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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。 

 本日の欠席の届け出は、９番菊池充君であり

ます。 

────────────────── 

   日程第１ 一般質問   

○議長（新田勝見君）  これより本日の議事日

程に入ります。 

 日程第１、一般質問を行います。順次質問を

許します。13番菊池邦夫君。 

   〔13番菊池邦夫君登壇〕 

○13番（菊池邦夫君）  おはようございます。

新興会の菊池邦夫でございます。地震、津波、

そして原発と東日本大震災で犠牲になられた皆

様に、心より哀悼の意を捧げますとともに、被

災された皆様方に心よりお見舞い申し上げます。 

 あの大震災発生から間もなく６カ月、被災地

ではいまだに行方不明者の捜索が続けられてい
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る一方、被災者支援はもちろんでありますが、

避難所から仮設住宅へと動きの対応となってき

ました。何とか心に区切りをつけ、あすへの希

望を見出そうと歩み出している被災者もいます。

だが、被害の深刻度や地域事業によって、その

動きは差が生じています。被災地からは、復旧、

復興に向けた政府対応の鈍さに対し、憤りにも

似た声も上がっています。被災地の首長は、住

民の生命と財産を預かっている責任感と、それ

を守り抜こうという断固たる決意がにじみ出て

います。 

 一方、政府からはそのような決意は感じられ

ない。何をおいても被災地を助けなければなら

ないという、だれしもが思うはずです。 

 被災地に今もっとも必要なのは、経済的な支

援と住む場所の確保と感じます。繰り返します

が、お金と住まいであります。スピード感を持

って対応を望むものです。 

 遠野は、地震発生直後から沿岸被災地域の後

方支援拠点として迅速な支援活動を進めている

が、市長のリーダーシップとそれを支えてきた

職員はもとより、かかわりを持った多くの方々

に改めて衷心より感謝と御礼を申し上げます。 

 今回の被災で感じたことは、見たことは、被

災地の人たち同士の団結、連帯の強さでありま

す。自分たちの生まれ育った土地への愛着も感

じ取りました。そして、決してあきらめない意

志の強さ、未来に向かって進んでいこうという

意欲、このことが被災地だからこそ際立って感

じました。これからは被災者の大半は、仮設住

宅での暮らしへと移行し、孤立化対策が大きな

課題でもあります。 

 さて、前置きが長くなりましたが、通告に従

い、２点について質問いたします。 

 １つは、東日本大震災に伴う対応について。

２つ目は、移転後の消防庁舎跡地の利用計画に

ついて質問いたします。 

 まず、１点目の東日本大震災に伴う後期基本

計画の見直しについてであります。 

 前期基本計画において、積み重ねてきた施策

をさらに発展させ、一つ一つの思いを形にする

ため、平成23年度から27年度の５カ年を期間と

する後期基本計画が策定されました。「百年の

縁（えにし）を100年続く絆に」、後期基本計

画推進のテーマに据え、スタートしているので

す。 

 本年３月定例市議会が終了となった翌日、３

月11日、大きな揺れによる東日本大震災が発生

しました。各種施策や事業の推進と厳しい財政

状況においての計画見直しはあり得るのかであ

ります。 

 また、今議会に提案となっている補正予算の

内容を見ると、事業の縮小や廃止、そして先送

りするものもありますが、災害復旧や後方支援

活動による一時的な変動であり、若干の一部修

正はあったとしても、基本的には確定されてい

るプランで事業推進に取り組むのか。それとも

抜本的な見直しをせざるを得ないというお考え

なのか。お尋ねいたします。 

 なお、道路基盤の整備についてでありますが、

市民生活の便利性を高めるため、地域生活に密

着した市道等まだまだ道路基盤整備を必要とす

る現状において、今回の被災によって、これま

た大きな公共施設災害をこうむりました。補助

災害事業に採択手続もあってのことでしょうが、

まだ動きが見えない箇所もあるようだが、ス

ピード感を持って対応願いたいが、どのような

状況にあるのか、あわせてお伺いいたします。 

 次に、いまだに続く余震や将来必ず起こると

予想されております大きな災害に備え、今後の

対策としての地域防災計画についてであります。 

 きのうの質問者も触れておりましたが、これ

まで取り組んできた中におけるさまざまな反省、

そして教訓等やはり検証といったものが大事で

はないかと思うので、今後の課題も含め、市長

の思いをお伺いいたします。 

 東日本大震災を教訓に、計画の見直しはない

のかであります。日ごろの訓練はもちろんです

が、自家発電あるいは暖房、燃料や食料の備蓄

といったことが大きな課題でもあったかと思い

ます。今後も広域で深刻な災害の発生が懸念さ

れています。今回の災害を教訓に、あらゆる角
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度から検討を加えてもらいたいものです。 

 調整に時間がかかれば、地域の復興がおくれ

る懸念があります。東北地方の経済が被災前の

水準まで戻り、被災前よりも住みやすい町にな

るまでには、長い時間が必要であります。早く

復興した地域に、企業、人口、観光客などが集

中して発展が加速していくでしょう。「科学技

術が進歩しても自然災害は防げない」、やはり

減災ということによる対応ではないでしょうか。 

 非常時の想定が弱いことは、今回深く反省す

る点です。平時にすべてを想定しての計画は無

理でしょうが、非常時に対応可能な柔軟な考え

方も必要ではないかと思うのです。いかがでし

ょうか。 

 次に、職員の定数管理について質問いたしま

す。 

 第二次経営改革大綱により、事務事業の見直

しや職員管理の改善に取り組まれていますが、

今災害等による新たな行政サービスの向上が求

められています。 

 遠野でも、いろいろな施設の被害があったわ

けで、震災から復旧、復興に対応できることは、

やはり人であって、はじめて町もつくれるし、

そのときに最大の力となるのが、やはり現場で

働く市職員です。そして、地域貢献ということ

で、その最前線に立っているのが自治体の職員

です。多くの方々が職員の活躍を期待している

し、市民も貢献をしたいとボランティアで被災

地にも行っています。被災地の自治体職員を支

えようとしています。 

 後方支援活動も継続的に行うことが重要であ

ります。今後もあり得る災害とともに生きなけ

ればならない時代です。予想される災害の中で、

市長をはじめ職員が一体となって努力されたこ

とは、全国の自治体の職員に行動の手本を与え

てくれました。最前線の仕事をしていることを

自覚し、頑張っていただいております。心より

敬意を表します。 

 しかし、私は職員定数のスリム化による効率

性は限界に近い状況ではないかと感じておりま

す。確かに職員の減少は、人件費の抑制や健全

財政計画の数値に、好転に資するものでありま

すが、特に経常経費での人件費の占める増減は、

自治体運営のポイントとして注視されます。 

 新市になってから、平成18年２月に消防職員

を除く一般職員の定員管理計画を策定され、退

職者の３分の１を補充採用という内容で進めて

きたと理解しておりますが、計画数値人員より

実質的には20人以上も少ない在職数が、ここ３

年ほど続いております。 

 ただ数字合わせで判断することはどうかと思

うのですが、これまでも申し上げてきましたが、

頑張りすぎて燃え尽き症候群が発生しなければ

と心配しております。 

 長期戦が予想される後方支援活動、復旧・復

興までの道のりは長いことでしょう。非常時で

あるから頑張っているが、職員の皆さんの心が、

いつまで耐え得ると思っているだろうか。職員

管理計画による定数管理も大事であるが、非常

時ということの対応で増員や交代型の編成体制

も検討すべきと思われるが、いかがでしょうか。 

 このままでは、職員の心がつぶれてしまう。

本人たちはそれを口にしないが、しかし限界は

いつかやってきます。互いの困難を乗り越え、

何としてでも息の長い支援を実現したい思いか

ら質問していますが、市長のお考えをお願いい

たします。 

 次に、大項目２点目であります移転後の消防

庁舎跡地利用計画についてお伺いいたします。 

 市民の財産と生命を守る消防防災を一体化し

て対応する効率的な防災拠点施設を兼ねた消防

庁舎の整備が、来年の８月の供用開始に向けて

取り組まれていますが、移転後の現在の消防庁

舎跡地利用計画はどのような検討をされている

かお伺いいたします。 

 敷地面積は約2,000平方メートルであります

が、現在の庁舎は耐震度に問題があり、再利用

は難しく、庁舎を取り壊し、当面更地の計画と

理解しております。地域では独自の自治会館も

老朽化となっている現状から、この際、消防コ

ミュニティーセンターを中心とした充実のあり

方などが話題となっております。 
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 新張地区の屯所のあり方、新規消防団員の加

入促進、活動の強化育成などによる充実など、

いろいろ考えられますが、地域活動の拠点とし

て利用可能かであります。行政としての基本的

な考え方をお尋ねいたします。 

 以上で、一般質問を終わります。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  菊池邦夫議員の一般質

問にお答えいたします。 

 冒頭、この３月11日の東日本大震災の犠牲者

の方々に対する哀悼の意というお言葉があった

わけでありますけども、今議会も、この防災と

いう中における課題が、各議員からいろいろ取

り上げられております。昨日も、防災、減災と

いう中における１点に絞った質問もあったわけ

でありますし、いまなお2,000名を超える方が、

岩手県だけでも2,000名を超える方が行方不明

という状況にあるという部分の中におきまして、

間もなく寒さも来るという中におきまして、け

さほどのニュースで、仮設住宅に不満を持って

いる方が40％以上いるという県の調査結果も出

ておったわけでありますけども、そういった中

におきます寒さ対策なども大きな課題とされる

のではないかなというように思っておりまして。

ただいま菊池邦夫議員からお話ありました、１

日も早くまさに復旧・復興に向けて、力強く踏

み出すような形での後方支援活動を、当市とし

ても展開してまいりたいと改めて思っておると

ころでございますので、冒頭申し上げておきた

いというように思っております。 

 順次お答え申し上げます。 

 それで、後期基本計画の、この大震災に伴っ

て後期基本計画の見直しはあり得るのかという

ことでの質問でありました。 

 それから、それに伴いまして、道路の、市民

生活に密着した道路の状況、スピード感を持っ

て対応しろということでありましたので、この

後期計画の部分と、それから被災に向けた道路

の被災状況に対する対応につきましては、これ

は担当部長のほうの環境整備部長から、数字を

もって具体的に御答弁申し上げますので、御了

承いただければというように思っております。 

 それから、消防署の跡地の問題。これは私も

これまでも菊池邦夫議員からこの問題について

は、いろいろ御質問いただいておりまして、基

本的な考え方は申し上げているところでありま

す。地域活動拠点としての利用というものはあ

っていいんじゃないかというような御質問であ

ったわけであります。ただいま消防本部と市民

センターでもって連携図りながら、この跡地利

用計画について、さまざま検討しておりますの

で、その検討の状況につきまして、消防長のほ

うから御答弁申し上げますので、御了承いただ

ければというように思っております。 

 まず、東日本大震災に伴って見直しはあり得

るのかということでありました。災害復旧ある

いは後方支援活動、非常に経費がかかったこと

は、これは事実であります。災害対策本部を立

ち上げ、被害状況の把握あるいは避難所の開設、

さらには必要職員を配置しながら炊き出し、毛

布、そういったようなものの搬送、そして被害

の拡大防止にも取り組んだというところでもあ

ります。 

 そして、一方においては、後方支援活動の拠

点として遠野運動公園、これを緊急車両の受け

入れあるいは沿岸被災地の炊き出し、緊急物資

の搬送、さらには職員派遣も行ったという中に

ございまして、所要の予算、当然予算がかかる

わけであります。 

 したがって、発災直後の臨時議会によりまし

て７号補正として議決をいただきながら緊急時

に対応し、また６月定例市議会では仮設住宅の

整備費、これもおかげさまで国・県から全額負

担をしていただくという組み立てができたもの

でございますから、そういった整備費。あるい

は災害復旧費用など、これら総額で約10億2,00

0万の補正予算を組んだわけであります。 

 22年度７号補正では４億5,000万、これはい

うところの仮庁舎の整備費なども含めながらと

いう部分でありました。それから仮設住宅の整

備費にあっては約２億円でございますけれども、
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これは工事が急ぐということで専決という中で

対応させていただいたところであります。さら

には23年度の２号補正として３億6,000万を計

上いたしまして、災害復旧費と沿岸被災者の皆

様の生活支援という中における所要の予算を、

それぞれ３億6,000万の中で組ませていただい

たという中身になっているわけであります。 

 先ほどもう一つ、さらに、その後であります

けども、陸上自衛隊が約５カ月間にわたって駐

屯をいたしました運動公園の芝生の張りかえ。

これは約5,000万近くかかるという見積もりで

ありましたものですから、県のほうを通じまし

て再三再四交渉した結果、全額県が負担すると

いう対応になりまして、これもまた芝の張りつ

けについては時期があるということで、議員各

位の御理解をいただき、これも専決で処分させ

ていただいて、所要の工事が今始まっていると

ころでもあります。 

 このような形で迅速にこういったものに対処

できたのも、議会の御理解もあったものだとい

うように思っておりまして、市長の立場として

も心より、まず感謝を申し上げなければならな

いかというようにも思っているところでもあり

ます。 

 そういった中におきまして、友好都市をはじ

めとする全国の関係機関、団体の皆様からの大

変な御支援と御協力もありました。そして、こ

れもありましたし、もう一方においては経費を

捻出するという必要から、当面の対応策として

見直しの再点検を行ったところであります。 

 その結果、「経常的経費の削減」は10事業、

それから「事業内容の見直し」は14事業、「事

業実施を先送りするもの」は12事業ということ

になりまして、結果といたしまして33事業、額

にいたしますと５億3,000万の財源の捻出とい

ったものを図ったところでもあります。これは

一般財源で約8,300万の財源をそこでひねり出

したということになりまして、これをこれから

の９月定例市議会における補正予算にも、その

財源をもって反映させたということになってい

るわけであります。 

 したがいまして、今申し上げたような経過の

中で、後期基本計画実施計画に搭載する一部事

業について、これは見直しが必要ではないだろ

うかと、どうなんだろうというような御質問で

あったわけでありますけども、少なからず私も

影響が出るんじゃないのかなというようなこと

は思っておりました。 

 ただ、ただいまお話しましたとおり、県のほ

うともかなり厳しいやりとりをしながら、対応

すべきものは対応していただきましたし、先般

もさまざま救援物資の購入費であるとか、さま

ざま後方支援活動にかかった経費も、ほぼ査定

がなく全額交付金という形で対応するというよ

うな形での連絡もいただいておりますから。 

 それぞれ、ただいま御質問ありましたとおり、

市職員も市民も一丸となって取り組んだという

中におけるものとしては、かかった経費につい

ては手当をするぞという中において、認めてい

ただいたというのは、やはり活動の一つの結果

ではなかったのかなというように思っておりま

して。 

 そのような中で、いずれも後期基本計画に搭

載している事業は、当市にとっては大変重要な

プロジェクトばっかりが並んでいるわけであり

ます。したがいまして、実施年度の延期あるい

は事業の見直しは一部あったとしても、基本的

には後期５カ年計画の搭載しました実施計画そ

のものは、重要なプロジェクトそのものは、基

本的には実施するという方向で対応したいとい

うように思っているところであります。 

 ただ、24年度以降の実施計画のローリングは、

当然行うこととなります。それから国の３次補

正予算も、果たしてどうなって、我々市町村、

現場にどのような形になってくるのかというこ

とも、これも注視しなきゃなりません。３次補

正予算の編成を急ぐという話も聞こえてきてお

りますので、この辺の動向を見ながら、１億3,

000万を超える全国の友好市町村あるいは全国

のいろんな市内外の方々からにおける義援金の

有効活用、そして健全財政５カ年計画をやはり

きちんと堅持しながら、後期基本計画の着実な
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推進といったものを図っていくというようなこ

