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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。２番瀧本孝一君。 

   〔２番瀧本孝一君登壇〕 

○２番（瀧本孝一君）  おはようございます。

 
副 市 長 
総務部長事務取扱 
 

文化政策部長兼図書館長兼博物館長兼  
遠野文化研究センター副所長 

農業活性化本部本部長 
兼畜産担当部長 
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本日最初の質問をさせていただく、新興会所属

の瀧本孝一です。 

 あの小雪舞う３月11日から、間もなく９カ月

が経過しようとしています。ことしの冬は津波

で破壊された沿岸の町並みは白い荒れ野と化し、

寒々とした風景が広がるであろうと想像され、

クリスマスや新しい年の団らんをいつもの年と

同じように、一緒に迎えるはずだった家も、家

族も、友人も、職場や仕事も失った方々には、

お慰めの言葉も見つからず、心が痛むばかりで

す。また、本市に避難されている皆様を含め、

仮の住まいで冬を迎える方々には、いつにもま

して、厳しい年の瀬となる現実に、体調などを

崩されないようにと案じ、年末年始や厳しい冬

の寒さを乗り切って、新しい年を迎えていただ

きたいと、切に願うものであります。我が遠野

市においては、震災直後から、救援隊の被災地

後方支援拠点中継基地として、市を挙げての献

身的な支援活動をはじめ、遠野まごころネット

などを通しての長期間にわたるボランティア活

動、そして沿岸被災地後方支援室の任務の重要

性と各種防災学術機関との連携による支援や調

査、さらには、今日では、被災地の復旧、復興、

自立に向け、被災者の現地雇用を含めた事業化

の取り組みなど、オール遠野で、「縁が結ぶ

絆」の名のもと、官民を問わず、それぞれの分

野で身を粉にして携わってきた多くの関係者の

皆様方に改めて深く敬意と感謝を申し上げます。 

 さて、通告に従い、市長に２つの項目に関し、

質問をさせていただきます。 

 まず、最初の項目は、ひとり暮らし高齢者、

弱者等の孤独死対策についてということで、３

点の中身について、市長の見解をお尋ねするも

のです。 

 近年、人間関係の希薄化が指摘され、他人に

無関心、隣は何をする人ぞの風潮は、大都会に

留まらず、地方においても、隣近所をはじめ他

人との関係が個人主義の顕在化で、差しさわり

のない表面的で、密度の薄い、そして弱体化し

ていると思うのは、私だけではない気がいたし

ます。昨年の年末から、ことしの正月にかけて、

ある中央紙の新聞で、「弧族の国」という特集

がシリーズで連載されました。それは大都会で

は、家族という関係が崩壊し、孤独の「孤」、

家族の「族」という字を当てはめ、「弧族」と

いう初めて聞く言葉で、単身世帯の急増と現代

日本の家族や人間関係の驚くような現実を取材

した、田舎人の私には信じられないような記事

でありました。その内容の一例を少し述べさせ

ていただきますが、年齢的には、五、六十代の

未婚や離婚、あるいは失業したり、病気のため

働けなかったりで、家庭を持ってさえいれば、

これから余生を楽しむといった年代の単身世帯

の主に男性が大都会の片隅で、福祉の世話にな

ることもなく、だれかにみとられることもなく、

ひっそりと、その存在すらなかったように、み

ずから社会との関係を断ち切ったり、親族や周

りとのつながりを拒絶したり、隠したりして、

だれにも知られず、孤独死をしていく人々を扱

ったものや、家庭のいやしや人とのきずなをお

金で買うといったような記事でありました。私

は、その人たちの生き方というか、死に方とい

うか、彼らの人生に大きなショックを受けると

同時に、この国の家族関係や人間関係の崩壊に

驚き、一方では、都会の出来事、都会の話とい

う、やや現実味に欠けた認識でしたが、自分や

周りの人間関係、社会とのつながりを顧みると

き、差しさわりのない人間関係、信頼感のない

薄っぺらな関係を構築してはいないかと反省さ

せられたところでもあります。日本は今、単身

世帯率と未婚率の上昇が続いて、今後、勢いを

増し、孤立に向かい合う人たちは間違いなく増

加します。と同時に、他人や社会との関係を嫌

ったり、みずから断ち切ったりして、孤立化す

る、縁がないと書く無縁社会。そして、同じよ

うに、他人や周りからの関与や助けというもの

を嫌ったり、断ったりする、援助がないと表現

される無援社会が、都会を中心に急速に進展す

ると言われています。翻って、家々が点在する

も、隣近所のつき合いや他人との関係、いわゆ

る地域ネットワークが大都市の比ではなく、濃

密と思われる我が遠野市ですが、在と言われる
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農村部と市の中心部の都会的市街地とでは、近

