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   午前10時00分 開議   

○議長（新田勝見君）  おはようございます。

 これより本日の会議を開きます。 

 これより本日の議事日程に入ります。 

────────────────── 

   日程第１ 一般質問   

○議長（新田勝見君）  日程第１、一般質問を

行います。 

 順次質問を許します。１番萩野幸弘君。 

   〔１番萩野幸弘君登壇〕 

○１番（萩野幸弘君）  皆さん、おはようござ

います。緑風会の萩野幸弘でございます。ただ

いまから通告に従い、一般質問をさせていただ

きます。 

 「光陰矢のごとし」とは申しますが、昨年10

月の市議選で議席をお与えいただきまして以来、

早１年の月日が流れました。今ここに、市議会

議員として１年を経過した節目の時期を迎え、
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本来ならば、私が市民の皆様にお約束した政策

公約であります農畜林業の活性化、福祉・医療

の充実、若者定住化策と人口減少及び少子高齢

化対策、中心市街地の活性化と交流人口の拡大、

教育環境の充実化の、以上５項目が十分達成さ

れているか否かを検証し、その結果、今後どの

ように行動するべきかを、私自身、改めて考え

る時期だと思います。 

 今までの活動を振り返り、主なものを挙げて

みますと、３月議会の一般質問で、ショッピン

グセンターとぴあに関し、空き店舗対策及び中

心市街地活性化策の一環として、市役所機能を

入居させてはどうかという御提案をさせていた

だきました。それに対し市長は、商業ビルとし

てのこだわりから、あくまで店舗誘致を優先し、

市役所機能の移転は考えていない旨の御答弁で

あったかと記憶しております。 

 しかし、それからわずか１週間余りで発生し

た東日本大震災により、偶然とはいえ、現在の

とぴあ庁舎ができ上がることとなりました。本

庁舎全壊による緊急措置ですから、私も本意で

はありませんでしたが、結果的に私の提案を受

け入れていただく形となったことは事実であり

ます。 

 しかし、それ以外の政策の具体的な実現につ

いては、震災以降すべての歯車が狂ってしまっ

たと言わざるを得ません。その意味で、私は、

この８カ月余りは、みずからの活動に不完全燃

焼の思いでいっぱいであります。現在、既に市

議会議員として２年目に入っておりますが、引

き続き市民福祉の向上を目指し、持てる力をい

っそう傾注する覚悟であります。 

 市当局の皆様におかれましては、どうかその

趣旨を御理解いただき、今後も健全なる対峙を

お願いいたしたく存じます。 

 さて、このたびの一般質問に際しまして、私

は、大項目１点、本市における行政機能のあり

方についてと題し、さらに小項目といたしまし

て、不祥事に対する再発防止体制についてと地

区センター機能の充実化についての２点に分け

て御質問をさせていただきます。 

 この行政機能について、特にも、市庁舎の分

散化は、市民サービス上も、市職員のモチベー

ション維持や連携体制の構築、経費節減などに

ついても、私は大きなマイナス要因だと思って

おります。この件に関しまして市長は、６月議

会において、同僚議員の質問に対し、リスク分

散や既存施設の有効活用、市民センターなど、

老朽化した公共施設の維持管理を総合的に判断

する云々と答弁をしております。ある意味では

まさにそのとおりであろうと思っております。 

 しかし、私は、何にも増して、市民の利便性

を最優先に考えたいのが偽らざる本音でありま

す。現在も、市民から市役所機能が分散化して

いてわかりにくく、用足しが不便だとの声は相

変わらず耳にいたします。私も、この問題を事

あるごとに取り上げているので、しつこいと思

われるかもしれませんが、しかし利用者の立場

になって考えれば、不便という声がある限り、

引き続きこの問題を取り上げるのは当然のこと

だと思っております。本日は、質問のテーマを

別に設けている関係上、この辺でとめておきま

すが、市当局としても、市民への行政サービス

向上の観点から、その声に対し、真摯に耳を傾

けていただきたいと切に願う次第であります。 

 前置きはこの辺にいたしまして、小項目１点

目、不祥事に対する再発防止体制についてお尋

ねいたします。 

 一口に不祥事と言っても、当時者が悪意を持

って起こした場合と、不測の事態で起こした場

合の２つに大別されると思います。悪意の場合

は言うまでもないことですが、不測の事態で起

こした不祥事の場合、現在の市の行政機関内に

おいて、再発防止体制がきちんととれているの

か、いささか不安に思う場面が多々見受けられ

ます。 

 私は個々の事案に対し、この場で逐一掘り下

げて追求するつもりはございませんが、だから

といって一般論だけで物を申しては、市当局も

答弁に窮する場合があるかもしれませんので、

あえて過日発生した後期高齢者医療保険料の誤

徴収を例に挙げさせていただきます。 
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 新聞にまで掲載されたこの誤徴収事件の詳細

は、11月15日の議員全員協議会の場で、私たち

議員にも報告がございました。結論から言えば、

単純な入力ミスが発端ではありますが、ここで

私が事態を重く見た要因を幾つか挙げてみます

と、まず第１に、業者が間違いに気づき市に連

絡を入れた際、その修正を市みずからが行わず、

業者にやらせたこと。第２に、納付書が市民に

配布される以前に誤りがあると認識されていた

にもかかわらず、修正後のデータの最終的な確

認を怠ったこと。第３に、それが組織の中で、

担当者から管理責任者に至るまで、だれのチェ

ックも受けることなく見逃されたということ。

第４に、先ほどの議員への報告の場で、だれが

最終的な責任者であるか不明瞭で、他人ごとと

しか受け取られないような言い回し方及び形式

的な謝罪に終始し、再発防止の具体的な策も即

座に示されなかったこと。第５に、最終的に再

発防止対策を後日改めて文書で示す約束が交わ

されていたのもかかわらず、なかなかその文書

が示されなかったことであり、その間も引き続

き催促した結果、11月30日の議員全員協議会で、

やっと文書が提出されたものの、その内容は極

めて抽象的で、だれがいつまでに、何をどのよ

うに実践するかといった具体的な内容がほとん

ど示されていなかったことであります。 

 また、この事例だけにとどまらず、市役所内

に、当事者自身悪意はなくとも、結果的に責任

転嫁をしているケースも、以前から多々ござい

ます。さらに、市民に対する上から目線的な応

対などの苦情が寄せられていることも、残念な

がら事実であります。そして何よりも、今回の

不祥事が発覚したとき、またかと思ったのは、

私だけでしょうか。 

 一般論ですが、上司が部下を監督できないば

かりか、守ってあげられないような組織で部下

は安心して仕事ができるはずがありません。 

 また、部下もそのような上司の背中を見て育

てば、いずれみずからが上司の座に着いたとき、

また以前の上司と同じ過ちを繰り返すことでし

ょう。もし、間違いが発覚した場合、即座に再

発防止策を講じるのは当然です。民間企業なら、

その内容によっては、会社の存続にかかわる重

大な問題に発展するかもしれませんし、本来は

相手取引先担当者の責任であっても、力関係な

どから、その責任が最終的に自社に押しつけら

れる場合もあり、二重、三重の防衛策を講じな

ければならないケースもあるのが現実だと思い

ます。 

 その点、今回の不祥事発覚後の市の対応は極

めておそく、緊張感に乏しく、誠意が伝わって

こないと言わざるを得ません。また、間違い発

覚後も、民間であればその間違いを勤務時間外

に、みずからの責任で直すことが基本であり、

仮に勤務時間内に修正する場合も、当時者に譴

責や減給など、何らかのペナルティーが課せら

れるケースがほとんどだと思いますが、その点

において、今回の不祥事はどうなっているので

しょうか。間違いがなければ、当然ながら次の

作業ができているにもかかわらず、勤務時間内

に修正作業行われているならば、人件費の二重

支払いとも受け取られかねないことです。 

 確かに、だれにでも間違いはあります。個人

を責める気など毛頭ございません。ただ、間違

いが発覚した時点での事後処理や、再発防止対

策の取り組みにもっとスピード感があってしか

るべきではないでしょうか。今回の一連の流れ

を目の当たりにしますと、私の目には本市の行

政機関がすべてにおいて脆弱に移り、今後も同

じような不祥事があちらこちらで繰り返される

のではないかという不安にさいなまれてしまい

ます。 

 市としての言い分はあるかもしれませんが、

仮にもし、この最中に再び不祥事が発生したら、

一体どうなさるおつもりですか。それこそ弁解

の余地はないでしょうが、これまでの対応を見

ていますと、そんな危機感はないと思わざるを

得ません。 

 要は、残念ながら起きてしまった過ちに対し、

真摯に向き合っているかどうか、そして、その

姿勢が周りに伝わっているかどうかであります。

また同じ間違いを繰り返さないために、どのよ
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うな再発防止策を講じたか、そしてそれを迅速

かつ確実に実践できているか否かが問われてい

るのであります。 

 かく言う私も、約20年前には、市役所職員と

して９年余りお世話になった身であります。昔

と今では状況の違いはあるかもしれませんが、

市職員の方々のお気持ちは十分理解しているつ

もりです。だからこそ、一般市民及び市職員の

方々双方のことを思えばこそ、今回の事態は見

過ごしてはいけないと私は強く思ったのであり

ます。 

 どうかこの思いが市当局の皆様に伝わること

を信じながら、今回を最後に、以後残念な事態

が起きないように、部署別の再発防止策をしっ

かりと整備する、あるいは再点検する必要があ

ると思いますが、その点に対する市長としての

お考えをお伺いいたします。 

 次に、小項目２点目、地区センター機能の充

実について御質問いたします。 

 遠野市の面積は825.62平方キロメートルであ

り、東京23区の総面積617.18平方キロメートル

の1.33倍もの広大な広さを有しておりますが、

先に述べた行政機能における市民サービス部門

の充実化は、地区センターの活用抜きには語れ

ないと私は思っております。その点におけるヒ

ントとして、先月15日に来日したブータン王国

のワンチュク国王が唱えた国民総幸福量、ＧＮ

Ｈは、まさに当市のような少子高齢化が進む中

山間地域が目指すべき指標ではないかと思いま

す。改めて説明しますと、このＧＮＨは、グロ

スナショナルハピネスの略で、経済性の豊かさ

の指標となるＧＮＰ、国民総生産や、ＧＤＰ、

国内総生産とは異なった価値を表す指標であり

ます。ワンチュク国王の父、ワンチュク４世が

76年、まだ21歳のときに世界に向けて発表し、

ブータン憲法にも盛り込まれたもので、現在、

世界経済が混迷する中、生活の質に焦点を当て

る指標として、先進国でも注目されております。

一口に幸福と言っても、その基準は人それぞれ

ですが、ブータンでは精神面の幸福、健康、教

育、文化、環境の多様性、生活水準、地域活力、

時間の使い方とバランス、そしてよき統治の以

上９項目を指標とし、複数の選択肢から満足度

を尋ねて数値化するものとのことです。 

 本市を見ますと、四方を山々に囲まれた典型

的な中山間地域であり、人々が暮らしていく上

で、いわゆる都会や平地が広がっている地域に

比べ、あらゆる面で住みにくさを感じることが

多々あるのではと想像されますが、果たして市

民の皆様はどう思っているのでしょうか。地元

の暮らしに根本的な不満を抱いているのでしょ

うか。その点において、私個人的な見解として

は、普段の暮らしに多少の不便さはあったとし

ても、全般的にはおおむね満足している方が大

半なのではないかと思っております。ただ、行

政面においては、さきに述べたとおり、広大な

面積を有する中山間地域たる本市の場合、散在

する集落の隅々にまでまんべんなくサービスを

行き渡らせること自体、現状において必ずしも

十分な体制とは言えないのではないのか。 

 そこで注目されるのが各地区センターであり

ます。地区センターの役割は、行政サービスの

提供はもちろん、地域特有の行事や地域活性化

のさまざまな活動拠点として、またさきに述べ

た国民総幸福量的な考え方でいえば、精神的な

豊かさを感じていただくために、普段から地域

の方々が集う場所として、また心のよりどころ

として、お互いの顔の見えるおつき合いができ

る場所であり、さらには非常時の集合場所等々

としても、今後ますます重要な施設になると思

います。それを踏まえた上で申せば、まずは配

置される人員体制の充実が重要ではないかと思

います。 

 以前の地区センターは、所長、主事、保健婦

の３人体制で運営されておりました。その中で、

特にも主事クラスは、可能な限り地元あるいは

近隣に住んでいる職員が配置され、より深く地

域に溶け込み、施設も朝から晩まで住民が集う

ことで、にぎわいを創出し、地域コミュニテ

ィーの充実化に多大な貢献をしておりました。

また、横のつながりとして地区センター同士の

交流、情報交換も活発に行われていたと記憶し
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ております。現在は、保健師が福祉センターに

集約され、所長と主事の２人体制となったほか、

職員配置においても、必ずしも地元出身者にま

ではこだわっていないようです。 

 今後、仮に施設の管理を嘱託あるいは委託制

度にした場合は、利用時間の柔軟性などに支障

を来し、結果的に地域コミュニティーの衰退に

つながるおそれも想定され、個人的には従前ど

おり、市職員の配置を継続し、さらに非常時を

考えれば、かつてのようにできる限り地元ある

いは近隣地域在住の職員配置をするべきと思い

ます。 

 ただ、市職員の現状は、年々人数が減少して

いる反面、震災対応も含め、１人当たりの業務

量が逆に増加しているのではないでしょうか。

そうなりますと、引き続き高度な行政サービス

を市民にあまねく提供していくためには、地区

センターも市職員配置にこだわるだけでは無理

が生じるかもしれません。 

 その意味では、市民憲章にうたわれている市

民協働の見地からも、地元の方々が地区セン

ターの運営に関与することも、１つの選択肢か

もしれません。また、市で全町に配置するべく

準備を進めている地域活動専門員をどう生かし

ていくかも大きなポイントになろうかと思いま

す。 

 いずれにいたしましても、本庁機能はできる

かぎり集約する一方、それによる市民サービス

の低下を招かないように、各地域の地区セン

ターがその補完機能を発揮するべきと私は考え

ます。そのためには、現状の地区センターのあ

り方を再検証し、先ほど述べた職員配置及び人

数のあり方を初め、コンセプトの明確化、業務

内容の再検討、市民センター並びに地区セン

ター同士の連携及び情報の共有化を図るなどし、

今まで以上に地域に必要とされる拠点として再

認識するべきではないでしょうか。 

 昨今の世の中で叫ばれている少子高齢化のう

ち、少子化は皆さんの知恵と努力を積み重ねれ

ば解決できる可能性がありますが、年をとるこ

とは宿命であります。私たちも今より若いこと

はありません。今後どんどん年を重ねていった

とき、恐らく最寄りの地区センターが頼りにな

る行政施設となるであろうと確信をしておりま

す。確かに経費の問題はあります。しかし、行

政として、市民福祉の向上にお金をかけること

は決して無駄ではないと私は思います。加えて

申せば、以前から同僚議員も訴えておりますが、

この地区センター機能を既に配置している旧遠

野市８地区及び宮守総合支所のみならず、達曽

部地区と鱒沢地区も加えた11地区すべてに配置

し、今まで以上にきめ細かな住民サービスの提

供、コミュニティーの活性化などに努める必要

があると私は思います。つまり、市内11地区す

べての均衡ある発展なくして遠野市の発展はあ

り得ない、私はそう断言するものであります。

この点において、市長はどのような御見解をお

持ちかお尋ねいたします。 

 以上の２点について、市長の前向きなご答弁

を切にお願いし、私の一般質問にかえさせてい

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）  萩野幸弘議員の一般質

問にお答えいたします。 

 大項目１点、その中における行政機能のあり

方という中にございまして、不祥事に対する再

発防止体制、さらには地区の発展なくして遠野

の発展はないという視点に立っての地区セン

ター機能の充実ということについての２点にわ

たっての質問であったわけであります。 

 この質問に入る前に、冒頭、市役所の機能の

充実ということについて、市長はとぴあ庁舎に

ついてはいうところの商業ビルとしての機能を

充実させるという答弁をしたということを引き

合いに出されたわけであります。そのときは、

まさに震災前でありましたから、これ以上の分

散化は避けたいということもありまして、そう

いった意味におきまして、とぴあ庁舎へ機能を

移すことについてはいかがなものかという認識

のもとについて答弁をしてるわけでありますか

ら、震災という、思いもよらなかった本庁舎を
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失うという中にあって、ただいまの質問にあり

ましたとおり、市民の皆様の行政サービスの維

持、機能をどう図るかということが、最大の懸

案であったわけであります。したがいまして、

直ちにとぴあ庁舎への検討を重ね、議員各位に

もあの震災途上の中におきまして、大変な事態

の中におきましても、全員協議会、臨時議会と

いったものも開催をお願いいたしまして、とぴ

あ庁舎に本庁機能を移転し、市民の行政サービ

スの維持を図るという１つの考え方に至ったと

いうことと、そしてまた、この議会機能も、宮

守総合支所の機能を生かそうということで、こ

れも議長をはじめ、議員各位の本当に格別な御

理解をいただいて、ここに議会機能も維持する

ことができたということになってるわけでござ

いますので、もともと分散化という中にありま

しては、これは、いずれは市民センターの状況

等も踏まえ、大ホール、体育館の状況等も踏ま

え、そして震災前の本庁機能、これを耐震的な

問題についてどう位置づけながら、最終的には

この分散化といったものをこれ以上進めないた

めにも、これ以上拡大しないためにも、ありよ

うについて議論をしておったということである

わけでございますから、いうところの方針が変

わったとか、行政サービスの機能維持のため、

このような態勢をとったということであります

ので、何ら考え方を変えてるわけではないとい

うことは、ちょっとくどいようでございますけ

ども、申し上げておきたいというように思って

おります。 

 私は、議長をはじめ、議員各位にも、そして

また市民の皆様にも感謝しなきゃならないとい

うように思っております。この中におきまして、

早く本庁舎を建てろというような声は、まだ、

市民の皆さんのほうからは多くは出てきており

ません。しかし、やっぱり建てなきゃならない

時期はいずれ来るだろうと。したがいまして、

多くの市民の皆さんにも参加いただき、また、

議員各位からも参画をいただきながら、この庁

舎機能の再編といったものをどのように進める

かといったのは、人口減少という中において、

また、ただいまの２つ目の質問に出ました地区

センターのありようも含めて、やはりトータル

に、そして１つの人口減少といったものを素直

に受け入れる中にあって、どういう体制が一番、

市役所として、行政機能としていいのかってい

うことにつきましては、幅広く議論をしてまい

る、そのような組織もこの年明け早々には立ち

上げたいというように思っているところでござ

いますので、ただいま萩野議員からありました

ような意見は、どんどん提案していただきたい

ということを、この場をおかりいたしまして、

お願いを申し上げたいというように思ってると

ころであります。 

 さて、不祥事対策についてであります。一般

論の中で言われても答弁できないだろうと言わ

れました。一般論と具体論ということがどうな

るのかってこと、不祥事にあっては、一般論っ

てことが果たしてあるだろうかと、ないだろう

と。やはり不祥事っていったものは、起きたが

ゆえにそれに対してどう対応するかという危機

管理の問題になるわけでありますから、そのよ

うな認識で、私自身は厳しく受けとめていると

ころであります。 

 質問の中には、緊張感がないと、だれが責任

とるかわからないというような指摘もありまし

た。それは甘んじてその分については御指摘は

御指摘として、私、市長として承りたいという

ように思っております。責任を感じないとか、

あるいはどうでもいいんだっていうような気持

ちでこの仕事をやってるわけじゃありません。

本当に大変なことを起してしまったなと。もち

ろん担当者はどうしていいかわからないという

ような状況の中で、悩んでるわけであります。

起してしまった、どう責任とったらいいだろう

と。その中におきまして、まさにそれを受けと

める上司、それをきちんと支える組織といった

ものが、きちんと機能しなければならないんだ

ぞというその御指摘はもっともなことだという

ように思っておりまして、ただいま御指摘受け

たことにつきましては、私は市の行政を預かる

責任者の１人といたしまして、重く受けとめて
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おります。責任を感じないとか、どうでもいい

んだとか、そしてまた、いろんな形でのスピー

ド感がないといったような御指摘もいただきま

した。それはそれとして、そのようなことがあ

ったとすれば、そのような形での受けとめ方を

されたとすれば、私自身も非常に残念でなりま

せんし、やはり我々のというよりも、私の指示

あるいは管理、さらには指導といったものにつ

いて至らぬ点があったんではないかなというよ

うに思っておりまして、この場をお借りいたし

まして、改めて今般生じました後期高齢者のこ

の誤徴収問題につきましては、その数、またそ

の対応等につきまして、５つの御指摘がありま

した。 

 １つ目は、業者のミスをそのままにしておい

たんではないかと。それから修正後のデータに

ついての取り扱いも、今ひとつきちんと処理し

てなかったんじゃないかと。それから組織の中

でチェックが働いてなかったんじゃないかと。

そして４つ目はだれが責任者なのか明確でない、

形式的な対応で終わってしまっているというよ

うな厳しい御指摘でありました。そしてまた、

今後のこの約束と、11月30日、全協でようやっ

と出てきたではないかということもありました。

全協でようやっと出てくる前に、各議員には文

書でもって、このような事態が生じましたって

いうことは、それで第１報として、各自宅のほ

うに、文書でもって御報告申し上げております。

これはすぐにやれと、事実を持ってきちんとお

知らせをしろと、そしてただ今後、きちんと報

告するに当たっては、ただ起きましたではだめ

なんだということで、やはり相手方の委託業者

との関係もあったわけであります。これもきち

んと整理をしなければ、文字通りだれが責任で

もって、どういう経緯でこれが起きたかってい

うことは、やはり責任のある形で明らかにしな

きゃならないってこともありまして、そのよう

な形での11月30日の、最終的に全員協議会の中

にもちまして、報告を申し上げたということで

ありますので、それをもって遅いと言うんであ

れば、それをじゃあどのように持っていけばい

いかということになると、じゃあ直ちにまた全

員協議会、集まっていただきますよということ

になったかもしれませんし、また、さまざまな

ものの違いにおける、受けとめ方の違いはあっ

たかと思っておりますけども、私の立場とすれ

ば、この問題につきましても、精いっぱい委託

業者との関係を整理するという中において対応

したつもりであります。ただ、これはつもりだ

とか、言いわけするということは非常に見苦し

いわけでありますから、それはそのようなこと

を答弁しながら、一方においてはという部分に

なるわけでございますけども、真摯にただいま

の御指摘は受けとめ、市長としての立場の中に

おきまして、この問題にもこれからもきちんと

した陣頭指揮をとっていきたいというように思

っております。 

 今週中になろうかと思いますけども、関係職

員を処分するということに、今いたしておりま

す。これは、大変厳しい処分になるわけであり

ます。経済的な損失も起きるわけでありますか

ら、その中におきまする処分をするということ

を明確に、もう既に、私も態度を決めていると

ころでございまして。 

 ただ、職員を処分するということになります

と、これはさまざまな形で、簡単にはできない

わけであります。あらゆる事実をきちんと把握

して、それが間違いないということを確認した

上でなければ、処分というような権力は執行で

きないわけであります。したがって、それをも

って責任の所在も明らかじゃない、スピード感

がないという形を問われても、私自身としては、

だったらどうすればいいでしょうかということ

にもなるわけでありますので、気持ちの上にお

きましては、ただいまの萩野議員から御指摘あ

ったことは、謙虚に受けとめ、そして真摯に受

けとめ、それに向かって、ただただ言いわけを

することなく、きちんとみずからの立場にも、

そしてまた職員にもその責任といったものを明

らかにするという部分におきまして、責任の所

在を明らかにしながら、それを処分という形で

もって示し、そしてさらには今後そのようなこ
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とが起きないようにということで、また同じこ

