収入の減少が進み、補助金を国に請求

したり、保育料を保護者に請求する仕事、子ど

もの入所選定は保育所の仕事になり、保育所の

事務の負担は大幅にふえます。 

 このように私から見て、このシステムは大変

問題が多いシステムと考えますが、市長の見解

を伺いまして質問を終わります。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  小松大成議員の一般質

問にお答えいたします。 

 大きな項目では原発事故の問題、それから２

つ目は改正介護保険法に係る取り扱い、今後の

見通し、さらには３つ目といたしまして、「子

ども・子育て新システム」の導入について、そ
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れぞれ見解をということでのお話を、御質問を

いただきました。 

 この改正介護保険法のこの２つ目の質問であ

ります介護予防、日常生活支援総合事業を創設

できるとあるが、見解をということでございま

したけれども、これは担当部のほうでさまざま

これを検討しておりますので、この検討状況も

含めまして、これは担当の健康福祉部長のほう

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います。 

 まず原発事故の問題について、まさに期限を

定め、原発からの脱却をということのお話があ

りました。脱原発なのか、減原発なのかさまざ

まな言葉が飛び交っております。これは小松議

員の質問にもありましたとおり、日本は世界有

数のエネルギー消費国であり、国内にはエネル

ギー資源はほとんどない。すべて海外に依存し

ているというような状況が構造的にあるわけで

あります。これまでの数度にわたる石油危機等

に伴いましても、エネルギー基盤がいかに弱い

かということは実際に日本は体験してきている

わけであります。それに伴いまして、このエネ

ルギー政策を一つの安定供給の確保を第一にし

ながら、さまざまなエネルギーの多様化を目指

してきているというのがこれまでの経過ではな

かったかなと思っております。 

 またこのエネルギー問題を考える場合におい

ての大きな取り組みは、地球温暖化に代表され

る環境保全の取り組みもあるというのもその背

景にあるのではないのかなと思っております。 

 今般の原発の事故を受けまして、再生可能エ

ネルギー等特別措置法が去る８月26日で国会で

可決をされたと、そのような形のものも動きと

してあるわけであります。 

 先般、全国自治体の首長を対象とした全国紙

のアンケートが私のところにも届きました。こ

の日本の原発をどうすべきかということを答え

てほしいという、そういうアンケートでありま

した。私はその中でいろんな選択肢はあるわけ

であったわけでありますけども、いうところの

「新増設はこれは認めない」と、「国の責任の

もと、より安全性を確認した上でエネルギー政

策を文字どおり国の責任で対応すべきである」

という項目に丸をつけて回答したところであり

ます。この新増設は認めないで、またその部分

をどのような形になれば、やっぱり国の責任で

きちんと対応するというのがやっぱりエネル

ギー政策、国策であります。エネルギー問題で

ありますが、日本の根幹にかかわる問題なわけ

であります。したがって、それをいうところの

自治体、あるいは云々という問題ではないんじ

ゃないのかなと。 

 御質問にもありました、５年ほど前ですか、

６年ほど前でございますか、記憶をたどれば、

高レベル放射性廃棄物の最終処分場の候補地と

しての調査というものが持ち込まれたわけであ

ります。今でも鮮明に覚えております。10億円

交付金が出るぞとか、最終処分場として名乗り

を上げれば市民税がない遠野市ができるぞとい

う話もあったわけであります。50億とも80億と

も、あるいは100億ともいわれる交付金がそこ

で措置されるんだという、まさにお金でもって

地方の大事にしてきたものがそこで失われると

いうことがあってはならないというような私な

りの思いの中で敢然とその反対ということに立

ちあがったわけであります。 

 その中でさまざまなことを私も経験したわけ

でありますけれど、やはりいうところのこのエ

ネルギー政策が行き詰まっているという部分が

ひとつの背景にあったのでしょうけども、まさ

にあの手この手で候補地としての調査を続行さ

せてくれと、予算も既にとってあるという中に

おきまして、さまざまな圧力がかかってきたと

いうのも、これまた事実であったわけでありま

して、これはその部分で最終処分場にもという

部分がどうしてもそのような当市のような３万

人規模の地域をもってして最終処分場を何とか

というような部分は、今のエネルギー政策その

ものが行き詰っているひとつの証でもなかった

のかなというように思っておりまして、そうい

ったことも踏まえながら、やはり毅然とした中

におけるひとつの国の政策の中で、文字どおり
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地方が翻弄されないように、振り回されないよ

うに、やはりきちんとすべきではないのかなと

改めて思っているところでございますので、見

解をということにつきましては、そのような答

弁でもってお許しをいただければというように

思っております。 

 それから、定期的な放射能検査の実施という

一つの項目もありました。これは全く大事なこ

とであります。放射線問題について、市民の皆

様の安心にこたえるため独自に放射線測定を実

施し、測定値を公表しております。各町の小学

校グラウンドを選定いたしまして、この場所が

各町の生活中心地域が各小学校のグラウンドに

あるというようなことを含めまして、半径５キ

ロメートル圏内で市内のほとんどがカバーされ

ております。 

 測定方法もそれぞれ指導いただきながら、地

表から100センチ、50センチ、５センチという

順に高さをあれしながら５回記録して、その平

均値をとるという手法でやっておりまして、８

月５日、12日、26日、それぞれ測定を行い、こ

れがすべて基準値を下回る結果として数字が出

ておりまして、まず安心と言えば変でございま

すけども、そのような形で確認をとらせていた

だいております。いずれも文科省、厚労省の野

外活動の制限指標を大きく下回った数字であり

ます。 

 それから８月11日には市内のプール、これを

９校の屋外プールを測定し、いずれも検出され

なかったという結果も出ておりますし、農産物

のほうもこれは県のほうで調査をするというこ

とになっておりますので順次実施しております。

これまでの調査結果でもそれぞれが大きく下回

っておると。野菜やリンゴについても検出され

なかったと。米については今後県が実施すると

いうことになっておりますし、それぞれ、ただ

当市にあっては寺沢牧場の部分が基準値を超え

る、牧草の放射性セシウムについて、粗飼料中

の放射性物質の暫定許容量を超えているという

結果が出てきております。これは継続調査実施

中であると。 

 それから市内の堆肥等の流通や牛の出荷制限

は解除されておりまして、少しは安堵感が出て

きているんじゃないかなというように思ってお

りまして、当市におきましても、このような動

きを含めながら、ＪＡいわてとしての取り組み、

あるいは遠野市としての取り組みということで、

県の調整やＪＡの取り組みを参考に、連携をと

りながら、町内には情報を共有できる組織をつ

くりながら、それぞれこういったものについて

対応して、市民の皆様に安心安全をという中に

おける対応をしておりますので、よろしく御承

知いただければというように思っております。 

 それから原発事故の問題について、この救済

対策を東京電力及び政府に対して求めると。こ

れは国や東電の対応が遅いと。私もそれはその

とおり遅いというように思っております。もう

大地震、大津波に、巨大地震、大津波による自

然災害というよりも、人災というものに近いよ

うなものとしてこの問題は位置づけられるんじ

ゃないのかなというような認識ではおります。 

 そういったことも含めまして、県の市長会、

あるいは全国市長会、そういったところとの中

におきまする国やあるいは東電に対し、さまざ

まな責任、あるいは補償、これについては強く

働きかけていかなければならないのかなという

ように思っております。ただこれは一市町村の

力では到底できませんので、やはりそれぞれ福

島、宮城等の実情を見ても、本当に惨憺たる状

況であるということは十分承知しておりますの

で、やはりみんなの力をそこに寄せて、その力

でもって対応していくということが大事じゃな

いのかなというように思っております。 

 なお、先ほど申し上げました被害拡大という

部分、牛の、汚染牛という言葉まで出たわけで

ありますから、こういったような問題も含めま

して、それぞれの関係機関によりまして、放射

性物質による畜産物被害対策連絡会を設置いた

しまして、これまで４回開催しております。そ

の中で600にわたるこの繁殖、肥育、乳牛農家

を全戸巡回を行いながら対応したところであり

ますけども、８月25日に出荷制限は解除された
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と。そして、遠野の農家もそれぞれ９月５日、

きょうから出荷を開始したと聞いておりますの

で。ただこれまでのさまざまな移動、牧草の購

入費、販売収益の損益、処分、牛の出荷制限に

よる管理費の増加、市場価格の減額、堆肥の利

用制限による販売としての損失、いろいろさま

ざまなものが出てきているわけでありますから、

こういったようなものも遠野市独自の取り組み

じゃなくして、やはりそれぞれの関係機関・団

体と連携をとりながら、やはり声を出し、その

責任の所在、責任の明確とその損害賠償の請求

を行うということが私はこれから大事な点にな

ってくるんではないのかなというように思って

おります。 

 ただちょっとこれも対応の部分では、救済策

はいろいろ発表はしてはおりますけども、その

農家の実態をどこまで把握しているのかという

部分においては、まだまだ不十分じゃないのか

なという感じがいたしますので、この辺はやは

り、まさにだれも適当にやってるというような

言葉は言いたくありませんけども、やはり本気

になって農家の皆さんの立場に立って調査をき

ちんと、実態を把握していただきたいなという

ようなことを思って、その実態に見合った迅速

かつ十分な賠償や、あるいは風評被害をもって、

その全責任を国が最後まで確実に対処するとい

うようなことが私は大事ではないのかなという

ように思っておりますので、ひとつ御了承いた

だければと思っております。 

 それから改正介護保険法についていろいろ御

質問がありました。この中でこの2012年度から

施行される介護保険料の見通しということにつ

いての話がありました。 

 それから新たに24年度に創設されるこの定期

巡回・随時対応サービスについてどのようにし

て実現を図るのかということであります。先ほ

ど言いましたとおり、介護予防日常生活支援総

合事業につきましては担当部長が答弁いたしま

すので、私から２つについて答弁いたします。 

 介護保険料は、法の規定によりまして、３年

ごとに見直しをするということに定まっている

わけであります。23年度が第４期介護保険事業

計画の最終年であると。したがって、24、25、

26の３カ年を計画期間とする第５期介護保険事

業計画の策定を行う年度でもあります。ことし

がその年度であると、作業を始めております。 

 現在は、介護サービスを必要とする要介護認

定者やサービス利用による介護給付費を推計す

る作業を行っているところであります。その作

業を行っているところでありますから、介護保

険料が幾らになるかというのは、まだ今のこの

時点ではまだお示しすることはできません。た

だ、これはもう小松議員の御質問にありました

とおり、要介護認定者の増加、それからサービ

ス利用の増加、このいうところはこういったこ

の２つの自然増とは別に、第５期計画に当たっ

ては２つの要因があるということであります。 

 １つは、介護サービスの基盤の充実、いわゆ

る施設整備によりまして、介護給付費の増加が

見込まれるということであります。それは何だ

ということになりますと、これまで議員各位に

も御説明してきましたとおり、第４期介護保険

事業計画に基づき、特別養護老人ホームの増床、

今着工しております。工事が進んでおります。

それから認知症、グループホームや小規模多機

能施設の新規開設がありまして、実質的には48

床でありますけども、受け入れ施設が入所施設

が充実するということが一つの要件としてあり

ます。これが１つであります。 

 ２つ目は、この介護保険法の改正、これは24

年４月１日が施行ということになっているわけ

でありますけども、これによりまして、65歳以

上の方が負担する介護保険料の負担割合が増加

するということが決まっているわけでありまし

て、これらが２つの要因をどのようにこの作業

の中でとらえながら、介護保険料を定めるとい

うような作業が、これから急ピッチで行われる

ということになっておりますので、この２つ、

それだけ介護度が４、５の方々のまさに老老介

護、在宅で本当に介護に大変な方々の分を負担

を少しでも軽くするという部分においては、そ

ういった施設が充実したということはこれは喜
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ぶべきことであり、対応しなきゃならない一つ