所つき合いや他人とのかかわり方の意識が多少

違うところがあるにしても、市内のひとり暮ら

し高齢者をはじめ、病気や仕事を失って働けな

いなど、社会的弱者と言われる単身世帯等の方

が寂しく、ひっそりと、だれにも知られず孤独

死している事例が我が遠野市においてもあるの

ではないかと危惧するに至り、以下の小項目３

点について、お尋ねをいたします。 

 １点目として、市内におけるひとり暮らし高

齢者、弱者等の把握はどのようになされ、現状

はどのようなものか。 

 ２点目は、市内における孤独死の実態はある

のか。あれば、その現状は把握され、統計的な

数値はあるものか。 

 ３点目については、ひとり暮らし高齢者、弱

者等の孤独死を防ぐために、どのような取り組

みや対策を講じているのかということでありま

す。 

 日本の原風景と言われる本市においては、都

会とは比較にならないほど、地域社会のきずな

とつながりは強固なものがあることはだれにも

異論はないと思われます。もちろん、これを支

えているのは、田舎ならではの隣近所、地域社

会の深い結びつきから始まって、福祉の里など

の行政の取り組み、社会福祉協議会や地域包括

支援センターなどの訪問による要介護、要支援

者への見回り確認、あるいは、緊急通報装置の

設置や、さらには、区長さんや民生委員さん等

の常日ごろの見回りの御苦労などによって、維

持されていると私なりに理解をし、感謝を申し

上げる次第です。 

 さて、私ごとで恐縮ではありますが、先般、

10月と11月に県央部の町と市において、友人、

知人を相次いで亡くし、思いもよらず、葬儀や

火葬に参列する機会に遭遇する事態がありまし

た。１人は50代の同級生、もう１人は会社員時

代の社会保険委員会の先輩であり、仲間であっ

た60代の女性です。お２人に共通するのは、ひ

とり暮らしで病気を抱えているということもあ

りましたが、私の住んでいる所とは違い、ぎっ

しりと家の立ち並ぶ町の中の住宅街に居を構え、

普段はそれなりの近所づき合いをしていたにも

かかわらず、病気がもとで亡くなるときには、

だれにも知られず、孤独な最後になってしまっ

たということであります。１人は、体調を心配

していた親族に翌日発見され、もう１人は、仲

間同士で昼食会の約束の場にあらわれず、そち

ら、こちら、手を尽くして所在の確認を試みる

も、連絡がつかず、最後は警察の手を借りて、

家をあけてもらい、最悪の事態が判明したとの

ことですが、発見されるまで何日かあったと聞

きました。それでも、親族や友人とのつながり

があったことで、比較的早く発見されたのでは

ないかと思いますが、田舎である岩手の近隣の

市や町においてさえ、都会と同様の悲しい現実

が発生しているのです。このような出来事があ

ったこともあり、私は介護保険制度の関係や災

害時における要援護者の安否確認などで、比較

的見守りの行き届いていると思われるひとり暮

らしの高齢者の皆様は当然のことながら、そこ

に当てはまらない、ややもすれば見落とされが

ちな50代、60代の病気で働けないなどのひとり

暮らしの方や、弱者と言われる単身世帯等の市

民が家族や友人にも知られることなく、寂しい

最後を迎えている状況が、この遠野においても

あるのではないかと懸念され、確認の意味を込

めて質問をしているわけですが、本市において

の現状はいかがなものであるのでしょうか。今

日の人間関係や社会の風潮を顧みるとき、杞憂

であってほしいと願うのは、私だけではないと

思われます。人間は決して１人で生きていけな

い動物であります。いろんな人とつながり、い

ろんな人にお世話になり、いろいろなたくさん

の人のおかげで生かされていると思うとき、無

縁社会とか、孤独死などという言葉は、余りに

悲しすぎ、そのような状況に至らしめることが

絶対あってはならないと断言できます。後期総

合計画大綱２の「健やかに人が輝くまちづく

り」実現に望まれることは、命を大事にする心

を育み、本人の地域社会への積極的なかかわり

は言うまでもなく、住民同士がお互いに声をか
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け合い、支え合う地域社会の見守りやおせっか