とを言ってるということになろうかというよう

に思っておりますけども、さらに組織の引き締

めといったものも、意を用いていかなきゃなら

ないかというように覚悟をしているところでご

ざいますので、そういった面でのひとつ御理解

をいただきたいと思っております。 

 それから、勤務時間内に、その後処理をする

のはいかがなものかという話もありました。そ

の辺につきましては、まさにさまざまな形、ス

ピード感のある対応をしなきゃならないわけで

あります。職員も人なわけであります。そうい

った中におきまして、勤務時間内、勤務時間外

というその中における取り扱いじゃなくして、

もう組織一体となって、この不始末をきちんと

１日も早く正常に戻すんだという部分の中にあ

って、土日も返上して懸命にその作業に当たっ

たということの事実を、ぜひ議員各位にも御理

解をいただきたいというように思ってございま

す。 

 なお、副市長のほうから報告は受けておりま

すけども、その当該職員も含めてその組織は、

具体的には市民課になるわけでありますけども、

時間外手当については、これはみずからの意思

として返上するというような意思表示があった

ということも聞いておりますから、それはやは

りそういった事実も、職員の気持ちとして、こ

の問題を人ごとだととらえていないと、そのよ

うな行動でもって示しておるんだということも、

ひとつ御理解をいただければということを申し

上げたいというように思っております。 

 それから、地区センターの充実ということに

ついてのお話がありました。ブータン国王の来

日に伴っての国民総幸福量といったものも引き

合いに出されまして、言うなれば経済的な、所

得だけではないだろうと。いろんな意味におけ

る市民の生活における満足度といったものをも

う少し高めて、そしてまたそのようなものをき

ちんと位置づけたまちづくりが必要じゃないか

と、全くの同感であります。 

 戦後66年という中にありまして、さまざまな

形のものが、いうところの戦後復興期からそし

て高度成長期、そして安定性長期に入り、バブ

ルに突入し、そのバブルがはじけた後の、言う

なれば政治の不安定と申しますか、そのような

ものが続き、なかなか国民の、あるいは我々地

方自治体においても、その具体的な展望を見出

せないという、じれったい１つの中に、じくじ

たる思いも重ねながら、今、地域経営を行って

るというのが、私ども各市町村の今の実情では

ないかなというように思っております。 

 私は、先般尋ねてこられたある首長さんと話

をいたしました。今回の東日本大震災でもって、

市長は何を一番感じて、そして何をその中から

得たのですかと、簡単に話してくださいという

話、ありました。さて、簡単に話せっていって

も、これだけの大震災の中にあって、それを簡

単に言うってことはなかなか難しい。まさに言

い出せば切がないほどさまざまな課題っていう

のが浮き彫りになり、それが今各市町村、平成

の大合併が終了したそれぞれの市町村において

共通の課題として突きつけられてるという中に

あって、それを端的に言えばってなれば、私の

言葉をもってすれば、この東日本大震災で、東

北の岩手、宮城、福島の方々が示した１つの底

力っていったものは、私は地域のきずなではな

かっだろうかと。人と人とのつながりが、こん

なにも大切なものかっていうことを改めて知る

ところとなったと。戦後の復興の中にあって、

あるいは高度成長の中にあって、そしてまた、

さまざまな費用対効果あるいは、何と申しまし

ょうか、勝ち組とか負け組みっていう中におけ

る市町村か、そのように選別される中にさまざ

まな、競わされたというような、そのような時

代もあったわけであります。あそこの地域は勝

ったけどもこの地域は負けた。負けた勝ったと

いう話が地域経営にあっていいだろうか。それ

ぞれがそれぞれの地域の特性を生かしながら懸

命に頑張っているのが、今、地方における市町

村の実態なんだと。何も大都会だけがすべてじ

ゃないんだと。今、戦後の中において、高度成

長の中において、失われたものがいっぱいある
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と。その中にあって、遠野は自然、歴史、文化、

風土と、まさに遠野だ、遠野ならではだと、あ

るいは遠野スタイルだというような中における

評価といったものは、それぞれの地域の皆様が、

地域のそれぞれの伝統そして文化、そしてまた

人と人とのつながり、あるいはきずなといった

ものに、きちんとしたものに、こだわりを持ち

ながら、集落のあるいは地区の活性化に励んで

いるがゆえに、このような形での、遠野として

のまちづくりがあり、今回の大震災の中で、そ

の地域のきずな、人と人とのつながりといった

ものが、大きくクローズアップされ、これこそ

が大事だよなっていうことが、私は、改めてみ

んなが確認することになったのではないでしょ

うかと。ただ、これだけの多くの犠牲者が出た

というこのことについては、本当に痛ましい災

害であったけども、それを地域の活力にという

部分の中に生かしていかなかったらば、これだ

けの犠牲者の方に対する答えが見出せないとい

うようなことを常に、私自身も言い聞かせてお

ります。 

 少々前置きが長くなりましたけれども、そう

いった意味におきましては、ただいま萩野議員

からありました、地区の活性化といったものに

つきましては、これは、この場におきましても、

瀧本議員はじめ、さまざまな議員各位からも、

特にも宮守町地域の活性化のためにも、地区セ

ンターのありようということについて、さまざ

ま御提案いただき、議論いただいております。 

 今度の、24年度の組織再編の中にあっても、

市民センターのほうには、市民協働課という課

を立ち上げることといたしまして、議員各位に

もすでに御説明を申し上げているところであり

ます。これは、地区センターを、さらにこの時

代の流れ、そしてまた今の状況において、活性

化しようというものであります。改めてこの集

約化という中におけるものじゃなくして、活性

化しようと。それがいうところの改正過疎法に

基づきまして、この法律も成立が危ぶまれたわ

けでありますけども、ソフトに従事するという

中における改正過疎法といったものの中におけ

るマンパワーの活用をその中できちんと位置づ

けていきたいというように思っております。そ

のはしりが活性化専門員を既に配置しておると

いうことになるわけでありますから、これを全

地区に配置するという１つの方針で持っていき

たいというように思っております。 

 そしてまた、これは多分大きな議論として議

員各位とも議論いただかなきゃならないかと思

っておりますけども、行政サービスを充実させ

なきゃならない、維持していかなきゃならない。

広い面積の中におきまして、弱者と言われる

方々の数もふえてるわけであります。これは当

たり前のことであって、これは避けて通れない

わけであります。そして、いつ来るかわからな

い災害に強いまちづくりもしていかなきゃなら

ないということになるわけでありますから、地

区センターの果たす役割っていったものは、ま

すます重要になってくると。しかし、一方にお

いては、すべて地区センターに、前のように保

健師も含め、主事も含め、所長も含めっていっ

たような体制をとることは、これは現実的には、

これは不可能であります。限られた人材の中で、

人口減少を食いとめたいと、食いとめると、そ

れに歯どめをかけるという施策はこれからもや

っていかなきゃなりません。しかし、少子高齢

化という時代の流れはいや応なく荒波のように

遠野を襲うわけでありまして、これにきちんと

した立ち向かう対策もとっていかなきゃならな

い。となれば、この限られた市職員のマンパ

ワーをどう活用するかという中におきまして、

そして一方においては、改正過疎法という人に

着目したものとして、この財源は使っていいで

すよという形で位置づけられてるわけです。遠

野市は、改正過疎法の中における基金、過疎債

を基金としてきちんと位置づけまして、そして

専門職員としての活性化専門員を計画的に配置

するという体制を、議員各位の理解をいただき

ましてとることができました。走り出しており

ます。 

 先般、総務省の過疎対策室長といろいろと意

見交換してまいりました。岩手県の中でも、市
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長が懇談会で委員やってるからだという形での

リップサービスもいただいたわけでありますけ

ども、これは、いや、違うと、議員各位からも、

議会からも理解いただいているし、地区民の皆

さんからも理解いただいているから、基金活用

の中から、この改正過疎法に基づく過疎債を貴

重な財源としてソフト事業に活用するというこ

とで、大きくかじを切りましたと。したがって、

この４月には、そういった専門員を各地区にぜ

んぶ配置しながら、その中におきまして、市職

員との、正規職員とのバランスをどうとってい

くかということについて本格的な議論をすると

いう中におきまして、市民協働課という組織も

立ち上げたところでありますという話をしてま

いりました。 

 したがって、市職員、活性化専門員というマ

ンパワー、それから地域住民という１つの力、

そこがうまくコーディネートするものとして市

民協働課という組織を位置づけながら、そして

萩野議員がまさに思いとしてお話申し上げてお

ります地域の活性化なくして遠野市の発展はな

いんだぞということを真摯に受けとめて、それ

を１つでも２つでも具体的なものとして、見え

るようなものとして、鋭意取り組んでまいりま

すので、その決意の一端を申し上げまして、答

弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  １番萩野幸弘君。 

○１番（萩野幸弘君）  ただいま市長の御答弁

に対し、再質問をさせていただきます。 

 先ほどは、市長から、市長として責任がある

と、事態を重く受けとめているというお話を伺

いました。ただ、私も表現がまずかったのか、

できるかぎり一般論の中でお話を聞いていただ

きたかったのですが、事例に出した部分の具体

的な話をいただきましたが、私としてはそこは

本意ではございません。 

 あくまでその部分は、逆に誤解を招くおそれ

がありますので、私が一番言いたいことを端的

に表現するとすれば、震災当時、テレビも民間

の広告が自粛され、公共広告が流れておりまし

た際に、宮澤章二さんという詩人の方の「行為

の意味」という部分のフレーズを引用した公共

広告が流れておりました。心はだれにも見えな

いけれど、心遣いは見えると、思いは見えない

けれど、思いやりはだれにでも見えると、そう

いった内容の広告でございます。私が訴えたい

のはまさにその部分であります。具体的にどう

のこうのと、これはどうなってるんだと、時間

外は返上するべきじゃないかとか、そういうこ

とは私は申しておりませんので、そこの辺は誤

解のないようにお願いします。 

 そこで、私思うに、やはりおもてなしの心と

いうもの、この欠如がやはり原因ではないかと

思うときに、やはり危機管理対策として具体的

なマニュアルを示す前に、市職員としての心構

えというものを、もう少し周知徹底させるとい

うことが大事だ。そういうことを訴えたいわけ

でございまして、特にも市職員同士の連携ある

いは縦横の関係、そういったものが最近希薄に

なっている。それが今回のような不祥事を起し

たのではないか、その１つの原因ではないかな

と思うときに、やはり先ほど例に挙げさせてい

ただいた詩のような、やはり思いをもっと持っ

ていただくべきではないかなと思うんですよ。

ですから、それはやはり市長として、その辺を

どう今後取り組んでいかれるのか、そういった

部分をぜひもう一度思いとしてお聞かせいただ

きたいと思います。 

 どうもこう表現が下手なもんで、抽象的かも

しれませんが、例えば、最初に市長もお話しま

した、真っ先に議員に文書でお届けしましたと

いうことでしたが、その文書を読んで素直に納

得できるかといえば、どうかなと私は思うんで

す。発生要因が、いわゆる事実としてはそのと

おりなんでしょうが、どうもこう思いが伝わっ

てこないというか、人ごとのような表現がある

と。そういう体質という部分を、やはりもうち

ょっと認識することが大事ではないかなと。ま

た、やはり経費の内訳というのも12月２日に出

されましたけれども、そこにしても、やはり認

識が、要は経費としてかかっているのは郵送料

とか封筒料しか書かれておりませんけども、思
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いがこもっていれば、本来はここに人件費とか、

電話代とか、訪問に係る車両の経費とか、いろ

いろそういうものがかかってくると思うんです

が、そういった部分が感じられないなという部

分であります。ぜひ、いま一度そういう思いを

市長として、どのように今後職員に浸透させて

いくかをもう一度お聞かせいただいて、再質問

としたいと思います。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）  萩野幸弘議員の再質問

にお答えいたします。 

 心は見えないけれども、心遣いは見えると、

思いは見えないけれども、思いやりは見えると、

これは公共広告機構の中で盛んに使われた言葉、

キーワードであります。本当に大事な大事な言

葉だというように私も思っております。おもて

なしの心いった言葉もありました。 

 危機管理という言葉も、しかし危機管理とか

おもて──というよりも、特に危機管理にあっ

ては、一般論というのは、なかなか私はなじま

ないというように思っております。やっぱり具

体的な事例の中で、きちんとどう対応するのか

ということが、やはり執行する者の立場とすれ

ば、それがきちんと踏まえられていなきゃなら

ないかというように思っております。この心は

見えないけども、心遣いは見える、あるいは思

いは見えないけども、思いやりは見えるという

部分は、これは行政の執行に当たる者とすれば、

ごく当然のこととして、これは気持ちの中に、

あるいは仕事の中にきちんと位置づけてなきゃ

ならない、広告で言ってるなじゃないんだとい

うことに私はなろうかと思っております。 

 この部分におきまして、さまざまな部分で、

その部分でどうなんだということでありますか

ら、１つの具体的な事例の中で、萩野議員の質

問に対する私のスタンスといったものについて

ご披露申し上げたいというように思っておりま

す。 

 この東日本大震災で、職員は文字どおり思い

やりと心遣いの中で活動していただきました。

私は、当時396名でありましたけども、誇りに

思っております。よくやってくれたと、まさに

思いやりと心遣いの中でやってくれたわけであ

ります。その中で、もちろん今回のような不祥

事も起きてしまったと、残念でならないわけで

あります。しかし、それをぼやいていても、こ

れは始まらないと、これを越えていかなきゃな

らないわけであります。10月の初めでありまし

たけども、全職員にこの東日本大震災で何を感

じ、何を思ったか、まさに記憶が風化されない

うちに、職員としての立場でもって、震災にど

う立ち向かったか、また震災に直接立ち向かわ

なくても、まさに後方支援の後方として、職務

として、市職員として当然の業務を行いながら、

市民の行政サービスにもきちんと従事したと。

それは何も被災地に入らない、だけどもそれを

支えたという部分における活動もあなた方にや

ってもらったんじゃないかと。だから、その思

いをそれこそ形にしてくれということで、感想

文の提出を求めたわけであります。全職員が提

出いたしました。その全職員の感想文を１枚１

枚読ませていただきました。すべて思いが思い

やりになってました。心が心遣いになっており

ました。 

 以上であります。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午前10時51分 休憩   

────────────────── 

   午前11時01分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 次に進みます。10番瀧澤征幸君。 

   〔10番瀧澤征幸君登壇〕 

○10番（瀧澤征幸君）  緑風会に属する瀧澤征

幸でございます。通告に従い、一般質問してま

いります。 

 その前にですね、今回の大震災、私にかかわ

っては、親戚、遠い親戚ですけども、４名の方

が犠牲になってるということもございます。そ

ういった中で、本当に遠野市が後方支援として

一生懸命頑張ってこられた、特に職員の皆様方

にあっては、本当に寝る暇もない中で、ボラン
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ティアの方々を含めてですね、頑張ってこられ

たということに対しまして、心から敬意を表し

たいと思います。 

 さて、通告に従って質問してまいります。私

は１つでございます。遠野市立中学校再編成に

係る今後の取り組みについて質問してまいりま

す。 

 遠野市教育委員会は、平成25年４月１日に、

市内８つの中学校を３つに再編成しようとして

おります。その背景には、児童生徒数の減少に

よる学校の小規模化や、このことによる免許外

教科指導の増加、部活動制限や切磋琢磨の希薄

化など、さまざまな課題が顕著化してきたこと

などがあります。また、中学校の時期にあって

は、社会的に必要な基本的教育内容を習得させ

る重要な３年間であり、社会人として個性を伸

ばしていくことが求められる重要な教育機関で

もあります。 

 このことは、各学校がある程度の生徒数を確

保する中で、社会性や協調性を育て、主体的に

判断、対応できる知識や能力を持った人間形成

を可能とする教育環境の整備を推し進める必要

があるということであります。 

 しかし、一方では、廃校となる地域にとって、

まだまだ新しい既存学校施設や用地をどう活用

していくのか、スクールバス運行は本当に大丈

夫なのか、再編成後において地域との連携や文

化・芸能活動の継承をどう進めるのかなど、地

域の方々や保護者の方々は、先がはっきり見え

ない再編成に対し、まだ不安がある現状ではな

いでしょうか。 

 遠野市議会としても、調査特別委員会を立ち

上げ、各地区での公聴会を持つ中で、市民の皆

様からの生の声を把握、平成21年３月定例会で

は、その結果を中間報告しており、同年６月定

例会では、その最終報告として、地域間の温度

差の解消や住民合意にさらなる努力をすべきこ

と、通学距離や学区設定などへの課題があるこ

とから、中学校再編成については、当初教育委

員会で予定していた平成23年４月１日の再編成

同時スタートは時期尚早と考えられることを報

告しております。その結果、さらなる住民コン

センサスを得る中で、平成25年４月から再編成

を一斉に行い、８校を３校にするということで

経過してきておりますことは周知のとおりであ

ります。 

 私は、教育民生常任委員会に所属しておりま

すが、これまでも学校の再編成や統合に係るさ

まざまな行政視察を通して感じることは、学校

という施設がその地域からなくなることの住民

不安には大きなものがあるということであり、

逆に学校という施設は、地域や保護者が支えて

こそ、すばらしい教育環境となり得るというも

のでした。 

 そういう意味から、この再編成の計画決定後

の部会や各種会合にあっては、これまで反対し

ていた地区の方々も、積極的に再編成に向けて

前向きに取り組んでいただいていると聞き及ん

でおり、再編成に向けた希望の光が見えはじめ

てきているのではないでしょうか。 

 中学校再編成計画の中の再編成に当たって配

慮すべき事項の中で、教育環境の充実、通学対

策の整備、地域との連携、そして新しい学校づ

くりに向けた対応の４項目を掲げておりますが、

以上の背景等を踏まえながら、教育環境の充実

を除く３つについて順次質問してまいります。 

 まず、通学対策についてですが、スクールバ

スに、実際地域の方々に同乗していただき、冬

場を想定した速度でのバス運行試験を実施し、

住民理解を得ておりますし、住民との触れ合い

の場を教育委員会として積極的に設置したこと

は、住民コンセンサスを得る上では非常に有効

だったと思っております。しかし、児童生徒の

スクールバス停留場所までの道路整備、特にも

歩道整備や街灯整備、冬場の除雪などへの対策

も必要と考えますがいかがでしょうか。 

 次に、地域との連携についてですが、私は郷

土芸能の伝承を何とか継続して、学校教育の中

に取り入れていただきたいと願っております。

上郷町では、上郷しし踊り保存会が来年に結成

30周年を迎えることになりましたが、上郷町の

生徒には引き続きしし踊りを継承させるべく、
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30周年を機に伝承活動のさらなる発展を記念し