の事業でもある。しかしそれが介護保険料にも

跳ね返ってくるということが、これは避けて通

れないわけでございますから、その辺をきちん

と、２つの要因をきちんと分析しながら作業を

急いで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。 

 第４期と比較してということになれば、今の

答弁で申し上げましたとおり、第５期の介護保

険料は上昇するといいますか、増額するという

ことは、これから作業の結果を見なきゃなりま

せんけども、その額を見ながら、じゃあどうす

ればいいかということのまた議論も必要になっ

てくるんじゃ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。 

 要するに、保険料の上昇による負担を少しで

も緩和するということは、やっぱりこれも必要

な政策であるわけであります。したがって、こ

の準備基金の取り崩しや、あるいは低所得者の

方々の負担割合を軽減するための多段階設定、

保険料の多段階設定といったようなものも、こ

れもきちんと位置づけなきゃならないと。 

 したがって、この８月に設置したばかりの計

画策定委員会での議論、それから地域福祉懇談

会でのいろんな意見といったような市民の皆様

の意見などもきちんとフォローしながら、第５

期介護保険事業計画策定の中で位置づけてまい

りたいと思っておりますので、よろしくお願い

いたします。 

 それから、24年度に新たに創設される24時間

対応の定期巡回・随時対応サービスということ

についての市長の見解という話でありました。

このサービスは、24年度より新たに創設される

サービスであります、御質問にありましたとお

り。ただ在宅の要介護高齢者の日常生活を支え

るために必要な介護、あるいは看護サービスを

包括的かつ継続的に提供すると。1日複数回、

必要に応じて、文字どおり24時間対応するとい

うようなことなわけであります。まさにこの高

齢者の方が住み慣れた地域で必要なサービスは

利用できるというひとつの考え方からすれば、

遠野市がこれまで進めてきた在宅介護中心とし

た包括的なケアの理念に沿う制度であるという

ことは、これは言えるかと思います。ただこれ

を実際このような形でのこの制度のサービスの

理念に沿って実施するとなると、一つは広大な

面積を有するのが遠野市であると。利用者宅を

巡回する際の移動も大変な時間がかかるわけで

あります。また冬期間の夜間の路面凍結とか除

雪の問題もこれは地域の特性としてあると。さ

らには24時間体制をとるということになれば、

人員の確保など多くの課題がある。 

 だから、これは短絡的にいくと、都市型と地

方型といった部分の中に置けるものとして、そ

れを全国一律ですべての制度を持ってくるとい

う部分に、私はある意味においては、何と申し

ますか、位置づけとすればもっともっと考えな

きゃならないことあるんじゃないか。やはり地

域の特性があるわけであります。我々は在宅介

護という一つのノウハウを、在宅介護というノ

ウハウを25年近くさまざま積み重ねてきたとい

うものがあるわけでありますし、そういったも

のを生かしながら、遠野型としてこの理念に沿

ってどのような体制をとれるかというのはもう

少し弾力的な、そのような仕組みとして位置づ

けてもらって、我々のひとつの何と申しますか、

現状といったものも生かせるような、そのよう

なものが必要じゃないかなと思っております。 

 いずれこの有効性なり必要性を検討しながら、

第５期計画において実施すべきかどうか検討す

るということが避けて通れないんじゃないかな

と思っておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 それから最後の「子ども・子育て新システ

ム」の導入についてということでありました。

これはこの７月の29日に内閣府を事務局として、

全閣僚で構成される少子化社会対策会議で政府

方針として決定されたシステムであります。 

 これまでさまざまな給付設計、あるいは幼保

一体化、いわゆる幼児教育と保育制度の改革を

中心とした制度設計が示されたということにな

っているわけでありますけれども、今後の検討
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課題がいっぱいその中にはあると。中間取りま

とめの中にありましては、これ小松議員も読ん

でおわかりかというように思っておりますけど

も、「さらに検討する」とか、あるいは「今後

検討する」とかといったような表現が非常に多

いと。したがって、この点を十分に踏まえたシ

ステムを我々なりに受けとめなければならない

んじゃないのかなということになろうかと思っ

ております。 

 幼保一体化に関しても、保育に欠けるからの

脱却であると。これは確かに認識としてはその

とおりだというように思っております。ただこ

の保護者の就労の有無にかかわらず、すべての

子どもに教育と保育サービスを提供することを

目的とするということになっておりまして、そ

れぞれ主な項目が待機児童の解消を目指すとい

う中において位置づけられているわけでありま

す。  

 この中で政府のほうにおける当初方針では、

幼稚園、保育所を全廃すると。幼保一体化した

施設を「こども園」とするという考え方であっ

たわけであります。これは議員各位もおわかり

だと思っておりますけれども、旧宮守村が昭和

56年から先駆的に取り組んできた幼保一体化が

全国標準になると、大げさじゃなく私はそのよ

うに認識しておりますけども、ことを意味して

おったわけであります。そして当市が抱える公

立幼稚園、保育所の運営課題の解決に追い風に

なるんじゃないのかなというような認識もあっ

たわけでありまして、その動向を私なりに注目

をしておりました。 

 しかし、この中間取りまとめでは、子どもさ

んを預かる時間が長引く、あとは負担がふえる

という幼稚園側の猛反発でと申しますか、反発

もありまして、保育サービスの提供を希望しな

い幼稚園の存続を可能としているわけでありま

す。幼稚園のまま「こども園」に移行が可能だ

ということになったわけであります。 

 そして、この保育所は一定期間後にすべて総

合施設に移行、大学附属などの一部幼稚園、い

うところのブランド幼稚園でありますね。これ

は存続を可としたという中における。したがっ

て、この大学附属などの一部幼稚園は、こども

園の移行自体を不要としたというのもその中で

出てきたわけであります。これはやっぱり政府

のというか、中央のほうではさまざまな議論が

あってこういう動きになったというように思っ

ておりまして、そういった点が、それこそ複雑

な仕組みに、ＮＰＯや企業や乳児保育所や一部

幼稚園といったようなものが併存するひとつの

ことを認めているということになるわけであり

ますから、これは我々としてもよほど慎重に議

論しなきゃならないかなというように私なりに

理解いたしました。 

 この施設入所利用の方式が、いうところの措

置から契約にというような一つの考え方もその

中で打ち出したわけであります。したがって、

こういったようなことになってくると、この施

設は契約であります。そして市町村は客観的基

準に基づき、保育の必要性を認定しながら、保

護者はみずから施設を選択し、施設と直接契約

をすると。したがって、施設は定員超過のよう

な正当な理由がない限り断ってはならないとい

う、入所は断れないという応諾義務を負うとい

うようなものもそこにあるわけであります。 

 そうしますと、今度はこの新たな問題として、

障害を持っている子どもさんやあるいはひとり

親や低所得者の子どもへの逆選択が生じる、そ

ういった方に伴っての逆選択が生ずるおそれも

ある。したがって、この市町村の実施責任と権

限を明確にしながら、公的関与によって入所、

あるいは利用といったようなものがきちんと担

保される仕組みづくりをきちんとしなかったな

らば、やっぱり不公平感がいろいろ出てくるん

じゃないのかなというように思っております。 

 中間取りまとめがそういったことを踏まえて、

一つの方向性を大局的に示したというんであれ

ば示した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、幼稚園と保育所の垣根

を取っ払うという幼保一体化というものは、こ

の中間報告を見る限りはこれはだめにしたのか

なというようなこととも読めるわけであります。 
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 これは幼保一体化の完全実施がいかに困難な

ものかということを示しているんじゃないかな

と思っておりますけども、私は議員各位の御理

解に基づきながら、子育てするなら遠野市だと

いうことでわらすっこプラン、わらすっこ条例

を定めながら、この子どもの子育て環境をとい

うことで財源をやりくりしながらさまざま行っ

ているわけであります。この施策は健全財政５

カ年計画といったことによりまして、職員の人

件費を削減する中からその財源を確保するとい

う中における身の丈に合った施策をということ

でこれまでも進めてまいりました。 

 この少子化対策の施策全般にわたる総合的な

ビジョンが明確に示されない。で、巨額の財源

を要する現金給付にこだわり、私は今でも思っ

ておりますけど、子ども手当、23年度の当初予

算のときに児童手当との関係もありまして、地

方に負担を強いてきたわけであります。したが

って、この地方負担分は計上しないという一旦

腹も決めました。だけども、さまざまなことが

ありまして、そのとおり予算そのものは措置し

たわけでありますけども、一方的に地方に負担

を求めるこのやり方、制度設計もあいまいなま

ま示して押しつけてくるこのやり方、これはや

はりきちんと考えていただかなければならない

し、真摯にやっぱり受けとめてもらわなきゃな

らないというように思っております。子ども手

当そのものの必要性は認めつつも、制度設計も

きちんとした考えもないまま、ただ現金給付と

いう中において対応してくると。 

 一方においては、保育料の滞納の問題もある

わけであります。さまざまな課題があるわけで

ありますから、そのようなことも踏まえながら、

これからもこういった中間報告に基づくいろん

な課題を遠野市としての位置づけの中から積極

的に発言やら提言やら意見もまた述べていきた

いというように思っておりまして、この少子化

子育て支援まちづくり、これは大きな課題であ

りますので、そういうような認識のもとで取り

組んでまいりますので、御了承いただきたいと

いうように思っております。 

○議長（新田勝見君）  山尾健康福祉部長。 

   〔健康福祉部長山尾幸司郎君登壇〕 

○健康福祉部長（山尾幸司郎君）  それでは、

命によりまして、介護予防・日常生活支援総合

事業について御答弁申し上げます。 

 この事業は要支援者や介護予防事業対象者に

対しまして、介護保険サービスのみならず日常

生活支援のためのサービスを新たに総合的に提

供する目的で創設されたものであります。この

新たな総合事業は、介護予防をはじめ、生活支

援、権利擁護、社会参加も含め、地域全体で高

齢者の生活を支える総合的で多様なサービスと

して市が主体となって実施するものであります。 

 総合事業を導入した場合、要支援者や介護予

防事業対象者が介護保険サービスを利用するの

か、新たな総合サービスを利用するのかについ

て、個々の利用者の環境や実情及び意向により

サービスの提供がなされるよう配慮していかな

ければならないと考えているところであります。 

 当市では、現在、介護保険サービスのほか、

自立高齢者のための生きがい活動支援通所事業、

配食サービスや見守り支援など生活支援のため

のサービスが既に実施されております。総合事

業の導入に当たっては、現在利用者が受けてい

るサービスの構造に変化をもたらすものである

ことから、混乱を招くことがないように配慮し

ていかなければならないと考えているところで

ございます。 

 また事業を実施する上で新たに介護予防サー

ビス事業所などの基盤整備が必要でありますこ

とから、現在進めている第５期介護保険及び高

齢者福祉事業計画の経過の中で事業の導入につ

いて議論を重ねてまいりたいと考えているとこ

ろでございます。 

 以上、答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  午後１時まで休憩いた

します。 

   午後０時03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
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議を再開いたします。 