いと、行政や福祉関係機関のより頻度の高い関

与とサポート体制の充実が求められていると思

われますが、市長の見解はいかがなものでしょ

うか。 

 次に、２つ目の項目の質問に移ります。 

 今や、国の借金が１千兆円に達するのも時間

の問題と言われ、国際的な株安、超円高、さら

にはギリシャ、スペイン、イタリアの国債の信

用問題に関連し、我が国の国債も危機ラインに

迫り、国家財政もいつ破綻してもおかしくない

と言われる中で、地方自治体の財政状況も、ま

すます厳しさを増すばかりであります。まして

や、自主財源の乏しい本市を含めた弱小自治体

の財源確保は頭の痛いところであると思われま

すが、そのような情勢の中で、幾らかでも歳入

増につながると思われる財源増に向けた広告料

収入の確保の取り組みについて、というテーマ

で、後で申し述べる小項目５点について、市長

の考えをお伺いいたします。 

 100億単位の予算規模や何千万、何億という

予算をやりとりする市の財政全体からすると、

私の提案する広告事業導入による収入金額はミ

クロの世界かもしれませんが、職員や担当課の

取り組みが本気で集約されれば、一定の財政効

果を生じるのではないかと考えます。それが例

えば、１人の職員の給料を賄うことができたり、

一つの事業を生み出す金額となれば、決して、

絵空事の話ではないと思われます。 

 ところで、自治体がお金を取って、みずから

の広報紙等に民間会社の広告を掲載してもいい

のかという疑問を持つ市民の方もいらっしゃる

かもしれませんが、昭和33年に出された、当時

の自治省の地方自治関係実例判例では、「広報

紙の広告料は私法上、私の法上の問題で、広告

掲載は差し支えない」との判断が示されていま

す。つまり、地方自治体が所有資産を利用して、

民間事業者の広告を掲載することは、各自治体

の判断に任せられているのであります。もちろ

ん、そこには、何でもかんでも掲載できるわけ

ではありません。事業を実施するに当たっては、

要綱や基準等の制定が必要であり、政治、選挙、

宗教、風俗など、また、青少年保護及び健全育

成に反するもの、公序良俗に反するものなどは、

当然禁止されるべきであり、第三者機関などの

審査によるチェック体制の確立と建物や街路広

告については、永遠の日本のふるさと遠野郷の

景観や風景に十分配慮したものでなければなり

ません。これらを踏まえた上で、私は広告事業

の参入に速やかに取り組むべきだと思うのです

が、中には、何のために、何のメリットがあっ

てやるんだと疑問に感じる市民もあるかもしれ

ません。その答えは、自治体が広告事業を行う

目的は次の３つにあると言われ、１つには、新

たな財源の確保、２つには、市が保有する資産

の有効活用、３つ目には、民間事業者に広告媒

体を提供することによる地域経済の活性化が上

げられ、そこから見込まれる副次効果として、

行政も汗をかいているという姿勢を市民にア

ピールできることや、市役所職員のコスト意識

につながる面もあると思われます。参考までに、

いや、本市とは比較参考にならない大都会横浜

市の事例の古い数字で恐縮ですが、平成17年度

及び18年度においては、バナー広告をはじめ、

公共施設の命名権の売却と言われるネーミング

ライツや費用削減効果を含めた広告関連収入は、

５億円台から６億円台という大きなところも見

受けられますが、一般的には、何百万程度から

数千万円の所がほとんどと言われています。 

 さて、私が本市の広告事業の取り組みとして、

差し当たり、次の５項目について提唱し、取り

組む考えがあるかないかを率直にお尋ねいたし

ます。 

 １点目は、市のホームページにバナー広告を

導入することについて。２つ目として、市が使

用する封筒への広告を掲載することについて。

３つ目に、市の広報や各種印刷発行物への広告

を掲載することについて。４つ目として、市営

バス等への広告を導入することについて。最後

に、市有建物、土地等を広告媒体とすることに

ついて、という比較的単純明快な内容であり、

取り組んで、些少でも、歳入増につなげようと
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決意がある場合は、その時期などを、逆にでき