とで取り組みたいと思っておりますので、よろ

しく御了承いただければというように思ってお

ります。 

 それから、２つ目の地域防災計画についてで

あります。見直し。これは昨日佐々木大三郎議

員の御質問にもお答えしたことになるわけであ

りますけども。 

 ３月11日東日本大震災が発災いたしました。

２日後の13日に市役所前テントにおきまして、

緊急に遠野市防災会議を開催いたしまして被害

状況について報告を行ったと。これには各議員

の皆様にもお集まりをいただいて、市内の被災

状況についても御報告を申し上げたところでも

あります。 

 さらには、２カ月後の５月11日に防災会議を

開催いたしまして、直ちに今般の震災に伴って

のさまざまな検証、課題、これについて見直し

を図ろうという中における防災会議を開催いた

しまして、その場におきましても詳細な市内の

被害状況、さらには後方支援活動の状況につい

ても報告申し上げながら、この教訓を生かす内

容で課題の検証を図りながら、防災、減災を踏

まえた地域防災計画にするということでの見直

しをするということで確認し、今それに伴いま

して各関係機関、団体におきまして、検証作業

を、見直し作業を行っていただいているところ

でもあります。 

 これにつきましては、やはり情報通信、この

部分が、あるいは自主防災組織が、さらにはラ

イフラインと施設の安全確保などといったもの

が大きな課題として出てきておりますので、こ

ういったものを取りまとめ最中であると。これ

を急ぎたいというように思っているところでも

あります。 

 この中で優先する、ただ地域防災計画をまと

めて、それからさまざまな手当をするといって

も、まさに災害はいつ起こるかわからないわけ

であります。そういったことも踏まえまして、

優先する防災機材といたしまして、自家発電機

は22基、投光機も22基、ドラムコードも22個、

携行缶──これはガソリンを運ぶときなどどう

しても必要とするわけであります、携行缶、さ

らには反射式ストーブ33個と、あるいは電灯ラ

ジオ一体型を55個といったようなものは、これ

は既に予算も議決いただきまして、それぞれ発

注もしておりますから、順次それぞれの地区セ

ンターを中心としたところに配備をするという

対応にしたいと思っておりますし。 

 毛布なども、この後方支援活動の中で、かな

りの毛布もあるわけでありますけども、これを

きちんとクリーニングして、そのクリーニング

代も６月補正で予算措置をいただいております

から、クリーニングをしながら、きちんとそれ

ぞれの地区センター、集会所に備蓄をするとい

うような体制でいきたいというように思ってい

るところでもあります。 

 そしてまた、この地域防災計画がきちんと検

証し、見直しになれば、それにまた伴うさまざ

まな手当もしていかなければならないかという

ように思っているところでもあります。 

 まさに、地域防災計画の見直しにあたりまし

ては、人的体制が果たして問題なかっただろう

かということがやっぱり一つあります。それか

ら連絡体制、これは本当にこの情報通信も含め

ての連絡体制、さらにはこの施設整備、これも

本当にまだまだしなきゃならない部分もあるじ

ゃないかというようなこと。 

 それから、さらには地域連携と。これは非常

に大事な一つの切口じゃないかなと思ってます

ので、こういったことを一つのキーワードとし

てきちんと位置づけながら、この部分における

見直しをさらに加速をさせ、そして消防団、婦

人消防協力隊の組織の新たな組織力を高める。

そして自主防災組織、防災リーダーの育成に努

めると。そして被害を最小限に抑える形での防

災、減災といったものにつなげるという一つの

考え方で対応し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。 

 それから、職員の定員管理についてでありま

す。これは東日本大震災に伴いまして非常に職

員も頑張ったと、大変じゃないだろうかと、限
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界じゃないだろうかというようなお話もいただ

きました。そのような形で職員に御配慮いただ

くという部分も、私の立場からすれば、大変あ

りがたいことでありますし。今回の震災の場に

おきまして、本当によく職員は、まさに不眠不

休で頑張ってくれたというように私自身も思っ

ているところでもあります。 

 この390名の職員といっても、そのうち100名

近くは、日常業務の市民のサービスの窓口業務

をはじめとするものに従事しなければならない

わけでありますから、実質消防職員も除きます

と百四、五十名のところで具体的に動いたとい

うのが現実であったわけでありますから、個々

の職員のその後方支援活動に係る負担といった

ものは、かなりなものであったのではないのか

なというように思っているところでもあります。 

 幸い大きなトラブルもなく済んだわけで、ほ

っともしているわけでございますけども、それ

でいいというわけにはいかないという部分は

重々承知の上で、燃え尽き症候群であるとか、

さまざまな疲れも限界に来てるんじゃないのか

なというようなお話もあったわけでございます

けども。 

 一方においては、そのようなことも踏まえな

がら、定員管理計画といったものについては、

やはりきちんとした考え方のもとに基づきなが

ら、やっぱり進めていくということには変わり

ないんじゃないのかなというようにも思ってい

るところであります。 

 ちなみに数字を申し上げますと、18年２月に

策定いたしました計画では、前期計画期間中は、

この５年間で41人減らそうと。後期計画期間中

の23年度から27年度までの５年間では51人とい

う数字でもって把握してというか抑えているわ

けでありまして、合わせますと92人をこの10年

間で減らしていこうと。それは御質問にありま

したとおりに、３分の１補充という中において

やっていこうという考え方で位置づけたわけで

あります。 

 そうしますと、28年、この前期５カ年、後期

５カ年の定員管理計画が終了する平成28年の４

月には363人の職員数になるというのが、一応

定員管理計画で定めている数字であります。 

 これに伴いまして現在、じゃあ今はとなりま

すと、現在は平成22年４月現在ということにな

りますと402人で、これは計画より21人減とな

りました。23年後期計画が、もう23年４月の職

員数が、この前期計画の実績を見直ししながら、

それをもとに後期計画の一つの見直しをしたと

いう中で、後期計画の平成24年４月、ことしの

４月の職員数は398人としたわけであります。

そして、平成28年４月の職員数は当初計画の36

3人で進めようということでの後期計画の中に

おける定員計画を見直しいたしました。 

 したがって、今後５年間で35人の職員を減ら

そうという考えでおります。そうしますと、平

均年間７人の職員を減らすということになるわ

けであります。これは各年度の対象者数の動向

も見なきゃなりません。 

 したがいまして、この従来の定年退職者の３

分の１補充という一つの採用し、それを補充す

るということに、これに必ずしもとらわれずに、

勧奨退職者の補充も視野に入れながら、できる

だけ緩やかな削減とすると。計画の前倒し、前

倒しということで進めないで、その辺のところ

はそれぞれ退職者の動きもいろいろあるわけで

ございますから、それを見ながら弾力的な運用

も図っていかなきゃならないではないだろうか

というような認識でおりますので、その点につ

いては御理解いただきたいというように思って

おります。 

 冒頭申し上げましたとおり、だれもが経験し

たことのない規模の災害であったわけでありま

す。したがいまして、全職員が文字どおり日夜

土日もなく支援活動と通常業務に取り組んだと

いう中にありまして、この部分の中において、

もう一つの要素といたしまして、後方支援の一

つの対応と思っておりますけども、保健師や栄

養士を釜石市と大槌町にも派遣をしてあると。 

 それから申告受付、税務のほうの税務課職員

を今陸前高田市にも派遣していると。それから

県の市長会から職員派遣の要請もありまして、
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固定資産業務と仮設店舗施設管理業務に今２人

の職員、大槌町にも派遣をしておると。それか

ら瓦れき撤去作業のために遠野まごごろネット

を通じまして、毎日２人の職員を今も被災地の

ほうに派遣をしておるというような中で、後方

支援活動の中における職員も、その中に従事を

しているわけであります。 

 そしてまた一方、御質問にありましたけど、

やはりこれはどの職場でも大きな課題になって

いるものは、メンタルヘルスの問題あります。

これは私も、日常から注意をしなければならな

いなと思っておりますけれども。９月１日現在

で、メンタルヘルス不調といった中において、

休んでいる職員は今５人おります。 

 こういったものについても、長期的に連続的

に余り負担かけないように、そしてそれに伴っ

て１人の職員に過重な負担がかからないように、

やはり適時適切にその辺の業務の適正な配分と

いったものも考えていかなければならないんじ

ゃないのかなというように思っております。 

 これからの削減数値だけをそれを追うんじゃ

なくして、問題は職員個々のまさに能力あるい

は適正といったものも十分配慮しながら、いう

ところの最小の経費で最大の効率的な業務を行

うようなやっぱり職場環境をつくっていかなき

ゃならないと。 

 したがいまして、24年４月、来年の４月とい

うことになろうと思っておりますし、議員各位

にはこの12月定例市議会で提案をするというよ

うな、そういうようなスケジュールになるかと

いうように思っておりますけれども、この組織

の見直しといったものを踏まえた上での適正配

置と、組織の一つのありようも含めて、私はよ

く言っているんですけれども、バリアをとった

一つの総合力を発揮するような市役所にしよう

じゃないかということを言ってきておりますの

で、そのような組織体制に向けて現行組織の見

直しも、一方においては図っていくということ

も一つ、避けて通れない課題ではないのかなと

いうようにも承知しております。 

 そういうような中におきまして、もう一方に

おいては、これも当たり前の言葉として従前か

ら行政改革では使われている言葉ではあります

けれども、スクラップアンドビルドという部分

の中におけるスクラップというか事務事業の見

直しといったようなもの、あるいはアウトソー

シングという横文字があるわけでございますけ

れども、すべて行政が行うんじゃなく、まさに

官と民のすみ分けの中から民の力の中において

業務をできる、そういった部分もまだまだある

んではないのかなというような仕組みを、この

行政組織の見直しの中から新たにつくっていき

たいというように思っているところでございま

すので、御了承いただければと思っております。 

○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）  命により答弁い

たします。 

 道路の整備状況についてでありますが、市民

生活に密着した道路の整備として第３期生活に

身近な道づくり事業、これは平成23年から25年

でありますが、これによる全17線の整備を計画

しております。このうち第２期からの繰延路線

は６路線で、これらについては優先的に整備を

進める予定であります。 

 平成23年度については、大震災の影響もあり、

また交付金の内示の減などにより、計画してい

た７路線のうち３路線の着手となります。現在

発注作業を進めています。 

 災害復旧事業については、補助の対象となら

ない市道約40カ所、農道10カ所、林道20カ所に

ついては、順次、復旧工事を進めております。

市道は約70％、農道は約90％、林道は約70％の

進捗状況でございます。 

 また、災害補助対象となる事業は、市道須崎

高室線など10路線であり、７月上句に災害査定

が行われました。査定率は96％になってござい

ます。この災害査定を受けた路線については、

現在国土交通省と事務手続を進めている段階で

あり、手続終了後、速やかに復旧工事を進める

予定であります。比較的小規模な工事は年内の

完成を、市道須崎高室線など大規模な工事は年
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度内の完成を予定しております。 

 現在も、余震が続き、不安な状勢が続いてお

りますが、速やかな道路復旧に努め、市民生活

の安全・安心を確保してまいりたいと思います。 

 以上で終わります。 

○議長（新田勝見君）  千葉消防長。 

   〔消防長千葉一見君登壇〕 

○消防長（千葉一見君）  命により菊池邦夫議

員の一般質問、移転後の消防庁舎跡地利用計画

について答弁いたします。 

 現在、平成24年８月の供用開始に向けて、遠

野運動公園入り口に新消防庁舎の建設を進めて

いるところであります。 

 消防庁舎移転後の現在の消防庁舎は、老朽化

及び耐震上の問題により再利用することができ

ないことから、一たん更地とすることで説明を

してまいりました。土地利用については、いろ

いろな意見を地域、そして消防団から伺ってい

ますが、地域防災力の重要性からコミュニテ

ィー消防センターの設立の声が高まっておりま

す。 

 今後さらに地域住民、消防組織との協議を十

分に行なった上で利用計画を決定してまいりた

いと考えております。ただし、この地区にはこ

れまで消防屯所がなかったことなどから、消防

団員が不在となっている現状でございます。そ

のためコミュニティー消防センターの整備が決

定した場合においては、消防ポンプ車などの資

機材整備もさることながら、消防団員の確保が

大きな課題となっております。 

 この地区の住民約1,300世帯が、将来も安全

に安心して暮らすことができるよう、消防団員

の確保に努め地区住民との意見交換を行いなが

ら、跡地利用の決定を行い、防災力の強化を図

ってまいります。 

 以上で終わります。 

○議長（新田勝見君）  10分間、休憩いたしま

す。 

   午前10時44分 休憩   

────────────────── 

   午前10時54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。18番石橋達八君。 

   〔18番石橋達八君登壇〕 

○18番（石橋達八君）  通告に従いまして、一

般質問を行います。 

 日本列島を、またもや大きな被害が発生して

おります。紀伊半島を襲った台風12号、けさの

報道によりますと、和歌山県、三重など全国で

死者37名、行方不明者55名の甚大な被害が出て

おります。お悔やみとお見舞いを申し上げます。 

 降り始めから1,000ミリの雨量、人ごとでは

ありません。我々も注意を配らなければならな

いと思います。 

 昨日からの質問者と重複する質問項目、恐縮

であります。 

 さて、３.11東日本大震災から５カ月が経過、

もうすぐ半年になろうとしております。路傍に

はススキやハギの花が目につくようになりまし

た。しかし、岩手県内の被災地の瓦れき撤去も

いまだ終わらず、港湾に沈む瓦れきもまだまだ

のようであります。迅速な国の支援策が求めら

れました。 

 大船渡を訪問した際、87歳になる元漁師の方

が「海の底にはいっぺごみがあるべ。これらが

片づかねば海はだめだべ。早い瓦れきの撤去を

願いつつも、また頑張んねばねえ」と語ってお

りました。現地を目撃したものにとって一日も

早い普及・復興を願わずにはおられません。 

 また、東京電力福島原子力発電所の事故によ

る放射能被害などは、ますます問題化しており、

発災直後からこれまで国の対策の鈍さ、スピー

ド感の欠如を批判せざるを得ませんでした。そ

うした姿勢ならばと、我が公明党では、621項

目の政策提言と28本の議員立法で国政をリード

してまいりました。 

 だれかがだめなら、だれかが頑張らなければ

なりません。我が遠野市を拠点とした後方支援

活動は、各自治体やさまざまな団体組織、まご

ごろネットや市民の皆様、そして全国のＮＰＯ

やボランティア団体など、官と民が協力して被
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災地の救援に直ちに取り組みましたことは、生

きた行政アクションと心から敬意を表すもので

あります。 

 被災地にいる同級生は、遠野市の活動を評価

されますと誇りにさえ感じるようであります。

私も低い鼻も高くなる思いでございました。も

ちろん、この活動は終わったものではなく大変

な仕事でありますが、継続していかなければな

りません。 

 これまでの後方支援活動に関しては、逐次議

会や市民に情報提供がされております。これら

の活動や経験、記録は貴重であります。逆に実

際の活動ではできなかった点、改善すべき点、

気がついた点も多々あろうかと思います。今あ

る災害対策のあり方は、多くの努力や長い歴史

の中で積み上げられたはずであります。これを

最大限生かさなければなりません。 

 ５月17日、衆議院総務委員会で我が公明党の

西博義議員は、遠野市の活動に着目し、災害発

生時の後方支援拠点の整備の取り組みについて

政府の見解をただしております。その質問を紹

介しますと、 

 岩手県遠野市は、同県沿岸の９市町村が2

007年に三陸地域地震災害後方支援拠点整備

協議会を立ち上げ、消防署の整備、県や自

衛隊などと大規模な訓練を重ねてきたこと

は、今回の震災発生後のいち早い救援活動

につながり、遠野市が救援や物資補給など

後方支援の拠点になっている。 

と紹介し、「大規模災害に備えるに当たり、有

効な取り組みだ」とし、防災拠点を中心とした

後方支援体制の必要性を訴えております。 

 これに対し、９月２日野田新内閣が発足しま

したので前になりますが、片山善博総務大臣は

我が遠野市の取り組みを評価し、「全国的にも

実が上がるような取り組みをしてもらえるよう、

消防庁からも助言していきたい」と積極的に取

り組む考えを示しております。市長及び当局の

先見的施策を可と評価したいと思います。 

 市長も、既にいろいろの会合等で後方支援の

体験、活動報告もされておりますが、改めて沿

岸地区を控える内陸都市の使命、役割として後

方支援体験を一刻も早く集大成、まとめて、第

１弾として冊子やホームページのサイトの事例

紹介は大切と思うものであります。 

 全国からますます視察研修に来る方がふえる

と思いますが、それはそれとして遠野市の後方

支援基地、遠野モデルとして、実際的経験を全

国に発信すべきであります。遠野にはその使命

があると感じます。加えても使命は、自覚から

しか生まれません。市長、いかがでしょうか。 

 次に、市民の健康、遠野の農産物の安心・安

全のため、放射性物質の監視について取り組み

をお尋ねいたします。 

 福島第一原子力発電所の事故は、いまだ収束

されておりません。むしろ新たに情報が提供さ

れるたびに心配が広がってまいりました。福島

第一原発から離れているといえども、万全を期

すべきであります。放射能に関してはみじんも

楽観しておりません。だからといって、いたず

らに放射能に対する不安をあおるものでもあり

ません。正確な知識と情報が欲しいからであり

ます。 

 未来ある子どもたちや市民の健康、妊産婦さ

んの心配という点で、さらに継続監視が必要で

あります。個人が使える測定器、職員等が使え

る簡易型測定器もあるようであります。今回も

遠野市でも測定器を準備したようでありますが、

もっと測定器をふやし、調査場所の拡大、調査

量をふやしてサイクルの短縮を図り、情報すべ

きと考えます。 

 また、安全・安心な遠野の農産物に関しては、

農業活性化本部が発表した寺沢牧野周辺の放牧

は自粛継続中であり、再調査を行ってはいるが、

遠野市内の農産物、畜産関係の放射性物質は、

現時点で問題がないとの報告がありました。ま

た、風評被害の対応として、関係機関団体と連

携を図り、臨機応変に取り組むことも示されま

した。 

 しかし、県の調査範囲とかＪＡの担当も必要

ですが、安心・安全な農産物として遠野独自の

緻密な調査を定期的に実施し、正確な情報開示
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を消費者に発表できないものでしょうか。遠野