 引き続き、一般質問を行います。２番瀧本孝

一君。 

   〔２番瀧本孝一君登壇〕 

○２番（瀧本孝一君）  振興会に所属している

瀧本孝一です。 

 あの小雪舞う３月11日の大震災から間もなく

半年の月日が流れようとしており、稲穂は黄金

色に変わりつつ頭を垂らし、実りの季節に移ろ

うとしています。願わくば私たち東北の農民が

手塩にかけて大事に育て上げたお米からセシウ

ムなどという放射性物質が検出されないことと、

台風の被害を免れ、五穀豊穣の秋が笑顔で迎え

られることをただひたすらに祈るばかりの昨今

ですが、地震や津波、そして原発事故によって

たくさんの人々が大変な思いで以前の生活を取

り戻そうと必死に御努力されている現実や、全

国で亡くなられた１万5,800人の皆様の御霊と、

いまだに御家族、御親族のもとに帰ることので

きない4,300名近い方々に思いを馳せるとき、

人類の英知と科学の力をもってしても及ばざる、

惑星地球の大自然の営みに対する非力さを改め

て感じさせられます。 

 さて、国会では、過日新しい総理大臣が選出

され、新しく組閣された内閣のもとで一日も早

い震災被災地の復旧・復興や原発事故の収束、

さらには我が国が置かれている厳しい現状に与

野党力をあわせ、早急に、そして真剣着実に取

り組んでもらいたいと、国民の一人として心か

ら願うものであります。 

 我が遠野市に目を転ずれば、この半年間、沿

岸被災地のために市長を先頭に職員・関係者一

丸となって、県にかわってと言ってもいいほど

精力的かつ献身的に救援・支援の前線・中継基

地として大きな役割を果たしてきたことは他に

類を知らず、隣接自治体として今なお後方支援

拠点基地の取り組みを続け、今後もいろいろな

形で長く続くことが予想されます。 

 その先見性を持った構想と支援のネットワー

クは、全国から高い評価と注目を集め、新聞や

テレビを初めとする多くのマスコミにも取り上

げられ、遠野市としての名声を博するとともに、

災害時における自治体の役割というものを内外

に再認識させるに至りました。 

 あの寒さの中、停電の中、そして燃料不足の

中における活動と、これまで支援・救援に携わ

ってきた職員、関係者、ボランティアをはじめ

とする多くの市民の皆様に「本当に御苦労さま

でした」と言い尽くし切れない感謝と御礼の気

持ちでいっぱいであります。 

 さて通告に従い、市長に２つの項目に関して

の質問をいたします。 

 まず第１点目ですが、昨年11月に策定された

市総合計画・後期基本計画における後方支援拠

点基地の中身と位置づけについて伺います。 

 今回の大震災では、崇高な理念のもとに内外

からすばらしい活動と評価を得た後方支援拠点

基地について、私はこれまでの準備や訓練のも

とにどのような周到かつ万全な計画をもって臨

んだかに興味を持ち、本年２月に発行された遠

野市総合計画後期基本計画書の冊子の該当部分

を改めて読み返してみて、驚きとともに疑問に

感じる部分があり、見過ごせない気持ちとなり

ました。 

 その計画書の中で、後方支援拠点基地計画に

関する記述は、大綱１の「自然を愛し共生する

まちづくり」の中の４「安心安全な地域づく

り」の（1）防災・消防・救急に関する記載の

部分で、52ページに記された文章をそのまま引

用させていただきますが、「本市でも昭和56年

の台風15号、平成２年の台風19号による風水害

や、平成15年の三陸南地震で市内全域に甚大な

被害を受けたことから、災害に備えた防災力の

向上が求められています。」云々と、前段で現

状と課題を分析した後、施策の方向①施設・設

備の整備のところで、「三陸地域地震災害発生

時に後方支援拠点施設となり得る総合防災セン

ター機能を持つ新消防庁舎の平成24年８月完成

を目指します。また平常時は市民の文化交流活

動や健康増進施設として、災害時は収容避難機

能や広報支援機能を持つ多目的利用施設の整備

を推進します。」と記述されたハード面の消防
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庁舎、総合防災センターの施設整備に関するわ

ずか３行余りの記述だけでありました。 

 それ以外、後方支援基地構想は安心安全や防

災・スポーツ振興に関連して若干の単語的な記

述はありましたが、救援活動団体や避難者への

公共施設の開放使用計画、ボランティアの受け

入れや市民の活動への関与、救援物資、燃料、

食料等の確保や配布、さらには後方支援室の立

ち上げ計画等、附帯内容として市全体の支援構

想及び支援計画には全くと言っていいほど計画

書には触れられていないということに驚きまし

た。 

 逆に申し上げれば、後期基本計画書には消防

庁舎、総合防災センターの施設整備以外に計画

がない中で、今回の震災においては混乱の中、

さまざまな事態に臨機応変に対応し、見事な救

援・支援業務を展開したということは称賛に値

し、従事された皆様には敬意を表しますが、施

策の方向における計画の内容などは未知の事態

との遭遇であり、起こってからの対応でも構わ

ないという姿勢に感じられ、疑問が生じた次第

です。 

 この後方支援拠点基地構想は、以前から今後

30年間の間に90％以上の確率で必ず起きると言

われてきた三陸沖・宮城県沖を震源域とするマ

グニチュード7.5クラスの地震によって引き起

こされるであろう災害や津波被害を想定し、宮

古市以南の岩手県沿岸地域に車で約１時間、ヘ

リコプターで15分程度という地の利を生かすべ

く、自衛隊や消防隊の沿岸被災地への救援活動

に迅速に対応するために、市長の県職員時代の

防災課長歴任や阪神淡路大震災の教訓などもか

んがみ、平成17、18年ごろから話題にされてき

たと私は認識をいたしております。 

 前期基本計画期間中の平成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

提唱しながら要望活動に取り組むとともに、19

年２月の「防災フォーラム・イン遠野」の開催

や、同年９月に実施された県との合同の87機関、

多数の市民を含め8,700人以上がかかわった総

合防災訓練、さらには20年秋の陸上自衛隊東北

方面隊を主体とする防災関係機関との震災対処

合同訓練、いわゆる「みちのくアラート2008」

を実施してきたことは記憶に新しく、着々と準

備や訓練を進めてきた状況のもとでのあの日の

大震災となりました。 

 構想がまさに現実のものとなり、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

要性が各方面に高い評価を得たことは先ほども

申し上げたとおりであり、市民の一人として誇

りに思います。 

 ところで後期基本計画は、昨年の５月から主

要事業の調査等の作業に取りかかり、18名のそ

うそうたる市役所幹部職員による策定委員で委

員会を構成し、チームを設けて４つの基本的な

考え方をもとに計画が練られたようであり、８

月から10月までの委員会開催と、それに続く10

月から11月にかけて、これまた市内の名士25名

の審議員による審議会への諮問がなされており、

策定経過を記載したページもあります。 

 前期計画からの継続として、遠野スタイルの

創造を基本理念としつつ、永遠の日本のふるさ

と遠野を将来像に描き、５つの大綱が当然のこ

とながら踏襲され、「100年の縁を100年続く絆

に」と目指すテーマがつけられて、11月25日に

正式決定されました。結果としては、後方支援

拠点構想は移転新築工事中の総合防災センター

消防庁舎整備の中に継続されて盛り込まれた形

と理解されますが、施設の整備ばかりではなく、

市内の多くの公共施設を開放し、使用が長期間

にわたって制約される実態、また炊き出しや支

援物資の集積、振り分け等、多くの市民を巻き

込んだボランティア活動、さらには沿岸被災地

後方支援室まで立ち上げての、言うなれば市を

挙げてのオール遠野の後方支援が後期計画策定

の段階において、どのような計画内容の議論が

交わされ、どのような検討のもとに施策を煮詰

め、遠野市全体の活動として構想の展開を進め

ようとしたのか、計画書からは見えてこない、
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伝わってこない現実があり、そのあたりを伺う

ものであります。 

 決して市民の一人として、全国に誇れる後方

支援活動に水をさし、そのすばらしい成果に異

議を唱えるわけではありませんが、これまでの

沿岸市町村や自衛隊、警察隊等の関係機関と行

ってきた準備や訓練等の経過を見るとき、想定

された地震による津波被害が想定をはるかに上

回る規模で襲来し、未曽有の被害をもたらした

被災地と同様に、本市も庁舎の使用不能の混乱

する状況に陥ってしまった中にあって、今まで

経験したことのない後方支援活動に取り組まざ

るを得なかったという事実に、計画が文字とし

て表現されているか否かだけで判断するつもり

も毛頭ありません。 

 しかし、策定段階でしっかりとした議論が交

わされているならば、ある程度の支援のあり方

が計画書に搭載されるべきであり、支援活動全

体の管理統制なども含めて後期計画における構

想の附帯内容や位置づけがいまひとつ不明確で

あり、危機管理の面からも検討されるべき課題

であったのではと推察されます。 

 これだけすばらしい実績をもたらした構想が、

施設の整備以外に立派な後期基本計画書に反映

されていないことは私にとってまことに残念至

極に思えて仕方がなく、今後のさまざまな計画

策定や危機管理にも関連することであると思わ

れ、お尋ねをするものです。 

 次の質問に移ります。医療費の抑制につなが

ると期待されるジェネリック医薬品の市民の使

用実態の把握と使用促進策について、市長の見

解をお伺いします。 

 日本は今少子高齢化や医療技術の進歩で国家

財政に占める医療費の増大で、国民医療財政は

苦しく深刻な問題となっています。 

 一説によると、現在日本の医療費は約34兆円

にも及び、そのうち医療用薬剤費は約８兆円を

占め、年々ふえ続けていて、国民にとって、医

療費の節減、抑制はみずからの命にかかわる問

題でもありますが、後期高齢者医療保険を含む

これからの保険制度や、自分が負担して受ける

保険給付サービスとも絡み合って、極めて重要

な問題であると考えます。 

 すなわち岩手県においても我が遠野市におい

ても同様の問題であり、国民である末端の自治

体の住民である私たちが国民健康保険や社会保

険、あるいは共済保険制度などを利用して病院

や薬局などの医療機関等にお世話になっている

切実なお金の問題であり、大変身近で、なおか

つ大きな問題であります。 

 昨年、「遠野市国民健康保険の現状と中期財

政見通しについて」という資料が市民説明会の

席場で配布されました。これによれば、本市の

平成21年度の国民健康保険特別会計に占める医

療費は、前年度と比較して２億円増の約29億円

となっており、その８割を保険者である市の負

担分と国県等の補助金で賄われ、一人当たりの

医療費は前年度に比較して２万2,000円増の年

間約29万円と高い伸びになっている現実があり

ます。さらにこれに後期高齢者医療保険分の医

療費六十数万円を加えると一人当たり90万以上

となる金額であります。 

 また国保加入者は平成18年度に6,951世帯、

被保険者数１万356人であったものが、昨年度

は5,100世帯、9,165人となって、9,400人台の

見込みの保険者数を300人も下回り、年々減少

の一途をたどるばかりであります。国保税も不

能欠損や滞納繰越による収納率の低下と調定額

や収納額も不況による所得の減少の影響などで

18年度の７億5,600万円台から昨年度は６億1,7

00万円台まで落ち込み、一般会計からの繰り入

れや財政調整基金の取り崩しで収支のバランス

を図って国保税の値上げを何とか抑えている現

実が見てとれます。 

 そして、このままでは基金がここ二、三年で

底をつく見通しとなり、国保税の値上げも避け

て通れない現状の中で、私たち国保加入者は安

定した保険給付サービスを受けるためにも国保

財政の健全運営を切に願うものであり、保険制

度の違いはありますが、社保や共済を含め、市

民総ぐるみで医療費の抑制、節減につながる取

り組みと行動が待ったなしの喫緊の課題である
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と考えるものであります。 