ない場合は、その理由などをお示し願いたいと

思います。 

 １点目については、ウエブサイトの全国各地

の自治体のホームページを検索してみれば、現

在では、そちらこちらの自治体でバナー広告を

掲載しており、その効果は実証されていると言

えます。本市のホームページについては、民話

のふるさと、日本の原風景、後方支援、市長の

知名度や行動力をはじめ、本市の先駆的な取り

組み等で、全国でも注目される自治体であり、

アクセス件数も多いのではないでしょうか。ト

ップページや関連リンクを含め、そこに何コマ

かのバナースペースを設けて、広告主を募集し、

月極め、または年契約の料金設定をすればよい

と思われ、ＩＴ情報通信時代において、このバ

ナー広告は市内外を問わず、全国に広告主の思

いや願いをアピールできることから、注目度も

高く、トライをしてみる価値はあると思います。 

 ２点目、３点目の封筒や広報、各種印刷発行

物への広告掲載については、それらに一定の広

告スペースを設け、市内外の民間事業広告主を

募って料金を徴収するか、または、それらの封

筒や印刷物の制作経費の負担をお願いすること

で、コストの削減という方法も考えられます。

市全体で使用する大小各種の封筒の枚数は膨大

な量であると思われ、また、広報遠野をはじめ

とする情報誌、あるいはイベント等の開催周知

をする各種印刷発行物は、毎月各家庭に届けら

れ、かなりの枚数となります。広告主は、わず

かな経費で確実に市民の目に触れてもらうこと

ができ、会社名や商店名、事業内容などを知っ

てもらう絶好の機会となります。 

 次の市営バスへの広告導入ですが、市内はも

とより、県内外を走る民間定期バスを見ればわ

かるとおり、車体の内外に企業や病院、商店等

の広告が張りつけられ、また、１台丸ごとラッ

ピングされているものもあります。宮守町内を

走る患者輸送バスをはじめ、市所有のマイクロ

バスもありますが、走る広告塔としての価値は

十分あると思われます。 

 最後の市有建物、土地等を広告媒体とするこ

とについては、現在、遠野駅前に工事が進めら

れている、まちおこしセンターと観光交流セン

ター、そして、既存の中心市街地活性化施設

「とぴあ」をはじめ、市所有建物や観光施設等

に建物や施設の外壁などに景観等に影響のない

程度に広告スペースの提供をする。あるいは、

市所有の駐車場や道路わきの空き地などへの街

路広告板の設置など、考えられることは数多く

あると思われます。大都市のような大型公共施

設の命名権の売却、いわゆるネーミングライツ

と呼ばれる金額の大きい広告関連収入は期待で

きませんが、本市の場合、指定管理者による管

理物件に市の正式名称等は別に、愛称となるよ

うなネーミングづけや広告募集の裁量を認め、

広告料を得るという方法も考えられます。しか

し、いずれの場合においても、広告依頼主の需

要がなければ事業は成り立ちませんが、小さな

金額の積み重ねが、大きな成果につながってい

くと確信するものです。黙っていても、財源増

にはつながりません。ネットを検索すれば、瞬

時に世界とつながり、さまざまな知識が得られ

る時代であり、まずは新しい事案にチャレンジ

する気概が求められているといっても過言では

ありません。市長、いかがでしょうか。市全体

の予算規模から見れば、わずかな金額かもしれ

ませんが、自主財源が限られ、財政状況が年々

厳しさを増す中で、市有財産の有効活用や財源

増という目標に向かって、英知を結集すれば、

決して、難しい提案ではないと思われます。 

 以上、２つの項目について質問をさせていた

だきました。 

 ところで、この１年を象徴する漢字が間もな

く発表される時期でもありますが、本年は何と

いう字になるでしょうか。震災の震か、それと

も災か、あるいは絆とか、助という字か、はた

また別の字か、いろいろな思いが交錯する年の

瀬となりそうですが、昨年10月の市議選で議員

としての付託を受け、私を含めた５人の新人も、

やっと１年１カ月が経過しました。この間、立

候補したときの気持ちを忘れることのないよう
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にと、自分なりに頑張ってきたつもりではあり