たイベントにしようということで、現在、着々

と事業を進めております。このように、これま

での学校の歴史や伝統の継承についても、最編

成後も継続して行っていくためには、どうした

らいいのかを今後詰めていかなければなりませ

んが、いかがお考えでしょうか。 

 地域教育協議会の学区内相互連携についての

事例紹介いたしますが、11月19日の土曜日、上

郷小学校にて「チェロと語りのコンサートｉｎ

上郷」が開かれ、土淵町、青笹町、そして上郷

町から約200人の市民の皆さん、中学生が集ま

り、すばらしいチェロ、ピアノ、語りの演出に

酔いしれるひとときを持つことができました。

主催は、上郷町地域教育協議会、共催や後援は

青笹地域教育協議会、土淵、青笹、上郷の小学

校、上郷町地域づくり連絡協議会などです。本

来はこの公演団体をお呼びするのに20万円以上

かかると言われておりますが、震災復興公演と

いうことや、上郷小学校の坂下校長先生の特段

のお取り計らいで、わずか５万円の謝礼と3,00

0円のチラシ代で、夢のような家庭教育ゼミ

ナールを開催することができたのです。恐らく

参加者の皆さんは、まさに心の財産として、こ

のコンサートに聞き入ったに違いありません。 

 このように、地域が中学校再編成に向けて、

既に動き始めておりますが、上郷小中学では、

授業参観の日に、中学校再編成関係の資料を配

布するなど、保護者の皆さんが再編成に向けた

理解を深めてもらうためのさまざまな工夫を凝

らしております。このような、地域の取り組み

状況は、他の学区ではどのようになっているも

のかわかりませんが、地域や学区が積極的に行

動に移すべき時期に来ていると思われます。い

かがお考えでしょうか。 

 次に、新しい学校づくりについてです。 

 先ほど申し上げましたとおり、学区内の交流

促進については、他の学区も含めて地域教育協

議会や地連協を中心に交流の場を設置しながら、

新たな学区づくりを進めていくことになります

が、地域教育協議会はもとより、ＰＴＡ、生徒

会、スポーツ少年団、部活動など、さまざまな

立場や団体での交流の動きが想定されるはずで

ありますし、このことがこれから最も重要な課

題になっていくものと考えられますが、その事

業展開についてどう進めようとしているのかお

伺いいたします。 

 そして最後に、学校づくり協議会の設置や動

きについてお尋ねいたします。 

 平成23年１月18日に、遠野市教育委員会告示

第２号で、その要綱が定められました。その設

置目的は、中学校再編成に係る具体的事項に関

する検討及び協議を行い、再編成を円滑に推進

するために、この協議会を置くと記されており

ます。その所掌事務等は割愛させていただきま

すが、組織が現在どのような活動を展開してい

るかについて伺います。 

 遠野市教育委員会のホームページによれば、

学校づくり協議会だよりは、第１号平成23年２

月８日発行から始まり、協議会だより第４号、

平成23年11月２日発行までインターネットで閲

覧できるようになっており、これまでの協議内

容等は、おおよそ以下のとおりです。 

 再編成までのスケジュール、協議会は原則公

開とすること、委員会の位置づけ、委員名簿の

公表、３学区部会のうち２部会が設置され、委

員委嘱を行ったこと、学区部会での主な質問や

意見、学校づくり協議会と学区部会が開催され

たこと、この時点でようやく宮守・小友学区部

会も加わり、３学区部会が開催されたこと、新

設中学校の名前を募集すること、新設中学校の

校名を検討していること、新しい制服の検討、

新中学校運営計画、閉校記念事業実行委員会

（仮称）の設置についてなどです。 

 このようにインターネットという媒体を通し

て市民への情報発信をされてることは評価され

ますが、以上の内容についての詳細は、イン

ターネット上の情報だけでは、正直よくわかり

ませんし、地域と学校をつなぐコーディネー

ターや組織設置についても、いまだ見えてきま

せん。もっと協議会や学区部会の動きがわかれ

ばいいのでは思っておりますが、いかがでしょ
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うか。 

 また、中学校再編成まであと15カ月を残すこ

ととなりました。この期間が長いか短いかはわ

かりませんが、15カ月間の新しい学校のスター

トに向けた指針やスケジュール、検討内容など

を示すべき時期と考えますが、いかがでしょう

か。 

 11月９日、あえりあ遠野にて、「伝承文化を

守る被災地の観光資源としての民俗芸能」とい

うサブタイトルのもと、大震災創造的復興シン

ポジウムが開催されましたが、その中から印象

的な言葉を紹介してみたいと思います。「虎舞

をやっているから釜石に住んでいるのだ。虎舞

がなくなったら、釜石にはもう住まなくなる。

古いからやっているのではない」「失われた地

域を、それでもつないでいくための最後の砦こ

そ祭りである。生活再建や地域再建のために欠

かせないものの１つこそ祭りや芸能である」

「祭りや芸能自体を無形民俗文化財として守る

という発想では不十分であり、むしろそのよう

な祭りや芸能を培ってきた場を守ることこそが

求められている」というものです。 

 また、12月２日の岩手日報に、「東北六魂祭、

来年盛岡開催の方向、復興への経済効果期待」

と題する記事が掲載されました。東北６県の代

表的な夏祭りが一堂に会する六魂祭、開催され

れば全国からの観光客に復興への強い決意をア

ピールし、地域経済を活性化する好機になりそ

うだというものです。このように、祭り、芸能、

場を守ることは、地域を守ることにつながると

いうことであり、必要不可欠なものであると、

私は思っております。 

 しかし、場を失っては何も生まれません。だ

からこそ、少子高齢化が進展する中、中学校が

なくなる地域では、今、大きな不安を抱いてお

ります。地域ごとに個性や風土、文化や歴史が

違います。この当たり前のことを大切にした教

育のあり方こそ、地域を守っていくもとになっ

たり原動力になったりするのではないでしょう

か。上郷町では、こうした中から、現在の郷土

芸能しし踊りの伝承活動が、保育園、小学校、

そして中学校へと確実に受け継がれているので

す。 

 過日、大峰鉱山跡地内の今にも壊れそうな建

物の中に鎮座する山神様と呼んでますけども、

この山神様を関係者と地区センターとで視察し

てまいりました。上郷町は、昔から釜石製鉄所

との関係もあり、栄華を誇った時代をありまし

た。しかし、その足跡を見直し、古くても輝け

るものをしっかり見きわめ、後世につないでい

こうとしております。小さな社の山神様を遺産

登録して、心のよりどころとしてのふるさとを

見直そうとしています。遠野市の将来を担う児

童生徒に、大人ができることは何なのかを、私

たちは自分自身に対しても問いただしていく必

要があろうかと思っております。 

 中学校再編成は、そういった意味合いからも、

遠野市を飛躍そして発展させるものであってほ

しいと願うものですので、再編成に向けた決意

を含めての御答弁をお願いし、一般質問といた

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）  現在、当委員会が進

めております中学校再編成は、児童生徒の減少

に伴い学校が小規模化する中、生徒一人ひとり

の個性や能力を十分に発揮することができる環

境をつくるということが第１の目的であり、そ

の必要性や重要性につきましては、瀧澤議員の

先ほどの御質問からも十分御理解、御支援をい

ただいているものと認識しております。 

 そのような前提に立った上で、中学校再編成

が遠野市をさらに飛躍・発展させていくもので

あってほしいという願いを込めて、特にもこれ

まで、地域と学校がともに築いてきた郷土芸能

の伝承などの活動を今後地域づくりにどうつな

げていくかという質問であると承りました。 

 他市町村の中学校再編成計画と比較するよう

なものではないかもしれませんが、私たちの中

学校再編成計画には、他市町村と違った大きな

特徴があると思っております。それは、中学校

の再編成そのもののみではなく、今後の地域づ
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くりにもつなげていくという視点で策定してい

るものであると思います。 

 議員各位も御承知のこととは十分承知してお

りますが、御質問にお答えする前に、この計画

について改めて触れさせていただきたいと思い

ます。 

 まず第１に再編成後の学校施設の跡地の活用

案の１例を上げ、地域を生かす方策の検討を地

域との協働で取り組んでいくことを明確に示し

ております。このことについては、遠野市総合

計画後期基本計画及び過疎地域自立促進計画に

おいても、旧中学校校舎利活用事業として登載

し、積極的な推進を図ることを明確に位置づけ

ております。現在、地区ごとの検討を行う組織

の設置について、他地区との調整に入っている

ところございます。 

 ２つ目に、この計画では、中学校再編成のみ

ならず、保育園、幼稚園の幼児期から小中学校、

そして高等学校まで、本市教育全般の総合的環

境整備の方向性の素案として、遠野市わらすっ

こ教育環境整備ビジョンを示し、その中で、小

学校については、中学校同様に子どもの減少は

あるものの、地域の学校として日常生活圏の中

で、地域とのかかわりを深く持ちながら、地域

を大切にする心、夢を育てることを重視し、現

在の11校で児童の知・徳・体を育てていく考え

を示しております。 

 そして、３つ目に、御質問にありましたとお

り、再編成に当たって配慮すべき事項として地

域の連携を挙げ、地域の誇り、ひいては遠野の

誇りである地域の文化や郷土芸能が継承されて

いく仕組みづくりを進めていくことにしており

ます。 

 以上、再編成計画についての前段を申し述べ

させていただきました。 

 続きまして、瀧澤議員からの御質問にお答え

させていただきます。まず第１点目のスクール

バスの停留場所までの道路整備の対策について

お答えをいたします。 

 通学対策につきましては、中学校再編成計画

の再編成に当たっての配慮すべき事項の中で、

スクールバス等、きめ細かな運行体系と通学路

の整備の２項目に整理をし、その対策の考え方

を示しております。 

 議員がおっしゃるとおり、スクールバス等の

運行につきましては、遠距離から通学すること

になる地区にあっては、実際に保護者の方々に

同乗いただき、冬場の試行運行を実施しながら、

運行体制について御理解を得てきたところでご

ざいます。 

 御質問のスクールバス停留場所までの道路整

備の対策、いわゆる通学路の整備については、

まず前提として、再編成計画にある運行経路計

画は、実地調査の基づき、きめ細かな運行体制

としており、生徒が乗降する停留所は、自宅か

ら離れている生徒であっても500メートル以内

に設定し、生徒の通学の負担軽減を図っており

ます。 

 また、計画している再編成スケジュールに従

い、この冬季間において、危険箇所の改善や防

犯灯の設置、除雪体制の充実を図るため、保護

者の方々と一緒に通学路の実態調査を行う計画

としており、その計画をもって生徒の通学途上

の安全を確保していきたいと考えております。 

 次に、２点目の再編成後のこれまでの学校の

歴史や伝統の継承についてお答えをいたします。 

 現在、８校の中学校を３校に再編成し、新た

な歴史を歩むとなっても、中学生が地域に住む

地域の一員であることは当然のことであり、各

地区の地域活動を支える上でも、大事な存在で

あることは全く変わりはありません。 

 そして、前段申し上げたとおり、この再編成

計画は、再編成後においても、各地域がこれま

で引きついできた伝統としての郷土芸能や地域

行事を各地区で継承していく方向で地域と学校

のつながりを確保する、今後の地域づくりも含

めた視点に立っております。 

 再編成に係る具体的な事項に関する検討及び

協議を行う学校づくり協議会の所掌事項のうち、

新しい学校の運営、学校生活に係る事項につい

ては、最終的に協議会組織において検討・協議

することになる計画案を、現在、３つの学区ご
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とに、教職員による新設中学校運営計画案作成

チームを立ち上げ、作業に当たっております。

また、郷土芸能や地域行事の継承につきまして

も、学校ごとに、現在、学校として取り組んで

いる地域活動の状況を整理しながら、今後の取

り組みについて検討いただいているところでご

ざいます。 

 来年１月中には、各チームから中間報告案を

提出していただくことになっておりますので、

その内容や方向性を確認しながら、学校づくり

協議会においても、また直接それに関係する地

域や郷土芸能団体も加わりながら、具体的な郷

土芸能伝承や地域活動への参加など、地域にか

かわる新しい学校づくりについて、まさに市民

協働で協議・検討することにしております。 

 この中で、議員から御質問の中で、まだはっ

きり見えてきてないのではないかというお話が

あった地域と学校とをつなぐコーディネーター

や専門組織の配置が進められてくることになり

ます。地域との連携により、知恵と工夫を出し

ながら、それぞれの学校が守ってきた地域の伝

統の継承を大切にする遠野らしい、遠野の子ど

もにふさわしい中学校をつくり上げてまいりた

いと思っております。 

 次に、３点目の学区内における交流の促進に

ついてお答えいたします。 

 御質問の中で御紹介のあった上郷町地域教育

協議会が共催して開催された新しい学区内にお

ける自主的な交流事業の実施につきましては、

新しい学校づくりに向けても大変心強い動きで

あるというものであります。遠野がここまで築

いてきた地域力を改めて考え、感銘を覚えたと

ころでございます。 

 学区内における交流の促進につきましては、

先ほどお話した新しい学区ごとの教職員による

新設中学校運営計画案作成チームや校長会に、

教育委員会が加わりながら、来年度の学校年間

行事に取り組むことができるような交流事業を、

学校が包括する中文連、中体連、市Ｐ連などの

団体や、生徒会組織などを含めて検討をしてい

るところでございます。例えば、まだ決定事項

ということではありませんが、現在、宮守町内

３小学校が合同で実施している５年生の宿泊学

習に、来年度から小友小学校も一緒に実施しよ

うとすることなどが計画の中に上げられており

ます。 

 また、地域やＰＴＡなどにおいては、自主的

な交流活動の積極的な展開について呼びかけや

支援を行いながら、生徒や保護者が安心して再

編成に移行ができるよう、学区内の交流活動等

の実施を促進していきたいと考えております。 

 次に、４点目の学校づくり協議会の活動状況

についてお答えします。 

 学校づくり協議会では、内部組織として３つ

の学区単位に、学区部会を設置し、再編成後の

校名に関すること、校歌、校章、制服等々に関

すること、また再編成に当たって配慮すべき事

項として挙げられている通学対策の整備や地域

との連携にかかわることなど、12項目にわたる

具体的な事項の検討・協議を行うこととし、こ

れまで学校づくり協議会は４回、学区部会はそ

れぞれ３回から５回開催しているところでござ

います。現在の協議の状況につきましては、議

員がおっしゃったとおり、市として９月に実施

した新設中学校の名称の公募に対する応募結果

等をもとにして、校名の候補の選定や、７月か

ら８月にかけて児童生徒、保護者を対象に実施

した新しい学校づくりに向けたアンケート調査

をもとにした制服選定に向けての方針づくりな

どを行っております。 

 また、先ほどお答えいたしました各学区にお

ける教職員による運営計画案作成チームと教育

委員会との連携のもと、新しい学校の運営や、

学校生活に係る多くの検討事項について、協議

会において検討・協議を行うための原案作成に

当たっているところでございます。いわば現在

は、協議会や学区部会において、より詳細な協

議を行うための最も重要な土台づくりを行って

いる半ばであるということでありまして、議員

のおっしゃるように、市民の皆様への情報提供

が少ないではないかと感じることもあるかもし

れません。 
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 今後においては、市のホームページ、広報遠

野や遠野テレビはもとより、町民や保護者によ

る身近な地区センター広報や学校だよりなどの

媒介を使っての情報提供に努めてまいりたいと

考えております。 

 最後に、５点目の新しい学校のスタートに向

けた指針やスケジュールについてお答えをいた

します。 

 平成25年４月１日の再編成のスタートに向け、

12の検討項目ごとのスケジュールを定めており、

そのスケジュールに基づいて、現在、学校づく

り協議会、学区部会、そして教職員による新設

中学校運営計画案作成チームを運営しておりま

す。詳しいスケジュールについては、来年１月

中に新設中学校運営計画案作成チームから中間

報告案を受けて具体的な日程調整を加えながら、

お示ししていきたいと考えておりますが、平成

25年４月からは、再編成が円滑にスタートがで

きるよう、来年９月までに検討事項の協議を終

え、以後、決定した事項の進捗状況の確認を行

いながら、平成25年２月には、再編成校となる

現遠野中学校の校舎の第１期工事と、現青笹中

学校の増築棟工事の完成により、また３月には

８校の閉校記念式典を挙行した後、いよいよ新

しい学校がスタートすることになります。 

 なお、校名につきましては、新設中学校の校

名を入れた遠野市立学校設置条例の一部改正に

ついて、平成24年３月議会定例会に提案するた

め、校名の選定を進めているところでございま

す。 

 これまで述べてまいりましたとおり、遠野市

中学校再編成計画は、市民の皆様で組織する学

校づくり協議会及び学区部会、地域、保護者の

皆様とともに考え、熟成させながら完成してい

く、文字どおりの市民協働でつくり上げていく

ものであります。 

 子どもたち一人ひとりが持つ個性や能力や夢

を生かし、さらに伸ばす教育環境を整えるため

の中学校再編成を子どもたち、保護者、学校、

地域、すべての市民が夢と希望を持ちながら、

新しい中学校をスタートすることができるよう、

さらには永遠の日本のふるさと遠野の飛躍発展

につながる中学校再編成となりますよう、誠心

誠意全力を傾け、計画の推進に取り組んでまい

りますので、さらなる御支援御協力を賜ります

ようお願い申し上げ、瀧澤議員の一般質問の答

弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  10番瀧澤征幸君。 

○10番（瀧澤征幸君）  大変丁寧に答えていた

だきましてありがとうございます。 

 実は、実際に、例えば郷土芸能について、地

域づくりについて、学校と接触する機会がこれ

までも多くございました。その中で感じること

はですね、やはり学校の先生方の立場と、教育

委員会の立場というのが、どうもうまくつなが

らないっていうか、そういう感じを持つことが

多々ございました。中学校の、中学校っていう

か、学校の再編成あるいは統合について、遠野

のような人口の少ないところではなくて、大都

市などに行きますと、ほとんどの統合後の学校

は、郷土芸能等については全く入れる余地がな

いっていうか、全然入れてもらえないのが現状

です。先ほど来、私が一般質問してきたとおり

ですね、場を守るということ、この意味は非常

に深いものがあるんだなと思うんですね。今、

少子高齢化が進んで、そういう中でこそ、文化

なり伝承というものをやっぱり大事にしていか

なければならない。でなければ、将来のある子

どもたちが、全国あるいは世界に飛び立って、

そして例えば岸田袈裟さんのように、地域に帰

って子どもたちと触れ合ったり、そして世界を

見る目をはぐくんでいただいたりということも

ですね、やはりそういう昔からある遠野市のす

ばらしい地域づくりの礎というものがそこに根

づいているからなんだろうと思います。 

 ですから、この再編成を進めるに当たって大

事なことは、学校長あるいは副校長、そういう

先生方、関係者の方々にも、やはりきちっと御

理解をしていただく必要があると思うんです。

遠野に生まれ育った先生方であれば、そういっ

た遠野の実情というのは、おおよそわかってい

ただいてると思うんですが、県の職員でござい
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ますから、そういった部分があるだろうと。し

たがって、教育委員会で進めようとしてること

と、学校側が進めようとしてることに、やはり

心の部分でのつながりがどうしても行き違いし

てしまうおそれがあるのではないかなというこ

とを、私は危惧しています。実際にそういった

ことを危惧させるような事柄や、そういう思い

が、私には伝わってきていました。ですから、

その部分の連携と申しましょうかね、そこをき

ちっとやはりつないでいっていただきたいと、

この15カ月の間にですね。 

 それから、来年の１月にある程度の指針なり

具体的なスケジュールを示されるというお話で

したけれども、小学校の５年生から中学校の１

年生以上が対象になるわけですかね。25年の４

月１日統合ということは。やはり小、中ともど

もそういった理解あるいは共通認識、あるいは

情報の共有、そういったことにより一層の御配

慮をいただきたいと思うんです。 

 それと同時に、今新年度予算の編成中だと思

いますけれども、やはり行動するということ、

まあ、ＰＴＡ同士が交流したり、子どもたちが

交流したりする、さまざまなそういう交流事業

も実際には経費がかかると思うんですね。です

から、そういった予算措置についても対応して

いただかないと、なかなか言葉だけではうまく

いかない部分もあるのじゃないかなと。そうい

う予算措置の部分につきましても、できる限り

の御配慮をいただいて、各地区が上からの指示

ではなくて、自発的に自分たちの学校をつくっ

ていこうという盛り上げをですね、そういった

ものが自然にわいてくるような形での対策とい

うことも、同時に考えていただきたいと思いま

すが、いかがでしょうか。 

○議長（新田勝見君）  藤澤教育長。 

   〔教育長藤澤敏明君登壇〕 

○教育長（藤澤俊明君）  お答えをいたしたい

と思います。 

 先ほど議員から御指摘のあった児童生徒の数

が減っているのは御承知のとおりでございます

が、遠野市出身の教職員も残念ながら減ってい

るのが実情でございます。他地区からの先生方

の応援をいただきながら学校運営に当たってい

るのですが、確かに他地区から来られた先生方

の御意見の中には、遠野市の地区とのかかわり

の強さ、広がりを感想として述べられる先生も

おられます。 

 その際には、来たばっかりの４月の段階での

そういう話合いの場があったときには、そこが

遠野の特徴であり伝統であると。で、やはり地

域の方々、それから郷土芸能を通してのかかわ

りがいろんな形で学校に返ってくるんだと、子

どもに返ってくるんだと、そういう広い視点に

立って諸行事を努めてもらいたいということは、

毎年述べております。やはり、今日の地域の中

の学校は、それぞれの地域の長い伝統の上にた

って今日があるというふうに思います。 

 ですから、古いものも大切にしながら進んで

いくのが、遠野市の今後の方向性としても大事

な一つではないかということは自覚をしており

ます。具体的には、今度の再編成で２校なり３

校が一つになった場合に、今調査をし終わりま

したけれども、今やっている地域とのかかわり、

芸能をすべて、その学校で１年間でやれるとい

う場は限定されていると思います。 

 その中で、運動会やら学習発表会やら、それ

から地域のお祭りやら、それらを１つ、２つと

限定するのではなく、今あるものを大切にしな

がらどういうふうに継承をしていくかというあ

たりの検討もやってございます。 

 学校ができたからすべてがスタートで、昔か

らのやつはすべてシャットアウトなんてそうい

うつもりは到底できませんし、やるべきことで

もないというふうに考えております。 

○議長（新田勝見君）  午後１時まで休憩いた

します。 

   午前11時48分 休憩   

────────────────── 

   午後１時00分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 引き続き、一般質問を行います。18番石橋達
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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。 

 今なお、３・11の余震が続いております。市

町村の境を越えて行動しなければならない場合

もあり、一昨日も釜石市に行ってまいりました。

現地はまだまだ難題山積、新たな問題も出てき

ております。被災された方々は、文字どおりど

ん底からはい上がるように、懸命な努力を続け

ております。家族や友を失い、家も仕事も奪わ

れ、生まれ育った故郷の原景を失った人たち、

体験談は胸が詰まりますが、お会いした人は胸

の奥深くにしまっているものがあるかもしれま

せんが、愚痴も言わず笑顔で頑張っておられま

した。 

 このたびの大震災を経験して、自分の中で何

かわかりませんが、何かが変わった気がしてお

ります。個人的に自分が生きている間は、少し

でも被災地のため何かお役に立ちたいと、この

ように思っております。 

 １点目は、「安心な地域づくりについて」今

後いつ起こるかわからない大規模災害から市民

を守るためお聞きしたいと思います。 

 遠野市の後方支援活動は、高く評価をされて

おります。先月13日に、我が党の参議院議員、

20日には衆議院議員が遠野市に入りました。大

きくこの後方支援についても評価、感心をして

おりました。市長のスケジュールの都合で13日

はお会いできませんでしたが、20日にはお休み

のところ、わざわざ出てきていただきごあいさ

つをさせていただきました。これまでの後方支

援の説明や仮設住宅のサポートセンターの視察

もさせていただきました。 

 懇談の中で、後方支援活動には法的根拠がな

いということでありましたが、東京の事務所か

らファクスで「今後の後方支援の重要性から法

改正にも取り組むよう働きかけたい」との連絡

がありました。遠野市発の仮称でありますが、

災害後方支援法のようなものができればなあと、

このように思っております。 

 遠野市では発災後、直ちに発電機、投光機の

配置など手が打たれたものもありますが、今８

カ月を経過し、ソフト・ハード両面で、この東

日本大震災の災害対応をどう総括されたのでし

ょうか。国の防災基本計画の見直しや、県の防

災基本計画も見直しが加えられました。 

 遠野市も新たな地域防災計画を発表する予定

ですが、策定にあたりどのような災害を想定さ

れたのでしょうか。また、これまでの防災対策

に「女性の視点」が決定的に欠落していること

が浮き彫りにもなっております。国の防災基本

計画には、男女共同参画の視点を取り入れた防

災体制を求めております。新防災計画の見直し

に、どう女性の視点が生かされるのでしょうか。 

 次に、災害時要援護者の支援であります。 

 高齢者の一人暮らし世帯の増加や、避難所の

生活となると想像以上に過酷であること、特に

障害を持っておられる方は集団生活が難しいこ

と、障害者や高齢者が避難できる福祉避難所の

指定がされていないこと。停電になれば命にか

かわる人、慢性疾患の方が薬が手に入らないと

急性疾患に陥ってしまうなど、緊急医療の必要

性とともに、また介護関係の施設も緊急介護の

必要性など問題提起がされております。 

 また、被災した可能性のある障害者の名前を

関係者に聞けば、個人情報保護法により安否確

認もできず、孤立状態におかれた人もありまし

た。当事者の参加も得ながら要援護者のきめ細

かい支援策を講ずるべきと考えますが、この要

援護者支援計画の作成の状況をお聞きいたしま

す。 

 先月、総務常任委員会で東京都墨田区を訪問

し、防災について視察研修してまいりました。

その話の中で、深く脳裏に残ったものがありま

す。大正12年９月１日、午前11時58分、正午２

分前に発生した関東大震災の話ですが、旧陸軍

本所被服廠の跡地に避難誘導され、安心してい

るところに、倒壊した家屋から出た火炎がおり

からの突風で都民を巻き込み、そこに阿鼻叫喚

の世界が現出し悲惨な歴史を刻んだことであり

ます。死者３万8,000名、それは地震発生から
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４時間も経過してからのことであったそうであ