 その医療費抑制、節減のためには市民一人ひ

とりの病気やけがの予防は言うまでもなく、健

康づくりの心がけ、特定健診や事業所等の定期

健診の受診、そしてセカンドオピニオンを別に

して、同じ病気で複数の病院を受診するいわゆ

るはしご受診を避けることなどは当然なことで

はありますが、ここで私が申し述べたいのは、

医療費の抑制、節減、低減に大きな効果をもた

らすと思われる後発医薬品、別名「ジェネリッ

ク」と言われる医薬品の使用促進についてであ

ります。 

 私たちが病院や薬局で処方される薬には、同

じ成分、同じ効き目でも価格の高い薬と安い薬

があり、高いほうの新薬と言われる先発医薬品

は製薬会社が何百億という莫大なコストと臨床

試験等も重ねながら10年から20年の長い期間を

かけて開発し、開発メーカーが特許を取得して

独占的に製造販売されます。 

 これに対し、安いほうの薬は「ジェネリック

医薬品」と呼ばれ、新薬の20年から25年の特許

期間が満了した後に新薬との同等性を確認する

生物学的同等試験に適合するとともに、厚生労

働省の承認や薬事法に基づくさまざまな厳しい

規制、基準を守って開発、製造、発売される薬

であり、開発期間が短くて済み、経費も大幅に

抑えられるため、価格が新薬の２割から７割に

設定されていることによって患者の負担を軽減

し、医療費の節減につながる薬と言われていま

す。 

 もちろん病気の種類や症状、医者の判断、患

者の希望等により、新薬とジェネリックとの使

い分けをしなければならないことは当然であり

ますが、同じ成分で同じ効き目、安価で安心、

特に高血圧症や糖尿病など生活習慣病に長い間

使われてきている実績や、むしろ新薬よりも改

良が進んでいる場合もあるとされ、2002年にジ

ェネリック医薬品の使用促進が国の方針として

取り入れられて以来、2008年４月には患者がジ

ェネリック医薬品を選択しやすいように処方箋

様式が変更されるなど、近年は普及のために国

レベルでの施策が積極的に行われています。特

許期間の終了した薬をすべてジェネリックにか

えられれば、年間１兆円の薬剤費を削減できる

試算もあるようですが、新薬は新しくて効くと

いう概念に対し、古くからの薬というイメージ

もあって普及が思うように進んでいないのが現

実ではないでしょうか。 

 世界を見れば、特に欧米では保険制度の違い

もありますが、低いところで４割台、高いとこ

ろでは６割から７割台までジェネリックの占め

る割合の国もあり、普及が進んで主流となりつ

つある現状において、日本では約20％程度の使

用割合ではないかと推察されています。最近は

国内でもそちらこちらでこのジェネリック医薬

品の使用促進を施策として推進し、使用促進協

議会を設置している県もあり、大きな効果を上

げている健康保険組合や自治体などもマスコミ

等で取り上げられるようになりました。 

 翻って、我が遠野市において国保会計はもち

ろんのこと、社会保険や共済制度も含めて制度

を越えた市民全体の医療費抑制・節減につなが

るこのジェネリック医薬品の使用割合等の実態

は把握されているのか。もしされていない場合

は把握することができるものなのか。また市民

に対し、ジェネリック医薬品の理解と周知をど

のように図っているのかの実態と、さらには今

後より一層の使用促進に対する施策の進め方な

どの見解を伺うものであります。 

 聞くところによれば、現在市民への周知には

国保の保険証更新時に小さな四つ折りのリーフ

レットが同封されているようですが、正直なと

ころ市民への周知は十分であると考えているの

でしょうか。特に御高齢の多くの方を初めとし

て「ジェネリック」というカタカナ言葉の意味

や使用による節減効果の理解と認識はどの程度

浸透されていると当局はお考えでしょうか。 

 私の両親も個人医院など医療機関に通院し、

薬も処方されている後期高齢者の仲間ですが、

現実には処方されている薬がジェネリックかど

うか、私自身確認しかねているのが現状であり、

高齢者にも簡素な手法と説明で国保会計の厳し
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い現状を知っていただき、医療機関でのＰＲ、

高齢者スポーツ大会や敬老会をはじめ各種集会

での啓蒙、検診時における啓発説明、遠野テレ

ビを通じての番組やＰＲ、さらには必要に応じ

て各地域での説明会の開催等、わかりやすく納

得して協力を得られるようなインパクトのある

啓発活動が必要と思われます。 

 国や国保連の考え方に追随するのも一つの進

め方ではありますが、大震災の後方支援拠点基

地構想に発揮、注目された遠野市独自のすばら

しい考え方を医療費抑制、節減へも展開し、他

の自治体の参考となるようなジェネリック医薬

品の使用促進策の構築と推進を市民総ぐるみで

取り組む時期が来ていると思うのは私だけでし

ょうか。 

 一人の軽減金額は小さいかもしれません。し

かし、その一人ひとりの積み上げで国保全体、

市民全体となればある程度の金額となり、ふえ

続ける医療費節減へ一定の効果が必ずやあると

思われ、国保特別会計の運営が年々厳しさを増

す中、私たち患者自身のお財布と家計に少しで

も優しく、保険税値上げの抑止につながること

を望むものであります。 

 結びに、今から88年前の大正12年９月１日、

マグニチュード7.9、震度６の関東大震災が起

こり、10万人とも14万人とも言われる人が死亡、

行方不明になりました。犠牲者をいたみ、その

日を忘れることのないように、また台風の襲来

が多いとされる210日に当たり、災害への備え

を怠らないようにとの戒めも込められ、９月１

日が防災の日と決められました。 

 折しも動きの遅い台風12号の影響により、こ

こ数日全国各地で大雨による川の氾濫や地滑り

など甚大な被害が発生し、被害状況の映像が報

道されています。改めて津波や大雨など水の力

の恐ろしさを見せつけられ、本日までの防災週

間の中で、昨日は早朝から消防団による市の水

防訓練が行われました。さまざまな訓練は災害

や事故に備えて必要ですが、できることなら無

駄な結果に終わっても現実のものとならない訓

練のための訓練であってほしい、そして本市の

後方支援が一日でも早く必要とされなくなるよ

うな沿岸被災地の復興を願い、私の一般質問と

いたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  瀧本孝一議員の一般質

問にお答えいたします。 

 大きく分けての２つ、後期基本計画における

後方支援活動の中身と位置づけ、特にこの総合

計画の後期計画への位置づけの中における対応

ということでの御質問と承りました。それから

医療費抑制のための、いわゆるジェネリック、

後発医薬品の使用について、本格的に取り組む

べきではないだろうかという形での２つの質問

であったわけであります。 

 質問の最後に、それぞれ災害が日本列島を覆

っておると。また関東大震災の話もその中に述

べられておりました。まさに災害に強いまちづ

くりと、何にもかえがたい命といったものを守

るといった部分における防災から減災への考え

方といったものもいろんな形で取りざたされて

おります。 

 午前中の佐々木大三郎議員もまさに防災から

減災についてということで、防災問題１点に絞

っての御質問であったわけでありますけども、

一日も早く後方支援活動がもう必要としないよ

うな形での被災地の皆様の復旧復興に向けての

取り組みを期待するというような言葉で質問の

最後を結ばれたわけでありますけども、私も全

くそのとおりだというように認識しておりまし

て、これまで続けてまいりました市民の底力の

中における後方支援活動、その中においてより

きめ細かくそれぞれのニーズが出てきているわ

けでありますので、そういったものに対して、

官民挙げての取り組みとしてこの活動を充実さ

せ、また継続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よろしくお願い

いたします。 

 この後期基本計画における後方支援活動とい

う中におけるひとつの取り組みについてのちょ

っと疑問だったというお話をいただきました。
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御案内のとおり、後期基本計画は昨年の11月に