ますが、さまざまな勉強と貴重な経験をはじめ、

年４回の当局側との一般質問や議論の場に立た

せていただいた中で、３月議会で提唱した危機

管理専門部署の必要性については、直後に東日

本大震災が発生したことや、新消防庁舎、総合

防災センターの整備と、明年４月の組織再編に

あわせ、防災危機管理課の設置が確実となり、

危機管理の重要性が認められた形となりました。

また、地域づくりについては、昨日も同僚議員

の一般質問にもありましたが、地区センターの

ない地域から見れば、均衡のとれた姿には、ま

だまだ十分とは言えないまでも、震災対応業務

で委嘱がおくれはしましたが、10月から宮守地

区センターに２名の地域活動専門員の配置をい

ただき、今後の活動となお一層の内容の充実に

期待するとともに、一定の御配慮に感謝を申し

上げる次第です。 

 終わりに、私にとっては、２回目となる３月

定例会終了の翌日、歴史に残る３・11の東日本

大震災が起こりました。想定外とか、未曾有な

どという形容詞で表現され、これまでに経験し

たこともない。そして、だれもが予想もできな

かった大震災でありました。沿岸の町は瓦れき

と化し、大津波や原発事故による被災者の多く

の皆様は、なれない仮の住まいやよその土地で

この師走を迎え、大変な御苦労を続けられてい

る現状に、少しでも希望の持てる正月が訪れて

ほしいと願うことしかできません。内外に時間

との勝負とも思える喫緊の課題が山積している

中で、新しい年が力強い復興の年となり、被災

された皆様方に１日も早く穏やかな日常が戻ら

れることと、すべての人が安心して暮らせる幸

福、満足度の高い社会に結びついていく政治に

期待して、私の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）  瀧本孝一議員の一般質

問にお答えをいたします。 

 項目は２つという中にございまして、小項目

がそれぞれ３つ、５つという形で整理されての

質問でありました。また、冒頭、この３月11日、

間もなく９カ月ということで、ことしの冬は非

常に寒々とした、この被災地の状況ではないか

と。まさに、家も、家族も、友人も、知人も、

そして仮設住宅での生活を余儀なくされると。

年末年始に当たり、新しい年を迎えなければな

らない、この現状の中にあって、遠野がさまざ

まな活動をしてきたと。その中にあって、オー

ル遠野だと、官民問わず、敬意と感謝を申し上

げるというようなお話もありました。また、質

問の最後のほうにおきましては、昨年の市議選

挙でもって議席を得、活動してきたという中に

あって、みずからを戒めるような形での、大変、

この議員活動というものの中におけるありよう

といったものについて、さまざまな形での思い

も御披露いただいたわけであります。やはり、

この本会議場、あるいは、さまざま形で市政課

題を議論する、この市議会と我々執行部の中に

ありましては、いい意味での緊張感の中から、

建設的な意見、あるいは提言、そういったもの

は、私どもも素直にそれを受け入れるというよ

うな姿勢は、私は非常に大事だというように、

常日ごろから思っております。したがいまして、

ただいまの瀧本議員の最後のほうで申しており

ました、そのような一つのスタンスの中から、

いい意味で、何よりも市民のためにという中に

おける、一つの基本的な姿勢を崩さず、これか

らも、なお一層、緊張感のあるやりとりをして

まいりたいものだというように、私も改めて受

けとめたところでありますので、私もその所感

の一端を申し上げておきたいというように思っ

ております。 

 では、まず１つ目は、ひとり暮らしに伴う３

点についての質問でありました。それぞれ隣近

所、あるいは大都会、弧族という言葉があると。

私もこのシリーズは読ませていただきました。

弧族という新しい言葉が出てきているわけであ

ります。最初は言葉を、話し言葉で聞いただけ

であれば、弧族と言っても何のことかわからな

い。しかし、字を見ると文字どおりそのものに

なるわけでありまして、この弧族という、今ま
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で聞いたことのない言葉といったものが、ごく