の農産物の信用、信頼は、こうしたことを率先

して行うことによって確立されるのではないか

と思うわけであります。また、万一それが暫定

基準をオーバーした場合の直ちに行うべき対策、

行動計画策定も必要でありますが、市長の考え

を伺います。 

 次に、救急救命について伺います。元日本代

表のサッカー選手が練習中心筋梗塞で倒れ亡く

なったニュースは、同僚にサポーターをはじめ

多くの人を驚かせました。頑健な体と激しい訓

練で鍛えたにもかかわらずであります。 

 このことを契機に、改めてＡＥＤ──自動体

外式除細動器の大切さ、初期対応の大切さが注

目されております。これまで遠野市内の公共施

設や各小中学校にもＡＥＤが設置されました。

この夏もＡＥＤが使われ、運動の最中、熱中症

の搬送中に心肺停止状態から命をつないだ事例

が出ております。 

 そこででありますが、１点目として、いまだ

に未設置のスポーツ施設にＡＥＤの配置は可能

か。スポーツイベント等への携帯もどうなって

いるか、求められます。そのほか、交番やコン

ビニなど設置場所の拡充もすべきとも考えます。

現在設置されている場所に、ステッカーが表示

されているところもあるが、わかりづらい、何

か一目でわかる掲示の工夫ができないものでし

ょうか。 

 救急救命で心肺蘇生法やＡＥＤの操作法は、

消防署の職員が講習会を開催して指導しており

ます。救命措置を行なえる仕組みを学校教育の

プログラムで導入できればよいと思いますが、

アメリカで救命率が高いのは小学校低学年から

指導しているからとも伺ったこともあります。

消防署で小学校低学年向けの指導、教習はでき

ないものでしょうか。 

 なお、つけ加えますが、ＡＥＤを設置するだ

けではなく、機材の管理や使用できる人材をさ

らにふやすとともに、設置後に検証、総括の視

点も必要でありますが、これもお伺いいたしま

す。 

 次に、地方自治体におけるＰＲＥ戦略──  

Public Real Estateと言うようでありますが、

公的不動産の戦略について伺います。 

 聞く方にとりまして、突然戦略導入と言いま

しても、さまざまにイメージされますので、若

干の説明を加えますと、ここ数年前から民間企

業が保有不動産を戦略的にマネジメントするＣ

ＲＩ──Corporate Real Estate、企業の不動

産、この戦略が脚光を浴びているようでありま

す。その概念、手法を公的不動産に応用しよう

とするものであります。 

 ここで１から10まで説明するわけにいきませ

んが、地方自治体では財政状況が厳しい状況に

あって、所有する庁舎や学校などの公的不動産

の長期的維持管理コストについて、正確な把握、

分析の必要性、加えてさらなる効率化、市民の

利便性、向上も求められております。遠野市で

も、旧宮守村との合併や新たに求めた公的不動

産が増加しているのも実態であります。 

 一方、長引く景気低迷の影響により、財政を

取り巻く環境も厳しい状況にあり、公共施設の

更新期の到来に加え、人口減少、少子化・高齢

化と社会情勢が変化をしております。公共施設

に対する住民ニーズも変化があるように感じま

す。また、資産過剰や用途のミスマッチがない

かも関心が持たれます。遠野市が財政の健全化

を維持すると同時に、市が所有する資産の適切

な選択と集中を行い、公的不動産を経営的な観

点からマネジメントし、長期的、全体的、最適

な視点で賃借運用や売却などを含めた有効活用

を図っていくことが求められております。ＰＲ

Ｅ戦略の導入、検討が必要ないか御所見を伺い

ます。 

 次に、これまで学校図書館の充実について何

度か質問を重ねてまいりましたが、教育長にお

聞きいたします。 

 学校図書館は、児童生徒の知的活動を増進し、

人間形成や豊かな情操を養う上で、極めて重要

な役割を担ってまいりました。今年度から言語

力の育成をうたった新しい新指導要領がスター

トいたしております。ますます学校図書館の役
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割が増したととらえております。言葉、ボキャ

ブラリーの豊かさというものは本当に大切であ

ります。その人間の人格、本質を包み隠さず見

事にあらわします。 

 しかし、本年６月１日の文部科学省が公表し

た平成22年度学校図書館の現状に関する調査の

結果によりますと、学校図書館は人的・物的両

面で整備に課題があることが明らかになりまし

た。また、平成19年度から平成23年度まで５カ

年計画で1,000億円の図書館整備の財政措置も

されておりますが、十分活用されていないよう

であります。 

 平成19年度市内の学校図書館の蔵書、標準冊

数が３万冊、遠野市内では不足しているので、

増額補正し、充実を図っていただいた経緯もあ

ります。遠野市では、この財政支援措置を活用

しておられるのか、また遠野市内の小中学校は

人的・物的整備はどのような実態にあるのか。

学校規模が小さいから、生徒数が基準に満たな

いから、図書館環境が劣っても我慢しなければ

ならないというのは、納得しかねます。 

 ボランティアの司書教諭であるとか、子ども

司書の育成とか、一歩でも半歩でも充実になる

アイディア、知恵がないものか。特にも今後３

校に再編される中学校は、司書教諭の配置や学

校図書館、図書標準の達成、蔵書整備がどうな

るかを注目しております。中学校再編の意義も

ここにあり、計画や方向性など確認したいと思

います。 

 次に、放射性物質の継続監視について伺いま

す。前段では全市民的な面や農業生産物につい

て市長に伺いました。今度は学校教育現場の監

視について分けて、教育長、委員会としての施

策、所見をお聞きしたいと思います。 

 ８月23日、議員全員協議会で環境課が調査し

た市内全小学校のグラウンドと教育委員会が調

査依頼した屋根のかかっていないプールの水質

検査で問題がないことが報告されました。 

 しかし、調査場所や対象も十分と言えず、幼

稚園や通学路、学校内の側溝などの調査はやっ

ておりません。１校１台の測定器の備えがあっ

てもいいと考えます。また担当課は教育委員会

ではありませんが、保育所や児童館など子ども

が集まる場所は注視しなければなりません。調

査範囲の拡大が必要ないのか、継続調査等どの

ように認識されておられるのかを伺いたいと思

います。 

 最後に、人間の生活は祈りに始まり、祈りに

終わると私は考えております。８月は花火大会

で、東日本大震災で亡くなられた多くの方々の

鎮魂と復興の祈りが捧げられました。９月定例

会が終わりますと、遠野まつりであります。遠

野郷の豊作と発展、三陸沿岸の復興、市民の健

康と再生、大自然の平穏を祈りたいと思います。 

 以上で、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）  石橋達八議員の一般質

問にお答えいたします。 

 災害後方支援についてのこの遠野モデルとし

ての情報発信のありよう、あるいは放射能の継

続監視、これはきちんと行わなきゃならないん

じゃないかと。救急救命についてのこのＡＥＤ

の一つの配置といったような。そしてＰＲＥ戦

略についての、この導入についてどう考えてい

るかというような形での私への質問でありまし

た。 

 この質問の中におきまして、救急救命のス

ポーツ施設等においてもＡＥＤの配置は必要じ

ゃないかと。あるいはわかる掲示がどうも不十

分ではないだろうかというような形での御質問

がありましたので、これにつきましては、具体

的にこれを所掌しております市民センター所長

のほうから、具体的な数字と状況について御答

弁申し上げますので、御了承いただければと思

っておりますし、また小学校低学年まで操作講

習をというような、これは消防本部が、かなり

きめ細かく操作技術につきまして講習を行って

おりますので、やはり担当しております消防長

のほうから状況等につきましても、数字をもっ

て具体的に御答弁申し上げますので、御了承い

ただければというように思っております。 
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 まず、この災害支援、ただいま石橋議員の中

で国会でも取り上げられたぞというような紹介

もいただきました。やはり３万人という人口の

中における市町村、それも1,800近い市町村の

数があるわけであります。そういう中におきま

して、国政という国会の場というところで、こ

の３万市民の遠野市の取り組みが取り上げられ

るということにつきましては、やはり私もとて

も大変な誇りでありますし、また、職員にとっ

ても、市民にとっても、自信につながると申し

ますか、そういうようなことになるんじゃない

のかなと思っておりまして、御紹介いただきま

したこと自体、心より感謝を申し上げたいとい

うように思っているところでもあります。 

 この部分で遠野市の役割というよりも内陸、

後方支援経験をそれぞれやはり、きちんと発信

していくべきではないかなというような、これ

は全く、それがまた我々の役目でもないかなと

いうように思っております。 

 私のところにも全国の市町村から、それぞれ

の首長さんからいろいろ電話やあるいはメール

等で照会がありまして、中にはこれを契機に何

とか友好都市を結べないかというような首長さ

んもおったりしましてですね、その辺も冷静に

それこそやっていかなきゃならないんじゃない

のかなと思っておりますけれども。 

 非常にこの遠野の取り組みが全国の市町村、

それもある首長さんが言いました。「全く市民

にとって得にならないことをこれだけ予算をか

けて、何も文句ないんですか」というような話

もあったわけであります。それは得になるとか

ならないじゃなくして、命といったものの中に

おける取り組みなわけでありますから、遠野市

民はそれをきちんと助けるんだというよりも支

え合うんだと。被災地の皆様の気持ちに少しで

も寄り添いながら支援をするんだということで、

みんな気持ちを一つにしておりますよという話

をしますと、「ええ、そうなんですか」という

ような話も。 

 私は、この当たり前のことが当たり前でない

中における、自分だけがよければいいというこ

の風潮がやはりそれこそ改めなきゃならない。

お互いこれから市町村が、行財政事情がますま

す厳しくなっていきます。人口減少も避けて通

れない一つの状況であります。そういった中で

自立を目指してという部分にあっては、やはり

連携と交流の中で足らざるところを補い、そし

てまた特性を生かし合うというような、そのよ

うな関係が、市町村同士がきちんと持つという

ことが私は大事じゃないのかなと思っておりま

して。 

 遠野の後方支援活動も、まさにその考えに基

づいて、市民の皆様、もちろん議員各位の皆様

の御理解もいただきながら、これまで取り組ん

できたということになるわけでありますから、

一つ、このモデルとして、ただ合併ありきとか

数字合わせの合併の中から生き残りをするんじ

ゃなくして、やはりお互い連携と交流の中で一

つの自立という姿を追い求めていくのが、これ

からの地域にとってある姿ではないのかなとい

うように思っておりまして。この後方支援活動

もそういった意味においては、遠野モデルとい

うお言葉をいただいたわけでありますけども、

やはり遠野モデルとして全国に発信していくと

いうことは、繰り返しになりますけれども遠野

市の役目ではないかなというように思っており

ます。 

 ちなみに数字を上げますと、この４月から８

月の間、遠野を訪れた国の機関、自治体、大学、

マスコミ等、私を含め、関係職員も含めて対応

した件数が151件に登っております。 

 そして、全国紙及び地方紙の新聞、マスコミ

に取り上げられて、これは後方支援室で把握し

ている数字でありますけども、まだまだあるん

じゃないかなと思ってますけども、述べ184件

がまさに、それぞれ記事になって取り上げられ

たと。積極的に発信するというよりも、まさに

いろんな大学あるいは地方自治体、マスコミ等

を通じまして、発災当初から遠野の後方支援の

状況について視察や取材を受けておるというこ

とでもあります。 

 また、この３月、４月一段落いたしましてか
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ら、さまざま講演やら、あるいは遠野の取り組

みを紹介してほしいという形で紹介があったの

が５月４日でありましたけども、フジテレビの

プライムニュースに２時間の生番組でありまし

たけども、遠野を紹介するということで私にも

出演要請がありまして対応してまいりました。 

 それから、６月14日でありましたけども日経

ホールで、日本経済新聞社主催のフォーラムが

ありまして、これにも出て話してくれというの

がありましたし、岩手大学のほうからも要請が

ありまして、学生300人ほどにも話してほしい

とか。あるいは大学、それから武蔵野市交流市

町村協議会の首長サミットが長野県の安曇野市

でありましたけども、ここにも出席いたしまし

て、武蔵野交流での各市町村の皆様に市を代表

いたしまして感謝の言葉を述べながら、これか

ら連携をますます深めていこうというような形

での対応をしてまいりました。 

 それから、７月20日でありましたけども、東

京會舘のほうで遠野市も参加しておりますプラ

チナ構想ネットワークという組織があるわけで

ありますけども、この場でも遠野市の取り組み

をということで、宮城県知事と遠野市がそれぞ

れ基調講演をしながら、その後ＪＲの社長さん

であるとか、東北大学の総長さんであるとかも

含めまして、これからどうするんだというよう

なシンポジウムにも参加させていただきました。 

 そのような中で、さまざまこの遠野の取り組

みが発信をされておるということで、今後もそ

れぞれ９月11日は東北医師会連合会の総会のほ

うで、遠野市の取り組みを発表してほしいと。 

 それから、９月24日にありまして、これも９

月補正予算のほうに所要な経費は提案させてい

ただいておりますけども、国立劇場の小劇場を

文化庁の特別な配慮によりまして、これを使わ

せていただけると。減免をすると、使用料はい

いという中におきまして、近藤文化庁長官の特

別な御配慮もありましてこの国立小劇場を会場

に、山田、大槌あるいは釜石、大船渡、高田の

博物館の学芸員さん等を中心にいたしまして

「文化による復興支援」というシンポジウムを

国立小劇場で行うことにいたしまして。その中

には遠野小学校の３年生から６年生まで150名、

遠野の里の物語を発表しながら、この文化によ

る復興支援を東京、首都圏の方々にも訴えよう

という中で、沿岸被災地のそういった文化行政

に携わっている方々もそれに参加をするという

ような形での組み立てもできておりますので。 

 そういうようなことをありとあらゆる機会を

利用しながら、こういったことについての発信

をしていきたいと思っております。 

 それから、これは石橋議員からもありました

とおり、非常に大事なことだというように思っ

ておりまして、発災当初から情報を記録いたし

ました情報処理表、これは被災地とあるいは県

と、それからいろんな関係機関とあれした電話

口答受付票なんですけども、約4,000件近くな

っております。これはただ受け付けたから終わ

りじゃなくて、この中には文字どおりいろいろ

検証しなきゃならない本当に大事な情報が入っ

ているぞということで、これをただ積んでおく

んじゃなくして、すべてこれはパソコンに全部

入力終わったということであります。これは、

いつ何月何日、だれとどういうやりとりしたと

いうのが、すべてパソコンから引っ張り出せる

ような、そのような処理をいたしました。 

 それから、災害対策本部で掲示した模造紙等

の掲示物、これはいろいろ書き込んだのがあり

ます。これも、ただ終わったからもう終わりじ

ゃなくして、これをきちんと保存しようという

中におきますその対応もしております。 

 それから、遠野をテレビを中心とした映像あ

るいは市役所の広報職員が撮った写真、あらゆ

るデータについて、こんなささいなこともとい

っても、ささいなことに大きな教訓もあるわけ

だから、すべてそれをデータベース化しようと

いうことでの作業を行っておりまして。この作

業には、筑波に拠点を置いております独立行政

法人の防災科学技術研究所、これが全面的に協

力するという形で、予算も防災科学技術研究所

のほうで一応手当てしたので、遠慮なく申し出

てくれということを言われておりますし、そこ
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の作業には学生ボランティアを活用しようとい