ります。 

 多くの人が集まる避難所や避難場所の指揮、

運営、もろもろの判断が重要になってまいりま

す。平時、こうした避難所運営の模擬体験をす

る方法にＨＵＧというのがあります。防災訓練

に取り入れるのも一つであります。そのほか、

土砂災害対策やハザードマップの作成、地域の

周知、企業別の防災対策の策定。各家庭のあり

方では、９・１は「全国防災の日」であります

が、毎年３・11を遠野の「家庭防災会議の日」

と定め、一家で防災について語り合う日に定め

ることで、防災意識の喚起。 

 来月示される地域防災計画の内容はどのよう

になっており、どのように周知されるのでしょ

うか。防災パンフの各戸配布などもよいと思い

ますが、どのように周知をするかをお伺いした

いと思います。 

 ２点目は、「支えあう社会づくりについて」

お聞きいたします。 

 震災を契機に、ＮＰＯ団体やボランティア団

体が大きく活躍をいたしました。本年６月にＮ

ＰＯ法が改正されました。内容は、ＮＰＯに寄

附した場合の優遇税制の拡充と、「認定ＮＰ

Ｏ」の要件や手続きが緩和をされたことであり

ます。何から何まで国や行政に頼らないサービ

スであります。 

 当市の被災地支援ボランティア「遠野まごこ

ろネット」は、社会福祉協議会が中心となり結

成されましたが、ＮＰＯ法人の認定も取得し、

大きく活躍していることは敬意を表したいと思

います。12月１日の岩手日報「風土計」の記事

を読んだ方も多いと思いますが、私も胸を熱く

して読まさせていただきました。来年も新たな

事業、活動に期待をいたしております。 

 ＮＰＯの活動は20に分類されておりますが、

いずれの分野も地域経済や地域の発展を担いま

す。自助・共助・公助が調和した支えあう社会

を目指さなければなりません。市民の中には、

今後機会があれば社会に貢献したいという人も

出てくると考えます。市役所各担当部課の組織

再編、名称も変更されますが、これを契機に担

当する分野に関連するＮＰＯを立ち上げる支

援・応援をして大きく育てていくのもよいかと

考えますが、市長のＮＰＯ結成支援に対する御

所見を伺いたいと思います。 

 同じく、「支えあう社会づくり」にボランテ

ィアの存在があります。この震災で多くの遠野

市民も被災地復興のため地元で、また現地でボ

ランティア活動に参加をしてまいりました。６

月にはアメリカ合衆国のジョン・ルース駐日大

使も大船渡市に建物解体のボランティアで汗を

流しております。今は浄化センターに移転した

ようですが、遠野市総合福祉センターに設けら

れたボランティアセンターに黙々と、また、

喜々として集まる様子は心強さを感じました。 

 ここでは、ボランティア・ポイント制度につ

いて伺います。 

 本来、ボランティアは人や社会に役立つ活動、

自分から進んで無償が定義とされておりますが、

この「ボランティア・ポイント制度」は、初め

に必要な研修を受講し、ボランティアのメン

バーに登録をいたします。次に、ボランティア

活動に参加するとポイントが付与、蓄積されま

す。一定のポイントがたまるとメンバーの申請

によりポイント数で決められた特典が得られる

という制度であります。 

 具体的な例を紹介すれば、「介護ポイント制

度」などがあります。65歳以上の人が介護施設

などでボランティア活動をした場合、ためたポ

イントに応じて介護保険料軽減のため交付金が

支給されます。もともとは高齢者の社会参加や

介護予防の推進、高齢人口社会による介護保険

料の高騰と介護給付費の抑制が導入のきっかけ

だったようであります。「ボランティア・ポイ

ント制度」は有益と考えますが、市長の見解を

お聞かせください。 

 次に、「芸術・文化による後方支援等の取り

組みについて」伺います。 

 既に遠野市は文化による後方支援を打ち出し

ており、そのほかの部分でも前回の一般質問の

答弁で詳しく説明がされておりますが、市民レ
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ベルの交流について伺います。遠野文化研究セ

ンター所長に就任されている赤坂憲雄先生の復

興構想会議の提言。遠野市と文化庁主催の国立

劇場で開かれた「文化による復興シンポジウ

ム」の内容は、新聞等で拝見をいたしました。 

 今回の被災地支援で、これほどまでに芸術や

文化の力を感じたことはありませんでした。あ

るときはアスリート、あるときはアーチストが

被災者の皆様に生きる力や希望、笑顔を与えて

おります。まさしく「心の復興」であり「人間

の復興」になろうかと思うのであります。東京

都でも、東京都交響楽団やヘブンアーチスト、

芸術家を学校やイベント会場に派遣し、取り組

みが始まります。 

 御承知のとおり被災地は、根こそぎ地域の文

化財や文化遺産が破壊されております。再興支

援も行われておりますが、当然専門家の皆様や

学芸員の専門知識が必要でありますが、市民レ

ベルの力こそ大切と考えます。昔から沿岸と交

流してきた遠野郷の人の使命、役割ではなかろ

うかとこのように思うわけであります。 

 市民交流で地域文化の再興、地域文化の新た

なる創造、こうした歴史を開始しなければなり

ません。既に始まっているのかもしれませんが、

遠野には芸術・文化を愛する多くの市民がおら

れます。さらなる支援を企画し、バックアップ

していくべきと考えます。すべてを行政に求め

ませんが、どのようなプログラムが用意されて

いるのかをお伺いしたいと思います。 

 次に、「経済的支援について」であります。 

 今、三陸沿岸の被災地では生業の再生、経済

復興の扉が開き始めております。陸前高田市、

大船渡市、釜石市そして大槌町にしても船の確

保とか、漁港の整備により水揚げも出てくると

思います。私が小さい頃は、浜からショイッコ

さんというおばさんがガッチャポンプの井戸端

に魚を売りにやってきた記憶があります。小さ

い規模になるかもしれませんが、三陸沿岸でと

れた海産物を販売する場所として、空き店舗で

も「風の丘」などの一画でも無償提供をして支

援するのはいかがなものでしょうか。 

 ３点目は、「地域福祉の充実について」お尋

ねいたします。 

 過日、平成23年地域福祉懇談会が一巡し、市

民の皆様からも多くの要望、意見があったかと

は思います。本年７月、改正障害者基本法が可

決されました。改正法では、障害者の家族が差

別を受けないための支援のほか、障害者の定義

にこれまでの福祉サービスの対象外におかれて

おりました自閉症などの「発達障害者」が含ま

れることが、初めて明記されました。 

 また、政治参加の保障、刑事事件に巻き込ま

れて意思疎通ができず冤罪事件が発生したこと

を契機に、それを防ぐ手段を確保する司法手続

きの補償。東日本大震災で防災無線が聞こえず

逃げ遅れるなど、障害者への情報伝達がうまく

いかなかったケースから、防災、防犯施策にお

いても対策を講じることなどが義務づけられた

ところであります。 

 基本法の改正でありますが、このことにより、

我が遠野市として障害者福祉の部分でどう前進

するのかをお伺いしたいと思います。 

 最後に、市民誰もが年をとり、臨終のそのと

きまで健康でいたいと願いながらも介護を受け

たり、介護をしなければならない状況に追い込

まれる場合もあります。介護保険法がスタート

して11年が経過をしておりますが、いまだに課

題も多い状況にあります。政府のことしの高齢

社会白書によりますと、過去最高を記録してお

ります。来年からは、団塊の世代も65歳に突入

いたします。現在、国全体の介護費は８兆円、

15年後には約３倍の24兆円になると予想されて

おり、介護対策が大きな課題でもあります。 

 こうした背景のもと、６月に介護保険法が改

正されました。24時間対応の定期巡回、随時対

応型訪問介護・看護サービスや県の財政安定基

金の取り崩しなどであります。これらは高齢者

が地域で自立した生活が営めるよう、切れ目の

ないサービスが提供される「地域包括ケアシス

テム」を目指しておりますが、実際は乖離を感

じるところであります。 

 第４期介護保険事業計画で実施されました特
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別養護老人ホームの増床、小規模多機能施設や

グループホームの整備、そして新たな第５期介

護保険事業による跳ね返りと言いますか、そう

したものが原因で介護保険料がふえるとの見通

しがありましたが、明確な金額は示されません

でした。 

 今定例会で示されてもよいのではないかと考

えますが、これは県の財政安定基金等取り崩し

の方針が示されないから、市としても算定がで

きないものなのでしょうか。第４期介護保険計

画の第１号保険料の全国平均は4,160円程度で

した。第５期では5,200円程度になるのではな

いかと、このように厚生省では試算をしており

ます。多額の増加率に私は感じております。 

 第１号保険者の負担は5,000円が限界と言わ

れておりますが、遠野市の場合第１号保険料の

平均は大体3,700円前後から第５期は4,200円程

度になるのではないかと、このような予想もあ

りますが、増額する額や伸び率が気になるとこ

ろであります。遠野市民の所得平均は言わずも

がなでありますが、市民負担をできるだけ抑制

するためにどのような対策や低所得者への対策

を伺います。 

 看護師、介護職員の人材確保介護職員処遇改

善もしなければならない。市内の介護施設の体

制、広範な地域的条件と採算性、介護保険法が

改正されましたが、当市は課題も多々でありま

す。さらなる国や県の支援がなければ厳しいよ

うに見えますが、来年４月から始まる遠野市の

介護保険サービスの取り組みをお聞きしたいと

思います。 

 以上でございます。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  石橋達八議員の一般質

問にお答えいたします。 

 まず答弁に入る前に、大震災で何かが変わっ

たというような認識が御披露されたわけであり

ます。東日本大震災、大変な大惨事であったわ

けであります。被災者の方はもちろんのこと、

それぞれの立場の方が、まさに何かが変わった

というような中に、また何かを変えなければな

らないという思いの中に私はあるんじゃないか

なと思っておりまして、ある会合でこの議論に

なったときに、国が国難という形で位置づけて

いるのであれば、戦後66年この中にあって、さ

まざまな仕組みが制度疲労を起こしていると。

で、人口減少社会に日本も入ったと。少子高齢

化の荒波がまともに受けていると。そしてまた

都市と地方の格差ももう大変な形で格差が広が

り都市部へ集中し、過疎という中における地域

におけるありようなどもいろいろ問われておる

中で、新たな仕組みをやはりつくるという中で、

この犠牲になった方々に対する答えといったも

のが必要ではないだろうかというような議論に

なったことを、ただ今の質問を聞いていて思い

起こしたわけであります。 

 やはり新たな仕組みを立ち上げるという部分

が、私はいろんな分野で大切ではないかなと思

っております。また、横山、遠山両議員が土日

ということを利用してでありましたけれども、

かなり丁寧に本県の後方支援の状況なども調査

をいただいたということでありまして、この中

における後方支援活動に何らかの法的根拠とい

ったものを位置づけるということも必要ではな

いかということが、国レベルでも議論が始まっ

たということも私も聞いておりまして、これは

やはり市民の底力であったのではないのかなと

いうように思っておりましたので、こういった

ようなものが今回の震災の中から具体的に動き

出せればいいかなということを、私も望んでい

るところでもあります。 

 さて、質問につきましては「安心な地域づく

りについて」それから「支え合う社会づくりに

ついて」、それから「地域福祉の充実につい

て」ということで、３つに大きな項目があった

わけであります。 

 この中におきまして、「安心な地域づくりに

ついて」でありますけれども、要援護者の支援

対策の進捗状況はという質問の項目がありまし

た。これは具体的な数字をもって、この東日本

大震災の中でこの要援護者の方々にどのように
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対応していったのかということも一つあります

ので、これは担当部長の健康福祉部長のほうか

ら、この点については数字をもってお答えいた

し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、それぞれ介護保険制度についての

取り組みもあったわけでありますけれども、そ

の点につきましては私のほうからの答弁とさせ

ていただきます。 

 ではまずもって、この「安心な地域づくりに

ついて」という質問について順次お答えをして

まいりたいというように思っております。安心

な地域づくりと、これはまさにただ今の御質問

にありましたとおり地域防災計画の内容、ある

いは防災計画には女性の視点が必要じゃないか

と、ハザードマップなどの新防災の取り組みは

どうなっているんだろうと、家庭防災会議の日

などを制定してはどうだろうというような、そ

のような具体的な提案も含めての御質問であっ

たわけであります。 

 まず、この地域防災計画の内容についてであ

りますけども、これにつきましては、これまで

のこの６月議会あるいは９月議会、さらには臨

時議会等につきましても話は申し上げてきてお

りますけども、３月11日のこの東日本大震災の

２日後に防災会議委員を緊急に招集いたしまし

て、市役所前のテントにおきまして罹災の状況、

情報共有化をはかりながら、そのような対応も

行ったところであります。 

 そして、また５月の11日でありますけども、

今後の当市における地域防災をどのような形で

見直しをしたらいいかという形で、情報を共有

するということで遠野市防災会議を速やかにこ

の５月11日に開催いたしました。この会議の場

におきましては、ただいまの御質問にありまし

たとおり、この発電機なり備蓄食料なり、毛

布・暖房器具などについての取り組みを確認し

ながら、これに伴いまして６月議会におきまし

ては予算等の議決もいただきながら、こういっ

た当面、直ちにと申しますか、いつ来るかわか

らない災害に備えるべく備蓄についての所要の

予算なども議決をいただきまして、各地区に整

備を終え、各地区センターにも配置をするとい

うような形での取り組みをさせていただきまし

た。 

 そして、これは地域防災計画の修正を待って

おったんでは、それこそ２月、３月、１年後に

なってしまうわけでありますから、これは議員

各位もそれこそ、きちんと理解をいただきまし

て６月議会に所要の予算が認められたというこ

とに伴いまして、差し当たりのものというか、

そういった暖房であるとか発電であるとかとい

ったようなものにつきましては既に配備は終わ

っておると。もちろんこれは地域防災計画の修

正にもきちんと位置づけるということにはなる

わけであります。 

 そして、この部分におきまして、ただそうい

ったように６月議会で措置したからいいという

ことじゃなくして、この地域防災計画の見直し

に当たりましては、防災会議の委員、関係機関、

団体、そしてこれは特にも避難所になった50箇

所の自治会等から意見を聞き取りながら、また

職員の意見も参考にしながら取りまとめを行っ

ておりまして、去る11月４日、第１回の防災計

画見直し検討庁内会議を実施しておりまして、

そしてその中におきましては「人・まち・体

制」といったものを一つのキーワードにしなが

ら、この地域防災体制の確立、それからいうと

ころの減災対策、それから避難者支援といった

ことを図ることを主な内容として確認をしてお

ります。 

 特にも、この地域防災体制の確立におきまし

ては、各地区センター、各自治会を拠点とする

と。そして減災対策におきましては衛星携帯電

話での孤立地区の解消とか、このエリアメール

あるいはケーブルテレビ、防災行政無線など災

害情報のいわゆる伝達の多重化、近箇所等の情

報提供についても見直すというような位置づけ

をいたしております。 

 それから、避難者支援におきましては、非常

電源の整備、それから食料供給等そういったよ

うなものの確保、入浴施設の確保、備蓄食料体
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制等について見直しを図りながら、主な修正項

目は37項目という形で位置づけております。 

 そのほか、来年７月に今工事が進んでおりま

すこの遠野市における防災の拠点施設でありま

す新消防庁舎の供用開始が始まります。ここに

おきまして避難施設あるいは部隊集結、後方支

援拠点、防災教育そういったようなことが、そ

れぞれ文字どおり縦糸、横糸で絡まるような形

での拠点化を図るということにおける取り組み

も、現在、進めているところでもあります。 

 また、これにつきましては、この地域防災計

画は今のような計画のプロセスの中で見直しを

図り、順次やれるところからやっていくという

体制はとりたいというように思っておりますけ

ども、来年１月早々予定しております「市長と

語ろう会」、これのテーマの中においても、こ

の地域防災のありようについてテーマにした形

で集中的に、地域住民の皆様の意見を把握しよ

うというように思っているところでもあります。 

 そういった経過を踏まえまして、来年３月に、

この遠野市地域防災会議を開催いたしまして、

所要の修正手続きを経たうえで体制を整えると

いう、そういうプログラムでまいりたいという

ように思っておりますので、ひとつ議員各位か

らも、この防災計画のありよう、またどういう

点を盛るべきか、どのような形で予算化を必要

とするのか、新たな仕組みとしての体制をどう

つくったらいいのかといったようなことについ

ての御意見も、またいただければということを、

この答弁の中で皆様にも、議員各位にもお願い

を申し上げたいというように思っております。 

 私は、こういった修正計画を進めるにあたり

まして、きょう午前中の一般質問でありました

とおり、「心は見えないけれども心遣いは見え

る」と、「思いは見えないけども思いやりは見

える」というこの言葉、非常に大切な言葉では

ないかというように思っております。ここの心

遣いあるいは思いやりといったものが、やはり

この防災計画の中にもきちんと言葉ではなく、

形としてあるいは仕組みとして出さなかったな

らば、それこそ単なる「絵にかいた餅」の地域

防災計画になってしまうというように思ってお

りますので、ぜひそのような形での御協力もま

たお願いを申し上げたいというように思ってお

ります。 

 それから、女性の視点、これは大変大事なこ

とであります。今般50箇所、約2,000名を超え

る市民の皆様が避難いたしました。そしてまた、

もう一方においては沿岸地域からも特別養護老

人ホームの方をはじめとする災害弱者という方

が、遠野に一時的ではあるけれども避難をして

まいりました。そして、また知人、友人、親戚

を頼って500名以上の方が遠野に身を寄せなが

ら、まさに大変な生活を行ったというような現

実もあるわけであります。その中で、まさに活

躍をした方々は女性の方であります。これはま

ぎれもない事実であります。 

 したがいまして、この女性の視点といったこ

とは、私は大変大事な視点であろうかというよ

うに思っております。女性の、この遠野市は14

万食とも超えるおにぎりを送り続けた、あるい

は避難所生活におきましては、避難者の方々の

生活のケアも行ったというような形のものが随

所にあるわけであります。「おせっかいおばあ

さん」という言葉も、神戸の新聞に大きく取り

上げられ、先般神戸におじゃまをしたときに、

神戸市長から、このおせっかいおばあさんの話

が話題になりまして、おばあさん方によろしく

伝えてくれというような話を、神戸市長さんか

らも直接いただいてきたわけでありますけども、

まさに女性の方々の活躍がそのような形で遠野

の後方支援という取り組みの中におきまして、

大変な輝き、光をしたと申しますか活動したと

いうことになろうかと思っております。円滑な

避難生活あるいは避難所の運用、そのようなも

のの中に女性の意見ということで、これは当然

だというように思っておりますので、事務局の

ほうに指示をし、この防災会議そのものの規約

なり要綱なりということになれば、また役所と

しての一定の手続きもまた必要とするわけであ

りますから、オブザーバーでいいから参加して、

実質中身として意見を反映させるようにという
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ような形で指示をし、女性の視点といったもの

を平常時、あるいは災害時といったものの対策

に反映させるような、そのような形で対応した

いというように思っておりますので、よろしく

お願いいたします。 

 それから、続きましてハザードマップの新防

災への取り組みという一つの項目があったわけ

であります。したがいまして、この防災ハザー

ドマップなどのこの取り組みは非常に大事な、

災害予防につながる重要な活動であります。自

主防災組織の結成、防災リーダー研修等におき

まして、まず身近な防災マップの必要性といっ

たものを指導しながら、そのような対応を行っ

ておりまして、現在では青笹町、それから遠野

町では３つの行政区、それから松崎町、綾織町、

上郷町、鱒沢町、８行政区で作成している状況

であります。 

 これは消防あるいは活動専門員の防災担当と

いった方々が地域に入りながら実施しておりま

して、８行政区で作成しておりますので、これ

を順次広げていくというような体制をとりたい

というように思っております。なお、上組町の

行政区でありますけども、子ども会が子どもの

視点で見た地域防災マップといったものも作成

しているというような報告も受けておりますの

で、これなどもやはり大事な切り口ではないだ

ろうかというようにも認識いたしております。 

 いずれ、この土砂災害、急傾斜地の危険箇所、

孤立地区の図面こういったものはまさに基本的

なデータであります。基礎的なデータでありま

す。これをきちんとマップの中に位置づけなが

ら、もう一方においては主要避難箇所を明示し

た防災マップといったものをきちんと情報を共

用をすると。これを私は、この地域活動専門員

といったものも位置づけながら、そういったマ

ンパワー、消防職員、それから行政区長さん、

そのような方々とまさに連携を図りながら、市

民協働のこの仕組みの中からこのようなものを

きちんと、全地域に広げるということが大事か

というように思っておりますので、これにつき

ましても、このような取り組みを積極的に進め

たいというように思っております。 

 それから、もう一つの家庭防災会議の日など

を制定してみてはどうかというお話がありまし

た。 

 この「防災の日」、これはあります。もう戦

後ずっと「防災の日」と。ただ私は、これはず

っと戦後、ずっと防災の日となったと思ってい

たんですけども、実は昭和35年なんですね、こ

の「防災の日」というものが制定されたと。 

 そして、今の災害救助法といったような法律

もきちんと法律化されたのは、昭和36年、いわ

ゆる伊勢湾台風を契機として、災害救助法とい

ったものが法律的にきちんと確立されたという

ことになっているわけであります。 

 したがって、この９月１日の防災の日には全

国各地で防災に関するさまざまな行事が行われ、

市民に対する、住民に対する防災意識を意識づ

けする日ということでずっとあるわけでありま

す。 

 阪神淡路大震災が平成７年の１月の17日の午

前５時46分だったわけです。阪神淡路大震災は

１・17と、今度の東日本大震災は３・11と、関

東大震災は９・１ということになるわけであり

まして、ただこれだけの広大な面積の中におき

まして、大変な惨事としての東日本大震災であ

ったわけでありますから、この３・11というも

のも文字どおり国民がすべて等しくこれを受け

とめながら、防災を考えるという日に当然私は

なってくるのではないのかなというように思っ

ておりまして、この当市も48年間慣れ親しんで

まいりました市民のよりどころであった本庁舎

中央館も全壊するというような被災もあったわ

けであります。 

 そして、先ほど来申し上げておりますとおり

市内50箇所、2,027人の市民の皆様が避難所生

活を余儀なくされたと。これも遠野市始まって

以来の出来事であったわけであります。それを、

市民の皆さんのそれぞれの立場による御協力も

いただきながら、さまざまな問題点はあったと

いうものの避難所生活も、あるいは後方支援活

動におきましても一定の役割を果たせたという
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中にございまして、これを風化させないという