当たり前のような、一つの社会現象をあらわす

言葉としてなっておると。これは何も大都会だ

けの問題ではないんじゃないだろうかと。信じ

られないケースもあると。50代、60代、単身、

あるいは家族を持っていないという方々におけ

る孤独死といったような中に起きる、この問題

にどう対処していくのかということであったわ

けであります。 

 そこにおきましては、瀧本議員のほうから、

さまざまな提案もいただいたわけであります。

そしてまた、私ごとだという中における中にお

きまして、身近な事例も、その質問の中で御紹

介もいただいたわけであります。したがって、

その分におきまして、まずもって市内における

ひとり暮らしの状況はどうなっているのか。ま

た、孤独死の実態はどうとらえているのか。さ

らには、防止するための方策はどのようなこと

を考えているのかということを、ひとつ、市長

の立場で答弁してほしいということであったわ

けであります。 

 その中で、市内の単身世帯の状況についてで

ありますけども、65歳以上の、いうところのひ

とり暮らしの高齢者世帯。住民基本台帳では1,

500世帯。また50歳から64歳のいうところの中

高年単身世帯は、平成22年の国勢調査結果では

572世帯という数字になっております。この数

字が他の類似した市町村と比べてどうなのかと

いう部分も、さまざま検証をしなきゃならない

かと思っておりますけども、この現状について

は、このような形で把握してあるということで

あります。この65歳以上の方の1,500世帯。こ

れは減るというよりもふえていくわけでありま

すし、50歳から64歳といったようなものの、い

うところの戦後の団塊の世代、ベビーブームの

団塊の世代が、一挙に、このような形の年齢の

域に達してきてるわけでありますから、これは

やはりふえるということに、ふえるという前提

でとらえなきゃ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。 

 御質問にありましたとおり、この遠野市内に

あっても、いうところの在と町場と、それぞれ

違いはあるかもしれないけどもというようなお

話もあったわけでありますけども、こういった

この数字そのものは、これから介護の問題のほ

うにも、一つの予備軍という言葉はちょっと不

適切かもしれませんけども、そういった形での

中における世代でもあるわけでありますから、

そういった部分に対する一つの対応といったこ

とも、これから、きちんとしていかなきゃなら

ない大きな課題であるというように認識してお

ります。 

 そしてまた、この中におきまして、孤独死の

現状はどうなっているだろうかと、実態はどう

とらえているかということでありました。そし

て、この中におきましては、在宅のほうにおき

まして、いうところの、独居老人、高齢者の孤

独死について、これはあくまでも把握している

限りということで御承知いただきたいと思って

ますけども、年間、間違いなく１、２事例はあ

ります。報告があります。それも、このデイ

サービスの職員や配食サービスのボランティア

の方の通報により発見されたという、そのよう

な実態であります。そしてまた、この中高年者

におきましても、年間、やはり１から２事例の

発生が確認されております。この発見者の多く

は、民生委員や福祉関係職員などで、家族や親

族、近隣者との、関係の希薄さが伺うことがで

きると。いうところの、民生委員とか、福祉関

係職員によって発見されているということであ

りますから、その第一発見者が家族でもなけれ

ば、親族でもない。近隣者でもなかったという

ことになると、御指摘にありましたとおり、そ

のような部分も、地方あるいは田舎という言葉

がふさわしいかどうかはともかくといたしまし

て、こういった我々のきずながあり、地域コミ

ュニティが保たれていると。そういった中にお

ける人と人とのつながりというのは、健全な地

域社会を持っているんだという部分は、日ごろ

から一つのそれでもって、まちづくりを行って

いるわけでありますけども、現実に、この年間

１、２事例の中にあっては、そのような形じゃ
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なくして、民生委員とか、福祉関係職員によっ