う仕組みになっておりますから。 

 そういった中におきまして、よく言う、横文

字で言うアーカイブ、保存記録といったものを

きちんと行う形での準備もあわせて行っており

まして、活動状況を走り書きし、災害対策本部

に張りつけた模造紙等についても、私はこれは

すべて永久保存にして──消防庁舎が新しくな

るわけでございますから、そこに生きた防災教

育として、それを活用するような形で展示しよ

うというような形でのプログラムも組んでいる

ところでもあります。 

 この整理したデータにつきましては、機会を

とらえながら積極的に発信するということには

なろうかというようには思っておりますけれど

も、もう一方には、これは平成19年に沿岸９市

町村で構成いたしました協議会があるわけであ

ります。この協議会の提案書についても、これ

は多分、国会でそれが取り上げられたから、そ

の結果だと思いますけども、総務省の消防庁の

ほうから、すべて、その提案書も含めて、活動

記録と申しますか、これまでどういう提案活動

してきたのか、あるいはそれに伴ってどういう

訓練したのか、それの資料を提供してほしいと

いうことでの要請もありまして。これもすべて

提供もいたしておるということであります。 

 それから、これらにつきまして、この検証結

果につきまして、いずれはもう少し検証してみ

なきゃなりませんけども、やはり記録誌という

中に残すというようなこともまた、これもまた

必要じゃないのかなと思っておりますので、い

ろんな、ありとあらゆる場を使いながら、こう

いったお互い市町村のこれからのあるべき姿を、

この防災、それも大変な犠牲者の中におけるい

ろんな教訓を得たわけでありますから、それを

きちんと発信していくというのも、これも後方

支援活動の一つではないかなというように思っ

ているところでもあります。 

 それから、放射能の継続監視については、こ

れも今までも御質問ありまして、お答え申し上

げてることと、繰り返しになるかというように

思っておりますけども、御了承いただければと

いうように思っております。 

 小学校グラウンド11カ所を選定しながら調査

をしておりまして、それぞれ全域を一応カバー

できる調査はできているんじゃないかのなとい

うように思っておりまして。 

 それから、県のほうでは、すべての県立学校

で８月下旬から９月中旬にかけまして、軒下、

雨どい、側溝、排水溝、集水ますなど、いわゆ

るホットスポットと言われるところも、これも

全部測定を実施するということも聞いておりま

す。したがって、私どもといたしましては、こ

の県のホットスポットの測定結果を踏まえなが

ら、測定の実施、ありようについても、さらに

検討加えていきたいというように思っておりま

すし。 

 測定機器につきましても、県の環境保健研究

センターで使用している測定機器と同型のもの

を購入すると。現有の１台と今回の予算でお願

いしてございますけども、もう１台購入しなが

ら、この検査体制を充実させていきたいという

ようにも思っているところでもあります。 

 農産物の調査につきましては、これはきのう

の答弁でも申し上げておりますとおり、ＪＡ花

巻あるいは市独自でもそれぞれ情報共有する体

制と組織を立ち上げまして、それぞれ数値を確

認しながら、今後の対応についても検討を進め

ているところでございますので、これもよろし

くお願い申し上げたいと思っております。 

 これは私は検査はいいと、ただ基準値を超え

た場合どうなるんだという部分の、いうところ

の出口の議論をしていかなきゃならない。出た、

出た数字が、これは出たぞと騒いでも、それは

何にもならない。その後どうするかということ

もマニュアルとしてきちんと持ってなきゃなら

ないわけでありますから、これにつきまして放

射線影響対策連絡会、これは委員長は環境整備

部長でもって、あたってもらっておりますけど

も、農業関係、福祉関係、水道関係、学校関係、

これらの方々に全部集まっていただきながら、

対応してるわけでございますけども。 
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 万が一、超過したという場合については、こ

れは市町村の枠というものを超えた大きな問題

になってくるんではないのかなと思ってまして、

御質問にありましたとおり市・町・村というよ

りも、むしろ国や県がきちんと責任を持って行

動基準を示すというのが、私は一つの役目では

ないのかなというように思っております。 

 ただ、基準値を超えた場合、汚染された土壌

等の処理について、ましてこれも今大きな問題

になっているわけでございますけども、国ある

いは東京電力、これの文字どおり全責任でもっ

て、きちんと対応すると。こういったようなも

のを市町村に押しつけるというようなことがあ

ってはならないというように思っておりますの

で、ありとあらゆる機会をとらえて、そのよう

な形での対応と。 

 それから、この数値という部分、基準値を超

えたとか超えないとかという部分にあっては、

やはり信頼性の高い数字を冷静かつ確実に把握

するということが非常に重要じゃないかなと思

っておりますので、そのことに意を用いながら、

市民の皆さんの安心・安全、不安の払拭に全力

を挙げて対応し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いうように思って

おります。 

 それから、ＰＲＥ戦略についてという形での

話をいただきました。いうところの公的不動産

の適切な運用管理により、自治体財政の健全化

を図ると。これは非常に今大きく注目されてい

る一つの切り口と申しますか、一部の市町村を

除いてどこの市町村もそうなんですけれども、

少子高齢化人口減少時代が避けて通れない課題

だと。それから、非常に地方自治の行財政が厳

しくなってる。それから平成の大合併後におけ

る公共資産の再編整理の必要性といったものが、

ますますこれ高まってきている、当市もそうい

う状況にあるわけであります。それから公共施

設の更新期がどんどん到来してきていると、こ

れもまた一つの事実。 

 そして、これを向けながら財政健全化といっ

たものの中における地方の公会計の会計を充実

させていくというような、そのようなさまざま

な要素を盛り込んだ形で、この取り組むべきで

は、一つの課題ではないかというようなことが

言われているわけであります。 

 国はこれを踏まえまして、平成22年の６月、

昨年の６月に「新成長戦略における国有財産の

有効活用」といったものを策定しております。

これは国有財産の売却の促進、庁舎等の維持管

理の推進、施設の集約化、民間開放等により有

効活用を図っていくということを、一つの新成

長戦略の中における国有財産の有効活用の中に

位置づけているわけであります。 

 遠野市におきましては、そういったことを踏

まえるというよりも、そういった前に、平成21

年の４月でありますけども、建築士会や行政書

士会の代表など民間の有識者10人で構成する

「遠野市遊休市有財産活用検討会議」を設置し

ているところであります。これが一つの、国が

成長戦略における国有財産の有効活用といった

部分を、ちょっと大げさになりますけども、先

取りした取り組みということにもなったのでは

ないのかなというように思っておりまして。検

討会議では、じゃあ何を議論したかと言います

と、市が所有する遊休資産の有効利活用とかの

ほか、処分方針等も検討しながら、売却可能資

産を計画的に処分するという方針をその中で出

したわけであります。 

 そういうことを踏まえながら、例えば市有財

産の分譲地の情報であるといったようなものを、

ホームページや遠野テレビや新聞折り込み等を

使いまして、市内外に発信をしたと。その結果、

ことしの８月末現在、この８月の現在でありま

すけども、上郷、青笹、白岩、それから達曽部

ですね。こういったところの20区画の分譲地が

あったわけであります。市有財産としての分譲

地があったわけであります。このうち15区画が

売却済みというような結果を得ることができま

して、売却金額は約5,000万円を上回ったとい

うような形での、少しでも貴重な財源を、市有

財産を処分すると。処分というのは民間に処分

するという中において、そのような歳入も得る
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ことができたということであります。 

 それから、これにつきましてはＪＡから譲渡

された、旧ＪＡ遠野から譲渡された土地、建物

の活用のあり方についても、この検討会議に図

りながら、その活用策を決定しております。今

旧ＪＡ各支所の建物、社会福祉法人あるいはＮ

ＰＯといったところにも貸し出しを行っており

まして、有効に活用されております。 

 まだまだ不十分なところありますけども、先

般小友地区にお邪魔した際も、小友の支所の跡

地には、ＮＰＯ黄金っとの皆さんが事務所を構

え、そして、この陸前高田を中心としたボラン

ティアの方々が、30名、40名と拠点をおいて活

動し、その中にはこのＮＰＯ黄金っとの地元の

方々が、懸命にお世話をしてるという姿が、旧

ＪＡ遠野の小友支所の中にそのような展開がさ

れておったということも見てまいりました。そ

のような形で有効に活用され始めているという

ことでございますから。 

 それから、これは前の話になりますけども、

県職員の寮でありましたけども、これをスポー

ツ学生寮といたしまして、取得いたしまして、

これを遠野のスポーツ振興にも役立てる拠点と

もなっておるということでもあります。 

 もう一方においては、これは私自身もちょっ

と、こういう市町村と国との関係であって、あ

るいは県と市町村の関係であって、県職員の寮

も、まさになけなしの財源をはたいてやりくり

しながら、議員各位の御了解もいただいて取得

いたしました。 

 それから、もう一つは、旧法務局の建物、膨

大な市の行政文書を旧家保の跡、そこに一たん

持っておったわけでありますけども、県のほう

からは出ていってくれと、「公文書いつまで置

くんだ」と、言葉はちょっと悪いわけでござい

ますけども。それでやむにやまれず旧法務局跡

を取得いたしまして、そして市の行政文書館と

して活用しております。 

 このようなことを考えますと、市町村が非常

に切迫した、逼迫したと申しますか、そのよう

な中における行財政運営のやりくりの中にある

わけであります。公共的な活用を目的とした国

有財産あるいは県有財産の所得にあるわけであ

ります。何も私的に活用するというのじゃなく

して、それをどう活用しようという中における

一つの行動であったわけでありますけども、補

助や減免といった対応は、配慮は何もありませ

んでした。 

 国のこのＰＲＥ戦略といったもののあり方、

民間の一つの資金をうまく活用し、民間活力を

そこにもっていくという考え方は、それはそれ

として理解できるわけでありますけども、この

ような生き残りをかけて、そのやりくりしなが

ら、財政を文字どおりかなり厳しいやりくりの

中から、その財源を見出しているという部分に

あっては、国の財産、県の財産であって、それ

が市町村が、生き残り、自立をかけて活用する

というんであれば、減免やあるいはさらには補

助と、減免や補助という言葉がいいかどうかで

あれでございますけども、そのような配慮もま

たあっていいんではないだろうかなということ

は、正直な気持ちとして持っているところでも

あります。 

 いずれ、中学校統合後の空き校舎の有効活用

もあります。そういったことを踏まえながら、

さらに運用財産、このＰＲＥ戦略を一つベース

にしながらの資産の有効活用といったものに、

なお一層意を用いて対応してまいるつもりでご

ざいますので、よろしく御理解いただきまして

答弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  細越市民センター所長。 

   〔市民センター所長細越勉君登壇〕 

○市民センター所長（細越勉君）  命によりま

して、石橋達八議員の救急救命についての質問

のうち、スポーツ施設等にＡＥＤの配置につい

てと設置場所が一目でわかる掲示についての２

点について、お答えをいたします。 

 まず、スポーツ施設等にＡＥＤの配置につい

てでありますが、現在、市民センターが所管す

る体育施設等へのＡＥＤの配置状況は、市民体

育館、遠野運動公園陸上競技場、みやもりホー

ル及び各地区センターに１台ずつ設置しており
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ます。 

 遠野消防署で把握している市内におけるＡＥ

Ｄの設置状況は、小中高等学校や市内観光施設

等を含め84台設置されております。 

 スポーツ施設への設置環境の充実を進めるた

め、今年度は市民プールに１台の設置を予定し

ているところであります。 

 今後、必要と思われます施設への配置につき

ましては、利用施設の設置環境などを考慮した

検討を行うとともに、市民サッカー場などの職

員が常駐しない施設については、施設利用時に

現場に携帯してもらう貸し出し方法などもあわ

せて検討をいたします。 

 次に、設置場所が一目でわかる掲示について

でありますが、ＡＥＤ設置の表示につきまして

は、現在も施設の入り口に表示していますが、

より利用者の視線に入りやすいよう位置の見直

しや表示箇所をふやすなどの工夫をいたします。 

 ＡＥＤの設置場所についても、カウンター内

に置き、利用者の申し出によって職員が手渡す

現在の方法から、ロビーの壁など利用者の目に

つきやすい場所にＡＥＤ専用の収納箱に納めて

設置し、必要なときに利用者が直接取り出して

使えるようにするなどの改善を図ってまいりま

す。 

 また、ＡＥＤの設置場所や使用方法について

は、遠野テレビや広報などを通じて周知すると

ともに、ＡＥＤの安全な運用を図るため、施設

利用者や団体に対し、積極的な救命講習会への

参加を促してまいります。 

○議長（新田勝見君）  千葉消防長。 

   〔消防長千葉一見君登壇〕 

○消防長（千葉一見君）  命により、石橋達八

議員の一般質問、救急救命についてのＡＥＤの

操作講習を小学校低学年までにすることについ

て、お答えいたします。 

 平成16年７月厚生労働省通知により、救命の

現場に居合わせた一般市民がＡＥＤを用いるこ

とは医師法第17条に抵触しないとされ、一般市

民のＡＥＤの使用が認められました。講習の実

施については、多くの国民にＡＥＤの使用を普

及させる観点から、おおむね３時間程度で効果

的な知識・技術の習得に努めることと、応急手

当普及啓発制度により示されております。 

 当市では、普通救命講習Ⅰ（３時間）、普通

救命講習Ⅱ（４時間）、上級救命講習（８時

間）で、心肺蘇生法とＡＥＤの使用方法を積極

的に普及推進し、平成22年中の講習会数は64回

で、受講者は1,374名受講しております。 

 ＡＥＤを設置している学校などの施設にも随

時、講習会を実施しております。また、市職員

全員がＡＥＤを取り扱えるよう計画的に講習会

を実施し、人材育成に努めております。 

 ＡＥＤの講習を小学生低学年にもとの提案に

ついては、受講者の法的年齢制限はありません

が、全国的な傾向として、講習の理解度、実技

の技術度を勘案すると中学生以上がふさわしい

とされております。 

 当市でも、中学校を対象とした講習会を年１

回実施し、救命率の向上に努めております。小

学生に対しては救命率の向上を図るため、あら

ゆる行事等で命の尊さ、救命に対する意識の高

揚を図っているところであります。 

 なお、小学生を対象とした救命講習会は開催

してございませんが、昨年から夏休みを利用し

て小学生高学年を対象としたチャレンジ防災ス

クールを開催し、心肺蘇生法の指導を行ってお

ります。 

 機材の管理については、設置している施設に

対し、消防職員による消防査察時に管理状況の

確認と管理指導を進めております。 

 当市においても、適切な心肺蘇生と迅速なＡ

ＥＤの使用を施した結果、一命をとりとめ約２

週問後には社会復帰した事例もございます。早

い119番通報、早い応急手当と救命のリレーが

迅速に行われることが必要であり、なお一層人

材の育成のため、救命講習会に努めてまいりま

す。 

 また、現在、市消防本部には救急救命士が14

名おり、さらに、今秋から救急救命東京研修所

の研修に職員１名を派遣し、救急業務の充実を

図り、市民の救命率の向上につなげてまいりま
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す。 

 以上で答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  藤澤教育長。 

   〔教育長藤澤俊明君登壇〕 

○教育長（藤澤俊明君）  石橋議員の一般質問

にお答えします。 

 初めに学校図書館の人的・物的整備について

お答えをいたします。 

 読書活動は、子どもが言葉を学び、感性を磨

き、表現力を高め、想像力を豊かにするものと

して、人生をより深く生きる力を身につける上

で欠くことのできない活動であると認識をして

おります。 

 御質問の第１点目、学校図書の購入経費の財

政措置につきましては、議員がおっしゃるとお

り、文部科学省では、学校単位に学級数に応じ

て整備すべき蔵書の基準を定める学校図書館図

書標準の達成を目指し、学校図書館図書を整備

するための経費として、平成19年度からの５年

間、毎年、増冊分として約80億円、更新分とし

て120億円、合わせて200億円、５年間で約1,00

0億円の地方財政措置を講じているところでご

ざいます。 

 市では、この基準に照らし、基準に達してい

ないことから、平成14年度から地方交付税算定

額を上回る予算措置を行っており、学校図書館

図書整備５カ年計画の始まった平成19年度以降

も、同様に地方交付税算定額を上回る予算措置

をしながら、順次、図書の整備を図ってきてお

ります。 

 その結果、御質問の２点目にあります市内小

中学校の図書の状況は、基準に照らすと小学校

では、平成19年度は73.3％でありました充足率、

平成22年度末では85.2％と12ポイント上昇して

おります。また、中学校では、平成19年度は77.