一つの取り組みも必要じゃないかなと思ってお

りますので、３・11は地域、家庭、職場で防災

を考え、災害に強い遠野としてのまちづくりを

考え、もう一方においては連携と交流の中にお

ける後方支援の一つのお互いのあり方なども考

えながら、減災と申しますかそのような形で取

り組む、災害に強いまちづくりを行う、人と人

とのきずなを大切にするといったことをみんな

で考えるそのような場としてと言いますか、そ

のような日として位置づけるということも必要

じゃないかなあというように思っておりますの

で、御提案の趣旨をそれこそ前向きに検討しな

がら、地域防災計画の見直しの中にありまして、

このようなこともきちんと位置づけていきたい

というように考えておりますので、よろしくお

願いをいたします。 

 要援護者の支援対策の進捗状況については、

冒頭申し上げましたとおり、この後健康福祉部

長のほうからその取り組み状況についてお答え

を申し上げますけども、この要援護者と言われ

る方々のこの取り組みも、非常に大事な取り組

みであるということに承知はいたしております

ので、千数百名の方々が対象者にあるわけでご

ざいますから、その状況について御答弁を申し

上げます。 

 大きな項目の２つ目であります「支え合う社

会づくりについて」であります。 

 この中にございまして４つの項目が質問とし

て取り上げられました。１つはＮＰＯの結成の

支援についてと、それからボランティア・ポイ

ント制度のたち上げについて市長はどう考える

んだと、それから芸術・文化こういったような

心の復興と申しますか、文化による復興支援プ

ロジェクトというのも、ものすごく大事だし、

支え合う社会づくりにとってはすごく大事じゃ

ないだろうかと。それから、もう一方において

は４つ目として経済的な支援における、そのさ

まざまな取り組みもすごく大事ではないだろう

かという中に質問が位置づけられてあったわけ

であります。 

 まず、ＮＰＯの結成の支援についてでありま

すけども、当市では現在７団体がＮＰＯ法人と

して登録認証されております。じゃあ、その具

体的なとなりますと、「遠野まごころネット」

「遠野物語研究所」「明成会」「遠野山・里・

暮らしネットワーク」「ＦＣとおの」「遠野エ

コネット」「黄金っと」といった７つの団体が

ＮＰＯとして法人化されておりまして、この活

動の分野も文化や福祉、環境、スポーツ、多様

な活動を展開しているわけであります。 

 その中におきましても、今度の東日本大震災

におきましてもこういったＮＰＯ法人が、それ

ぞれ設立の趣旨に基づきまして、まさに多面的

な形での後方支援活動も含め、まさに縁をきず

なにするような取り組み、そして何よりも遠野

のこの底力といったものを、このＮＰＯ活動の

中から見出そうということにおきます大変な活

動を行っていただいているわけであります。 

 御案内のとおり、平成19年の２月に「みんな

で築くふるさと遠野」といったような取り組み

における指針を策定しておりまして、市民と行

政の協働でもってさまざまな活動をしてこよう

と。まさに石橋議員の質問にもありましたけど

も、何でもかんでも国や行政に頼らない新たな

サービスであるんだと。そのような中で、今ま

での行政が主導的な役割を果たしていた部分を、

新たな担い手であるこの市民協働による重要な

パートナーとして一つの形であるというように、

私もこのＮＰＯ法人についてはそのような認識

を持っているところであります。 

 したがって、この市民協働の進展を図ってい

く上で、協働のパートナーをいかにふやしなが

ら、そのすそ野を拡大していくかということが、

今問われているんではないかなというように思

っております。そのためには、この結成や運営

にあるいは活動に関係する各担当部署と密接な

連携が、特にも必要ではないかなというように

承知しておりまして、これが今般市民センター

のほうに、来年の４月でありますけども市民協

働課といったような一つのセクションを設ける

というのも、良好なパートナーとしてのこのよ
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うなＮＰＯ法人と対応していくというような中

における位置づけとして、このような市民協働

課も位置づけているところであります。 

 そういったようなものも含めながら、それぞ

れこのＮＰＯ法人の方々が存分な活躍ができる

ような環境は、やはり私はつくっていく必要が

あるんじゃないかなというようにも思っており

ます。なお、このＮＰＯにあってもさまざまな、

認定ＮＰＯ法人というのも、その定義としてあ

るわけであります。このＮＰＯ法人のものとし

ての認定ＮＰＯ法人というのも、国税庁が認め

ればという部分にあるわけでありますけども、

当市においてはまだそのようなところまで行っ

ている法人はありません。ただ、全国的な動き

を見ますと、この認定ＮＰＯ法人という中にお

きまして、税制上のいろんな恩典、さらには活

動する場合における寄附を受ける場合の税負担

の軽くなるという優遇措置といったものもいろ

いろ出てきておりますので、このようなものに

近づければなお一層、文字どおり行政のパート

ナーとして、市民協働の具体的な相手方として

の位置づけが、なお一層明確になるわけであり

ますから、そのようなものも応援してまいると

いうことも必要では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。 

 それから、２つ目のボランティア・ポイント

制度、これは大変貴重な提案というように受け

とめました。この部分につきましては、実はこ

れは具体的には東京都の稲城市でもって採用に、

このボランティア・ポイント制度を考案し採用

したというのが東京都稲城市にその事例がある

わけであります。 

 この経過をちょっと見てみましたところ、こ

の稲城市にあっては介護保険料を減額する制度

の創設を厚生労働省に提案をしたと、要望をし

たと、このポイント制度をですね。そうしまし

たところ、このボランティア活動になじまない、

対価的な性格があり、本来の意義が薄れると。

保険料は所得に応じて決定されるもので、ボラ

ンティアに参加したものの保険料を参加しなか

ったものに負担させることになるといった反対

が相次いだため、これを断念したという経緯が

あるんですね。だから、この辺の議論も、私は

非常に、言うなれば活動に評価ポイントを付与

するという、だからこれを断念し、活動に評価

ポイントを付与するという制度に稲城市は変更

していったというわけであります。 

 これも非常に議論をし、検証するに値する一

つの課題ではないかなというように思っており

まして、全国のこのポイント実施自治体の制度

内容を見ますと、介護支援にかかわるボランテ

ィア活動を行った高齢者、原則65歳以上に対し

て実績に応じてポイントが付与され、たまった

ポイントに応じて現金化、換金ですね、寄附が

できる仕組みといったものがもっとも多いとい

う状況にあるということであります。 

 したがって、この制度の趣旨そのものはボラ

ンティア活動を始めるきっかけ、あるいは活動

継続への励みといったものに位置づけられるわ

けでありまして、介護支援ポイント制度では、

高齢者本人の健康増進や介護予防、社会参加や

地域貢献を通じた生きがいづくりの促進を目的

としているということには、なるんではないの

かなというようにも、それを全国の事例等を見

まして、そのような認識は私自身は持っており

ます。 

 ただ、一つの現状として見た場合に、こうい

った制度をいち早く導入した自治体の場合にあ

っても、この市民の間で顕著な盛り上がりを見

せているとは言い難いようだというような、そ

のような一つの冷めた現状もあるというように

も聞いております。したがいまして、このいう

ところの善意による自主性、これは自発性とい

う言葉にも言われるかと思います。それから無

償性、公益性と、ボランティア活動にはこれが

あるわけであります。自主性と無償性と公益性

という３つの原則があるわけでありまして、こ

れは本人の精神的充足感といった、これは抽象

的な言葉になろうかというように思っておりま

すけども、そういった自由意思による、そして

精神的充足感により支えられているというもの

がボランティアということになろうかというよ
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うに思っておりまして、活動の結果の対価を事

前に期待しているという一つのものではないん

ではないだろうかと。ちょっと、これは余りに

もきれいごとを言いすぎるという部分もあろう

かとは思いますけども、そのようなこともある

んではないかなと思っております。このボラン

ティアの３原則といったものは、もう文字どお

り社会的に認知もされている言葉なわけであり

ます。自主性、無償性、公益性といったもの。 

 したがいまして、先にポイント制度がありき

ということになってしまいますと、ポイントを

取得するためのボランティア活動ということに

なりまして、それをポイント制度に持っていく

ことによって、行政がこの３原則である自主性、

無償性、公益性といったものの原則を否定して

しまうことにはなりはしないかという部分も、

ちょっと気になるところでありまして、これは

私は大いに議論してみたいなというように思っ

ているところでもあります。 

 そして、そのような中におきましてこの部分

を、まさに避けて通れない高齢化社会、あるい

は介護といったものも含め、この少子高齢化に

伴う高齢者の中におけるものとすれば、なお一

層、こういった継続してボランティア活動の中

から弱者の皆様へのきめ細かいと申しますか、

そのような対応というはますます必要となって

くるわけでありますから、こういった点につい

ての一つの具体的な検証を、ただ今の御質問を

踏まえた上で検討していきたいものだなという

ように思っております。 

 私は先ほどの石橋議員の、この支え合う社会

づくりについてという中における質問の中で、

改めて思ったわけでありますけども、この３月

11日の東日本大震災、昔ながらの遠野市民、こ

れは遠野郷といってもいいかと思います、の

人々の善意による自主性、いわゆる、自発性で

あります。無償性、公益性という自然発生的な

後ろから支える姿、そして共助の精神といった

ものが、この被災地後方支援活動の根幹を支え、

そしてまたそれをきちんと物資両面に力強く支

えた姿というものがそこにあったんじゃないの

かなというように思っております。その活動の

中から誰か対価を求めてきた人がいるだろうか、

いないと、これは誰もいません。そんな中にお

きまして、この遠野としての底力といったもの

がそこにあったと。まさに善意、目立たない支

援、表には出ていない支援といったものも数限

りあるわけでありまして、まさに私がいつも言

う、当たり前の遠野市民の姿というのがそこに

あったのではないのかなというようにも思って

おります。 

 それぞれが隣の方に声をかけ、安否を確認し

合う姿がありました。炊き出しのおにぎり、握

力がなくなるまで握り続けたという姿がそこに

ありました。米はどうなんだという形で自分の

ある米を対策本部に軽トラックで持って来た方

もかなりの数になりました。その中におきまし

ては、当分俺のところで食う米は、当分間に合

うから、まず、という形で置いていった方もた

くさんあったわけであります。粉ミルク、紙お

むつ、衛生用品、さまざまなものをそれぞれや

りくりをしながら提供してくださった市民の

方々がおりました。そして、また地区集会所や

地区センターなど、避難所を支えてくださった

地域住民の方々、国内外からもボランティアを

支えてくださった地域住民の方々、まさに遠野

という場の力の中に遠野という人の姿がその中

にあったわけであります。 

 これは本当にこの場をお借りいたしまして、

改めて感謝と、また御礼もしなければならない

し、これをまた一つの遠野のただいま話しまし

た、支え合うという部分の中における一つの仕

組みとしてもっていかなければならないかとい

うように思っております。市民の皆様の善意に

必ずしも甘えるというつもりはありません。行

政としての厳しい姿勢を持たなきゃなりません。 

 これは午前中の萩野議員に対する質問の中で

も申し上げましたとおり、我々は我々としての

中におきまして、きちんとした市民に対する責

務、義務そういったものは果たし、また責任も

果たしていかなければならないということは、

まさにこれも当たり前なことでありますけども、
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いかんせんこのような形でのいろいろな事案も

出してしまうというような中にあって、しかし、

それにめげずにやはりこのような市民の皆さん

の力がある以上、それに向かってやっぱり市民

のみなさんの負託に応えるような、そのような

形で市職員一丸となって、このようなものに立

ち向かっていこうじゃないかということがあっ

て、この市民協働といったような仕組みが、ま

さにきちんとした仕組みになるんではないかな

というようにも思っているところでもあります。 

 次に、文化による後方支援であります。 

 これにつきましては、具体的なプログラムが

どのように用意されているかと。この文化によ

る後方支援といっても大変大事な支援でありま

す。三陸文化復興プロジェクトと位置づけまし

て、献本活動、本の献本活動、それから文化財

レスキュー、大きな２つの柱として活動してお

ります。この献本活動は、現在までに約24万冊

集まっております。そしてそのうちの仕分けが

終った、整理が終わったのは、約８万冊。神奈

川大学が駅伝リレーということで定期的に20人

近い学生ボランティアを派遣してきておりまし

て、既に1,000人超えました。それから、まご

ころネット、遠野中学校の生徒、市民の方が今

まで約2,000名の方がこの活動に従事しており

ます。 

 しかし、この全国から寄せられた本、これは

確かに大事な、大事な心の文化による復興支援

活動なわけでありますけども、全国のまさに善

意として24万冊もの本が遠野に集まっているわ

けであります。しかし、残念なことにこの中に

は、日に焼けたり、汚れたり、とてもじゃない

が、このまま被災地のほうに送られないような

本も、約２割以上あるわけであります。それを

後方支援だ、中継だという中におきまして、そ

れをそのまま本を被災地の学校なり、図書館な

りに送ってしまったんでは、まさに善意が、思

いも心もまさに見えないどころか、大変な状況

になってしまうわけであります。 

 したがいまして、このボランティアでもって

献本活動に従事している方々が、それを文字ど

おり思いやりと、そして心遣いの中から丁寧に

整理をしたものを被災地のほうに届けておると。

届けた時点にあっては、全国の善意が文字どお

りちゃんと善意になって、２割の方々の不誠実

な、まさに心を踏みにじるようなそのような行

為といったものは、遠野の中できちんと遠野の

心として、善意のものとして仕分けられている

んだと。それは見えないし地味な活動であるん

だということも、また我々はこの活動をしてい

る方々に対して、まさに感謝もしなければなら

ないかというようにも思っております。 

 また、この古文書と申しますか、これにつき

ましても大変な被災を受けているわけでありま

して、これにつきましても、単純作業ではあり

ますけども、これは文化財レスキューというこ

とになろうかと思っておりますけども、大槌町

の、今現在ですけども大槌町立図書館から救出

して、海水や泥にまみれている議会資料、ある

いな新聞スクラップ等約700点を、まさに地味

な活動の中でよみがえらせているわけでありま

す。脱塩ということで塩分を除くという化学処

理をしながら、そしてクリーニングをして、乾

燥をすると。作業そのものは単純なわけであり

ます。脱塩をし、クリーニングをし、そして乾

燥作業という中でその３つの工程を取ると、ま

さに100年前の大槌町の議会資料が見事によみ

がえるわけでありまして、その作業を繰り返し、

繰り返し市役所東庁舎のあそこの場におきまし

て、ボランティアの皆様の協力をいただきなが

ら作業を行っているということで。 

 特に大槌町の議会資料は明治24年から昭和30

年までの資料、158冊、明治29年、昭和８年の

津波の被害や復興の記録なども含まれているも

のにつきまして、よみがえらせておりまして、

まさに100年の歩みがこの遠野の文化財レスキ

ューの活動の中からよみがえらせているという

ことでありまして、被災地の自然、歴史、文化

を後世に伝えていく大切な宝を、１点でも多く

救済しながら返還していきたいというように、

そのような文化財レスキュー活動も行っており

ます。 
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 それから、もう一つはこの中におきまして来

年の２月か３月になろうかというように思って

おりますけども、位置づけておりますけども、

文化庁の支援をいただきまして沿岸各自治体と

実行委員会を組織いたしまして、東京都と遠野

の２カ所で「震災からよみがえった東北の文化

財展」を開催する予定としております。 

 三陸文化復興プロジェクトは地道で時間のか

かる取り組みであります。また、目立たない仕

事であります。しかし、これは被災地の復興と

心情を思い取り組むことによりまして、５年先、

10年先を見据えながらこの活動も遠野市として

強めていきたいなというようにも思っておりま

す。 

 それから、４つ目であります。物産販売の経

済的な支援からの必要、特にも被災地の海産物

等のそのようなもので具体的な対策はあるかと

いう質問をお受けいたしました。 

 10月15、16日に行われました第37回遠野市産

業まつりにおきましては、支援コーナーを設け

まして沿岸被災地からの６業者の方の出店があ

りました。その中におきまして、それぞれ後方

支援活動の中における友好市町村も出店をして

いただきまして、一緒に販売、ＰＲを行ったと

いうことであります。あるいは「遠野ふるさと

公社」のほうにおきましても、独自事業といた

しまして風の丘でのそれぞれの販売や、それか

ら沿岸被災地の道の駅への出張販売などのこと

も行っております。 

 したがいまして、議員から提案のありました

販売場所の提供支援などにつきましては、まず

一つは「遠野ふるさと公社」で来年の１月から

毎週日曜日に、風の丘のエントランスホールを

活用いたしまして販売場所を提供するというこ

とを企画しております。この中におきまして、

今いろいろ議論をしておりますけども、この三

陸海岸と内陸を結ぶ要衝の地として、交流のま

ちとして、市のまちとして遠野が一定のまちづ

くりを歩んできたという歴史があるわけであり

ます。いうところの市日の歴史があります。 

 したがいまして、この沿岸被災地等の物産、

それから内陸の物産といったようなものを、言

葉としてはありきたりな言葉になろうかという

ように思っておりますけども、復興市のような

イベントも商工会の皆様とか、さまざまな皆様

の協力をいただきながら、このようなイベント

として位置づけながら被災地の方々を元気づけ

るという、そのような取り組みもあってもいい

のじゃないのかな、というようにも思っている

ところでありますので、いい御提案等がありま

したならば、なお一層御提案等をいただければ

というように思っております。 

 それから、３つ目の地域福祉の充実のほうに

進めさせていただきます。 

 この改正障害者基本法の内容に伴う取り組み

ということで、遠野市として改正障害者基本法

に伴う取り組みはということでありました。 

 この改正障害者基本法につきましては、障害

のある方の自立及び社会参加の支援等のための

施策を総合的、計画的に推進するというために

制定されたものでありまして、地域においてす

べての障害者が一市民としてともに生きていく

という体制整備が求められているわけでありま

す。 

 そういったこともありまして、遠野市におき

ましては平成20年３月に障害者基本法基本計画

を見直しをしながら進めているわけであります

けども、障害者基本法に基づきまして一つは基

本計画、それから自立支援法に基づく障害者福

祉計画を策定しているところでもあります。そ

の中でさまざまな体制の充実を図ってまいりま

した。 

 現在、24年度から26年度までの第３期遠野市

障害福祉計画が策定中であります。アンケート

調査の結果を踏まえ、障害者のある人でも安心

して地域で暮らすことができるように住まい、

働く場、あるいは趣味、憩いの場などを確保す

るための自立支援協議会等でサービスの目標値

の検討を行っております。それから社会福祉協

議会と協力をし合いながら、順次ということで

地域福祉懇談会を実施しておりまして、その中

におきましていろんな御意見をちょうだいして



－ 37 － 

おりますので、これを反映させた中でこの計画

の見直しにきちんと位置づけたいというように

思っております。 

 また、市内には６つのグループホームとケア

ホームがあります。そしてその中には31人の方

が世話人の支援を受けながら共同生活を送って

おります。日中は施設のほうでの職場に出向き、

それ以外の時間はホームを拠点として買い物や

趣味活動など、地域の中に溶け込んで充実した

生活を送っておるという方が31人いらっしゃる

わけであります。 

 このようなことも一つにとらえながら、グ

ループホームやケアホームの体験利用ができる

ような体制づくり、そういったようなものを事

業所と連絡しながら検討していきたいというよ

うに思っておりますし、この障害者が集う地域

活動支援センター、これは遠野市社会福祉協議

会の関係者の協力によりまして、「ボランティ

ア・市民交流サロンちょボラ」において、この

開設を目指しながら今準備を進めているところ

でございますので、このようなことをきちんと

位置づけた上で、ただいまのような障害者の

方々の自立なり社会生活を楽しめるようなその

ようなものにもっていきたいというように思っ

ているところでもあります。 

 それから、もう一つの地域福祉の充実につい

ての最後の質問になりますけども、介護保険制

度に伴う取り組みと。 

 これにつきましては９月議会でも、いろいろ

基本的な考え方については述べさせていただい

ております。24年度から26年度、これは第５期

の介護保険の事業計画期間に位置づけられるわ

けでありまして、実は宮守地域に特別養護老人

ホームの増床を行っておりまして、これが一つ

の要因となりまして保険料の見直しにあっても、

それを一つ検討しなければならないということ

は申し上げているとおりであります。 

 ただ、だからと言って機械的にもっていくこ

とは極力避けなければならないかというように

思っておりますけども、詳細な介護保険料をも

うちょっと内部的に検討しなきゃならないとい

うことになっています。さっき3,000円、4,000

円、5,000円がアッパーじゃないかという質問

があったわけであります。5,000円が一つの単

価として保険料の単価としてアッパーな数字に

なるとなれば、その辺のところも一つ位置づけ

ながら、現在は3,639円でありますから、した

がってこれを月額基準額が4,000円は超えると

いうことは避けられないんじゃないかなという

ことは、この場ではちょっと申し上げてもいい

んじゃないかなというように思っておりますけ

ども、ただ、そこをどこまでという部分につき

ましては、介護保険の特別会計のほうもありま

すから、その辺のところをよく見極めなければ

なりませんし、基金の運用をどうするかという

ことも考えなきゃなりませんし、さまざまな要

素を考えながら介護料の軽減策と合わせ、ある

いは高齢者の方の負担を少しでも軽減できるよ

うな方策を一つのベースにしながら検討してい

きたいというように思っておりますので、この

11月から市内９カ所で行った地域福祉懇談会で

も、このような考え方につきましてはそれぞれ

の担当のほうからも説明を申し上げているとこ

ろでもあります。特にも、低所得の方々の負担

を軽減するという部分におきましては、第４期

計画でも実施しておる介護保険料の納付段階の

多段階設定ですね、低所得者の保険料負担を軽

減するためより細やかな保険料負担段階を設け

たということは、これは第５期計画でも引き続

き実施していくというような考えではおるとこ

ろでございますので、このことも申し上げてお

きたいというように思っております。 

 それから、24年４月以降のこの介護保険制度

に対応したものといたしますが、私はやっぱり

遠野型介護サービスの取り組みといったことに

つきまして、やはり一つのぶれない考え方とし

て位置づけるべきではないかというようにも思

っておりまして、この考え方につきましては、

在宅介護サービスの充実を柱とした取り組みに

ついては、この地域福祉懇談会でも市民の皆様

には賛成との、そのような意見もいただいてお

るということもございます。 
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 ただ、24年４月に予定されておりますこの介