策定しているわけであります。総合計画があり、

それぞれの部門別計画があり、そしてまたそれ

を伴ってのこの防災の視点に立って位置づけれ

ば地域防災計画といったものがその中に位置づ

けられてあるという中にあるわけであります。 

 したがって、総合計画の後期基本計画の中に、

その書き込みが十分ではなかったのかという部

分については、瀧本議員の認識もまたそれはそ

れとして理解はできるわけでありますけども、

この後期基本計画、基本計画なわけであります

から、そこに明確に後方支援基地構想を位置づ

けながら、そこに必要な施設整備を行うという

部分におけるものとして位置づけたということ

になるわけであります。 

 したがって、この書き込み、十分なシミュ

レーションのもとについて、この後方支援中継

基地構想の中で、これこれまでする、こういう

ことも行う、こんなこともするという部分につ

いての書き込みまでは基本計画の中には盛り込

まなかった。だったら盛り込まなかったらしな

いということなのかではなくして、それは部門

別計画なりあるいは市における地域防災計画な

り、それから各セクション、セクションで持っ

ておりますさまざまな計画の中に具体的なこと

をきちんと反映していくという一つの仕組みの

中に成り立っているということもまず御理解を

いただければと思います。 

 ただそういった中で位置づけているからそれ

でいいんだじゃない。まさに瀧本議員が御指摘

されましたとおり、本当にそれがこの中継基地

構想というものをきちっと打ち出したんだけど

も、それがきちんとしたソフトと申しますか、

各団体、各組織、まさに自衛隊、消防隊、警察

隊、医療隊、それからさまざまな福祉も含めて

の市民ボランティアの方々がどのようにこの基

地構想のもとにどう動くのかということについ

ての具体的な手引きと申しますか、マニュアル

といったものはそこまではまとめていなかった

ということは、これは認めざるを得ないという

ように私もそのように認識はいたしております。 

 ただ構想を構想としてまとめて、それで終わ

ったのかじゃなくして、この構想については私

は大きく分けて、よく言う構想としてまとめた

と、提案をしたと。県や国に持っていったと。

県や国が聞いてくれたと。あとは何かしてくれ

るだろうというところの、それで実はこれは私

自身も自戒を込めて答弁申し上げるわけでござ

いますけども、えてしてそういうことになって

おる。これまでの行政の仕事にあっては、特に

も市町村という現場にあっては、国や県に提案

をしたと、それが一つの仕事としてそこで完結

させるという部分の中にとどまっていたという

事例は結構あるんではないのかなと。これは決

して喜ばしいことでもないし、自慢することで

もないと。 

 だけども、今回のこの後方支援基地構想とい

うのは、その中に持ち込むことによって、提案

することによって、市議会議長会でもそのたび

に遠野の位置づけについて御発言をいただいて、

きちんと発信をしていただいたと。それからこ

れは午前中の答弁とも重なるわけでございます

けども、平成19年、そのものにこの基本構想を

策定した後、11月の、11月というかこの19年の

岩手県の総合防災訓練を遠野市も被災したんだ

けれども沿岸に大津波が来ているという前提に

立って県との一緒の総合防災訓練を位置づけた

と。 

 それから、それを踏まえて平成20年には「み

ちのくアラート2008」ということで大規模な訓

練を行ったという。したがって、構想を具体的

にシミュレーションしながら各関係機関、どう

動くかということを実践に即して訓練を行った

ということが一つあるわけであります。 

 それからこの構想も、ただ防災関係機関だけ

に訴えるだけじゃなくして、内閣府、東北防衛

局、さらには陸上自衛隊東北地方整備局、それ

から、岩手県警察本部、そういったいろんな部

署に、海上保安部にも参ったわけでありますけ

ども、それを行ったと。それを行ったのは遠野

市だけで単独で行ったんじゃなくして、この平

成19年の11月に立ち上げました沿岸の宮古から



－ 37 － 

山田、大槌、釜石、そして大船渡、陸前高田、

そこに今は合併してなくなりましたけども川井

村と、それからもう一個住田町も入って協議会

を立ち上げて、その協議会の名でもって、その

構成市町村の防災関係者も一緒になって提案活

動を行ったというところが一つのポイントと申

しますか、従前の提案活動とは違ったという部

分は、一つは経過として、背景として御理解を

いただければというように思っております。 

 それがある意味においては機能したがゆえに、

ただいま職員にも市民の皆さんにも後方支援活

動を行ったということで敬意を表するという御

発言が瀧本議員からもありましたし、佐々木大

三郎議員からもあったわけでございますけれど

も、そういった中に訓練に参加しながら実践に

即した中で、消防団も婦人消防協力隊も自主防

災組織も、そういった中で動いておったがゆえ

に、３月11日、比較的スピーディーに体制を組

めたということに私はつながったと。書き物と

しての確かにマニュアルはなかったと。マニュ

アルなかったけども、実践に即したものとして

それぞれが体にどうすればいいかということを

一応訓練の中から学んでおったということも一

つの経過ではなかったのかなというように思っ

ております。 

 それから地域防災計画とか、あるいはそれぞ

れの福祉は福祉として、市民センターは市民セ

ンターとしての中において、どのように集会所、

地区コミュニティーセンターをどのように利活

用するかという部分もある程度想定しておった

わけでありますから、避難所の開設も比較的ス

ムーズにいった。これはまたその中で検証しな

きゃならない課題もまた改めて浮き彫りになっ

たという中に今があるんではないのかなという

ように思っております。 

 総合計画の後期基本計画の52ページにちょっ

とその辺のところの書き込みがという部分は、

確かにそういった部分でそこを見れば、そのよ

うにとらえられてもまたこれはやむを得ないか

もというように思っておりますけども、その中

にただ構想にとどめず、後期計画に５、６行で

書いたにとどめず、具体的な形での訓練をその

中で行って、それが実質的な手引きになり、マ

ニュアルにもなったんだという一つの経緯をく

どいようでございますけれども御理解をいただ

ければというように思っております。 

 後方支援の取り組みそのものは、ただただそ

の場その場で行ったのではないと。基本的には

遠野市地域防災計画に基づき、消防団の皆さん

にどう動いてもらったらいいだろうかと。ある

いは婦人消防協力隊の方にどのようにお願いし

たらいいだろうかと。市の各部はどのように動

いたらいいだろうかというようなところの中で

連携を図りながら、スピーディーな活動にそれ

につなげていったということになるのではない

かなと思っています。 

 ただやはり想定を超えた災害であったという

ことで、随所随所でいろんな検証をしなきゃな

らない、あるいは想定しなかった課題がいろい

ろ浮き彫りになったという部分もあるわけでご

ざいますから、午前中の佐々木大三郎議員の答

弁と重なるわけでございますけども、これを地

域防災計画の全面的な見直しという中において、

そこには各関係者の皆さんにも参加いただきな

がら対応していきたいというように思っている

ところでもあります。 

 それでちなみにこの部分でのことでお答え申

しますと、自衛隊の東北方面隊による「みちの

くアラート」のことを強調しているわけでござ

いますけども、警察隊によりまして、東北管区

広域緊急援助隊北部三県合同訓練といったよう

なものも、この遠野運動公園を中心に行われて

いるわけであります。 

 それからこの協議会、沿岸市町村等含めての

協議会、これも回数をちょっと見ますと、会議

そのものは19年度からの会議、市町村長及び議

会議長にも参加いただいての会議は４回開催し

ておりますし、幹事会は消防長をもって構成す

る幹事会でありますけれども８回ほど開催する

中でいろんな課題をすり合わせしながら、じゃ

あ大津波が襲来したときにどうするかというよ

うなところを本格的に検討しようという中でこ
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の３月11日を迎えてしまったということもひと

つの背景にもあるわけでありまして、よりス

ピーディーにタイミングを失しないようにこう

いった対策は急ぐべきであるということも回数

の中から改めて感じているところでもあります。 

 19年度では、県の総合防災訓練であったわけ

でありますが、20年度は自衛隊だけでもって９

師団の偵察訓練であるとか、ヘリコプターの離

発着訓練等を含めて20年度は４回行われており

ます。 

 それから21年度もさまざまな情報通信訓練で

あるとか、東北方面隊船岡駐屯地の第２施設団

の視察訓練であるとかといったような名前でも

ってこれもまた４回訓練行われておりますし、

22年度は幕僚副長の視察訓練とか、そういった

３県による合同訓練といったような回数で、そ

の都度その都度毎年毎年、課題を検証しながら

という中における訓練の積み重ねもこの後方支

援活動のスピーディーな展開につながったとい

うことでありますから、今度はこれを実際が災

害が起きてしまって、起きちゃならない災害が

起きてしまったということをきちんと一つの現

実としてとらえながら、まさに訓練のための訓

練じゃないような形での検証を行い、一つのマ

ニュアルとして位置づけなきゃならないかとい

うように思っているところでございますので御

了承いただきたいと思っております。 

 それから２つ目のこの医療費抑制のための後

発医薬品の使用促進ということで、ただいま瀧

本議員からこの「ジェネリック」という後発医

薬品の持つ意味、あるいはこれがなぜ医療費の

抑制につながるかということは、質問の中でか

なり丁寧にその分についての御質問の中で触れ

ていただいたところであります。 

 国保連が策定しておりますこの後発医薬品と

しての「ジェネリック医薬品」のタイトルは、

「家計にやさしいお薬」という一つのサブタイ

トルがついているわけであります。それから、

「御存じですか、家計にやさしいお薬ジェネリ

ック医薬品」と。このパンフレットを見ますと、

「医療費が年々増加する中で安心して医療を受

けるためにみんなで医療費を上手に節約するこ

とが求められております。価格が安いジェネリ

ック医薬品、後発医薬品を使うと家計の負担を

軽減することができ、さらに医療費を節減する

ことができます。お医者さんや薬剤師さんと相

談しながらジェネリック医薬品を上手に取り入

れてみませんか」というような、そういうよう

な呼びかけで、これは先ほどの瀧本議員が質問

の中ですべて触れていたことがこの言葉の、こ

のジェネリック医薬品を家計にやさしいお薬と

して使いましょうということにつながってくる

んではないのかなというように改めて理解をし

たところであります。 

 質問の中にも触れておりましたとおり、この

医療技術の高度化、あるいは高齢化に伴う入院

医療費の増加などによりまして、７年連続この

医療費がふえてきておるというような数字にな

っております。遠野市におきましても、この医

療費の増加については伸びが顕著であります。

これは国保財政についても、これまでもいろい

ろ財政事情について、国保財政事情について議

員各位にも御説明を申し上げてきているところ

でありますけども、20年度と21年度を見ただけ

でも２億円増加しておりまして、総額でこの国

保事業会計における医療費の増額といったもの

は、一人当たりに換算すると年間29万円、前年

度と比べると２万2,000円もふえておるという

ような状況にもあります。これは医薬品に限ら

ず、その部分の医療のニーズがふえてきている

ということも当然高齢化だということもあるわ

けでありますから、それはそれといたしまして、

この中に言ってみるところの薬代といったもの

も大きく影響してきているんじゃないのかなと

いうことがさまざまな形でも。 

 県営医療の抜本的な見直しの際の議論、私も

それに、議論に参加したことがあるんでありま

すけれども、そのときもやはりこの後発医薬品

といったものをもっともっときちっと使えば医

薬品そのもの、薬代そのものはかなり抑えるこ

とができるんじゃないかなということが盛んに

議論されておりました。しかし、なかなかその
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部分が、いうところのきちんとした成果、効果

というものがあらわれていないと。同じ成分、

同じ効果といったものでつくられたものが後発

医薬品であるわけでありますけど、新薬という

ものに比べてもちろん非常に開発費も少なくて

済むことから価格が安いというメリットが、こ

れは当然なわけであります。 

 御質問にありましたとおり、新薬を開発する

というのは、私も製薬メーカーのいろんな方々

からかつていろいろ聞いたことがあるんですけ

ども、もう10年のひとつの期間が、10年近い期

間を要すると。それから50億、80億、100億円

といったものが新薬そのものに開発費として投

入されると。と言うことでありますから、当然

それは価格に反映してくるし、また使ってもら

わなきゃならないというような、そういうよう

な。そしてまたこの先発医薬品によって、病気

が治り、本当に元気になるというようなことも

当然あるわけでありますから、それはそれとし

ながらも、一方においては、このジェネリック

医薬品といったものにつきまして、安心使用と

いったものの中から厚生労働省も平成19年には

後発医薬品の安心使用促進アクションプログラ

ムといったものを定めまして、復旧促進に取り

組んでおるということで、18年度の使用実績を

ベースとして、平成24年度までに使用数量のシ

ェア30％を目標としたというようなアクション

プログラムを持っております。 

 参考のために担当部のほうで調べた数字で申

し上げますと、遠野市内で見ますと、例えば県

立遠野病院では院内に薬剤師を配置し、そして

ジェネリック医薬品を活用するという中で使用

率で見ると、22年６月現在で見ますと、品目

ベースで20.16％、金額ベースで17.6％という

ことになっておりまして、これを見ますと、県

内の県立病院では品目ベースで19.3％、金額

ベースでは8.9％という数字になっております

から、県立遠野病院では、この後発医薬品とし

てのジェネリック医薬品を、言うなれば積極的

に活用している、そして病院経営にも、なんて

言いますか、いい意味での影響を与えてという

ことがそれが位置づけられるのじゃないのかな

と思ってますし、中央診療所の数字も一応とら

えてみました。中央診療所で活用している数字

は、23年、ことしの４月時点で品目ベースは42.