6％であった充足率が平成22年度末では94.7％

と17ポイント上回っております。 

 蔵書数では、小中合わせて平成19年度は９万

2,604冊に対し、廃棄した図書を除いた平成22

年度末には10万3,787冊となっており、１万1,1

83冊増加しております。 

 また、今年度は、通常の学校図書購入費のほ

かに、平成23年３月補正において、住民生活に

光をそそぐ交付金を活用して予算措置した505

万円を今年度に繰り越し、新学習指導要領に関

連する図書の購入を進め、小学校で1,778冊、

中学校で932冊を購入しております。 

 さらに、今議会の９月補正予算において、小

学校の図書購入費として172万8,000円の増額補

正を計上しており、学校図書の充実に積極的に

取り組んでいるところであります。 

 御質問の中に、「学校規模が小さいから基準

を満たさず、学校図書環境が劣っても我慢しな

ければならないことのないように」ということ

がありましたが、これまで御説明しましたとお

り、学校図書基準は１学級40人の学級を基準と

して算定した蔵書数であります。これを見童生

徒１人当たりに変えて比較しますと、小学校の

基準となる児童１人当たりの蔵書冊数19.1冊に

対し、当市では38.8冊、中学校は１人当たり33.

5冊に対し、当市では64.6冊となり、標準蔵書

総数こそ満たしておりませんけども、実質的な

児童生徒の１人当たりの蔵書数は、基準の約２

倍に及ぶ充足率となっておりますことについて、

ぜひとも御承知いただきたいというふうに思い

ます。 

 また、小学校図書館には、市立図書館の図書

を定期的に貸し出しを受けておりまして、平成

22年度は１万3,000冊、平成23年度──今年度

については１万3,840冊の貸し出しを予定して

おります。 

 御質問の３点目であります、中学校再編成後

の司書教諭の配置や学校図書館図書標準の達成、

蔵書整備の計画、方向性についてありますが、

議員のおっしゃるとおり、中学校再編成は、生

徒一人ひとりの教育環境の充実を目指すものと

なることから、当然、学校図書館の人的、物的、

両面にわたり、その充実を図ることを目指すも

のであります。 

 まず、物的整備につきましては、これまでお

答えしてまいりましたとおり、充実した蔵書の

整備に向け、継続して積極的に取り組んでまい
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ります。 

 中学校再編成後の校舎となる遠野中学校の新

校舎の設計に当たっては、特にも学校図書館の

機能を最大限に生かすため、生徒の往来が多く

利用しやすい２階中央棟にオープンスペースの

図書室を配置する設計となっております。また、

各校においても環境整備に配慮してまいりたい

というふうに考えております。 

 また、学校図書館の充実を図るために、蔵書

等の充実はもちろんのこと、人的整備も、児童

生徒の本を橋渡しをするための重要な課題にな

ると捉えております。 

 学校図書館法では、12学級以上を有する学校

の学校図書館に司書教諭を置くことが規定され

ており、現在、それに該当する遠野小学校、遠

野北小学校、遠野中学校の３校には、司書教諭

が１名ずつ発令されております。また、司書教

諭の資格を有する教員は、この３校の司書のほ

か、小学校９校に14名、中学校３校に３名おり

ます。 

 今後においても、12学級以上有する学校には、

司書教諭を配置するとともに、県教委と連携し

ながら、12学級以下の学校にも可能な限り司書

教諭を配置するよう働きかけを強化し、さらに

は学校図書館支援員の活用も検討してまいりた

いと考えております。 

 また、各学校においては、司書教諭や図書館

担当教諭の指導のもとに行われている朝読書や

家庭読書の奨励など、活動を継続して取り組む

とともに、地域や保護者の方々のボランティア

で行われている読み聞かせや図書の整理、修繕

などの支援活動との連携を深めながら、さらな

る市立図書館の連携体制を確保しながら、児童

生徒の健全な教養を育成する学校図書館の機能

の人的、物的の両面にわたる整備の充実に努め

てまいる所存でございます。 

 次に、学校現揚における放射線、放射性物質

への対応についてお答えをいたします。 

 先ほど市長からの答弁がありましたとおり、

福島第一原子力発電所の事故に伴う放射線、放

射性物質の対応につきましては、庁内に放射線

影響対策連絡会を組織し、一本化した市の方針

のもと、児童生徒の安心にこたえるための取り

組みを行ってきております。 

 屋外プールの水質検査につきましては、市の

方針に基づき、小学校のグラウンドでの放射線

量の測定と同時に、各町１カ所を検査対象とし

て、教育委員会が県内の検査機関に依頼して実

施したところでございます。 

 ８月11日に、小中学校９校のプールから検体

を採取し、翌12日に検査機関で検査が実施され

ました。その結果、いずれのプール水からも、

測定機器の検出限界値を超える放射性ヨウ素、

放射性セシウムは検出されませんでした。 

 小学校グラウンドを定点とした各町単位の放

射線量の測定につきましても、今後とも継続し

てまいりたいというふうに思います。 

 調査範囲の拡大については、今後県が実施す

ることにしておりますホットスポットの測定結

果を踏まえた上で検討していくという市の方針

に従って検討を進めてまいりたいと考えており

ます。 

 何とぞ御理解を賜りますようお願い申し上げ

て、私の答弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  午後１時まで休憩いた

します。 

   午前11時59分 休憩   

────────────────── 

   午後１時00分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 引き続き一般質問を行います。14番菊池民彌

君。 

   〔14番菊池民彌君登壇〕 

○14番（菊池民彌君）  新興会の菊池民彌であ

ります。 

 私は、本田市長に対しまして、４点について

質問することとしておりますが、その前に、こ

のたび世界の頂点に立ちました女子サッカーに

ついて触れてみたいと思います。 

 ３月11日に発生いたしました東日本大震災に

よって我が日本列島は、何とも言えない暗い雰
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囲気に包まれ、全体が沈んだ状態となっておっ

たところでありますが、こうしたとき、ドイツ

において開催されましたサッカー女子ワールド

カップドイツ大会に、日本代表として出場いた

しました「なでしこジャパン」が、強豪と目さ

れておりました開催国ドイツチーム、そしてス

ウェーデンチームをなぎ倒し、見事決勝へと進

み、一度も勝ったことのない米国と対戦、２対

２の死闘の末、我がなでしこジャパンがＰＫ戦

を３対１と制し、「なでしこ世界一」と名をと

どろかせ、サッカー女子ワールドカップ大会で

日本史上初の快挙となったところであります。 

 この勝利は、まさに震災で暗い空気に包まれ

ていた日本全国民が、この勝利によって一瞬の

うちに酔いしれ、特にも大震災で被災されまし

た多くの方々に対し、大きな感動と勇気と夢を

与えてくれたものと思っております。 

 なでしこジャパンメンバーにあっては、本大

会に臨むに当たって、いろいろな思いを抱えて

の出場だったと考えるところでありますが、戦

いの結果はすばらしく、メンバーの皆様に感謝

と敬意を表し、心からの賞賛をいたすところで

あります。 

 また、なでしこジャパンは、国民栄誉賞を授

かり、喜びもひとしおのものがあると思います。 

 また、本県の滝沢村出身の岩清水選手の決勝

での、あの体を張っての防御もすばらしく、そ

の大活躍をたたえますとともに、これまた県民

栄誉賞が授与されたことに対しまして、祝意を

表するものであります。願わくば近い将来、本

市が取り組んでおります遠野わらすっこ「夢の

教室」の先生として来遠し、将来を担うわらす

っこたちに体験を通した話を賜ればと期待する

ものでございます。 

 なでしこジャパンは休むいとまもなく、引き

続き来年のロンドンオリンピックの出場をかけ、

現在中国において開催されておりますアジア最

終予選に出場し、対韓国、オーストラリアを破

り、代表に向けて活躍をされておるところであ

りますが、必ずや出場権を勝ち取り、また来年

のオリンピック大会に出場の上、再び表彰台の

一番高いところに立って、さらなる感動や夢を

全国民に与えていただきたいと願うものでござ

います。サッカーの町遠野市民も一丸となって

応援しようと大きな声で呼びかけていきたいと

思います。 

 以上、前置きはこの辺にいたしまして、本論

に入ってまいりたいと思います。 

 それでは、通告に従いまして質問してまいり

ます。 

 大項目第１点目、東京電力福島第一原発事故

に伴う放射能汚染対策について伺います。 

 去る３月11日の東日本大震災によって被爆さ

れました東京電力福島第一原子力発電所の事故

に伴い、大量の放射性物質の放出が続き、福島

県民をはじめ多くの国民は、生活や経済面にお

いて大きな影響を受けている状況となっており

ます。 

 原発地域から半径20キロメートル圏内は、計

画的避難区域20キロメートルを超え、30キロ

メートルまでの範囲は緊急時避難準備区域にな

り、さらには区域外にみずから避難するものと

３分割されている状況にあり、被爆を恐れ、避

難を余儀なくされ、大切な住みなれた家を空き

家として、いつ帰ることができるのかもわから

ず、安全地域に引っ越しをやむなくしている

人々がたくさんいる状況であります。 

 こうしたことを思うとき、被災された発電所

からは、危険とされる大量の放射性物質が放出

されていることを如実に物語っておるものと考

えられるわけであります。この放射能が空気中

に飛散されることにより、地球上に生息するあ

らゆるものに対し、悪になることがあっても、

良とすることは何もないと思います。特にも人

間にとりまして、発がんの危険性等を余儀なく

されている状態におかれているものであります。 

 去る７月ごろだったでしょうか。高濃度の放

射性セシウムに汚染されました稲わらが、肉牛

に与えられたことに伴い、食肉等から高度のセ

シウムが検出されるなどし、肉の販売や肉牛の

出荷停止となる事態が生じたところであります。

畜産農家には、とんでもないしわ寄せでありま
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す。 

 一方、本市の場合、県が調査実施されました

牧草から暫定許容値を上回る放射性セシウムが

検出され、市内全域での牧草の利用及び放牧の

自粛について、岩手県からの要請を受けたとこ

ろでありますが、寺沢牧野周辺の地域を除いて

は、他の牧野は自粛要請が解除され、畜産農家

も安心をされているものと思います。また、堆

肥の出荷や販売についても停止されましたが、

去る８月３日付で、これらの自粛も廃止されま

した。 

 話は前後いたしますが、こうした中で、６月

末に、ある市民の方から電話をいただき。市内

各学校がプールの使用時期となっていることに

伴い、放射能について心配している父兄が多く

おるようだが、行政としては水質検査も実施し

ていないとのことだが、この状態でよいのだろ

うかとの訴えでありました。考えてみれば、そ

のとおりであり、早速６月28日教育委員会に、

６月29日には環境課を訪ね、問題となっている

ことについて検査実施することをお願いしたと

ころでございます。 

 その結果は、学校プールの水質やグラウンド

の地表検査が実施されたところであり、結果と

して学校プールにあっては、測定機器の検出限

界値を超える放射線物質の検出がされなかった

ということ、また各小学校グラウンドにおける

地表付近の放射線量の測定の結果についても、

文科省及び厚労省による野外活動の制限の指標

を下回っていると発表され、市民の皆様も安堵

したところと思います。 

 このほか、高室浄水場水系及び市コールドセ

ンターにおいても、放射性物質の検出がなかっ

たとのことであります。 

 このような情報につきましては、遠野テレビ

で報道されているものでありますが、市民の中

には、テレビを見たり、見なかったりという傾

向にあるようでございます。市民の中には、こ

の放射能の件をどうなっているのかという問い

もありました。私は、そのときには、全協で説

明された資料をもとに一応説明はしましたが。

私のここで質問したいことは、このたびの大震

災によって原発の被災の状況が大きく取り上げ

られていながらも、行政としては、対岸の火事

ととらえているとは思いませんけれども、放射

能というものに対する関心度あるいは恐怖感が

ないものなのか、少々積極性が欠けているので

はないかという思いをいたしたところでござい

ます。 

 市民が安心・安全な暮らしができることを求

めているとき、他の機関、団体の調査を待って

ということではなくして、市が責任をもって食

物や他のものへの付着についての検査等を実施

し、その結果について速やかに市民に。テレビ

報道も結構でありますが、私は保存できる印刷

物によって周知を図り、単に検査結果のみなら

ず、人間の放射線の被爆量や放射性物質の摂取

量の許容範囲について数値をもって解説するこ

とや、ベクレル、シーベルトなどについても、

市民に解説したものの配布をしていただきたい

と、こういう思いで訴えるわけでございます。

どうぞ市長の御所見をお伺いしたいと思います。 

 次に、大項目第２点目、企業誘致についてお

伺したいと思います。 

 企業誘致をテーマとして質問することは、過

去にも何度もあった項目と思っておりますが、

私は、次のことから、あえて取り上げた次第で

あります。 

 去る７月から８月にかけまして、本県の道路

整備に関し、国土交通省の動きがあったところ

であります。どんなことかと申しますと、それ

は東北横断自動車道花巻釜石間について全線整

備を目指すとして、事業未着手の釜石西・釜石

ジャンクション間の６キロメートル、そして遠

野・遠野住田間の10キロメートルについて、お

おむねのルートとインターチェンジの設置場所

が公表されたことであります。 

 そして、大畠前国土交通大臣は、できるだけ

事業の前倒しをしながら、10年以内にこれを完

成させたいとの思いを述べられていることであ

り、復興道路としての位置づけにも考えれると

ころであります。 
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 こうしたことを踏まえまして、本市としての