護保険制度改正では、新たなサービスとして24

時間対応の定期巡回、あるいは随時対応サービ

スが創設されるという中身になっているわけで

あります。さて、この場合はこれは確かにサー

ビスの充実ということにつながるわけでありま

すし、遠野が目指す、ただ今申し上げました日

常生活を支えるために必要な看護サービスを包

括的、継続的に提供するものであるという部分

については遠野市の在宅介護を中心とした取り

組みというものには沿うということになるわけ

です、考え方といたしまして。 

 ただ、この部分におきましてやっぱりいろん

なハンディもあることも事実であります。非常

に広大な面積を有します。利用者の方々を巡回

する際の移動時間も多くかかります。さらには、

冬季期間、夜間の路面凍結や除雪の問題、こう

いったようなさまざまな当市が抱える地域的な

ハンディを考えてみた場合に、24時間のサービ

ス提供を取るだけの人員といったものが、果た

して確保できるだろうかという新たな課題もあ

るわけでありまして、このようなことをどうク

リアするのかと。 

 それから、この計画の見直しとかさまざまな

形で介護サービス事業者やケアマネージャーの

方々から、担当部のほうで聞き取り調査を行っ

ているわけでありますけども、現時点では24時

間サービスの人数はほとんどないということも、

現実としてありますから、そこはある意味にお

いては冷静に見ながら、もう一方においては、

どのようにきめ細かくやるかというようなとこ

ろの、それこそ思いを思いやりにするような、

心を心遣いにするようなそのような仕組みにや

っぱりもっていかなきゃならないかというよう

に思っておりますので、第５期計画では、ただ

いま申し上げたことを一つベースにしながら環

境整備を図っていきたいというように思ってお

りますので、御了承いただければと思っており

ます。 

 以上であります。 

○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、

私のほうからは命によりまして、要援護者の支

援対策の進捗状況について御答弁申し上げます。 

 東日本大震災をはじめ全国的に発生している

地震被害、風水害等における犠牲者の多くが高

齢者や障害者等の災害弱者であることから、災

害時の安否確認や迅速な避難誘導などの災害時

に何らかの手助けが必要な方々、いわゆる災害

時要援護者に対する支援策は、市町村や地域住

民が積極的に取り組むべき地域福祉課題として

喫緊の課題となってございます。 

 本市におきましては、災害時要援護者の自助

と、地域住民による助け合い共助を基礎とした

災害時要援護者避難支援体制の基本方針及びそ

の推進方法を定め、災害時要援護者が円滑かつ

迅速に避難するための仕組みを構築するととも

に、この仕組みを日常の見守り体制として活用

するために、新たな地域福祉コミュニティーの

増進を目的とした平成22年１月に遠野市災害時

要援護者避難支援プランを策定いたしました。

平成21年度から平成24年度までの４カ年をめど

に、市内全行政区の自主防災組織と合わせて、

自治会、民生児童委員、社会福祉協議会等の関

係機関、団体の協働のもと、各地域において災

害時要援護者の特定、災害時要援護者支援の仕

組みづくり等を進める中で、高齢者、障害者等

の見守り体制の整備を進めているところであり

ます。 

 昨年度から本年11月までに市内90行政区のう

ち、59の行政区で災害時要援護者の避難支援体

制が整備され、整備率65.6％となっており、要

援護者の登録数も1,084名となってございます。 

 現在、避難支援体制の整備は途中ではあるも

のの、昨年末の大雪、３月11日の東日本大震災

及び４月７日の余震の際には、福祉施設等の被

災状況の把握のほか、健康福祉の里職員が中心

となりまして行政区長、民生児童委員、社会福

祉協議会等の多大な御協力をいただきながら、

地域ぐるみでひとり暮らし老人の安否確認を行

っているところであります。 
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 なお、３月11日の東日本大震災の際には、ひ

とり暮らし高齢者に対して電話や自宅訪問を人

海戦術で深夜早朝をとおして行い、翌日12日の

午後３時ごろには1,676人のうち1,644人、98.

1％の安否を確認することができております。

残り32人は入院中や子ども、孫のところへ行っ

ていたなどと、なかなか連絡が取れず時間を要

したものであります。 

 また、地区によっては避難所であります地区

センターはもとより地区集会所に避難し、その

避難所を地連協が中心となり、地域コミュニテ

ィーの中で自主的に食事や生活支援をされてい

たことから、高齢者等の安否が容易に確認でき

た地区もありました。今後も市内行政区自主防

災組織と地区センターを中心とする地域コミュ

ニティー、そして行政が連携をして安全・安心

が共有され、信頼で結ばれる地域を支える遠野

型の優しい安全・安心見守りシステムの構築を

さらに進めてまいりたいと考えております。 

 以上で、答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後２時14分 休憩   

────────────────── 

   午後２時24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。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す。

通告に従い、市長に対して大項目３点について

質問したいと思います。 

 ことしも師走の時期に入りクリスマスの時期

を迎えようとしております。東日本大震災から

早くも９カ月になろうとしておるとき、去る12

月１日の岩手日報の風土計に「遠野まごころネ

ット」にかかわる記事が載っておりました。こ

れを読んで私は非常に胸を打たれ目頭が熱くな

ることを覚えました。 

 その内容を申し上げますと、「遠野まごころ

ネット」から陸前高田市に派遣された看護師に、

避難先で仲良くなった小さな女の子が「サンタ

さんが来るかなあ、おうちがなくなっちゃった

けどサンタさん、プレゼントを持って帰ってし

まわないようにお姉ちゃんから言っておいて」

という会話、お姉ちゃんと言われた看護師が、

その女の子に対して「何が欲しいの」との問い

かけに、女の子は「おうちとママ」と答えたと

言います。母親は津波に遭い、女の子が大事に

していた人形や絵本などの入ったリュックをか

かえて亡くなっていたということでございます。 

 この感傷的な２人の会話を知った「遠野まご

ころネット」は、早速この会話に対応すべく行

動を起こし、震災で被災した沿岸部の人たちを

励まそうと「サンタ100人やって来た」と銘打

ってイベントを開催する運びとなり、今月23日

から３日間大槌町、釜石市、大船渡市、陸前高

田市でサンタに扮したボランティアが子どもた

ちと触れ合い、クリスマスプレゼントを送るこ

ととしているとのことであり、小さな少女のこ

の言葉に動かされた善意な行動に拍手を送りた

いと感じたところであります。このことは、困

っている人々に対し愛の手を差し伸べ、励まし

の行動と心のケアに取り組むあかしと受けとめ

ました。 

 このコラムは、私たちに弱者に対する思いや

りを忘れずに、そして速やかな行動を起こすよ

うにとの示唆でもあるように受け取ったところ

であります。 

 それでは、質問に入ります。 

 大項目１点目、林業大学校設置の可能性につ

いて伺います。 

 本年１月27日の岩手日報紙に「林業大学校可

能性探る」との見出しで、本市が林業や森林整

備の専門家を育成するために、本市に公設林業

大学校の設置の可能性を探求するために、有識

者による遠野市林業大学校構想検討委員会を立

ち上げ、１月26日に初会合を開催したと報道さ

れました。あわせてその後の３月の市議会定例

会におきまして、市長も平成23年度に向けた施

政方針演述でも、この公設林業大学校構想に触

れ、調査検討を進めるとの方針を示していると

ころと認識しているものであります。 
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 このことは、市民の一人として非常に興味深

い課題と思っておりますし、また遠大なる構想

とも思うところであります。この実現の暁には、

市内の林業の管理運営において全国の先端とま

ではいかなくても、遠野市の低迷する林業の管

理運営が大きく変化され、他地域の関係者等か

らも高い評価がなされるようになればと期待を

申し上げるものであります。 

 ついては、先の新聞報道によりますと、県内

外の先進地調査をした上で、今秋までに構想案

を策定するとしておるところであり、検討委員

会を重ね、当然策定済みとなっているものと理

解するものであり、よって、どのような可能性

のある構想案がまとめられているのか示してほ

しいものであります。 

 さらには、公設という冠がついていることか

ら、国・県・市のいずれかの運営体となるもの

と想像されるところでありますが、調査、検討

の結果いずれの運営体が可能性として高いもの

かお伺いいたします。 

 次に、大項目２点目、自主防災のありように

ついてお伺いします。 

 自主防災組織は災害対策基本法の定めによる

ものであり、法第５条第２項に市町村の責務が

定められ、市長村長は当該市町村の区域内の公

共的団体等の防災に関する組織及び住民の隣保

協同の精神に基づく自発的な防災組織の充実を

図り、市町村の有するすべての機能を十分に発

揮するように努めなければならないとあり、ま

た第７条第３項には住民の責務があって、地方

公共団体住民はみずから災害に備えるための手

段を講ずるとともに、自発的な防災活動に参加

するなど、防災に寄与するように努めなければ

ならないとあり、自主防災組織はこれらの条文

を踏まえて、通常時には地域内の安全点検や住

民の防災知識の普及、啓発、防災訓練の実施な

ど災害に対する備えを実施し、そして災害発生

時には初期消火活動、被災者の救出、救助、情

報の収集や避難所の運営といった活動を行うな

ど、非常に重要な役割を担っているものである

と認識しております。 

 そこで、本市の自主防災組織の状況を自分な

りに調査分析してみるとき、軟弱な状況におか

れているように思えてなりません。 

 まず、本市のおかれている自主防災の歴史を

振り返って見るに、古くは昭和55年に鷹鳥屋自

治会が組織したのが一番古くから設立されたと

思われますが、大部分は平成年代に入りまして

組織化が図られており、現在は80の自主防災組

織が設立されている状況と把握しております。 

 しかし、これらの組織の実情を見るとき、名

はあっても活動の伴わない現況にあるように思

えてなりません。組織化を図り設立するに当た

っては、当局の対応といたしましては消火器２

本と救急箱が配られているのみであったと伺っ

ております。 

 早くから組織化がなされた地域では、消火器

も救急箱もどのように保管されているのかもわ

からない状況にあるのではと推測されるところ

であります。誠に勝手な推測でありますが、こ

のような行政対応では設立は見たものの行動が

伴わず、休眠化を扇動するように思えてなりま

せん。せっかく組織化を図っている以上、これ

に魂を入れることを考えるべきではないでしょ

うか。ごく最近になり、地域活動専門員の活動

によるものと思われますが、休眠から目覚めて

地域の自主防災活動も活発化している地域も出

てきた感がいたすところであります。 

 私は先日、総務常任委員会の行政視察で東京

都墨田区と江東区の自主防災について、その活

動状況を伺う機会を設け、実情を伺ってまいり

ました。これらの両区にありましては、面積は

小さくても人口と世帯数が多く、本市とは比較

にはならないものがあるかと思いますが、自主

防災を認識し、町内会を中心とした自主防災組

織の設立に努め、設立時に設立助成金、設立し

た自主防災組織に対しては、毎年活動助成金を

交付しているということであります。 

 こうしたことから見て、各組織に対し活動費

として助成をし、休眠組織の解消を図り、地区

民に対する防災意識の高揚を高めることが必要

と思うのでありますが、当局はどうお考えにな
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っているものかお伺いします。 

 自主防災組織を活発化することにより、少し

でも消防団員不足をカバーすることにもなるも

のではと考えるものであります。また、組織の

活動力を高めるためにも、この際、各町単位及

び市全体の（仮称）遠野市自主防災連絡協議会

を設置し、横断的連携を図って情報の共有等を

行い、組織活動の活性化と組織力の向上に資す

るように取り組むことを涵養することが必要と

思いますが、現状を打破し、改革に取り組む考

えはないものか、市長の御所見をお伺いいたし

ます。 

 次に、大項目３点目、平成24年度一般会計予

算の編成等についてお伺いいたします。聞いて

いて、くどいなと思うような点もあるかと思い

ますが、お許しを得たいと思います。 

 本年３月11日の東日本大震災の影響により、

本庁舎中央館が全壊するとともに、市内の公共

施設にも大きな被害をこうむったところであり

ます。一方では、沿岸地域の被災地に対する後

方支援活動も高く評価されているところでもあ

ります。 

 こうした本市のおかれている実態を理解し、

全国の多くの関係自治体から多額の義援金を寄

せていただき１億4,000万円を超える状況とな

っていると伺っているところであります。これ

らの資金については、当然本市の災害を受けた

復旧事業費に充てることはもちろんのこと、沿

岸被災地への後方支援活動費に充てるもの等に

振り分けて活用しているものと理解しておりま

すが、その内情を見るにつけ、これだけでは当

然にして対応できるものではないこと明らかで

あり、予算の見直しをして取り組まなければな

らないことでありましょう。 

 こうしたことから、去る９月議会定例会に向

け、この東日本大震災による被害を受けられた

市の施設の災害復旧費、沿岸被災地に対する支

援活動費、そして沿岸被災地から避難している

人たちへの支援費を捻出することが必要なこと

から、本年度の事業として予算化が図られ取り

組もうとしている事業について、次の３点の視

点から見直しを図ったところであります。 

 第１点目は、経常的経費について、10項目の

事業について予算減額を図り379万4,000円、第

２点目は、事業内容の見直し、事業費の確定、

補助内示等により減額または廃止するもの、14

項目の事業で１億2,689万3,000円を、第３点目

は、事業実施を先送りするものとしては、12項

目の事業について４億74万円が見直しがなされ

ることになり、総体で34事業から５億3,142万7,

000円が捻出され、去る９月議会定例会におい

て補正予算が議決され、それぞれの目的に沿っ

た形で運用されているところと思っております。 

 しかし、今思うに平成24年度の予算編成にあ

たり、今般見直しされた事業予算が24年度予算

に再び遡上されて来るものなのかいささか気に

なるところであります。 

 そこで質問に入りますが、まず、経常的経費

の削減にあたり20％の削減をしている事業につ

いて６項目ほどありますが、平成24年度予算に

おいて削減分を復元し、本年度当初予算並みに

計上されるものかどうかについてお伺いいたし

ます。 

 次に、事業内容の見直し、事業費の確定、補

助内示等により減額または廃止した事業の中で、

ことしは国際森林年ともいう年にあたり、本市

の林業振興を図る上で大事な路網整備事業の4,

983万7,000円が廃止とされておりますが、これ

が廃止のままとなることは本市林業の振興が停

滞することにもなると思います。平成24年度に

復活し、事業の予算化が図られるべきものと思

いますが、いかがでしょうか。 

 次に、３点目の項目で、事業実施を先送りす

るもののうち、来年度は柳田國男没50年という

年にあたり、記念事業が展開されることが予想

されるところでありますが、こうしたときに

「とおの昔話村整備事業費」が２億9,317万7,0

00円や、観光交流施設整備保全事業等が先送り

とされているところでありますが、これらの事

業についても平成24年度事業として取り組むべ

きものであり、予算計上すべきものと思慮する

ところでありますが、健全財政計画とのかかわ
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りもあることから、どのような措置を講じよう

としているものかについてお伺いしたいと思い

ます。 

 続いて、市長は「市民と語ろう会」を開催し、

市民との対話の中から市政課題としての提言・

意見・要望を受け、それを事業に反映している

ものと理解しているものであります。こうした

とき、市民は自分が提言、要望した項目が事業

として取り上げられ、それが展開されるとき予

算はどのぐらいつくのかななどと気にかかるこ

とと思います。いわゆる市民は、予算額が知り

たいのであろうと思います。 

 よって、予算は一般市民のものであるという

時代に突入しているということを認識しなけれ

ばならないときに来ていると、私は理解するも

のであります。あわせて市当局は市民に対し予

算の説明責任もあるものと考えるものでありま

す。 

 当局は例年「広報遠野」に当初予算について、

総括的な部分で取り上げてはおりますが、それ

はそれといたしまして私は平成24年度から予算

説明書のダイジェスト版として（仮称）「わか

りやすい今年の予算」とでも名をつけて、市民

に知らしめるために、各家庭に配布することを

提案するものでありますが、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。 

 大項目で３点でありました。質問の冒頭、岩

手日報の風土計の記事の御紹介がありました。

私も読ませていただきまして、本当に心といっ

た女の子の心情、またそれを聞いた「まごころ

ネット」の方のこの素早い対応、まさに思いや

りであり、気遣いであり心じゃないかなという

ように思ったわけでありまして、これまでの沿

岸被災地の支援にありましては、それぞれが、

例えば私ども遠野市も救援物資、おにぎり2,00

0個、3,000個と、あるいは灯油何缶、そのよう

な一つの単位でもって送り続け、それが避難所

の方々の感謝、「ありがとう」という言葉で受

け止めながら活動してきたという部分もあった

わけであります。 

 もう既に９カ月が経過しておりまして、それ

ぞれの被災地の中にあっても仮設住宅も建設さ

れ、それぞれ希望と夢を持ちながら、ふるさと

復興に向けて取り組んでいるわけでありまして、

被災地のニーズそのものが全くに様変わりして

きているという状況にあるのじゃないかなと思

っておりまして、そういったときに、あのよう

な記事の中で「遠野まごころネット」が素早く

動いたというものは、まさに被災地の皆様の気

持ちを一つにしながら、寄り添おうとしながら

という部分をきちんと実行されているんだなと

いうように思っておりまして、敬意を表し、ま

たその姿に感動を覚えるだけじゃなくして、

我々一人ひとりも、またそのような中における

気持ちの中に支援というものの中における気持

ちを、そのようなものの中にも見出しながら支

援活動をこれからも展開していくということが

大事じゃないかなと思っておりますので、私も

まごころネットのサンタさんの皆さんには拍手

を送りたいというように思っておるところでも

あります。 

 さて、３つでありました、大きく分けて３つ

でありました。林業大学校構想、それから自主

防災組織のありよう、それから当初予算の編成

に当たってこれからの市政課題にどのように立

ち向かうのかというような中における一つの質

問であったわけであります。 

 まず、林業大学校構想の質問についてであり

ます。これは林業大学校構想、新政権になって

森林林業再生プランといったものが、打ち出さ

れたわけであります。これは私は非常にタイム

リーな一つの再生プランであったかなと思って

おりまして、その中核となった方が、この森林

林業再生プランのまとめの中心となった方が岩

手大学の岡田教授もその一人であるわけであり

まして、私も県の森林審議会の委員を務めてお

りますので、それから県の緑化推進委員会の理

事長という職も、今いただいているわけであり
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まして、この面からもこの森林林業再生プラン

といったものにつきましては、大変興味を持ち

ながらいろいろ情報を収集に当たってきたとい

う経緯があります。 

 その中で、この林業の基礎的知識と技術を修

得し森林管理の専門家、いわゆるこれはカタカ

ナ文字で言いますと、フォレスターということ

になるわけでありますけども、フォレスターの

人材育成の重要性といったものが、この森林林

業再生プランの中で明確に打ち出されておった

わけであります。 

 遠野市としても森林林業再生を担うべきとい

うことで、この森林林業再生プランをまず勉強

しようと。その中におけるこの即戦力となる高

い技術者を養成するというのは、遠野市には木

工団地というキャンパスがあるんじゃないかと。

それから遠野職業訓練協会という一つのマンパ

ワー集団があるじゃないかと。そしてまた市の

面積の83％が森林だということもあれば、まさ

にこのような即戦力としての若い技術者を養成

するというのは、地域の活性化にはつながるん

ではないかなといったことで、農業大学校があ

るんであれば林業大学校があってもいいんじゃ

ないかというような、そのような発想の中から

職員を東京の研究会なり勉強会にも派遣しなが

ら、さまざま情報収集に努めて来た結果として、

林業大学校構想といったものに挑戦してみたい

ということになったわけであります。 

 御質問ありましたとおり、ことしの１月26日

に林業大学校構想検討委員会を立ち上げました。

これは県のほうともいろいろ協議をしてみまし

た。しかし、この部分で県や国に要望するとい

うような中にあっても、その実現性に至るまで

はかなりの時間的な経過と、大変な労力を要す

るなと。であれば先ほど申し上げましたとおり、

遠野には木工団地、80億円近い経費を投じた木

工団地があります。そこに100名以上の雇用の

場があります。まさにそういった職業訓練協会

といったものも、そこをキャンパスにしながら

というよりも、拠点にしながら活動していると。

そうすることによって国・県のほうに働きかけ

るよりも、我々の身の丈の中から我々の知恵で

もって、そして我々の資源を生かしながら、そ

れを利活用するという中における構想としてま

とめて提案することもいいんじゃないかという

ことで、１月26日にこの委員会を立ち上げたわ

けであります。 

 定期的に人材育成のあり方を検討するという

ことといたしまして、この２月には静岡県の県

立農林大学校、岐阜県の森林文化アカデミーの

先進視察を行いました。他県ではそういう事例

がもう既にあるわけであります。 

 そこで、その検討結果を踏まえ、このあり方

について精力的に構想案をまとめ、提案活動を

行おうと言っておったときに、３月11日が震災

が発生したということになりまして、検討を中

断せざるを得ない状況になっておったわけであ

りますけども、９月に検討を再開をいたしてい

るところでもあります。10月頃までには一定の

レベルの報告書として構想案をまとめたいとい

うことで報告は受けておりましたけども、若干

その作業が遅れている状況にありますけども、

年内もしくは年明け早々には一定のレベルの報

告書はいただけるんじゃないのかなというよう

に思っておりまして、いろんな専門の学校経営

と言うか、専門学校の経営にあたる、岩手大学

の大学機関における一つのアドバイスもいただ

く中におきまして、この11月には熊本県八代農

業高等学校の泉分校のグリーンライフについて

検討委員会が視察を行っているという状況にあ

ります。 

 私はこの構想をまとめるに当たりましては、

特にも県立遠野緑峰高校のありようについても、

一定の一つの構想案としてまとめることができ

るんじゃないのかなと思っております。今、少

子高齢化と生徒減少の中において県立学校の再

編が、ただ、これも震災でもって県教委は一時

中断すると、再編は一時見送るという方針を出

したようでありますけども、この児童生徒とい

うよりも生徒数の減少に伴いまして、県立高校

の再編も私は避けて通れない大きな課題として、

いずれは出てくるというように思っております。 
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 その中にございまして、遠野緑峰高校は非常