5％、それから金額ベースでは28.91％ですから、

中央診療所では国で定めたアクションプログラ

ムに従った数値目標にほぼ近いような形で中央

診療所はこれを活用しておるということにもな

ろうかというように思っております。 

 それから市内の調剤薬局をちょっと概数値で

とらえた数字があるわけでございますけども、

ことしの５月から７月までとらえた数字で見ま

すと、平均、数量ベースで29％という数字にも

なっております。 

 この医薬品問題につきましては、基本的には

その効果や副作用、あるいはいろんな要因を考

慮し、医師の判断によるというところが基本に

あるわけであります。それはそれとしてきちっ

と尊重しなければならないわけでございますけ

れども、お医者さんと薬剤師さんとの相談によ

りジェネリック医薬品を選ぶこともできるわけ

であります。それが患者さんに経済的な負担軽

減と医療費全体の抑制にもつながるんだという

ようなところを、やはりこれからも御質問にあ

りましたとおり、きちんと市民の皆様にも周知

を図るということも我々の一つの役目ではない

のかなというように思っておりまして、昨年度

ジェネリック医薬品希望カード付の冊子を後期

高齢の被保険者の皆様に、保険証と一緒に送付

をしながら啓発を図ったということも行ってお

りますし、制度解説付の冊子も市民課の窓口に

置いて啓発を図っておるということでもありま

す。 

 いずれこういったことを繰り返しながら、遠

野市の保険者としてのいろんな取り組みを行っ

ているわけでございますけども、必ずしもまだ

十分ではないと。きょうのこの御質問と御提言

を受けながら、さらにこの問題にもきちんと周

知、そしてまた連携を図るという中において、

この医療費の抑制と効果的なこの受診といった

ものに対する対応にも取り組んでまいりたいと
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思っております。 

 最後になりますけども、国保連のほうで、後

発品差額通知ということで、ジェネリック医薬

品をこのとおり使いましたよということを、レ

セプトの中から把握して、それを通知するとい

うような制度も国保連がとっております。そう

するとこれぐらい軽減されたんだなということ

が、患者さん、市民の皆さんも具体的に数字と

して理解できるような形でのそのようなものも、

ただただ後発医薬品で安いですよじゃなくして、

こういったメリットというものがあるんだよと

いうようなことを具体的に、やっぱりわかりや

すく伝えるということも大事じゃないかなと思

っておりますから、そういったことについて、

なお意を用いての体制を図りながら、特にも国

保財政の安定的な運営といったものにもこの部

分が一翼を担うような形での対応を進めてまい

りたいと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。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後１時50分 休憩   

────────────────── 

   午後２時00分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開します。 

 次に進みます。３番、多田勉君。 

   〔３番多田勉君登壇〕 

○３番（多田勉君）  清風会の多田勉でござい

ます。 

 質問に入る前に本日の新聞、テレビ等で報道

されております今回の台風12号、甚大な被害を

和歌山、奈良などで引き起こしました。この台

風により尊い生命を失い、あるいは家屋を流出

した多くの被災者がいらっしゃいました。永遠

の日本のふるさと遠野の地から心からお悔やみ

とお見舞いを申し上げるものであります。 

 それでは、通告に従い、一般質問をさせてい

ただきます。 

 私は、遠野市環境基本計画に基づいた現状課

題への対応について、大きな大項目１点を、２

点の小項目にわけながら市長のお考えをお伺い

したいと思います。 

 古代から人間の生活の営みは水の流れに沿っ

て築かれてまいりました。まさに永遠の日本の

ふるさと遠野の原風景がそこに浮かんでまいり

ます。 

 遠野には四季折々に醸し出される風景があり、

我々の生活と心を豊かにし、数多くの昔話を生

んだ舞台としてもかけがえのない財産でありま

す。山には山菜やキノコ、木の実があり、そし

て水がわき、そこにはさまざまな生態系が構成

されてまいりました。一滴の水が大河となり、

人々をはじめ、数多くの生命を潤し続けてまい

りました。 

 昨年は遠野物語発刊100周年という記念すべ

き節目を市民とともに祝い、新たな100年に向

かった遠野の理想像を掲げながら、間違いなく

100年後に引き継ぐことを市民ともども誓い合

ってまいりました。 

 原風景、自然の環境を守り引き継いでいくこ

と、このことは純粋で素朴であっても多くの夢

を与え続けてきた物語がそこにはあり、原風景

と自然環境がなくなっては100年後の遠野物語

は読む人、聞く人に感動を与えることはできな

いと思います。そのときに昔を想像することは

非常に難しく、その時代が受ける遠野物語の価

値観に不安を抱くのは私だけでしょうか。 

 特に水環境は、市民生活にとって欠かすこと

のできない大切な資源でもあります。自然環境

が与える影響は広範囲にわたり、市民生活の根

幹でもある農業などにも悪影響を及ぼし、ひい

ては総合計画前期基本計画まちづくり指標とし

て挙げられるように、その時々の達成度を示す

指標にも深いかかわりを持ち、その影響が問題

視される要因となる可能性は非常に大きいと思

います。 

 環境は、人間の考えや行動によって変わりや

すく、遠野の原風景を支える豊かな自然環境を

よくするも悪くするも我々にかかっているとい

っても過言ではないと思います。既に失われた

環境を取り戻すのも我々なのかもしれません。 

 我が遠野市も、日本経済成長とともに近代的
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生活の進展は著しく、同時に水質悪化に配慮し

た環境保持を図るため、家庭排水等の浄化に努

められてまいりました。このような努力によっ

て清らかな水の流れが守られ、遠野物語の中の

河童も住み続けてこられたのではと思うととも

に、今も住んでいただけることに心和らぐひと

時があります。 

 遠野市ではふるさと遠野の環境を守り、育て

る基本条例の基本理念に基づき、ことし４月、

「自然環境と人間生活の調和」をテーマとし、

遠野型環境調和社会を目指した第２次環境基本

計画が策定されました。 

 その内容は、私が前段で述べてきたような状

況を熟慮しての計画であると思いますが、計画

の中では環境の現状と課題、望ましい環境像と

基本目標、展開すべき環境施策などがまとめら

れており、この計画が着実に市民に浸透すると

ともに、これに沿った取り組みが重要であると

思います。 

 水環境においては、下水道等の汚水処理施設

の整備率も県平均の71.9％を下回っております

が、遠野らしさの継承ということでは清らかな

水の流れはまさに日本の原風景であるととらえ

ております。 

 また基本目標では、生物の多様性の確保を目

指し、自然の持つ環境保全機能を重視しながら、

これまでの開発等により失われてきた自然環境

の再生、創出に努め、健康で潤いのある生活を

目指すということであります。 

 河川工事に伴う土砂や濁水の流出防止、生物

の多様性の確保を目指すために、河川等におけ

る改修工事や開発に当たっては、生態系への影

響低減に努めることなどが述べられております。

さらに水環境で最も重要な源となる川上におい

ては、森林の持つ環境保全機能を維持するため

に適正な管理に取り組むこととしておりますが、

森の恵みとしてこんこんとわき出る水は決して

無限ではなく、有限であるということでありま

す。 

 森林の保水機能や治山機能を維持向上させる

ことこそが川下の環境を守るために重要な手段

であるとともに、そういった意味においては現

在も大きな役割を果たしているものと私は信じ

ております。 

 このような状況の認識のもとに、第２次環境

基本計画が策定されてきたものと受けとめます

が、計画に盛り込まれていることは、現在の遠

野市が抱えた厳しい環境の現実を指しているも

のであり、私は本計画が計画で終わることのな

いようにしっかりと市政の重要課題として進む

べき道の上に敷かれ、確実にその成果があらわ

れることを期待するものでありますが、策定に

当たって現状をどのように理解され、本計画を

今後どのようにつなげ、実行していこうとして

いるのかお伺いをいたします。 

 次に、第２点目として、川上で大きな役割を

担う森林環境についてであります。荒廃した森

林に有効な機能や役割は期待できません。失わ

れた機能を回復するためには計り知れない時間

と労力を要することになります。 

 御承知のように、現在では松くい虫被害の拡

大に歯どめがかからない状況に加え、猛暑でさ

らに勢いを増すナラ枯れ病の被害の深刻化はま

すます増大し、遠野市においては広大な資源で

ある森林の機能低下は市全体の環境崩壊につな

がる重要な課題でもあります。 

 林野庁は2010年度、全国で32万5,000立方の

ナラ枯れ被害があり、過去最高だった前年度の

1.4倍になったことを発表いたしました。それ

まで被害のなかった青森県や岩手県でも確認さ

れ、この要因として、林野庁は、薪や炭の利用

が減少するのに伴いナラ枯れ病が発生しやすい

高齢木がふえたからだと言っております。 

 森林の若返りを図ったりして発生を抑制した

いとしておりますが、このことにおいては、被

害範囲が接近し続ける事態に直面する地方自治

体の特性を生かした循環型林業政策の確立が必

要ではないでしょうか。また幸い、当市には県

下にも知れた木炭の生産やシイタケ、ワサビを

はじめとした特用林産の技術的優良生産者が存

在をしております。 

 また森林からわき出る水は、ワサビ生産、淡
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水魚生産にも欠かすことのできない資源であり、

長年にわたって農家の生産意欲の向上と安定に

貢献してきたものであります。環境的資源とあ

わせ、人的資源を生かした総合的環境政策に早

急に着手すべきと考えます。 

 これからの遠野の森では、シイタケ原木の生

産にあわせ、葉枯らし伐採の時期を迎えます。

そして市当局においては、市総合計画に基づい

た来年度の振興計画取りまとめの作業に入ると

思われますが、迫りくる事の重大性に危機感を

持ち、スピード感ある市政運営が求められ、あ

わせて成果が期待されると思うことから、現在

の状況をどのように理解され、そして課題解決

に向けて今後施策に反映させていこうとしてい

るのかをお伺いして私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）  多田勉議員の一般質問

にお答えいたします。項目とすれば、「遠野市

環境基本計画に基づいた現状課題への対応につ

いて」という大きな項目の中で、２つにわたっ

ての御質問と承りました。 

 河川環境の変化や悪化に対する環境基本計画

とのきちんとした位置づけ、それからこの川上

から川下への環境を考慮した取り組みとして、

循環型林業のひとつの推進を図るべきであるし、

水資源、水源涵養等治山機能の充実安定を図る

ことを今のうちから行わなきゃならないんじゃ

ないのかなと、かなり状況は厳しいぞというお

話での御質問と承りました。 

 この環境基本計画にのっとっての河川の環境

づくり、保護、保全についてということについ

て、まずもってお答えを申し上げたいと思って

おります。 

 この第２次遠野市環境基本計画、これにつき

ましては、「ふるさと遠野の環境を守り育てる

基本条例」の理念に基づき計画を策定しておる

ものであります。23年度を初年度とし、27年度

までの５カ年計画ということでありますから、

遠野市の総合計画後期基本計画にあわせての計

画として位置づけて策定をしたところでありま

す。 

 御質問の中にありましたとおり、生活様式の

多様化、あるいは経済活動の変動、これはこの

森林荒廃といったものに大きく影響を及ぼして

おりまして、水源涵養機能の低下や生活排水に

係る水質の悪化、さらには水棲生物の生息環境

の悪化が指摘されるということで、水資源を取

り巻く環境も厳しくなってきておるという認識

は私も同様としてとらえているところでありま

す。 

 ただ一方におきまして、このような中におき

まして、この環境基本計画に基づくそれぞれの

現状を一つ一つクリアーしていくためには、行

政としてもおのずと限度もあるんじゃないのか

なという中におきまして、住民の皆様がみずか

らまさに遠野の世界の環境を守っていこうとい

う機運の高まりが非常に今見えてきております。 

 森林環境ボランティアという数が全国的に見

ますと、平成９年度あたりの数字をみると、こ

れは林野庁が発表している数字でありますけど

も、環境ボランティア、森林ボランティア、約

９倍になっているそうでございます。遠野もそ

のような数字を反映しておりまして、例えば環

境フロンティア遠野、あるいは遠野エコネット、

さらには蓮池川を考える会、山谷地区ほたるの

里づくり保存会、もう一つは宮守川上流生産組

合環境部会といったような、そのほかにもそれ

ぞれの地域地域でこの自然をと、あるいは河川

環境をと、あるいは山を守ろうというようなそ

のような市民グループの皆様の活動が活発にな

ってきております。これは大変心強いことじゃ

ないかなと思っております。 

 それから県の「ふるさとの森と川と海の保全

及び創造に関する条例」に基づきまして、猿ヶ

石川の上下流域において、流域基本計画も策定

されております。これは「イーハトーブの里・

河川流域協議会」、それから「ふるさと遠野郷

の森と川を守り育てる協議会」が中心になって

行ってきましたけども、昨年平成22年度にこれ

をこの猿ヶ石川の上下流域基本計画の一本化に
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あわせまして、両協議会も統合するという形で