将来を見据えた地域経済の活性化を図ることが

急務であろうと思うところであります。ついて

は、この東北横断自動車道の整備促進に合わせ

た本市の産業振興の対応として、是が非でもこ

の機会を失することのない取り組みをしなけれ

ばと思うのであります。 

 市長は、今までも企業誘致につきましては、

たゆまぬ努力をされておりますが、一層の努力

を払い、本市に多くの企業の誘致について頑張

ってほしいものと願う次第であります。釈迦に

説法に思われますが、気を緩めることなく、継

続は力なりの精神を発揮してほしいものであり

ます。 

 一方、このたびの大震災によって、沿岸地域

住民は壊滅的被害を受けられ、これらの方々は

働く場所も失い、途方に暮れているのが現実で

はないでしょうか。 

 本市は、被災地への後方支援の拠点として、

市長以下全職員が一丸となって、その大きな役

割を果たしておりますが、さらなる支援の一環

といたしまして、仕事がなく途方に暮れている

人々のために、雇用の場を提供してやることも

大きな後方支援の一つではないかと考えられる

からでございます。 

 以上のことを踏まえ、多くの企業の理解を得

て、企業を誘致し、雇用拡大を図られるように

配慮すべきであります。 

 遠野東工業団地の看板も風雨にさらされてい

る現況にあることを思うとき、一日も早い誘致

が必要と思いますが、市長の御所見をお伺いた

します。 

 次に、大項目第３点目、国・県道の整備につ

いてお伺いいたします。 

 平成21年に政権交代がなされた際、時の首相

は国会において所信表明演説の中で、 

 ここまではつくることを前提に考えられ

てきたダムや道路、空港や港などの大規模

な公共事業について、国民にとって本当に

必要なものかどうかを、もう一度見極める

ことからやり直すという発想に転換いたし

ました。 

今後も云々中略でございます。 

 「コンクリートから人へ」の理念に沿っ

た形で、硬直化した財政構造を転換してま

いります。 

と申し述べられましたが、このことは言うまで

もなく、莫大な血税を投入しての公共事業の多

くは無駄なものということを力説したかったの

ではと推察するところであります。 

 しかしながら、こうした発言を尊重していて

は、道路の整備も進まないものであります。地

方の人々は、道路整備については無駄と思って

いるものでしょうか。道路の整備がなされたこ

とによって、産業、経済、文化等の交流が活発

化され、地域の活性化に結びつくものでありま

す。 

 また、いつやってくるかわからない災害等の

発生にあっても、物的、人的輸送に際し、道路

の整備がなされていてこそ、迅速に果たせるも

のであります。このことは、このたびの東日本

大震災の経験で強く感じとったところでありま

す。 

 本市には、沿岸に通じる国道につきましては、

国道107号、国道283号、国道340号があり、宮

古方面行きを除き、いずれも整備が進められて

いたことが、このたびの被災地への支援に大き

な役割が果たされているものと思っております。 

 幾ら「コンクリートから人」と言われても、

このたびの災害経験を踏まえてみて、いまだ未

整備と言われる国・県道の一刻も早い整備促進

を図ってほしいものと願いを込めて質問いたし

ます。 

 まず、国道340号立丸峠のトンネル化の整備

促進についてであります。この立丸峠のトンネ

ル化の整備についての取り組みの歴史をひもど

いてみたいと思います。 

 平成８年10月に旧遠野市、旧川井村の１市１

村で、立丸峠トンネル整備促進懇談会の設置が

なされ、両市村で隔年トンネル整備促進大会を

開催し、それを機に地域民の必要性を県や国に

対して訴え、トンネル化の整備促進を働きかけ
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てきているものと理解しているものであります。

あれから15年も経過しているのでありますが、

いまだその方向性が見えてまいりません。何で

だろうかと思う気持ちでいっぱいであります。 

 市内における国道340号にあっては、赤羽根

峠のトンネル化、上郷バイパスの整備がなされ、

現在は土淵バイパスの整備が進められ、平成26

年度完成を目指しておるとのことであります。 

 次は何と言っても、宮古方面への沿岸部との

交流を図るに当たっては、難所と言われますこ

の立丸峠のトンネル化の早期整備が待たれると

ころであります。 

 このたびの大震災にあっては、本市を拠点と

しての後方支援基地に、他方面から集結した自

衛隊等の車両が、毎日大槌町、山田町、宮古市

へと支援活動するに当たりまして、狭隘な道路

を大変難儀して往来されたものと想像されると

ころであります。幸いに交通事故もなかったこ

とを、よしとしなければならないと思うところ

であります。 

 今後にありましては、大きな災害がないとも

限りません。本市を拠点といたします災害後方

支援を踏まえ、格好の時ととらえ、復興への道

路として国や県に対して強力な促進運動を展開

すべきと思いますが、市長の今後の見通しにつ

いて御所見をお伺いいたします。 

 次に、県道遠野住田線は、昭和48年３月、延

長25.6キロメートルの路線として認定を受けら

れたものであります。このことは本市と住田町

が一丸となり、国・県に要望し実現を見たもの

と記憶しており、別名椎名道路とも言われたも

のであります。 

 こうしたことから、本市中心部から上郷町来

内・蕨峠地点までは整備済みとなっております

が、残念なことに住田町側で一部拡張整備がス

トップされている地区があり、大型車両が通行

できない状況となっていると受けとめておりま

す。地元来内の古老の方が言うには、この路線

は、本市中心部から住田町中心部はもとより、

大船渡市、陸前高田市との往来上、一番近い道

路であると訴えられたところであります。よっ

て、本道路も物的輸送、人的往来など地域活性

化に欠かすことのできない路線であると確信い

たします。 

 ついては、市長がいうところの広域経済圏を

目指す上からも、ないがしろにできない県道で

あることを認識の上、本路線の整備促進に向け

たアクションを起こすべきと思いますが、市長

の御見解をお伺いいたします。 

 次に、最後の項目でございます。行政組織改

革について、お伺します。 

 かつて、市では行政組織機構改革基本方針と

いたしまして、 

 少子高齢化社会等の社会情勢の変化及び

新たな行政ニーズの発生に即応した政策目

標に基づいて、総合的、効果的、効率的に

展開できる組織として、政策、施策、事務、

事業のまとまりや地域などに対応した組織

を編成し、その組織名は、市民から見て責

任、権限の所在がわかりやすいものにする。 

との説明を受けた経緯があったと、私は記憶し

ているものであります。説明された内容をすべ

て否定しようとするものではありませんが、組

織名等につきましては、市民の方々には、納得

されないものがあるということを理解すべきで

あると思っております。 

 さて、本田市長も新市誕生して２期目半ばを

迎えるところとなりました。組織機構について、

今日までのあり方について、この辺で評価、検

証等を行い、新年度に向けました新たな組織改

革に着手してもよいのではないかと思います。 

 まず、理由といたしまして、多忙な副市長が、

経営企画室長及び総務部長の事務取扱となって

いることをはじめとし、文化政策部、産業振興

部、市民センター等、すべての事務・事業につ

いて、今一度検証し、新たな組織体制の構築を

すべきではないものかと思うところであります。 

 また、地域活動専門員の雇用もされたという

こともあり、地区センターのありようについて

も検討の必要が出てきたように思うところであ

ります。また、民間活力の導入の検討も必要で

あると思っております。 
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 水道事業については、早くから民間活力のも

とで事務事業を進められておりますが、工事部

門について、さらなる民間活力の導入ができな

いものでしょうか。加えて、市民課所掌の戸籍、

住民基本台帳に係る事務についても民間活力の

導入ができないものでしょうか。組織名につい

ては、前段申し上げましたが、市民にわかりや

すいものにしてほしいと思います。 

 以上、雑ぱくな質問でありますが、組織改革

について市長の御所見を伺いまして、一般質問

といたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  菊池民彌議員の一般質

問にお答えいたします。 

 東京電力福島第一原発に伴う放射能汚染問題

について。この公表について印刷物でというよ

うな部分を提言を含めての御質問でありました。 

 それから、東北横断道釜石秋田線の釜石自動

車道の全通に伴っての企業誘致のありよう、そ

れから沿岸被災地の雇用の問題といったような

こと。さらには国県道の整備促進ということで、

課題であります立丸峠、あるいは遠野住田線の

整備促進、行政組織改革についてということで

のそれぞれ全般にわたる御質問と受けとめまし

た。 

 沿岸被災地の後方支援の一環としての雇用確

保問題につきましては、６月補正予算でもちま

して、「縁（えにし）」がつなぐ復興プロジェ

クトということで、さまざま雇用支援につきま

しても予算計上しながら、あるいは事業組み立

てして取り組んでおりますので、これらの現在

の状況につきましては、それぞれ数字をもって

担当の産業振興部長から答弁申し上げますので、

ひとつ御了承いただければというように思って

おります。 

 それで、まず先ほど質問の冒頭に、なでしこ

ジャパンの感動を震災で大変な状況に国民に感

動を与えたという形でのお話ありました。まさ

に世界の頂点に立ったわけでありますから、感

動を与えたと、そのとおりであります。 

 ６月でありましたか、日本サッカー協会の名

誉会長の川淵先生が遠野を訪れまして、また被

災地のほうにということで、夢先プロジェクト、

いうところのＪリーガーをはじめとするアス

リートが、挫折を繰り返しながら頂点を極めた

とか、あるいは頂点を極めれなかったけども何

かを得たという部分を、遠野の子どもたちにと

いうことで、夢先プロジェクトを行っているわ

けであります。 

 そのことも含め、この沿岸被災地の子どもた

ちにも、スポーツを通じて夢と希望をという中

における日本サッカー協会の取り組みというこ

とで、そのために川淵名誉会長も訪れたわけで

ありますけども。もちろんその際も、なでしこ

ジャパンの活躍のことで大変な話題になりまし

て、それを中心の懇談になったんですけども。 

 その後でありますけども、遠野市の小学校、

中学校、高校。ヴァレンテとおのスポーツ少年

団が県大会を制し、２年連続全国大会に駒を進

めたと。遠野中学校が16年振り、全国大会には

13年振りというように承知しておりますけども、

やはり16年振りの中体連での優勝し、全国に駒

を進めたと。それから、遠野高校がインターハ

イの県予選でもって、やはり優勝し、これまた

全国大会に駒を進めたと。３万人の市でもって

小学校、中学校、高校がいずれも県大会を制し

たと。 

 それも、私はこれは特筆すべき一つの結果で

はないかなと思っておりますけれども、グラウ

ンドが、サッカー場には後方支援活動、救出・

救命捜索活動を行っている自衛隊の方々が、警

察隊の方々が、それぞれキャンプを張っている

という中で使用できないと。稲荷下の屋内運動

場も救援物資が山のように積まれて、運動場と

しての、練習場としてのトレーニングができな

いという中で、この小学校、中学校、高校がい

ずれも県大会を制したというのは、これまた特

筆すべきことであり、この子どもたちにも私は、

賞賛の声を与えたいというように思っていると

ころでございまして。 

 これをばねに文字どおり遠野の力も、そうい
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った世界の頂点に立つような、そのような選手

が輩出されるというようなことも夢として、と

いうよりも夢じゃなくして、現実のものとして

とらえる。そのための環境づくりも、また急い

でいかなければならないのかなと、改めて思っ

ているところでございますので、そのことをち

ょっと前置きが長くなりましたけれども、お話

を申し上げたいと思っております。 

 それで、この市民の安心・安全な暮らしを守

るため、調査を実施し、その結果を市民に周知

することが大事だと。今までの放射能汚染問題

につきましては、各議員午前中も、またきのう

も、それぞれ御質問あったところでありますの

で、経過あるいは取り組みの状況については、

これまでの御答弁の中で申し上げたことでござ

いますから、それで御承知いただきたいと思っ

ておりますけれども。 

 ただいまの菊池民彌議員は、わかりやすい解

説の印刷物を配布するということも大事じゃな

いかと、遠野テレビで流しているからそれでい

いと言っても、見たり、見なかったりするとい

うことがあるぞというような形での御質問とい

うようにとらえました。 

 県のほうでは、放射能の対策といたしまして、

保存版で「いわてグラフ」臨時号、これは８月

26日号で発行しております。これは市内の全世

帯も配布されているということであります。 

 市のほうにおきましても、この調査をした結

果を、これまで測定結果を４回、遠野テレビで

数値を公表しておりますし、「広報遠野」の９

月号では、放射能に関する基礎知識と、市内小

学校グラウンド11カ所で検査をした測定結果を

公表し、各世帯に配っているところでもありま

す。 

 また、これは教育委員会を通じまして、小中

学校の保護者の方にもお知らせを申し上げてい

るところでもあります。 

 菊池民彌議員のほうから６月28日には市教委

のほうに、翌29日は環境課のほうに、それぞれ

申し入れをしたということで、私もそういう報

告は受けておりまして、これはやはり非常に微

妙というよりも、正確にあるいは冷静に判断し

ながら数値といったものを公表していかなくち

ゃならないという大きな非常に微妙な問題も抱

えているということであります。 

 したがいまして、これからもただいまの御提

言を受けながら、県のほうの体制も徐々にでき

ておりますし、ホットスポットというような形

での調査のあれもかなり整備をされてきており

ますから、今後もこの状況に応じて、やはり市

民の皆様の安心・安全、少しでも不安のない。

プールの問題は私も直接どうなってんだという

ような話の要請というか要望と申しますか、そ

ういったことを受けたことも、６月、７月ごろ

ありましたんで、そういうようなことも含めな

がら、御提言にあったような、状況によっては

印刷物によって、各世帯あるいは各市民の皆様

に、きちんとこういう状況でございますよとい

うことを周知するようなことは、これは行うべ

きではないかなと私も認識しておりますので、

その提案につきましては、それこそ前向きにと

申しますか、そのような方向で検討してまいり

たいというように思っております。 

 ただ、いたずらに数値が一人歩きするような

事態は、これは避けなきゃならないかと思って

おりますから、その辺はやっぱり県や、県のほ

うにも専門家がいるわけでありますから、そう

いった方々と。 

 それから、繰り返し、繰り返し言いますけど、

やっぱり正確な信頼のある数値としてやっぱり

とらえなければ、その数値を公表してしまって

から、「いやいや実は、再度調べ直したらばこ

うでしたよ」ということになるのは、一番避け

なけきゃなりませんので、その辺のところはや

はり、慎重の上にも慎重にということも。 

 ただ、慎重の上にも慎重だという形で、いつ

までも公表なりしなかったら、逆に不安をあお

るということになりますから、その辺のところ

が非常に難しい問題だなと思っておりますけど

も、これも正面から取り組んでいきたいという

ように思っております。 

 それから、雇用、企業誘致ということについ
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ての御質問もありました。私もこの雇用の確保

といったものは非常に大きな課題であるという

ように承知いたしております。機会あるごとに

それぞれ上京した際には企業訪問するとか、あ

るいはいろんな情報があれば、その都度その情

報を確認しながら、すぐ動くというような対応

はしているわけでありますし、この震災前に大

きなニュースがあったわけであります。 

 トヨタグループが統一するという中にござい

まして、関東自動車、セントラル自動車を含め、

トヨタグループが東北を一大拠点にするという

ことになっているわけです。自動車１台で約1,

000社の関連企業があるというようなことも言

われているわけでありますから、まさに総合的

な産業としての自動車産業が、東北に完全に根

づくということがはっきりしたという部分にな

れば、この東北自動車道釜石秋田線の釜石自動

車道の、この災害をうけての全通という部分に

ついては、私も非常に割り切れない気持ちがあ

ります。 

 この間、31日でありましたか、東北地方整備

局長と意見交換会がありました。これは国土交

通省の主催でありまして、遠野市もその指名を

いただき、県内の市町村長さん方10人ほどと国

交省の幹部の皆さんとの話合いがあったわけで

あります。そのときもちょっと申し上げました

けども、繰り返し、繰り返し、要望活動を展開

し、全通をと。あるいは遠野までの高速道路の

ネットワークの整備をということをお願いして

きたんだけども、幾らお願いしてもなかなか展

望が出てこなかったと。高速ネットワークはつ

ながってこそネットワークであり、つながない

ネットワークとしての高速道路はないんだと。

だからつなぐべきだという部分をさかんにお願

いしてきたけども、それが全く見えなかったと。 

 そういった中で、これだけの犠牲が伴わなけ

れば、地方の道路は整備してもらえないのかと

思うと、非常に複雑であるということをはっき

りと申し上げたわけであります。 

 しかし、やっぱり一方においては、これだけ

の犠牲が伴った中において、前の大畠前国土交

通大臣でありますけども、遠野においでになっ

たとき、10年内に、ちゃんと整備するからとい

う話もはっきりと２つの耳で聞いております。

その場には議長もおったわけでありますから、

議長と私とでちゃんと聞いているわけでありま

すけども。明確にそのことを申しておりました。 

 そして、８月末でありますけども、遠野イン

ターから上郷インターまでの部分につきまして

のルートも決定し、それぞれ調査に入ると。き

のうも東北地方整備局の道路部長とあるいは岩

手河川国道事務所の今所長と２人みえまして、

これからいろいろ進めるからという話も聞いて

おりますから。これは間違いなく、全通という

ことには間違いなくつながるというように思っ

ております。 

 そこで、この高速交通ネットワークを活用し

ての企業誘致、これが今申し上げましたとおり、

遠野東工業団地もあるわけでありますし、それ

から、さまざま遠野としてのそういった追い風

となる自動車産業の定着というか、東北を拠点

にするという動きもあるわけでありますから、

市有地、民有地を含めた市内の工業適地の情報

と、それから、特にも東工業団地、これは約９

ヘクタール、そして有効面積として約６ヘク

タールあるわけでありますから、かなり当市と

すれば大規模な団地ということになるわけであ

りますので、それらにつきまして、優遇制度と

あわせながらＰＲをし、遠野の立地条件といっ

たものをきちんと理解してもらうような形での

活動を強めていきたいというように思っており

ます。 

 現在、動きといたしまして、弱電関係の製造

業でありますけども２社と、それから情報通信

関係ＩＴ企業の１社、この３社ほどが具体的な

動きが今ありますので、この詰めを間違いない

ようにやっていきたいな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。 

 続きまして、国県道の整備促進ということで、

国道340号立丸峠の促進あるいは県道遠野住田

線の整備促進ということでお話がありました。
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この国道340号の立丸峠ということで、歴史が