にめざましい活動をしております。大変な活動

をしております。この活動のエネルギーをやは

り地域の活性化というものに向けるものとして、

いい言葉か、悪い言葉かあれでございますけど

も、利用するという一つのそういう発想もあっ

ていいんじゃないかと思います。 

 だから、林業大学校という新たな学校を新し

くつくるんじゃなくて、遠野木工団地、あるい

はそこの職業訓練協会さらには遠野緑峰高校と

いったところを、まさにうまく結びつけながら、

それを一つの林業大学校の中におけるものとし

て県立緑峰高校のありようもそこに結びつけ、

学区と言うか、生徒といったものを遠野市内か

ら求めて大変だ、大変だ、生徒が減って大変だ

じゃなくして、全国から学生がと言うか、生徒

が集まってくるようなそのような、まさに名実

ともに産業を支え、１次産業を支える特色のあ

る学校だというような位置づけを遠野緑峰高校

に遠野市として位置づけながら、県を動かすと

いう方向にもっていけないだろうかと。 

 今の県教委の動きを見ていると、生徒数の減

少ということを一つに掲げまして、再編あるい

は縮小、もしくは廃校といったことがもう出て

くるんじゃないかなというように思っておりま

すので、それに先手を打つというような、その

ような発想もこの林業大学校の中に位置づけれ

ばいいかなというようにも思っているところで

もありますので、今後におきましても、調査、

研究をした事項を踏まえながら、この具体的な

方向性に一つ一定の展望を見出していきたいな

というように思っております。 

 フォレスター制度の創設、あるいは森林施業

専用プランナー、あるいは現場の技術者、技能

者の育成等調査を引き続き実施しながらこれの

あり方、そして、繰り返しになりますけども、

今言ったような市内にある高等教育機関、具体

的には遠野緑峰高校、それから遠野職業訓練協

会との連携についてもあわせて検討していく中

において、一つの遠野発の林業大学校といった

ものが提案できるのじゃないのかなというよう

にも思っております。 

 実は24年度に京都府立林業大学校が開校する

ということも聞いておりますから、京都も実は

大変な森林の課題をいっぱい抱えているところ

なんですね、日本海側のほうにおきましては。

したがってこれも先進地視察をしたいというよ

うに思っておりまして、ただいまの菊池民彌議

員の質問に、大上段にお答えするような形にな

りましたけども、そういった一つの可能性を見

出し、そこの中において大変だという、この高

校再編を一つの武器にしながら、それに打って

出て遠野緑峰高校という一つの歴史のある学校

も守るというような、守るというよりも発展さ

せるというような、そのような林業大学校構想

にもっていければなというように思っておりま

す。 

 実は、これは林業大学校構想で緑峰高校を林

業大学校の中に組み込むという、そういうお話

もいたしましたけども、私は馬事振興も遠野緑

峰高校がうまくその中にカリキュラムと申しま

すか、特色づけとして馬のインストラクター、

馬術のインストラクター、ホースセラピーのイ

ンストラクターといったもののマンパワーを養

成するというような一つの特色のある学科も緑

峰高校の中に見出しながら、馬の里をキャンパ

スにするというような一つのやり方もその中に

またあってもいいのじゃないのかなというよう

に思ったりもしておりますので、そのことも一

言付け加えさせていただきたいというように思

っております。 

 それから２つ目、自主防災組織の活性化策に

ついてであります。 

 これは先ほどの石橋議員の質問の中にもお答

えいたしまして、この自主防災組織がいかに大

切であるかと。まさに人と人とのつながり、地

域のきずなの中にあって命を守るという一つの

仕組みが、そこに具体的に展開できるわけであ

りますから、この自主防災組織の活性化策につ

いては私も全く異論はありません。 

 したがいまして、先ほどの石橋議員の質問の

中にもお答えいたしましたとおり、今現在見直
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しを進めておる地域防災計画の中にきちっと位

置づけ、あるいは活性化専門員といったマンパ

ワーと行政区長さん方と密接な連絡を取りなが

ら、常備消防あるいは消防団、婦人消防協力隊、

そういった方々とのまさにタッグの中から、こ

の自主防災組織の活動とそれから備蓄と申しま

すか、備品と申しますかそのような防災資機材

の充実もその中で図ってまいりたいというよう

に思っております。 

 そのためには、活動費といったようなものが

当然あってはいいんじゃないかということも、

御提案としてあったわけであります。御質問に

ありましたとおりこの自主防災組織の結成は90

行政区のうち80が何らかの形で結成をされてい

るという事実がありまして、結成率が88.8％で

あります。発電機やら投光機、ストーブ、この

ストーブも今度の震災でもってファン式ストー

ブがいかに、電源がないということで役にたた

なかったのか、反射式ストーブが一番役に立つ

といったようなことも我々は学んだわけであり

ますから、そのようなものももって、防災備品

も順次交付していきたいというように思ってお

りまして。 

 活動費の助成につきましても、意見が出てお

ります。意見が出ておりますから、この自主防

災組織に対する活動費の助成というものにつき

ましては、防災計画の見直しの中できちんと位

置づけ、そしてまた来年早々「市長と語ろう

会」も開催したいと思っていますから、その一

定の手順を踏みながら、できれば当初予算の中

にそういったものを反映させるということがで

きないかどうか、これは検討させていただきた

いと思っておりますのでよろしくお願いをいた

します。 

 それから連絡協議会をつくったらいいんじゃ

ないかと。これは大事なことではないかなとい

うように思っておりまして、同じ市内であって

も、今回の震災の中であっても日頃の地域活動

が非常に活発なところは、市のほうからいろい

ろな指示なりさまざまな対応がいく前に、もう

自主的に区長さん等が中心になって、お年寄り

を集会所に避難させ、防寒対策もとっておった

という地域もあるんですよね。行ったらすべて

スタンバイできておったという地域があるわけ

ですね。 

 したがいまして、そのような地域づくりは、

いうところの防災、減災にもつながるというこ

とになるわけでありまして、これが結果的には

命を守るという仕組みになるわけでありますか

ら、それを同じ市内であっても知らない地域も

あるということですから、今度10億円をかけて

の防災拠点としての新消防庁舎もできるわけで

ありますから、そういったことも踏まえ防災危

機管理課も新たに市役所の組織の中に立ち上げ

るということも、もう決定をいたしましたので、

そのようなことも踏まえながら、ただいま御提

案のあった部分につきましては、情報共有とい

うことで、仮称であっての御提案でありました

けども、自主防災組織連絡協議会といったよう

なものも立ち上げながら、情報の共有、それを

図るような場の構築にも取り組んでいきたいと

いうように思っているところであります。 

 ３つ目の質問であります。平成24年度の一般

会計予算編成について。そしてこの大震災によ

りまして施設復旧費用、あるいは後方支援活動

にかかる費用を捻出するために事務事業の見直

しを行ったと。そういった部分で本当に平成24

年度の予算編成について、大丈夫かというよう

な御質問として承りました。 

 これにつきましては、実際は精査いたしまし

たところ、この見直しあるいは廃止、さらには

先送りといったような中で整理をしながら、議

員各位からも御理解をいただきながら財源を一

つ捻出したという作業を行ったわけでありまし

て、これにつきましては、結果として33事業で

もって５億3,000万円と私どもは数字を承知し

ておりますので、先ほど、まあ、これは33であ

れ34であれ、余り変わりないわけでありますけ

ども、一応私どもは33事業の５億3,000万円と

いう形で数字は把握しておりますので、そのこ

とを一言申し上げておきたいと思っておりまし

て。そのような形で御理解もいただきながら、
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さまざまな取り組みを行ってまいりました。 

 先送り、あるいは廃止といったような中にお

ける作業であったわけであります。本庁舎機能

を維持するため総務部門を西館に移動させた後、

とぴあに移転をしたと、議会機能は宮守総合支

所に移転したと、そしてその後中央館を解体し

たという経過がありました。 

 それから後方支援活動の拠点として、運動公

園をはじめとする公共施設を自衛隊の方々に貸

し出ししながら、稲荷下の屋内運動場は救援物

資の受け入れ配送場所として半年以上そこに拠

点を置かざるを得なかったと。それからいろん

な形での炊き出しボランティア活動ももちろん、

地域住民の御理解と御協力をいただきながら、

各地の集会所をボランティア団体に貸し出しし

ながら活動支援を行ったと。 

 それから、個人住宅に避難している方々へも

物資の配達やら、仮設住宅の整備などの支援を

行ったと。ここには文字どおり３万市民の皆様

の「心」といったものがこの中に、そしてまた

思いといったものがこの中に全部向けられまし

て、それが一つの思いやりであり、心遣いにな

ってそれぞれが形となって現れたというのが、

遠野の後方支援活動ではなかったのかなという

ように思っております。その中におきまして、

ただいま33事業、５億3,000万円について見直

しをし、その財源を確保したということを申し

上げました。 

 ただ、私はこの中におきまして、ただいまの

菊池民彌議員からの御質問を受ける形で議員各

位にもきちんとこの答弁の中から御報告を申し

上げなければならないかというように思ってお

りますけども、まずもって本庁舎機能の移転、

これは宮守への議会機能の移転も含めてであり

ますけども、移転費用につきましては市町村行

政機能応急復旧補助金として、ほぼ満額の１億

100万円がこのほど内示を受けております。そ

のような形での国や県のほうからの配慮もいた

だいたと。 

 それから、本庁舎の解体費用につきましては、

50％が補助対象になるという中で、その残りは

国の第３次補正で措置される特別交付税で手当

てしてもいいというような話をいただいており

ますから、これらについてもほぼ満額、国の費

用でもって解体費用を捻出というか、財源を確

保することができたということになろうかとい

うように思っております。 

 それから、仮設住宅の整備費用、これにつき

ましても、これは専決処分をし、議会には後日

承認をいただいたという手順をとったわけであ

りますけども、この整備費用、それからこの後

方支援活動に要した費用につきまして災害救助

法が適用され、経費の満額２億8,000万円がこ

れも交付されることになっております。さらに

運動公園、稲荷下運動場もだいぶ傷みました。

稲荷下の人口芝と申しますか、あれも本当に傷

んでしまいました。これを復興しなければなら

ないという中におけます経費4,500万円につい

ても、これも満額認めていただいております。 

 そのような中で、もう一方においてはただい

ま菊池民彌議員からありましたとおり、市内外

からの友好市町村、あるいは個人・企業その数

318件、額にいたしまして１億5,000万円がその

ような義援金としての形での御好意を受けたわ

けでありますから、当初予定しておった市の財

政にかなり影響するのかなということは、ある

程度覚悟をしながら見直しなり縮減なり、廃止

なりさまざまな減額なり、先送りといったこと

を行ったわけでありますけども、こういったこ

とをトータルに見ますと、平成24年度の予算編

成には、この災害もしくは、もちろん本庁舎の

解体からさまざまなものにつきましては、額が

額ですから全く影響がないわけじゃなくて、か

なり影響があるわけでありますけども、当面こ

のような形でみんなで頑張った結果、それが協

議もせず市単独の中で使ったお金についても、

ちゃんと手当されたということにはなるわけで

ございますので、ここの菊池民彌議員の御質問

に対する答弁の中で、議員各位と市民の皆様に

もそのような形での対応があったということも、

また御報告を申し上げておきたいというように

思っております。 
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 そういった結果を踏まえまして、この24年度

の予算編成におきましては経常的経費の取り扱

いについては、この予算編成方針で健全財政の

取り組みの強化を進めるということは、これは

ぶれないものとして進めたいと思っておりまし

て、平成23年度の当初比１％を削減するという

基本的な方針で進めることとして、今既にヒア

リングに入っております。 

 また、御質問の中にありました路網整備につ

きましては、実は今年度から制度が改正されま

して、この事業に係る補助金は市町村の会計を

通さず、県から直接事業主体、これは森林組合

のほうに補助されることとなっておりますので、

事業主体と連携しながら来年度の事業実施に向

けて国・県にこれは要望していくということに

もっていきたいというように思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 最後になりますけども、各家庭にわかりやす

いことしの予算の冊子を配布すべきという御提

案がありました。 

 私は、これを前に、実は北海道のニセコ町に

おじゃまをしたときに、非常にわかりやすい予

算ということで、全世帯に配布している冊子を、

ニセコの片山町長さんからいただいてまいりま

した。町長さんに聞きましたら、これいつ頃か

らと言ったら、もうかれこれ10年前からやって

いるというんですね。やっぱり進んでいるなと

思いながら、当市もやってみたいもんだなと、

実は思ったわけであります。 

 したがって、これは大切な一つの切り口だと

いうようには思っておるわけでありますけども、

１万500世帯にわかりやすくということで、ど

の程度のボリュームになるかでございますけど

も、大体概算で700万から800万ぐらいの予算は

かかるということにもなるわけでありまして、

その中でこの間いろいろ庁内で議論をしたとき

に、それも必要性は認める、大事だと、だけど

も一方においては「広報遠野」という全世帯に

行く広報紙があると。これの利活用はどうなる

んだろうと、本当にうまく利活用しているだろ

うかと。それから、全世帯の83％には遠野の

ケーブルテレビというものがきちんとアクセス

されていると。いうところの行政と一般市民の

皆さんの各家庭とは、まさにリアルでもって行

政のさまざまな情報を直接家庭に届けられる一

つのツールを我々は持っていると。であれば遠

野テレビのあのビジュアルな画面を利活用して、

わかりやすく予算なり、それぞれ要望があった、

さまざまな意見があったということを、このと

おり市政に反映させていますよといったような

ものを、この遠野テレビという一つの手法を使

いながら、それこそビジュアルに示すというの

も一つの方法としてあってもいいのではないだ

ろうかというようなことも、今ちょっと検討を

しているところでありまして、この冊子の配布

という、この文字情報の中からおける周知とい

ったことも、私は大事だというように思ってお

ります。 

 しかし、もう一方においてはこういった同じ

文字情報でも「広報遠野」のもっと利活用の仕

方、あるいは遠野テレビといったような83％を

超える普及率の中におけるネットワーク、こう

いったようなものの利活用もあわせて検討して

いきたいと思っておりますので、それでもって

御了承いただければというように思っておりま

す。 

 以上であります。 

○議長（新田勝見君）  14番菊池民彌君。 

   〔14番菊池民彌君登壇〕 

○14番（菊池民彌君）  市長からは懇切丁寧な

答弁はいただきましたが、林業大学校の関係に

つきましては、私は大きな立場での開校になっ

ていくものかなというふうな思いをしておりま

したけれども、今、緑峰高校のありようという

部分で検討もされてるような雰囲気でございま

して、そうなりますと、高校の中での林科の科

目になるのかなというふうな思いもしました。 

 いずれにしましても、一つ私の言いたいこと

は、このような大学校が設立され、技術者を養

成するという名目ではございますが、他のほう

の状況を聞くところによりますと、せっかく養

成をしても地元に残らない傾向があるというふ
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うなお話を聞いているところでございますので、

むしろその点では、高校の分野で養成したほう

がむしろ地元の関係者が入校して、地元に残る

という傾向に近づくのではないかなというふう

な思いがありますので、その方向のほうが、私

は賛成と言いたいところでございますので、よ

ろしく御検討のほどお願い申し上げたいと思い

ます。 

 それから、わかりやすい今年の予算と仮称で

申し上げましたが、確かに今市長が申し上げま

したけれども、ニセコ町に私ども行政視察した

ときに、こういうのがあるというふうなことで

市長は町長からもらったようでございますが、

私どもは町から1,000円で買ってまいりました。 

 これは、すばらしい資料だなと思って、ずっ

と眠らせておりましたんで、ぜひこのような予

算書が各家庭に配られれば、いろいろ市民が目

を通して「ああ、こういう予算はこうなんだ

な」と。確かにテレビ、あるいは広報も活用は

よろしいかと思いますけれども、やはり活字を

見て、自分の目で確かめてということが、そし

てそばにあるということが、非常にわかりやす

いのではないのかなとこういう思いで提案をし

たところでございますので、御理解をいただき

何とかその方向に取り組んでいただければと、

こういう気持ちでございますが、もう一度御答

弁をお願いします。 

○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）  菊池民彌議員の再質問

にお答えをいたします。 

 林業大学校、昨年の１月の26日に委員会を立

ち上げながら、それぞれ身の丈の中で情報収集

しながら、一方においては国の動きにもピンポ

イントの中で情報を得ながらという中で行って

きておりまして、したがって国の動きの中にお

いてはかなり大きな構想として位置づけられる

と。 

 しかし、一方においては、身近な足元の中に

おいては、ただいま申し上げた中で、そこがう

まく、どう近づけながら一つのぶれない、そし

てまた内容のある、その中身のある大学校とし

て構想をまとめられるのか。まとめたとしても、

それが具体的に動かなければならないわけであ

りますから、今基本的には賛成であるというよ

うな御認識を示していただきましたので、それ

に意を強くしながら文字どおり中央の情報もき

ちんと取り、そしてそれに伴う地元のまさに動

きといったものもタイムリーに把握しながら、

それを取り込みながら構想を肉づけしていきた

いというように思っておりますから、一つよろ

しくお願いを申し上げたいと思っております。 

 今、木工団地を中心に上閉伊という一つの言

葉が今蘇ってきておりまして、それは大槌と釜

石と遠野と、そして大槌と釜石の山林の原木を

遠野に、木工団地に持ってきて、そして住宅の

再建にあるいは学校の建築に、公営住宅の建築

に備えようというような動きが今出てきており

まして、この間協議会も立ち上がりました。 

 その立ち上げには、釜石の森林組合と遠野の

森林組合、そして木工団地それから建築業の釜

石の支部の方とか遠野の支部の方々、まさに民

の方々がどっと集まって一つの協議会をつくっ

て、プロジェクトが動き出しましたので、そう

いったようなものもこの林業大学校の一つの下

支えに私はなるんじゃないかというように思っ

ておりますから、そのような形で進めていきた

いというように思っております。 

 それから、このニセコ町、私は1,000円を払

わないで持ってきてしまいました。片山町長さ

んからいただいてまいりましたのであれでござ

いますけども、決してそれを、冊子そのものは

否定しているわけじゃありません。やっぱり、

今ありましたとおり、そばにあるということは

大事なことなんですね。ですから、そこをもっ

といろんな今市が持っているさまざまなツール

の中で、遠野テレビとか遠野広報であるとか、

それらのものとどう整理させていくかというこ

とをもう少し議論してみようじゃないかという

ことを言っておりまして、わかりやすく市民の

皆さまのニーズを予算にこのように反映させ、

年間の予算がこのとおり組み立てられましたよ
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というようなことを、きちんと周知するという

ことについて、きちんとした形での丁寧な作業

が我々のほうにも必要とされるかと思っており

ますから、その点も踏まえながら検討いたしま

すので、よろしくお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  14番菊池民彌君。 

   〔14番菊池民彌君登壇〕 

○14番（菊池民彌君）  大変失礼いたしました。

２回目に実は聞くべきところだったんですが、

自主防災の活動費のことについて、私提案した

んですけれども、市長は「市長と語ろう会」を

踏まえてと、こういうことでございまして、議

会と「市長と語ろう会」との立場がどう優先順

位をつければいいのかはちょっとわかりません

けれども、ぜひ私は議会の立場で、議員の立場

で、この活動費を各組織にいくらでも芽出しを

し、そして活動にメスを入れるという方向で、

活動費を当初予算で計上していただきたいと、

こういう思いで訴えているところございますの

で、御理解を賜りたいと思いますがいかがでし

ょうか。 

○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）  菊池民彌議員の再々質

問にお答えいたします。 

 自主防災活動に伴う活動費、議会のこの本会

議場でもって私も議員各位とこうして、さまざ

まな市政課題に立ち向かっているわけでありま

す。当然のことながら仕組みとすれば、議会議

員の各位のそれぞれの質問なり課題提起につい

ては、文字どおり市民の意思でもあるという一

つのルールに基づいてのこの場であるわけであ

りますから、この場で答弁したことをないがし

ろにし、「市長と語ろう会」の中でちゃんと確

認してからというつもりは毛頭ありません。 

 まさにこれは「市長と語ろう会」にいたって

も、災害に関連するテーマで語ろう会をやろう

と思っておりますので、当然このような市民の

皆さまからのニーズはあろうかと思っておりま

す。その際に、議会のほうからもそのような声

がちゃんと私のほうにも来ておると、したがっ

てということになれば、おのずと方向性といっ

たものはその中で出てくるというように思って

おりますので、当初予算の中におきまして、厳

しい行財政ではありますけれども、やはり災害

に強い、で、やっぱり命といったものは、その

中におきましてはお金にはかえられないものが

あるわけでありますから、そこでみんなで地域

で、あるいは人と人とのつながりの中で大切な

大切な命といったものを災害から守ろうじゃな

いかというような気運が、それが人と人とのつ

ながりを強くし、また地域のきずなを強くする

と。それがやはり、これも午前中の質問の中に

もありましたとおり、地区の、地域の活性化と

健全化が遠野市の健全化につながり、元気につ

ながるという一つのストーリーになっていくわ

けでありますから、そういった点も十分承知し

たうえで対応し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。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後３時18分 休憩   

────────────────── 

   午後３時28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〕 

○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。行いますが、本日の一般質問５人目でござ

います。朝10時から市長をはじめ当局、そして

議員の側とも真剣な議論を重ね、大変お疲れの

ことと思いますので、私からの質問は中身の濃

さは変えないで、できるだけ時間を短く質問し

たいと思います。 

 私からは２年間の市政運営と今後の展望につ

いてお伺いいたします。 

 市長は一昨年、平成21年10月に新遠野市の市

長として無投票で再選を果たされました。先日、

その選挙の際のマニフェストと申しますか、公

約集を改めて拝見させていただきました。表紙

には「進化し続けるまちづくり」という大見出
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しが最上段に、その下には「遠野を元気にする