の合意ができまして、「花巻遠野流域協議会」

として、猿ヶ石川流域ビジョンの策定を行って

いるところであります。これにはもうごく当然

でありますけども、田瀬ダム水源地域ビジョン

推進協議会ときちんとした整合性をとるという

ことになるんじゃないかなと思っております。 

 主要河川であります猿ヶ石川とその支流では、

水質汚濁の代表的指標でありますＢＯＤの環境

基準は達成しておりまして、水質は一応市内16

カ所の調査個所から得た数字で見ますと、一応

良好であるというような数値も確保してありま

すけども、先ほど御質問の中にありましたとお

り、汚水処理がまだ県平均に比べて遅れている

ということもありまして、水量の低下とともに、

この水質の汚濁といったものも進むということ

もひとつの現実としてあるんではないかなとい

うように思っております。 

 したがって、この汚水処理計画、これは平成

19年度に策定した汚水処理計画でありますから、

これを早急に今盛んに作業を行っておりまして、

間もなく成案が見えるところまでこぎつけてお

りますけども、この汚水処理計画による下水道

整備といったようなこと、一つは公共下水道が

あります。それから農業集落排水があります。

それから戸別浄化槽というこの３つのパターン

による汚水処理計画をどのようなことにするか

となれば、特にもこの農業集落排水については、

整備費、あるいは維持管理費、こういったよう

な多額な費用を要するということも背景にあり

ますので、戸別浄化槽方式への変更を主体とし

た見直し作業ということを進めたいというよう

な考えでいるところであります。 

 それからこの整備された河川で、遠野特有の

真砂土、これが流れてきておりまして、魚がす

む、何と申しますか、砂がたまったことによっ

て、魚がすめなくなっているという状況も出て

きておるということでありますから、この水棲

生物の生息環境、そしてまた一方において汚濁

処理、汚水処理をしながらの水質防止、水質保

全を目的としながらの河川整備といったものも

行っていかなきゃならないのじゃないのかなと

いうように思っております。 

 それから山と川はこれは表裏一体であります

し、「森の元気を海に届け」という中における

取り組みなども今全県的に行っております。私

も県の緑化推進委員会の理事長という立場を今

いただいているわけでありますけども、その

テーマも、緑化推進委員会のテーマも「森の元

気を海に届け」というひとつのキャッチフレー

ズで取り組んでいるわけでありますけれども、

この森と海との関係、それをつなぐ川といった

もののひとつの関係といったものを一体的にと

らえていかなければならないかというように思

っておりまして、遠野物語の世界としてのこの

河川環境を守っていかなきゃならないんじゃな

いのかというただいまの御質問に対しては全く

私も認識を同じくするところでもあります。 

 災害の中でも、午前中の質問の中でも、ちょ

っと触れさせていただきましたけれども、砂防

ダム、これはやはり私は一定の危機感を持って

この問題にも対処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して、その砂防ダム

が災害を未然に防ぐ、あるいは河川環境を守る

というようなひとつの立場で整備されてきたわ

けでありますけども、堆積した土砂が砂防ダム

の機能を果たしていない。逆に災害によって一

気に流れ出すということもあり得ると。何年か

前、５年ぐらい前でありましたか、やはり昭和

の30年代にできた砂防ダムが一気に土砂が流れ

出したわけであります。その下のほうにある排

水のあれが流木がはさまってたまっておったら、

その流木があの時間、年数の経過とともに腐っ

て折れたと。そこに一気に猿ケ石川のそれこそ

綾織の札場橋から鱒沢の船渡橋あたりまですっ

かり濁ったということもありました。私も現場

に行ってみて、これは大変だなというようなこ

とを、そのとき思ったわけでございますけども、

こういった水質、河川管理という部分にあって

は上流域にある砂防ダムといったものに対する

ひとつのメスも入れていかなきゃならない。そ

のためには国県のほうに対して、そのことも積
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極的に訴えていかなきゃならないんじゃないの

かなというように思っているところでもありま

す。 

 この部分で昨年の12月でしたけども、国交省

の東北整備局の河川部の幹部の皆さんと北海道

のほうの長万部の近くにある美利河ダムという

ところを視察に行ってまいりました。美利河ダ

ムそのものは平成９年、10年ごろできたダムな

わけでありますけども、立派な魚道をつくって

いるんです。約10億円ほどかけた立派な魚道を、

いわゆる人工の河川をつくって、いわゆる海か

ら遡上してくる魚をダムの上流域に上げている

というようなプロジェクトを見てまいりました。 

 そこの町長さんは文字どおり、これを実現す

るには大変な苦労だったということでの苦労話

もいろいろ聞いてまいりましたけども、私は先

ほどの多田議員の質問の中に遠野物語の世界が

遠野じゃないかというのがありました。100年

後、200年後ということを考えた場合に、田瀬

ダムというひとつの昭和17年に着工し、戦争で

中断しながら昭和29年、30年に竣工を見た田瀬

ダム、既に60年以上経ってるわけであります。

かって遠野には、サケが上ってきたと、溯上し

てきたと。で、遠野の先住民は、サケに乗って

上ってきたというような伝説もあると。であれ

ば、このダムに魚道をつくり、早池峰のふもと

に遠くアラスカからサケがふるさとに帰ってく

るというようなプロジェクトできないかという

ような一つの夢を持っております。 

 ある方から、そんなことはできっこないんだ

と言われました。できっこないじゃなくして、

そういうサケが戻って来るような河川にしよう

じゃないかという中に、この河川の、あるいは

水質の、あるいは自然の大切さというものをみ

んなで共有しながら、そのようなプロジェクト

に向かっていくということになれば、いずれは、

遠野物語200年のときには、田瀬ダムを越えて

サケが早池峰のふもとまで帰って来るというこ

とも私は現実のものになるんじゃないのかなと

いうように思っておりまして、そのようなプロ

ジェクトにも取り組んでいきたいなというよう

な今気持ちでいるところであります。 

 鮭又橋とか、かなり江戸時代、あるいは明治

初期、サケを突いたであろう大型のヤスなども

今残っているわけであります。あれは間違いな

くサケやマスを突いたというヤスではないかな

というように思っておりますから、そのような

ものも人間の力をすれば、田瀬ダムへの魚道を

というようなプロジェクトも決して夢ではない。 

 この話をしましたらば、国交省でものすごい

関心を持ってくれたんです。脱ダムとかダム無

用論といったものがいろいろ取りざたされてお

って、何か今の今日的な課題に、何か対抗する

ようなプロジェクトがないかといったところに、

田瀬ダムに魚道をというような話を持ち出した

ことによって、飛びついてきたと。で、この４

月から本格的に対応しようと思っておったんで

すけども、この東日本大震災で今これは全く作

業が中断しておりますけども、ただいまの多田

勉議員の御質問を受けながら、もう一度このプ

ロジェクトに議員各位の御理解もいただきなが

ら、取り組んでまいりたいものだなということ

を感じたところでございますので、そのことも

ちょっと御披露申し上げておきたいと思ってお

ります。 

 それから、循環型の林業の推進による産業振

興と病害虫対策、水源涵養と治山機能の充実と、

これは本当に大事であります。 

 特にも、この森林における循環型林業の推進

と構築といったものは、遠野市は、いうところ

の78億円も要した大型の木工団地というプロジ

ェクトがあるわけであります。今度の仮設住宅

40戸も木工団地のノウハウで遠野産材を活用し、

遠野の工務店の皆様のノウハウという中におき

まして、今度の被災における仮設住宅では、一

番住む方に優しい、そしてまた、グレードの高

い仮設住宅じゃないだろうかと。心のこもった

一つの仮設住宅ではないかというような評価も

いただいているわけであります。 

 そういったことも踏まえまして、この積み重

ねたノウハウを生かしながら、被災地の原木を

遠野のほうに、あるいは内陸のほうに持ってい



－ 45 － 

きながら、それを木工団地のようなところで加

工しながら、いずれは仮設じゃなく本設という

ことに向かっていくわけであります。学校も建

てなきゃならない、公共施設も建てなきゃなら

ない。もちろん個人住宅も建てていかなきゃな

らないといったようなことが、今もうここ２年、

３年の中におきまして、現実なものとなるわけ

でありますので、その部分で森林組合等とも連

携を図りながらということで、釜石森林組合と

は既に合意形成ができておりますし、それから、

先般26日の日でありますけども、議長ともども

24年度の主要施策への反映ということで、県知

事要望に出向いてまいりました。 

 その際も、この沿岸被災地と内陸における木

工団地を中心とした、そのような拠点を生かし

ながら、沿岸被災地の伐採した素材を、内陸の

ほうの遠野市の木工団地等で製造加工し、住宅

資材、あるいは学校資材、それを供給するとい

うような形での本格的な仕組みにしたいという

ことで県のほうにもお願いしてありまして、こ

れは林野庁もかなり関心を持っておりますので、

今度の３次補正の中で、復興支援の３次補正の

中で、何らかの形でこれを支援するような制度

になってもらえればいいなというように思って

いるところでもありますので、この公営住宅づ

くり、復興住宅づくり、そういったようなもの

にも内陸と沿岸との関係と循環型というものの

中の仕組みを、その中に位置づけてまいりたい

というようにも思っているところでもあります。 

 それから、病害虫駆除について、松くい虫と

ナラ枯れ病の被害といったことで御質問ありま

した。これも深刻になってきておりまして、手

をこまねいてるわけにはいかないということで、

県と連携しながら、県森林病害虫防除員、４名

による常時監視を今行っております。 

 ただ、松くい虫被害につきましては、宮守町

が平成18年３月より県で定める地域指定を受け

ました。昨年10月には、この被害が綾織町のほ

うまで拡大をしてきておりまして、小友町でも

被害木が発見されております。したがいまして、

そのようなことに伴いまして、ことしの４月１

日は、これ非常に残念ですけども、全域が松く

い虫の区域として、被害区域として市全体に拡

大されたということになっておりますから、こ

れも本当に深刻に受けとめなきゃならないかと

思っております。 

 年間180万円ほどの事業費を投じながら、被

害が集中している山林を中心にやっております

けども、駆除処理の強化をこれを図ってまいら

なきゃならないし、徹底駆除といったことに取

り組んでいかなきゃならないかというようにも

思っているところでもあります。 

 また、ナラ枯れ被害につきましては、これは

1980年代でありますから、今から20年以上前に

なろうと思っておりますけども、日本海側を中

心に被害が拡大してきたという中で、最近は太

平洋側でも被害が発生しておると。岩手県内で

は、先ほどのように奥州市で確認されたと。た

だ、当市においてはまだ発生しておりません。 

 ナラ枯れ被害は、御質問ありましたとおり、

コナラを中心に発生するということもあります

から、対策としましては、原木しいたけのほだ

木として活用するということもその中にはある

んじゃないのかなというように思っております。 

 いずれこの原木しいたけ生産振興計画、そし

て、林産物徳用産品のそれぞれのしいたけやら、

あるいはわさびやら、さまざまな特産品も遠野

としては出しているわけでございますから、そ

のためにはやはり森林を守らなきゃならない。

そして、また河川もそれに伴っての良好な河川

環境も保っていかなきゃならない。 

 したがって、田瀬ダムもことしはどうだった

かは私ちょっと詳しく報告受けておりませんけ

ども、ここ数年アオコが発生してるわけであり

ます。アオコが発生するということは、それだ

け水質が富栄養化をしてきておると。富栄養化

してきてるということは、やはり上流域の１万

世帯ある旧遠野市と申しますか、その汚水処理

が充分じゃないというようなことも背景にある

というように思っておりますので、遠野市にお

ける汚水処理のプロジェクト、財源はかなり厳

しいわけでございますけども、きちんとした形
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での計画を決め、それに基づいて整備していく