あると、15年も既に経過しておるぞという話も

あります。なかなか方向性が見えない。 

 土淵バイパスが26年度完成が見えてきている

わけであります。土淵バイパスが見えて、釜石

自動車道の遠野インターが見え、遠野バイパス

につながり、そして土淵バイパスにつながると、

もう、立丸を何とかしなきゃならんということ

は、これは明白なわけであります。 

 先般の県のほうに陳情した際も、議長と一緒

に陳情した際も、すぐ整備すると思っていない

と。だけども、これは、きちんとトンネル化と

いう中における後方支援。それから病院、観光、

産業、企業誘致、さまざまな面でこの340号立

丸峠の果たす役割といったものは、ますます重

要視されてきているんだと。したがって、すぐ

にもう整備しますということは、それはすぐに

はできないだろうけども、間違いなく重要な路

線として、この340号立丸峠のトンネル化とい

うものは進めますよというようなこと言えない

んですかと。そういうことを方針として示せな

いんですかと強く迫ったわけでありますけども、

なかなか県当局も慎重でありました。 

 そういった中におきまして、私はこれは非常

に、ある意味においては追い風になろうかとい

うように思っておりますけれども、８月末に宮

古市長とちょっと盛岡でありましたけど、懇談

した際に「本田さん」と、「立丸峠何とかしな

きゃならんな」という話を、宮古市長のほうか

らありまして、これまでは川井村が入って宮古

市ということだったんですけども。 

 今度の震災で大きく立丸峠が後方支援活動に

支障を来したということが現実のものになった

と。したがって、106号の盛岡宮古間も大事だ

と。それから釜石自動車道のこの花巻釜石間も

大事だと。肋骨道路としてのこの横の横断軸も

大事だけども、その横の横断軸をつなぐ、一つ

のこの340号立丸峠といったものに全力を挙げ

て、お互い連絡し合いながら取り組もうじゃな

いかという形で、宮古の山本市長さんからもそ

のようなお話いただき、お互い確認し合ったと

ころでございますから、早急に。 

 実は、この国道340号整備促進同盟会、それ

から立丸峠トンネル整備促進懇談会、そういっ

たものがあるわけでございますけども。これを

土坂峠も含めて、そしてまさに広域的な中にお

いて優先順位をつけながら、整備をするという

中における組織の立て直しを行うと、再編を行

うというような形で宮古市とか大槌町とも話し

合っておったわけでありますけども。この震災

でちょっと作業がとどまっていることになって

おりますから、落ち着いてまいりましたらば、

復興支援道路としての位置づけも明確にしなが

ら、抜本的改良といったものに、強く県のほう

に訴えていきたいと思っておりますし。 

 県のほうに強く訴えることも大事ですけども、

やはり復興支援という場合における位置づけで

あれば、国のほうにも、きちんとこの部分を訴

えるという一つの作戦も持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して。東北

地方整備局の局長さんは今、道路畑の局長さん

でありますから、徳山局長さんのほうにも、き

ちんとその必要性を訴えながら、そしてそれに

あわせて、組織の新たな再編もしていきたいと

いうように思っております。 

 命をつなぐ道路、沿岸と県南内陸部をつなぐ

物流促進としての道路、観光交流人口の促進と

しての道路といったような中における一つの位

置づけがされるわけでありますので、これにつ

いてそのような方向で進めてまいりたいと思っ

ております。 

 ただ、県での今のスタンスは、立丸峠につき

ましては、交通の非常に狭隘な箇所を解消する

ということのために、18年度から局部改良を行

っているということの繰り返しなわけでありま

す。33カ所局部改良やって待避所をつくるとい

う工事を進めておったって、これは果たして本

当に効率的な道路改良なのかということも、や

はりきちんと県の当局にも理解してもらわなけ

ればならないんじゃないのかなと思っておりま

す。 

 この大震災によりまして、「命をつなぐ峠越
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えルート」というものが今言葉として出てきて

おります。これは立丸峠にも土坂峠にも当ては

まる言葉でございますので、こういったことを

一つのコンセプトにしながら、土坂峠のトンネ

ル化も含め立丸峠のトンネル化実現のために、

それぞれ連携をとりながら、強力な運動を展開

してまいりたいというように思っておりますの

で、議員各位のひとつ御支援と御理解もまたい

ただければというように思う次第であります。 

 それから、県道遠野住田線、これにつきまし

ては昭和48年３月30日というように記録されて

おりますけれども、そこで認定された路線であ

ります。全延長は25.6キロメートルということ

で改良率は94％、住田町側が1.6メートルが未

整備という状態で今あるわけであります。 

 したがいまして、蕨峠のところまで遠野側と

いう御質問があったわけで、まったくそのとお

りであります。したがって、この部分を今度ど

うするかという部分にあっては、今般の後方支

援活動あるいは復興支援といったようなものも

一つの新たな要素と位置づけながら、県道遠野

住田線の未整備区間については、今後の文字ど

おり市町間の連携と申しますか、市町村間の連

携の路線として位置づけた形での整備を働きか

けるということがやっぱり求められてくるのか

なというように思っております。 

 私は、これも国交省のほうに事あるごとに話

してはいるんですけども、骨幹道路としての１

級国道なり、あるいは県境をまたぐようなその

ような幹線道路については、これは国の責任で

きちんと行うということでいいんだと。 

 ただ、域内道路と申しますか、市町村間も含

めてのこの道路については、もっと柔軟に、そ

れぞれの地域づくりのための道路として、一々

県や国にお伺いを立てなくても、こういうまち

づくりをし、こういう地域づくりを行い、こう

いう連携のもと、広域連携のもとに、より自立

を目指すようなまちづくりを行うんだ。であれ

ば、それをつなぐ道路としての道路整備はとい

うような部分で、ある程度交付金と申しますか、

財源と申しますか、そういったようなものは地

方にゆだねるということもあっていいんじゃな

いでしょうかと。 

 すべて、全国知事会などでは、骨幹道路の１

級国道も含めて地方にというような声もあるわ

けでありますけども、これじゃなくして、やっ

ぱり本当に地方が、集落と集落をつなぐ道路、

市町村間をつなぐ道路、それが５分でも10分で

も時間短縮ができ、命を守る道路。そしてまた、

観光交流にも非常に、そして産業振興にも役立

つといったような道路。そういったのは地域に

任せるという部分も、私はあっていいんじゃな

いのかなというようにも思っておりますので、

そのような働きかけもまた一方にしてはやって

いきたいというようにも思っております。 

 それから、４つ目の質問であります行政組織

改革について。事務事業の見直しを図り、行政

組織の改革についてでありました。これは午前

中の菊池邦夫議員にも、やっぱり定員管理も

粛々としながらも、一方においては現状をよく

見ながら、ただ機械的に職員を減らせばいいと

いうことじゃなくやっていきたいという話はし

たわけでございますけども。 

 職員の定員管理とこの事務事業の見直しと組

織といったものは、やっぱり一体なものとして

考えていかなきゃならないということは、午前

中の菊池邦夫議員にも御質問にお答えしている

わけであります。 

 その中で、この行政組織体制の検証の必要性

ということについては、もう十分私も認識して

おります。一つの任期から見ますと、今は２期

目の半ばと、もう10月が来ますと折り返しに入

るわけでありまして、本当に早いもんだなと思

っておりますけども、そういった意味における

市政課題に対面を失しないような形で一定のス

ピード感をもって対応するという部分にあって

は、この組織の見直しというのは避けて通れな

い課題だというように思っておりまして。今そ

の作業を急いでいるということであります。 

 これもさまざまな課題に答えるために、教育

環境企画室とかあるいは経営改革推進室とか、

あるいはこの３月には沿岸被災地後方支援室と
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かといったようなものを、次々と立ち上げてい

るわけであります。これはやっぱり待ったなし

の課題に対応するということもあるわけでござ

いますから、そのようなことを踏まえながら、

４月には、もう一方においては遠野文化研究セ

ンターも立ち上がったということになってます

ので、そういったことを少し整理もしながら。 

 それからもう一方においては庁舎が分散化と

いうことも、これも現実であるわけであります

から、そこをどのようにとらえながら、市民の

皆様の安心・安全と、それから行政サービスを

いわゆるきちんと確保するという部分における

対応を急がなきゃならないかというように思っ

ておりますので、この作業を急がせる中におい

て、この７月に遠野市行政組織再編推進方針を

定めまして、今現場から、部あるいは課の段階

あるいは係の段階から、自分らの組織がどうあ

ればいいかということを、きちんとした形で議

論してほしいというような形で作業をさせてい

ただいてます。 

 したがって、この23年、12月の議会のほうに

提案できるような形での作業を急ぎながら、平

成24年４月にはスリム化されたあるいは一定の

コンパクトな、そしてよく連携のとりやすい、

総合力が発揮できやすい、そのような組織とし

ての見直しを図っていきたいというように思っ

ているところでございますので、御理解をいた

だければというように思うところであります。 

 それから、水道部門とか市民課窓口の民間活

力の導入という形でのお話がありました。これ

はやはり一つの流れとすれば、こういうことも

当然検討していかなきゃならないというように

思っておりまして。 

 例えば、御提案にもありましたけども、市民

課窓口事務については、もうこれは３年前であ

りますけども、20年３月、国のほうでは、住民

基本台帳関係事務に係る窓口業務に関して、民

間業者に委託することができる業務の範囲につ

いてということで、通知が既に出ているわけで

あります。 

 この中では、委託できる業務の例として、住

民票の写しの交付は、市町村の適切な管理のも

とで、不交付の決定は市町村職員が決定すると

いう中にあって、そのような業務が委託できる

というようになっております。 

 民間委託ではありませんけども、当市におき

ましても、昨年５月から、とぴあの市民サービ

スコーナーには専任の非常勤職員を配置して、

これを市民サービスの向上に努めてるというこ

とになるわけでございますから、こういったよ

うなことを積極的に進めながら、プライバシー

の問題、守秘義務の問題、さまざまこれあるわ

けでありますから、その辺きちんとクリアしな

がら。やっぱりそういったようなものについて

は、そのようなシフトをしていくというのも、

これも避けて通れないんじゃないかなと思って

いるところでもあります。 

 水道業務なども、そういった一環としてとら

えてもいいんじゃないのかなというようにも思

っておりますし。地域活動専門員をこの８月で

すか、３人配置いたしました。これなどは配置

に伴いまして、改正過疎法の中でそういう事業

も認められているわけでありますから、それに

連動して地区センターの所長・主事の２人配置

の問題も、その中でやっぱり抱き合わせしなが

ら検討していくということにもなるんじゃない

のかなと思っておりますので。そういったよう

なことで、作業を進めていきたいと思っており

ます。 

 課の名称等についても、わかりやすくという

お話がありました。全くそのとおりだというよ

うに思っております。 

 ただ、これは言いわけになりますけども、行

政、役所であれば、やっぱりこっちの方も、こ

ういう分野もある、こういう分野もあると、そ

れぞれくっつけてしまうと何だか最後はわけわ

からない、長い、長い課の名前になったりとい

う例もないわけではありませんので。そのこと

は十分踏まえながら、市民の皆様によりわかり

やすい名称としての課の名称なども、それを基

本として考えていきたい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いう
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ように思っております。 

 そこで、先ほど遠野住田線の中で、ちょっと

私が単位を間違って答弁したようでございまし

て、大変失礼を申し上げました。住田町側を

「1.6メートル」というような表現をしたよう

でございますけども。済みません、「1.6キロ

メートル」でありますので。おわびして訂正さ

せていただきます。 

○議長（新田勝見君）  運萬産業振興部長。 

   〔産業振興部長運萬勇君登壇〕 

○産業振興部長（運萬勇君）  命によりまして、

御答弁申し上げます。 

 沿岸被災地の後方支援の一環としての企業立

地と雇用確保についてであります。 

 まず、現状でありますが、沿岸地域で被災を

受けた企業の中には、工場や事務所の再建場所

を内陸部に求める企業があります。 

 当市に直接候補地の相談をしてきた企業は３

社ございました。この中には、市内に土地を購

入し、今年度内に操業を目指している自動車整

備工場が１社ございます。 

 また、沿岸の被災地域から当市に事務所を移

転し、空き店舗や空き工場を賃借し操業してい

る企業は、保険会社１社、小売業１社、縫製業

１社の合計３社と把握しており、ほかにはない

か、さらに調査しているところでございます。 

 一方、沿岸地域の復興支援やみずからの企業

活動の拠点として、当市に用地を求める企業が

ほかにも数杜ございます。今のところ５年以内

の短期問ではありますが、民有地の土地の賃貸

借契約を締結した企業が１社、締結する予定の

企業が２社ございます。 

 次に、「縁（えにし）」がつなぐ後方支援プ

ロジェクトの中で、今行っております支援策の

進捗状況について、お答えいたします。 

 被災を受けた企業が一時的に本拠地を離れて

復興するまでの間、市内の事務所や倉庫等を借

りて操業する被災企業に対し、「沿岸企業応援

事業」として、賃借料の半額を月10万円を限度

として、最大３年以内で助成することとしてご

ざいます。現在、１件が申請されておりますけ

れども、なお、該当する企業がございますので、

これらの企業については、制度説明をして、申

請をするよう今促しているところでございます。 

 被災企業や復興を支援する企業が、仮設の工

場や倉庫、資材置き場等を求めることに応じて、

遠野東工業団地を無償で貸し出すこととしてお

りますけれども、今のところ申し込みはない状

況でございます。 

 それから、雇用対策としては、被災者を雇用

する市内の既存企業に対し、社会保険料や雇用

保険等の事業主負担分を全額助成する「雇用環

境づくり応援事業」を実施し、雇用創出の支援

を図っているところであります。現在、８事業

所から申請が提出されており、対象者は43人、

助成額は1,000万円余となっております。 

 それから、被災者の職業訓練のために、遠野

駅から森林総合センターまでの送迎バス運行も

９月１日からは本格開始しております。現在の

利用者は６名でありますけれども、11月以降の

冬場については増加する見込みでございます。 

 それから、国の基金事業を活用しました沿岸

被災地の後方支援に係る雇用を創出する緊急雇

用事業では、図書整理などに７月から６人を雇

用しており、ボランティアコーディネーター育

成事業では、14人が雇用されております。 

 今後、沿岸市町村の復興計画が具体化されて

くれば、企業立地や雇用の動きも見えてくるこ

とから、産業を取り巻く情勢に注視し、当市の

企業立地に対する施策を周知説明しながら雇用

の確保、若者定住、後方支援を進めてまいりま

す。 

 以上です。 

○議長（新田勝見君）  10分間、休憩いたしま

す。 

   午後１時57分 休憩   

────────────────── 

   午後２時08分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 次に、進みます。19番浅沼幸雄君。 

   〔19番浅沼幸雄君登壇〕 
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○19番（浅沼幸雄君）  新興会の浅沼幸雄でご