ために誠実に対話を続け、行動し、実行しま

す」とあり、その下ちょうど紙面の中央にはマ

イクを片手にした市長の写真があり、その下に

は「さらなる挑戦で乗り切る私の決意と約束」

とあり、そして一番下には「本田としあき」本

田は漢字、敏秋はひらがなでございます。とあ

ります。 

 表紙をめくりますと「新たなる地域再生」に

挑みますという表題で前書きを兼ねたあいさつ

文があり、その結び最後には、私は以下の取り

組みを市民の皆さまに約束し、「誠実・対話・

行動力」をキーワードに「日本のふるさと遠

野」の新たなる地域再生にさらなる挑戦を続け

ます。と結んで次ページ以降には具体的な公約

を掲げてあり、再選後は、その公約実現に向け

て山積する市政課題の解決に取り組んでおられ

たものと認識しております。 

 しかし、再選から１年半近くなろうとしてい

た本年３月11日の東日本大震災による本庁舎全

壊など、本市への直接的な被害への対応に加え、

県内沿岸地域への後方支援活動など、選挙公約

策定時には想像も、予想もしていなかったこと

が現実となってしまいました。 

 発災から９カ月になろうとしている現在まで

の、迅速で的確で積極的な対応につきましては、

機会あるごとにマスコミや議会等でも取り上げ

られておりますので、この場では取り上げませ

んが、限られた予算や人員の中で市政を運営す

るためには、各種事業の見直しが必要になって

くるであろうことは容易に想像されます。 

 そこで私の質問ですが、先ごろ新市の市長と

しての２期目の折り返し点となる本年10月を迎

えられた現時点におきまして、選挙公約の市政

への反映状況をどうとらえられているのか、そ

してまた任期残りの今後２年間の展望は、どう

なのかについてお伺いいたします。 

 質問時間は短こうございますけれども、内容

が過去２年、これから２年という、４年間にわ

たっておりますので、市長の答弁は心置きのな

い答弁をお願い申し上げます。 

○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。 

 できるだけ短くこの２年、そしてこれからの

２年といったことに絞って、一つの考え方を聞

くので、答弁そのものは時間は制約しないで思

う存分答弁していいぞというような御配慮もい

ただきました。大変恐縮もいたしているところ

でもあります。 

 ちょうど２年前の10月になりますけども、私

も次の４年といったものを市民の皆さまからの

負託を受ける場合にあっては、やはりきちんと

まさに約束といったようなもの、マニフェスト

というのは文字どおり約束なわけでありますか

ら、市民との契約という言葉もあるわけであり

ますから、もちろんこれは議会との契約という

ことにつながるわけでありまして。 

 そういった意味においては、それなりに私な

りにさまざま検討を加えた中におきまして、冊

子を印刷物として出したわけであります。この

中におきまして、今紹介いただきまして、改め

てその責任の重さというのを痛感してるわけで

ありますけれども、進化し続けるまちづくりと

いうことで誠実・対話・行動力といったキー

ワードを使わせていただきました。 

 そしてその中におきまして、新たな課題への

さらなる挑戦という言葉も使わせていただきま

した。そしてまた、この地域再生と、いろんな

形でこれからの市町村のまちづくりといったも

のにつきましては、戦後64年とも65年とも言わ

れる国・県・市町村という中における構図が、

私はもうかなりの部分でいろんな意味で問い直

される時期にきているんじゃないのかなという

ような認識でいるわけであります。 

 今までどおり県に行けば何とかしてもらえる、

県のほうに行けば交付税もそれなりに配慮して

もらえる。そしてまた国に行くと、いろんな譲

歩も持ってもらえる。あるいはそれなりの言葉

としては、こういう場での適切な言葉かどうか

でございますけども、いうところの有力な政治
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家を使えば、その中においていろんなものが手

当してもらえるという部分の中にあって、戦後

という一つの仕組みはそのような中に成り立っ

てきたという部分はあるわけであります。 

 これが平成の大合併という一つの転機といた

しまして、私は大分大きく様変わりはしてきて

いるのではないのかなというように思っており

まして、市長という職をいただいた時点から、

これからの市町村のまちづくりというのは、い

うところの連携と交流、足らざるところを補い、

そしてまた特性を生かし合う連携と交流の中か

ら、特色あるまちづくりをするということがで

てくるのではないだろうかと。 

 少子高齢化という文字どおり日本が抱える大

きな時代の流れを、末端の市町村がそれをはね

のかすということは、これはかなりの部分にお

いては不可能に近い状況ではないだろうかと。

であれば、一つのこの人口減少といったものも、

一定の人口減少といったものは素直に受け入れ

ながら、それに歯止めをかけ幾分でもその地域

を活性化するという部分においては、我々の足

元にもいろんなヒントがあり、そしてまたすば

らしい人材もいるのではないだろうかと。 

 やはりそれをうまく、文字どおり遠野スタイ

ルの中でそれを導き出せば、文字どおり地域再

生といったものにつながるんじゃないのかなと

いう思いは、今も変わってはおりません。そし

てまた、これからも変えるつもりはないわけで

ありまして、市民協働という部分は、何もすべ

てが市民の皆様に行政がこういった厳しい状況

であるから、市民の皆様にお願いするというよ

うなことではなくして、やはり市民の皆様を信

頼し、またその中におけるいろんな力をいただ

ければ、まだまだやれることがあるんじゃない

のかなと。そうなってくると、やはり県や国を

向いてのさまざまなアプローチももちろん必要

であるし、またそれは全面的に否定するわけで

はありません。これは必要であります。 

 先ほど菊池民彌議員の質問にお答えいたしま

したとおり、文字どおり３億円近い金を初動時

に使った。議会も臨時議会を開いてその予算は

認めてくれたというものの、多分これは一切相

談をしてないし、協議もしてないから持ち出し

になるだろうなと。でも私たちとすれば、議会

の了承もちゃんといただいて財源は措置された

からまずいいなとは思っておったわけでありま

す。 

 しかし、その中におきまして、やはりやりと

りの中におきまして、それはある意味において

は市が独断でやったでしょうという声は間違い

なくありました。あったわけでありますけども、

そこをみんなで、このような仕組みの中で、そ

れぞれがそれぞれの立場の中であれしながら、

まさに命をつなぐというものの中における取り

組みをしたんですよということを誠実に、それ

こそ対話をもって県や国に訴えたわけでありま

す。 

 そして、またただそれを誠実に対話をもって

訴えただけじゃなくして、いうところの行動力

をもって、いったいどうなんだと、我々はただ

勝手にやったんじゃないんだと、この遠野市の

取り組みといったものは命をつなぎ命を守った

んだと。 

 それを命をつなぎ命を守るという取り組みを、

市が勝手にやったでしょうという、それが県と

か国の行政にあっていいでしょうかと。それが

本当の政治でしょうかという話をまさに行動力

でもって訴えたという中にあって全額を認めて

いただいたという結果につながったわけであり

ますから、やはり、私は法律に書いてある、そ

ういったことを相談しないままに勝手にやった

から、それは市の勝手でしょうというそんな時

代ではないと。 

 やはり法律がなくても、あるいは通知がなく

ても命を守る、安心・安全を図る、福祉の向上

を図るという基礎自治体として、最も大切なこ

とをきちんとやっとけば、国や県も動かざるを

得ないし、あるいは制度化もせざるを得ないし、

法律も改正しなきゃならないというそういう動

きになってくるんじゃないだろうかというよう

に思っておりますので、これからもその部分は、

ぶれずに県や国へ、それこそさらなる挑戦とい
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う中における取り組みを行ってまいりたいと思

っております。 

 そのためには、自分が一人で動いてもこれは

力にもなりませんし、パワーにもなりません。

うちの議会ではこのような議論があってこのよ

うなことをやっておると、このような質問も出

て自分も立ち往生したこともあるぞと、いやこ

ういう答弁をしながら自分でも自己矛盾を感じ

たぞというような話をすると、それだけやっぱ

り県や国に対する説得力というのが出てくるん

ですね。ですから、そういった意味におきまし

ても、議員各位にもそのような部分におけるこ

れからまさに両輪という中にある取り組みだと

なれば、今後２年間におきます課題も文字どお

り山積いたしております。いっぱいあります。

次から次へとあるわけでありますから、それに

つきまして、まさに是は是、非は非、あるいは

それぞれのさまざまな意見は意見、またそれは

私も謙虚に耳を傾けるというそのようなスタン

スを崩さず、これからも、この市政課題に立ち

向かっていきたいというように思っているとこ

ろであります。 

 遠野モデルあるいは遠野スタイルという言葉

まで、今ではある程度の認知度が出てまいりま

した。その中における遠野スタイルのまちづく

りといったのも、小さなまちでありますけども

そのような評価にもつながっているわけであり

ます。 

 先般、ちょうど２週間前でありますけれども、

先週の火曜日でございますけども静岡県庁のほ

うにお招きをいただきまして行って参りました。

そのときに川勝知事さん、大村、岩瀬両副知事、

それから前の外務事務次官の東郷外務事務次官

も静岡県政顧問になっておりまして、静岡県の

県庁の幹部の方々が200名ほど集まりまして、

さまざま意見懇談する場があったわけでありま

す。 

 そのときに川勝知事の言葉をもってすれば、

遠野には場の力があると、370万人の県民が学

ぶそのような場の力があると。これ我々静岡県

が学ばないでどうするんだという話を、静岡県

の幹部の皆さまに檄を飛ばしておりました。私

は感動したわけであります。その場におきまし

て川勝知事さんに、「知事さん」と、「場の力

っていう非常にいい言葉をいただきました」と。

この言葉は、私非常のありがたいというか、ま

さに市民の底力という部分における言葉として、

遠野の場の力が３万人のその自治体が370万人

という静岡県を相手にしての対等な立場という

のを、「場の力」という表現でいただきました

ということで、「これを一つの励みにしながら

遠野の『場の力』といったものを、これからも

ますます市民・議員一緒になってそれに文字ど

おり力強いものに確固たるものにしていくとい

うことにもっていきたいと思います」という話

をしてきたわけでありますけども。 

 この東日本大震災の中で、確かに公約に盛り

込んだ80項目の中における取り組みにつきまし

ては、一部見直しをし、あるいは先送りしなき

ゃならないものもあったわけであります。ちな

みにこのマニフェストに、浅沼議員のほうから

示されました80項目のマニフェスト中につきま

して、担当のほうに着手率がどうなっているか

ちょっとチェックしてほしいと。今回、こうい

う質問をいただいているんで、これは議員各位

にもこのことを報告しなきゃならないのでどれ

ぐらいになっているだろうなということで、チ

ェックしていただきました。 

 その結果、80項目のうち着手率は72項目で、

ほぼ率にしますと90％は着手したという数字を

得たところであります。したがいまして、この

東日本大震災の中で中断した、あるいは挫折を

した、あるいはあきらめざるを得なかったとい

うのは、いうところの項目とすれば、７項目が

まだ着手されてないというだけでありまして、

この７項目の中で、私はこれはぜひ進めてみた

いなというような部分があるわけでありますけ

ども、町場の中心市街地の活性化であれば、災

害に強いまちづくりという部分では、電柱の地

中化といったようなプロジェクトも、これは次

には取り組まなきゃならない一つの急ぐプロジ

ェクトじゃないだろうかと。これはまだ着手出
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来ておりません。 

 それから民族学系の大学院の誘致開設プロジ

ェクトといったのも、これもまだちょっと見通

し立っておりませんけども、文化研究センター

がこうして立ち上がったことによって、私はこ

の構想に、40人でも50人でも若い学生が遠野に

常駐するというような体制の中における中学校

再編の中における空き校舎の利活用というプロ

ジェクトをうまくそこに持ってくれば、民族系

のあるいはこういった民族学系の大学院といっ

たものの誘致も、決して手の届かないところで

はないんじゃないだろうかというようにも思っ

ておりますし。 

 それから田瀬ダムを越えて鮭が猿ヶ石川に遡

上してくるプロジェクトに取り組みたいという

ように思っておりまして、これはいたるところ

で市民の皆さんには言われております。市長さ

ん生きているうちにはできないんだぞ、と言わ

れておりますので、いやあ、これはできないと

思うと。 

 だけども、そういう夢のあるプロジェクトの

中から、半世紀以上閉ざされた田瀬ダムを越え

て鮭が早池峰の山のふるさとに戻ってくると。

その距離が１万キロだというような、そういっ

た壮大な夢の中において、遠野の河川を猿ヶ石

川を大事にしようと、山を大事にしようと、そ

のようなプロジェクトが位置づけられるんじゃ

ないだろうかという話もしておりますので、そ

のようなかなり中長期的なというよりも超長期

的なということにもなるかと思いますけども、

そのような夢も捨てずに、それに近づくために

はというような部分における一つのプロジェク

トも興しながら進めていきたいなというように

も思っているところでございますので。 

 先ほど浅沼議員から、この２年間の中でとい

う部分、話がありました。市民の皆様と議員各

位の皆様で80項目のうち、この２年間で90％が

着手できたということにつきましては、この場

をお借りいたしまして感謝をし、またその部分

における、この90％の数字をそれこそ内容のあ

る中身のあるものとしてきちっと位置づけなき

ゃならないという、一つの課題があります。 

 そして、またこの着手できなかった７項目に

つきましては、私はこれはやはりそのものずば

りじゃなくても、何かそこに近づくための一つ

のストーリーを書けないかという中から、少し

でもこの着手率といったものにつきましては、

90が100近くになるようなところに、今後２年

間努力をしてまいりたいというように思ってお

ります。 

 ただ、この部分におきまして財政事情も非常

に厳しい中にありました。これは、この２年間

というよりも、この１期目とそしてまた２期目

の折り返しになっているわけでありますけれど

も、懸案でありました斎場が、きちんと人間の

尊厳にふさわしい場として供用開始になってお

ります。 

 また、消防庁舎、３万市民の24時間体制で命

を守るという拠点が、今着々と整備中でありま

して、来年の７月には供用開始になります。そ

してまた２つあった学校給食センターも、これ

も思いがけなくというよりも、一つのストー

リーの仕方とアプローチの仕方によっては可能

なんだなということを知ったわけでありますけ

ども、国交省のほうからの交付金が４割近くい

ただくという中にございまして、総合食育セン

ターとして間もなく着工できる運びとなりまし

た。 

 そして、さらにはきょうの滝澤議員の午前中

の質問にあり、教育長が答弁しておったわけで

ありますけれども、本当に大きな懸案でありま

した中学校８校を３校にするという大きな、大

きな市政課題が、それぞれの地域の皆様の、ま

さに涙をのんだ形での決断の中から理解をいた

だきまして、８校を３校の中における教育環境

の整備といったことにも踏み出すことができた

わけであります。 

 それぞれ数え上げれば、まだまだいろんな懸

案事項があるわけでありますけれども、この中

におきまして、急がなきゃならなかったそのよ

うな必要とする施設整備も、古いものを新しく

しただけじゃないかと、古くなったから建てか
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えただけじゃないかという方もいないわけでは

ありません。 

 しかし、やはりそれが今一番市民が必要とし

ておる一つの事業なわけでありまして、その中

で、今のようなことにも踏み出すことができた

のは、議員各位のそれぞれの立場からの御理解

があり、また予算審議等を通じて厳しい議論の

やりとりもあったと。 

 先般の全員協議会でもお話申し上げましたけ

ども、馬の里の競走馬の育成調教施設、民営化

になりました。100頭の競走馬が今、遠野馬の

里でもってトレーニングを、まさに来たるべき

春のシーズンに備えて、本格的なトレーニング

に100頭が今入っているわけであります。この

部分におきましては、本当にいろんな形での私

もいろんな思いがあります。 

 その前に厳しい議論もありましたし、御指摘

もあったわけでありますけども、それをまさに

総意として、あの施設を生かそうという中にお

きまして、完全民営化の中から一定の展望もそ

の中に見えてきたということもありますし、北

上山系のこの負の遺産を、新たなまさにプライ

ベートブランドとしての遠野牛としての一つの

プログラムと申しますかプロジェクトも本格的

に動き出す時点にも立ったわけでありますから、

そのようなことも踏まえながら、まだまだ課題

が山積しておりますので、これからも厳しい議

論の中から、また厳しい指摘の中から、私自身

も謙虚に耳を傾け、そしてまた話を聞くという

スタンスは崩さず、まさに誠実・対話そして行

動力という言葉が単なる言葉ではないという部

分の中における姿勢を崩さず、市政運営に当た

ってまいりたいというように思っておりますの

で、議員各位にありましても、私もそういう気

持ちは持っておってもどっかでやっぱり生身の

人間でありますから、「いや、あれあれ」と思

うことがしょっちゅうありますので、その部分

につきましては忌憚のない御指摘と御指導をま

たいただければということをお願いいたしまし

て答弁とさせていただきます。よろしくお願い

いたします。 

○議長（新田勝見君）  19番浅沼幸雄君。 

   〔19番浅沼幸雄君登壇〕 

○19番（浅沼幸雄君）  私が、今回の一般質問

にこの内容を取り上げたのは、一つには質問し

たとおり折り返し地点での検証ということがあ

ります。もう一つには、発災から９カ月、四捨

五入すれば年を越せば１年になるんですけれど

も、確かに発災当時は後方支援、そして今も後

方支援、必要ですし大事だというのはわかりま

すし、やらなければならないというのもわかり

ます。 

 ただ、最近になって市民の中から「いや、確

かにみんなを応援するのも大事なんだけども、

果たして自分たち遠野市民はどうなんだろう

な」と。極端に言えば、市長、市民のことを忘

れてるんじゃねべか、という心配もあるという

ふうに私は感じだったんですね。 

 そういうことで、その辺も含めて市長には今

答弁していただきましたので、聞いていた市民

の方々も安心したとは思いますけれども、改め

てその立場として後方支援もしながら、これは

当局、議員、そして市民、みんなで力を合わせ

ながら、これからも後方支援しながらもですね、

屋台骨である遠野市民がやはり自分たちの生活

もきちっと成り立っていくようにしなければな

らないということを、もう一度、市長から長く

ても短くてもいいんですけれども、答弁をいた

だきたいと思います。 

○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）  浅沼幸雄議員の再質問

にお答えいたします。 

 発災からこの11日がまいりますと９カ月なわ

けであります。この後方支援という一つの中に

おきまして、私も想像だにしなかったような関

心、そしてまた注目、それは関心・注目が集ま

ったというのは、それを文字どおり市民の皆様

がそれを形として見せてくれたからこそ、これ

だけの関心が集まったということになるわけで

もあります。 

 運動公園の拠点とし、そしてそこに自衛隊、
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消防隊、警察隊、医療隊そういったボランティ

アの方々が集まって、そこを活動拠点にしたと。

いうなれば単なる拠点としての場所を提供した

ということにとどまらず、地区コミュニティー

センターなり地区集会所なり、あるいは講堂な

り地区センターなりが、まさに利活用されなが

ら市民との皆様とのふれあいもありながらそれ

ができたということでもって、それが関心とな

り注目度を集めたということになったわけであ

ります。 

 この後方支援のなかにおける取り組みといっ

たものは、私はいずれは総括しなきゃならない

かというように思っておりますけれども、第一

ステージが初動時におけるものであったとすれ

ば、いうところの第二ステージがいわゆる「ま

ごころネット」を中心とする民の力によって、

まさにマンパワーが600人も700人も被災地に向

かったという第二ステージがあったと。 

 それでまた救援物資の仕分けについても大量

に届けるというものから、きめ細かくやる、届

ける。もう一方においてはバイキング方式で被

災者の方々のニーズで、被災者の方々が欲しい

ものを持っていくという第三ステージで持って

いったというのが全部あるわけであります。 

 その中にございまして、ただいま質問であり

ましたとおり市民のことを忘れてはいやしない

かという話。これは実は私も非常に気になって

いたことなわけであります。したがいまして、

それぞれ後方支援室を置きながら、ほとんどの

部署におきましてはもう８月、９月時点あたり

から、完全にいうところの平常業務と申します

か、市民の皆様への行政サービスということに

なりまして、まごころネットの活躍も社会福祉

協議会のあそこの場所を使っておったわけであ

りますけれども、まごころネットさんの皆様み

ずからの判断と、自主的に拠点を移すと。で、

あそこは市民の皆さんの福祉のまさに拠点であ

るんだという中におきまして、行政のほうから

求めるんじゃなくして、まごころネットさんの

みずからの意思でもって浄化センターのほうに

移っていったという中における仕組みが、まさ

に市全体の中でできておるという中にありまし

て、私はそれは市民の皆様はそれを素直に受け

入れてくれているんじゃないのかなと思ってお

ります。 

 こういった本会議場の場で申し上げるのは、

あるいはふさわしくないかもしれませんけども、

ただいま浅沼議員から御指摘にありましたとお

り、私も電話等ではかなり厳しい指摘は受けて

おります。「いつまでなにやってんだ」と「市

民のことをお前本当に考えているのか」という

手厳しい電話等もちょうだいしております。 

 これは、私自身が姿勢として問われているこ

となわけですから、私がそれをきちんと素直に

受けとめて、自分の行動の中にあるいは自分の

発言の中に、市民をしてそのように思わせしめ

たところがあったんだなとなれば、これは当然

反省はしなきゃならないというように思ってお

りますので、これからも、みずからを戒め、そ

してまた市民のための市政といったことをまず

第一といたしまして、市政運営に当たってまい

りたいというように思っております。 

 ただ、この後方支援活動といったのは、単な

る一つの遠野の心という部分ですけども、これ

からの遠野のまちづくりの基本と申しますか根

幹を問う仕組みではなかったのかなと思ってお

りまして、これは単なる後方支援のための後方

支援じゃなくして、あの中で得たさまざまな市

民の皆様の自信・誇り、あるいはその達成感と

申しますか、そういったようなものは、これか

らの市政運営に当たっては、かなり大きなエネ

ルギーとして私はまちづくりの一つの仕組みづ

くりにもなるんじゃないのかなと思っています

から、言葉は適当じゃないかもしれませんけど

も、官民一体となった、地域住民一体となった

この後方支援活動といったものを、遠野市のま

ちづくりに文字どおり生かしていくと、また生

かさねばならぬと。またそういうような形に持

っていくというのも、市長としての一つの役目

であり、責務ではないかというように思ってお

りますので、一言申し上げて答弁とさせていた

だきます。 
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────────────────── 

   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。大

変御苦労さまでした。 

   午後３時58分 散会   

 

 