ということも非常に重要じゃないかなと思って

おります。 

 それから、柏木平レイクリゾート、いろんな

形でことしの夏もさまざまな形でイベントとし

て、また憩いの場として利用されております。

あそこにある大蛇行の中におけるあそこの場所

は、遠野市内で野鳥が一番多い場所だというこ

とも聞いておりまして、それだけ野鳥が一番多

いというところは、まだ猿ヶ石川の田瀬ダム上

流としての地域は、水質がまだまだそういった

意味においては良好なんだと、そのあかしじゃ

ないかと思っておりますので、野鳥が多いとい

うその環境も、その中では守っていかなきゃな

らないということにもなるんじゃないかなと思

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）  ３番多田勉君。 

   〔３番多田勉君登壇〕 

○３番（多田勉君）  ただいまの市長の答弁の

中に、サケの溯上、それから、猿ヶ石川のそう

いった恵まれた環境なりの御答弁をいただきま

した。まさに私が一番今危惧している部分であ

りまして、市の未来環境を位置づける大きな環

境の一つとして、この猿ヶ石川の流れがあるん

じゃないかなというふうに私は思っております。 

 御承知のとおり、猿ヶ石川は、北上川水系、

北上川支流の１級河川、で、本川は標高1,645

メートルの薬師岳に源を構えております。そう

いった恵みを受けながら、猿ヶ石川は満タンに

水を蓄えながら、北上川に注いでいるわけであ

りますが、遠野市の市内における猿ヶ石川の延

長が、聞くところによりますと、約32.9キロだ

そうでございまして、そういった水の今一部の

部分での河川環境の悪化というものが、今話題

になっておりますけれども、この32.9キロ、も

ちろんこの中には先ほど市長の答弁の中にあり

ました田瀬ダムまでの延長も含まれていると思

いますが、そういった環境を今現在でとらえて

いるのでは、私は非常に危険性があるなという

ふうに思っております。非常に、綾織の日影橋

付近にも清流猿ヶ石川という看板が、今もあっ

たかどうだかちょっとあれですが、そういった

意味で、清流猿ヶ石川といって県下でも有名に

なった川でありますが、私から見れば、その清

流猿ヶ石川というイメージが非常にかけ離れて

いくなというふうに思って、今見ております。

今の状況を見ると非常に愕然とするわけですが、

猿ヶ石川の上流からとめどなく流れてくる砂、

これが市内を流れる猿ヶ石川の河床にびっちり

と堆積をしております。カジカの住む場所もあ

りません。石が砂に埋まって、もう全く川底が

舗装されたような状況であります。 

 こういった生態系が非常に損なわれている現

実を見ますと、過去では、先ほど治山、山の砂

防ダムの昭和７年、今もなおそこに存在し続け

ているというふうなことでありますが、河川に

おいては、落差工などの施行によって施設が整

備されてきたというふうに私伺ってまいりまし

た。そういった意味で、その当時は河川の環境

が保護保全されてきたと思うんですが、その機

能が非常に低下しているというのが現実であり

ます。先般の地震でも、その落差工が陥落して

しまったという場所もありまして、そこにたま

った砂が今どんどんどんどんまたさらに下に下

にと流れております。これは間もなく藩政時代

から、旧宮守ですが、今では遠野市にありまし

た藩政時代からあったやなが、その清流猿ヶ石

川のイメージを高めてきた一つでもあります。

今新しく移設されましたやな近くまで、その砂

がどんどんどんどん下がっております。 

 もちろん猿ヶ石川、上猿ヶ石漁協でも毎年厳

しい財政ながらも、各種魚種の放流をしながら

おりますが、幾らアユを放流してもアユは育ち

ません。ことしの夏は太公望はほとんど見られ

ませんでした。今遠野のアユ釣りの皆さんはど

ちらに行っているかといいますと、気仙川から

秋田県のほうの川に行ってます。本当に猿ヶ石

川はそれでいいのかなと私は思います。その壊

れた川の環境を元に戻すには100年かかると言

われてます。ということは、遠野物語100年い

た今が、200年後に見たときに、その200年後に
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今壊れた猿ヶ石川が本当に健康な川に戻ってい

ればいいなという心配があります。それだけ大

変な、今は状況にあるということを認識してい

ただきたいなと思います。 

 私が小さいころから思えば、学校の校歌にも

猿ヶ石川という名が歌われてまいりました。こ

れはどこの学校もそうだと思います。そういっ

た小さいころからの慕われた川であり、そして、

思い出の深い川であります。管理する機関が県

であれ国であれ、そして、市であれ、私はこの

ようないわゆる大きく言えば地球環境ですが、

こういったものを管理機関に求めるだけでは、

遠野市の保全はあり得ないと思います。本当に

そのような気持ちがあれば、市と県は同じよう

な今後100年を要する重要な課題に直面してい

るという認識のもとに、お互いの力を合わせな

がら共有した意識の中で事の改善に努めていか

なければならないのではないかというふうに思

うところでありますが、そういった関係機関と

のもっともっと親密なかかわりを持つために、

持つということに対して市長はどのようにとら

えていらっしゃるか、再度質問をさせていただ

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）  多田勉議員の再質問に

お答えいたします。 

 この猿ヶ石川の清流、かって泳いだと。多田

勉議員の今のお話は、この議場にいる皆さんが

それぞれまさに共有し共感をする一つの話では

ないのかなと、私もそのひとりであります。や

はり水量も多く、本当に清流猿ヶ石川であった

わけであります。これが水量も減り、真砂土と

いうものがどんどん流れてきて、カジカも住め

なくなったというのが一つの現実としてあると

いうことは、そのとおりであります。これは認

めざるを得ない。 

 しかし、それをまさに是とするわけにいかな

い。そこに果敢に挑戦していかなきゃならない。

新たな価値観をそこに見出しながら。私はよく

いつも話をしておるんですけども、費用対効果

という一つのビー・バイ・シーという考え方の

もとに、本当に大切なものをそこで失ってはこ

なかっただろうかと。やはり環境といったよう

なもの、やっぱり森の恵みといったようなもの。 

 実は、おととい、土曜日でありましたけども、

盛岡市の玉山の姫神ホールで、森林環境フォー

ラムｉｎいわて2011という集まりがありました。

私もパネラーのひとりとして指名を受けました

ので、そこに参加して、いろいろ森林と環境の

問題について参加者の皆様と議論を深めてまい

ったわけでありますけども、その中で、一昨年

12月に国は森林林業再生プランというものを打

ち出したわけであります。これについての考え

方、そして、また位置づけ、それがいろいろ説

明もありましたし、岩手大学の岡田教授から、

岡田教授は今は林野庁のほうの一つのそういっ

た森林林業再生における座長という非常に大き

な役目を果たしている先生でありますけども、

基調講演もあったわけであります。 

 ただいま質問にあったようなことをそれぞれ

踏まえながら、これからどうしていけばいいか

という中における議論の場でもあったわけであ

りますけども、これからこの森林、林業、それ

が環境といったものとひとつ相まって取り組ん

でいかなきゃならないということは、これは避

けて通れない一つの課題だと。 

 その中で、国有林だ、あるいは民有林だとい

うような議論が果たして現実的な議論だろうか

と。もう国有林だ、民有林だ、私有林だという

ことをなくして、山と森林という中にとらえて、

そこをどう未利用資源として産業振興に、ある

いは雇用の場に、そして、そういったことで産

業振興、雇用の場につながれば、すごく山の手

入れもできると。山の手入れもできることに伐

採したらば、すぐ植林をすると。文字どおり循

環型というものの仕組みをもう所有の観念、い

や山林所有者という一つの視点じゃなくして、

もう一歩踏み出さなきゃならないんじゃないか

というような一つの話もありました。私も全く

そのとおりだというように思って、そのフォー

ラムを後にしたわけでありますけども、健康な
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川といったものをまた決してこれはつくれない

わけじゃない、つくれると。間違いなく一人ひ

とりの意識によってはそれを呼び戻せると申し

ますか、再生できるというように思っておりま

すので、そういったそれぞれ志を、あるいはそ

れぞれの一つの取り組みの中から、汚水を流さ

ないようなことにしようじゃないかと、山は一

つ一つ大切にしようじゃないかと。そういった

市民の皆さん、ボランティア団体の皆様の力を

借りながら、そして、環境教育を行いながら、

子どもたち世代を問わず年代を問わず、そうい

うようなものに一丸となって取り組んでいくと

いうような環境づくり、これはやはり非常に大

切なことではないのかなというように思ってお

ります。 

 流域という考え方の中で上流と下流の中にお

ける流域構想というのは、今すごくいろんな、

あちこちでまちづくり、地域づくりにおいては、

流域構想といったものが、一つの流域といった

ものをコンセプトにしたまちづくりが大事じゃ

ないかということも言われております。それは

やはり川であり森なわけでありますから、そう

いったような形での取り組みで。 

 その中におきまして、これは私、今作業を急

がせておりますけども、当市も林業振興室とい

う組織を設けて、特に林業振興室は木工団地の

経営安定に向けてという部分を一つの目的とし

ながら、で、また林業振興を図って遠野の活性

化を図るということにしているわけでございま

すけども、この林業振興室を、森林再生プラン

を国が明確に打ち出したというのであれば、受

ける我々地方もそれにこたえるという部分にお

いて、林業振興室の一つの拡充、で、これを森

林環境といったものと相まって、文字どおり循

環型産業を推進する組織として見直すというこ

とも、急がなきゃならない一つの課題ではない

のかなというようにも思っているところでござ

いますので、そのことも一言申し上げて答弁と

させていただきます。 

────────────────── 

   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。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。御苦

労さまでした。 

   午後２時48分 散会   

 