ざいます。通告に従いまして一般質問を行いま

す。 

 今回の私の質問は、２点についてであります。 

 第１点目は、再生可能エネルギーへの当市の

取り組みについて。第２点目は、東日本大震災

被災地への今後の後方支援の取り組みについて

であります。 

 まず最初に、再生可能エネルギーについてで

あります。この項目につきましては、さきの６

月定例会で同僚議員が取り上げたばかりではあ

りますが、先月、８月26日の通常国会におきま

して、再生可能エネルギー特別措置法案が可決

され、それにより我が国のエネルギー政策も大

幅な見直しがなされると考えられるからであり

ます。 

 加えまして８月31日付、岩手日報の経済サプ

リというコラムで、慶応大学の金子勝教授が、

若干長くなりますが、以下引用させていただく

文であります。 

 再生可能エネルギー特別措置法の経済産

業省の原案では、一般家庭による太陽光発

電の余剰電力の買い取り価格だけが突出し

て高く、他の風力、地熱、小水力、バイオ

マスなどは、買い取り価格が一律な上に低

水準に迎えられていた。これでは採算が取

れず、自然エネルギーは普及しない。 

 だが、８月末に成立した再生エネ法は大

幅に改善された。価格設定に関して第三者

機関を設け、さらに経産大臣による決定で

はなく、農水大臣、国交大臣などと協議し

て買い取り価格を設定するように改められ

た。その上で、エネルギー源に応じてコス

トをカバーできるように、きめ細かく決め

られることになった。 

 このとおりに運用されれば、再生エネ法

は地域経済を再生する起爆剤となる。地域

に投資が生まれ、固定価格買い取り制度に

よる売電収入をもたらし、雇用をつくるか

らだ。 

 100年に一度と言われる世界不況のただ中

の今こそ、再生エネ法を契機にして日本版

グリーンニューディールを実施するときで

ある。 

と結んでおられるように、取り組み方次第では

地域経済の活性化にも少なからず寄与するもの

と思うからであります。 

 当市でも、総合計画の後期基本計画やバイオ

マスタウン構想、そして先般策定されました第

２次遠野市環境基本計画等でも概要については

触れておりますが、再生エネ法の成立を受け、

当市における今後の取り組みについて市長の御

所見をお伺いたします。 

 次に、第２点目、東日本大震災被災地への今

後の後方支援の取り組みについてであります。 

 この後方支援につきましても、さきの６月定

例会で複数の同僚議員が質問いたしましたので、

重複する発災から６月定例会までの活動につき

ましては取り上げませんが、６月定例会以後の

後方支援の取り組み状況と７月下旬に設置され

ました「遠野市後方支援連携調整会議」の役割

について。 

 そしてまた、発災から半年を経過しようとし

ている現時点におきましても、いまだ全く先が

見えない被災地の現状を踏まえ、今後の後方支

援における当市の基本的なスタンスや考え方に

ついて市長の御所見をお伺いします。 

 以上でございます。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  浅沼幸雄議員の一般質

問にお答えいたします。 

 １つは、再生可能エネルギーの当市の取り組

みということについての御質問でありました。 

 ２つ目は、後方支援活動、今般の一般質問で

も各議員から、それぞれの立場で御質問を承っ

ているわけでありますけども、６月議会以降の

後方支援活動の状況はどうなっているのかと。

それから、調整会議を設けたと聞いているけど

も、それはどういう状況になっているのかと。 

 そして、３つ目は、今後のどのような考え方

に基づいてのその基本的スタンスはどこにおい
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ているのかということでの御質問でありました。 

 まず、再生可能エネルギーの当市の取り組み

であります。 

 御質問にありましたとおり、この８月26日で

可決をした再生可能エネルギー特別措置法、こ

れは我が国のエネルギー戦略を大幅に見直すと

いうような形で位置づけられているわけであり

ます。エネルギーの安定供給の確保あるいは地

球温暖化問題への対応、環境関連産業の育成の

ためには再生エネルギーといったものの利用拡

大が急務であると。避けて通れないと。太陽光、

風力あるいは水力、さらには地熱、バイオマス

といったようなことを用いての発電。で、その

発電されたものを一定の期間、価格で電気事業

者が買い取ることを義務づけるということで、

平成24年７月１日に施行されるというように承

知いたしております。 

 電気事業者に対しまして一定の期間、そして

価格により買い取ると、調達するというような

義務を課すことで、電気事業者が再生可能エネ

ルギーの発電設備への投資を行う際の回収リス

クを低減すると。そして、新規投資を促すとい

うような一つの仕組みであるんではないのかな

というようにも思っているところであります。 

 これに伴いまして、特にもこの背景には、東

日本大震災での福島第一原発。脱原発なのか、

減原発なのかというようなことで、いろいろ言

われているわけでありますけども、やはりこの

再生エネルギーといったものにも、さまざまエ

ネルギーといったものの確保を求めるといった

ことは、これはある意味においては、我が国と

しては避けて通れない一つの課題ではないのか

なというように思っております。 

 自然エネルギー、太陽光、熱、風力、潮力、

地熱、自然現象から得られるエネルギーと、化

石燃料に頼らないと。 

 ちなみに、地球は誕生して45億年ということ

がよく言われているんですけども、太陽の寿命

は50億年あるというようなことも、いろいろ言

われているわけでございますから、この太陽の

持つエネルギーといったものに、ある程度のも

のとして、人類として、それにいろいろ利活用

するというのも、これまた一つの対応ではない

かなと思っておりまして。 

 ただ、この自然エネルギーの割合というのは、

2009年、水力含めて９％という状況なそうでご

ざいまして、まだまだこの部分においては、取

り組みが十分ではないといったようなことも。

2020年代のできるだけ早い時期に、この自然エ

ネルギーの総電力に占める割合を20％にもって

いきたいというのが、この再生エネルギーの中

における議論としてあったということも承知し

ております。 

 ちなみに当市であっては、民間が整備した風

力発電、貞任山口牧場、琴畑牧場に43基が設置

されておりまして、総出力は４万2,900キロワ

ット。釜石、遠野、大槌のほぼ全世帯に匹敵す

る約３万世帯分の発電量をこの場所で発電して

おりまして、単一の風力発電では日本最大規模

というような位置づけされているわけでありま

す。 

 そしてまた、質問にありましたとおり、平成

14年２月には、遠野市地域新エネルギービジョ

ン、18年３月、遠野市バイオマスタウン構想。

そして、この総合計画後期基本計画から、第２

次遠野市環境基本計画に新エネルギーの有効利

用を示しているわけでありまして、青笹保育園、

児童館、綾織地区センター、それから一般家庭

はペレットストーブが７基入ってますし、太陽

光、それから風力発電の外灯は各小学校にも設

置されておるという状況でもあります。 

 それから、道の駅「遠野風の丘」は風力発電

でありますし、遠野北小学校は太陽光発電を活

用しておると。それから、新設になりました綾

織小学校でも、太陽光発電と木質チップボイ

ラー、森林総合センターでも木質チップボイ

ラー、あるいはめがね橋でも太陽光発電を活用

しているというような状況にもあるわけであり

まして、消防庁舎今盛んに工事を進めておりま

すけれども、ここにも太陽光発電と照明器具の

ＬＥＤ化の整備も図ると。 

 それから遠野中学校、これも間もなく着工す
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るわけでありますけども、太陽光発電とチップ

ボイラーの整備を図るということにしておりま

すし。 

 これは全国に先駆けてというプロジェクトで

あったわけでありますけども、水光園における

太陽光、水力発電を導入したと、ソーラーシス

テム。この部分でも、もう30年ほどたってます

から、かなり老朽化と申しますか技術も進んで

いるわけでございますから、私はまさに全国に

先駆けての水光園のプロジェクトに、再生可能

エネルギーという中における新たな技術と、新

たな制度を、この中に導入しながら、一つのあ

そこのプロジェクトにおけるエネルギーも確保

することができないかということで、今担当の

ほうにもいろいろ検討してもらっているところ

でもあります。 

 それから、今年度から導入しております個人

住宅を対象とした住宅用太陽光発電システム導

入促進事業、これにつきましても助成額が出力

１キロワット当たり３万円とし10万円を限度と

しているところであります。 

 これでは、太陽光発電の普及件数は、22年度

末で見ますと173件ということになっておりま

して、普及率は1.61％でありますから、これに

つきましてももっともっと普及するような形で

の周知も図っていきたいものだなというように

思っております。 

 そういうようなことを、あれやこれや踏まえ

ながら、25年７月１日から施行されます電気事

業者による再生可能エネルギー電気の調達に関

する特別措置法、来年にも予定されておるこの

国のエネルギー基本計画の動向を見ながら、再

生可能エネルギーの導入に、可能性について積

極的に、前向きに取り組んでまいりたいという

ように思っているところでございますので、よ

ろしくお願いをいたします。 

 それから、後方支援活動の取組みについて、

まず一つは、６月議会以降の後方支援活動につ

きまして、これはまた具体的な数字をもって答

弁を申し上げたいというように思っております。 

 ６月議会では、被災者の生活再建と企業の復

興支援を目的とした「縁（えにし）」がつなぐ

後方支援プロジェクトを策定いたしまして、６

月補正予算で措置あるいは当初予算の拡充とい

ったようなことで取り組むということで御説明

というか、取り組むことを表明しているわけで

あります。 

 その中で、まず一つは応急仮設住宅、これは

市職員の駐車場に整備いたしまして、７月16日

に開所式を行い、現在40戸に対し40世帯、満室

であります。人数は79人入居いたしております。 

 それから、仮設住宅に併設するサポートセン

ターの建設を進めておりまして、９月下句の供

用開始を目指しております。その中で、いろい

ろのそれぞれ社会福祉協議会、地元自治会、Ｎ

ＰＯ、ボランティアの皆様の協力をいただきな

がら、このサポートセンターを中心にここに入

居している方々のケアといったようなものも、

要介護、要支援、子育て世帯といったような

方々に対するケアを行っているところでありま

す。 

 ボランティア活動支援であります。これにつ

きましても、社会福祉協議会、送迎バスの配置、

車両燃料、活動資材の購人等に対しまして、そ

れぞれの事業費、補助金を提供しながら、側面

から支援をしておりますけども、かなりの数、

４万人近い数になっているということもござい

まして、やはり資金が大変だということもあり

まして、９月補正には社会福祉協議会のほうに

沿岸被災地支援事業補助金といたしまして、2,

000万円を計上いたしているところであります。 

 産業支援では、独立行政法人雇用・能力開発

機構岩手センター、これは通称ポリテクセン

ターというわけでございますけれども、先ほど

の産業振興部長からも答弁申し上げましたとお

り、ここには今、それぞれ沿岸被災地からここ

に通いまして、資格取得をしようということで、

もう事業がスタートしておりまして。当市とい

たしましては、ＪＲ遠野駅から森林総合セン

ターまでの送迎バスの支援を行っておると。こ

れは冬場になるとふえるとなっております。 

 文化による復興支援では、献本活動と文化財
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レスキューに取り組んでおります。どうしても

災害発災当初は、命あるいは生活といったもの

が優先になったわけでありますけども、やはり

ゆとりも持ち、心の一つの復興といったものも

必要じゃないかということで、遠野市文化研究

センターが呼びかけた形で献本活動を行ってお

りまして、この献本活動現在、20万冊が全国か

ら寄せられております。４万冊分が分類、整理

ができました。 

 ただ、これは送るだけではなくて、きちんと

整理、分類しながら、現地のニーズに沿って送

る活動といったことで、これは大事なことだと

いうことで、それぞれ整理をしながら学生ボラ

ンティアの方々の手も借りながらやっておりま

す。 

 文化財レスキュー活動におきましては、陸前

高田、釜石、大槌のレスキュー活動に加わり、

大槌町からは明治、昭和にかけての議会資料15

8冊を含む約700冊を、いうなれば救い出したと。

議会資料に関しては１次処理が終わり、今最終

の保存処理を行っているということであります。

これも目に見えない一つの後方支援の活動であ

ったんではないかなと。 

 稲荷下の物資センター、これにつきましては

８月31日をもって、すべての物資を移動しまし

て役割を終え、全面を市民の皆様に開放できる

環境としてスタートしております。これまでの

間、この３月18日に開設したわけであります。

３月18日以降も含めまして88日間、土日も休ま

ず支援物資の提供を行ってまいりまして、直接

搬出した利用者は、述べ２万世帯を超えておる

と。２万355世帯、９割が市外に避難している

方の被災者でありました。 

 いうところのバイキング方式として、30品目

あるいは20品目、自分で選べるという中で２万

世帯の方々が。 

 それから、稲荷下で作業にかかわった搬出、

仕分け、配送、加わった方が3,784人に及んで

おります。これもかなりの数ではなかったのか

なというように思っております。そのような中

で行って、この８月の末をもって稲荷下も無事

役目を終えたということであります。 

 職員の派遣につきましては、これは前の一般

質問ともダブりますけども、８月１日から来年

の３月まで７カ月間大槌町へ。それから９月１

日から３カ月間大槌町へ土木技術職といったよ

うな形での職員も派遣しております。これは県

の市長会からの要請を受けまして、被災自治体

への職員の長期派遣ということであります。 

 それから、７月27日に後方支援調整会議を設

置いたしまして、毎月第２及び第４水曜目の月

２回会議を行っておりまして、これには県の復

興局、それから沿岸広域振興局、静岡県、大阪

府、束京都、神奈川県、大阪府堺市、愛知県大

府市、東京大学、神奈川大学、防災科学技術研

究所、青年海外協力協会、遠野まごころネット、

随時こういったメンバーもふえながら、情報を

共有しながら、それぞれがどのような役目を果

たしていくのかということを月２回確認しなが

ら、行っておるということであります。 

 なお、この事務局は、沿岸被災地後方支援室

が行っておるということで、県のほうからも復

興局の副局長、沿岸広域局のほうからも局長が

参加しておりまして、県とも情報の共有、それ

もきちんとできておりますので。そういった復

興ビジョンができたと、復興実施計画ができた

といった以上、それを確実に進めるということ

が、まさに今一番大事なことじゃないかなと思

ってますけども、後方支援活動の中で、遠野が

その場になっておるということも、一つの特徴

ではないかなというように思っております。 

 最後に、この基木的なスタンスということで

のお尋ねでありました。 

 私は、仮設住宅も完成し、一定の落ち着きを

取り戻したという状況にあるわけでありますけ

ども、復旧・復興には、まだまだ時間を要する

と。仮設という言葉があれば、本設ということ

にいかなきゃならないわけで。家も建てなきゃ

ならない。家を建てなければ公営住宅を建てね

ばならない。学校もちゃんとした形でつくらな

きゃならない。いろんなものがこれから、どん

どん出てくるわけでありますから、こういった
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ようなもので、まだまだ時間を要するというこ

とになるわけでありますし。 

 もう一方では、冬の対策も今から講じていか

なければならない。ストーブは、あるいは防寒

具は、あるいはこたつはといったような問題が

出てくるわけでありますから。そのようなこと

もきちんとした後方支援活動として必要ではな

いかなというように思っおります。 

 それから、８月26日に、議長ともども知事へ

の政策提案を行った中で、当市が今単独で行っ

ておりますＩＣＴ利活用遠野型健康増進ネット

ワーク事業のこのノウハウを、被災地を含む広

域的な健康あるいは予防あるいは病気の早期発

見といったような中におけるものとして、これ

を県のコーディネートのもとに、沿岸被災地と

内陸の市町村が、あるいは内陸の病院が結ぶこ

とはできないだろうかというようなことを提案

を申し上げておりますし、さらに、被災住宅や

公共施設等の本格的な建設に当たっては、県内

の沿岸被災地も含めて、豊富な森林資源を積極

的に活用しながら、被災者の雇用対策や森林産

業振興策につながるような、そのようなプロジ

ェクトも組み立てるべきではないかと。今のう

ちからそのような材料をストックしておかなけ

れば、本格的な復興にはつながらないわけでご

ざいますから。 

 これもそれぞれ市町村、そして県もそこに加

わり、できれば国の３次補正等にきちんと位置

づけられて、財源もきちんと手当をするという

中から、これも一つの後方支援活動に位置づけ

られないかと。当市は木工団地という場がある

わけでありますから、それをうまく利活用でき

ないかという提案もしておりますので。 

 そういうようなプロジェクトを提案しながら、

それを文字どおり産業振興や雇用の場につなげ

るといった方向に持っていきたいものだという

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、答弁といたします。 

○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。９

月７日から14日までの８日間は、委員会審査及

び休日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、９月７日から14日までの８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２時32分 散会   

 