て発見されているということが言われておりま

すので、いうところの地域コミュニティの活性

化が、やはり、必要じゃないかというのは、こ

の事例からも言えるのじゃないかなというよう

に思っております。 

 また、孤独死という状態とは、また違う切り

口になろうかと思っておりますけども、岩手県

の自殺率が全国でトップになる可能性といった

ものが指摘されているわけであります。大きな

課題であります。単身世帯とは限らず、周囲と

のかかわりを望まない者に対する自殺予防とい

ったものも視野に入れた対策といったものは、

非常に求められているの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。 

 この遠野市におきましても、この平成22年、

11人の方がとうとい命をみずから絶っておると

いう厳しい数字があります。ここ数年、この４

年間、19年、20年、21年、22年と、大体その数

字は、10人、14人、10人、11人といった中で推

移はしてきておりますけども、やはりこの部分

におきますと、この数字の重さ、命といったも

のとの引きかえってことになれば、非常に重い

数字なわけでありますから、この部分を１人で

も２人でもなくすというような取り組みも、ま

た、必要ではないかなというように思っており

まして。 

 ３つ目の質問として、その取り組みと対策に

ついて、それを示してほしいということであり

ました。これにつきましては、在宅介護支援セ

ンターの相談員の定期的な訪問、さらには、こ

ういった中における状況把握に努めて、適切な

サービスを提供するということで、孤立化の防

止に鋭意努力をしておるということが一つとし

て上げられます。 

 それから、老人クラブにこの見守り支援事業

を一つ委託しておりまして、元気な高齢者が、

いうところの高齢者を見守るというような取り

組みを、今後も継続することが必要じゃないか

なというように思っております。 

 それから、３つ目といたしましては、これは、

やはり、この部分におきまして、すき間を埋め

るという部分が一つあろうかと思っております

けども、特にも、この日常的な身体上、あるい

は精神状況に不安のある高齢者の方、あるいは

障害のある方等に対しまして、緊急通報装置を

設置しながら、異常事態の早期発見などを緊急

時の体制といったものも、充実を図っていかな

きゃならないんじゃないのかなというように思

っております。 

 先ほど、自殺の話の中で、２けたと、11人だ

という話を申し上げました。これにつきまして

は、この孤独死ということも含めまして、私、

非常に大事な取り組みじゃないかなと思ってま

すけども、いわゆる傾聴、話を聴くと、傾く、

聴くと、呼ぶわけでありますけども、傾聴ボラ

ンティア、この養成も非常に大事ではないかな

と思っております。サロン「ひなたぼっこ」と

いった、このボランティア団体が家庭訪問で、

認知症の方あるいはひとり暮らしの方のお話に

耳を傾けると、話を聴くと。さまざまな悩み、

あるいは愚痴、そういったようなものを聴く。

あるいは、この認知症や、このひとり暮らしの

方にとっては、昔のさまざまな、回想法という

一つの治療法もあるというようなこともあるわ

けでありますけども、さまざまな元気だったこ

ろの昔の話をきちんと聴いてやると。聴くとい

うような、この傾聴といった中において、孤独

感、孤立感を軽減すると。そして、生きがいを

持ちやすい生活へというものにサポートすると

いったようなものも非常に大事じゃないかなと

思ってますので、こういった部分につきまして

は、いうところの財源も余り必要としない中に

おける対応として、極めてメンタルな部分をフ

ォローするという大事な大事な取り組みだとい

うように思ってますので、このような取り組み

と、この仕組みを充実強化を図っていきたいと

いうように思っております。 

 それから、つい最近でありますけども、12月

の広報の配付にあわせまして、心のケアのため

のパンフレットを全戸に配付いたしまして、相

談窓口の周知、心の病気の気づきについて、お
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知らせするということで、この11日の健康講座、

市民健康講座には、専門医の先生をお招きいた

しまして、心のケアをテーマとした講演会も行

うというような準備も進めております。 

 それから、やはり、この健康診査などの機会

を通じまして、それぞれ近隣とのつながりを持

つ。そういった啓発活動、あるいは声かけ、コ

ミュニティづくりといったようなものも、さら

に強めていかなきゃならないかというように思

っております。健康増進総合プログラムという

ことで、ＩＣＴを利活用した、一つの予防、健

康、予防といったことで、総務省のモデル事業

を３年で行いまして、今は単費で実施してるわ

けでありますけども、これは文字どおり、健康

づくりであり、地域づくりであり、そしてまた

人づくりでもあるというような認識に基づいて、

これを全市内のほうに拡大しようというような、

今、取り組みも行っておりますので、こういっ

た部分も、非常に大事な一つの取り組みという

ことになるんじゃないかなというように思って

おります。いずれ、一つの傾向として、若年層

の中にも、外部との接触を望まず、社会参加を

拒み続けているという事例もあるというような

ことも聞いております。これも一つの社会現象

じゃないかなという話もあるわけでありますけ

ども、そういった対策といたしましては、心理

的なサポートを行う。いじめであるとか、虐待

であるとか、引きこもりだとかという言葉も、

遠野にも、人ごとではないような、他人事では

ないような事例も出てきておりますから、専門

職員を増員いたしまして、心理的な、あるいは

メンタルな、そういうような精神的な部分をサ

ポートする専門職を増員いたしまして、体制も

強化を図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。いずれ、孤独死を完全に

防ぐことは大変難しい。非常に心の中まではな

かなか入れないということがあるわけでありま

す。私は今議会におきまして、一つのキーワー

ドとして、これからの市政運営に当たっては大

事な言葉じゃないかなと、きのうの一般質問で

も、そのことを改めて思ったわけでありますけ

ど、心は見えないけども、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

う部分の、この、当たり前の言葉と言えば、当

たり前でございますけども、この当たり前の言

葉の重さといったものをきちんと受けとめた市

政運営の中から、こういった部分に対する一つ

の解決策なり、改善策も見出していくというこ

とを一人ひとりの職員がそういったことを気持

ちを持ちながら対応していくということも、大

事なことではないかなというように思っており

ますので、そのことも、一言つけ加えさせてい

ただきたいと思っております。 

 それから、２つ目の財源増に向けた広告料収

入、過去の取り組みについてということであり

ました。借金大国だと、国家財政、本当に見え

ません。そしてまた、この弱小自治体のこの展

望もなかなか見出せないという状況にあります。

交付税、そういったようなものに、あるいは交

付金といったものに一喜一憂する中にあって、

正直なところ、振り回されているというような

状況が、今、この市町村という現場にはあると

いうように思っておりまして、いずれ、腰を据

えた、きちんとした国家のありよう、あるいは

財政のありよう、あるいは社会保障も含めて、

この年金を含めて、安心した生活ができるよう

な、一つ展望。そうすると、その中におきます

る一つの負担の問題として、税制度のありよう

といったものを文字どおり腰を据えて議論をす

るのが政治であり、まさに、国、国会という場

ではないかなと思っております。このような本

会議場の場で、ヒステリックに物を言うのは、

文字どおり避けなきゃなりませんけども、テレ

ビのチャンネルでもって出てくる映像を見ます

と、本当に真剣に国のありよう、あるいは、今

の地方が抱えているありようをどこまでわかっ

て議論してるのかなという部分につきましては、

非常に怒りに似たものを覚えるというのも、正

直なところであります。それぞれの部分におき

まして、政治が政局になってはならないという

ように私は思っておるわけでありまして、やは

り、政局の議論と、まさに、政治としての一つ
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の国民の幸せ、あるいは市町村におけるそれぞ

れのありようといったものに、展望が見出せる

ようなメッセージをきちんと発するというのが

政治ではないのかなと、私は思ってるわけであ

りますけども、それが全く伝わってこないとい

う現状につきましては、私自身も非常にやるせ

ない思いがいたしているところでもあります。 

 その中にございまして、そうは言いながらも、

やることがあるんじゃないかと。市の財政増を

負担することが、負担というか、財政増を図る

一つの手だてがあるじゃないかというような提

案を５つにわたって、先ほど質問の中でいただ

いたところであります。その中には、昭和33年

度の自治省の一つの通達と申しますか、展開も

引き出しまして、私法上、私の法上、差し支え

ないというような見解も既に出てるぞというよ

うな話も、質問の中で示されたわけであります。

これをどう利用するかと。文字どおり公序良俗、

あるいは第三者機関の判断というものを、その

中でちゃんと得ながら、それを担保しながら、

少しでも、1,000万でも、2,000万でも、その中

で収入を得るというような努力がやっぱりあっ

てもいいじゃないかと。速やかに取り組むべき

ではないかといったような意見の中で、それぞ

れ新たな財源確保として、あるいは、この所有

資産の活用として、３つ目には地域経済の活性

化いう中において、コスト意識をさらに職員に

徹底するという部分にあっても、この取り組み

は大事じゃないだろうかと。横浜市にあっては、

５億円から６億円、大体一般的な市町村によっ

ては、100万単位から数千万程度だということ

も聞いておるけども、額ではないと。このコス

ト意識といったのも、額では示されない、一つ

の、あるわけでありますから、そのようなもの

で取り組んではどうかということでありました。

できないんであれば、できない理由を。できる

んであれば、その時期をと。単純明快にそのよ

うな形での質問をいただきました。これにつき

ましては、さまざま、私どもも調査検討してお

ります。その結果、このホームページ、封筒の

広告、経営企画室おける広報など各紙印刷物の、

地域生活課における市営バスの広告、管理情報

課における市有建物の土地等への広告、管理情

報課のホームページとか、そのようなことをそ

れぞれの担当部署にどうなんだろうと。これも、

前から、いろいろ議論した経緯はあるけども、

どうなんだろうということで、それぞれ項目に

分けて検討していただきました。すべてが検討

結果は可能という形での調査結果を報告をいた

だいております。したがいまして、検討結果と

して、導入の是非について可能という一つの結

果を得た以上、これは速やかに実施するという

ことに、次に行くというのが、これが一つのス

ピード感のある一つの対応だというように思っ

ておりますので、ただいまの瀧本議員からいた

だきました、この提案に基づきまして、早速、

少しでも、500万でも、あるいは700万でも、70

0万とか、800万になりますと、市職員２人の人

件費相当になるわけで、若い職員２人採用でき

るということにもつながるわけでありますから、

そのようなことを一つのベースにしながら、そ

れをまたコストということを考えながら、これ

につきましては、実施するという方向で、直ち

に検討に入りたいというように思っております

ので、それをもって、一つ、よろしくお願いを

申し上げたいというように思っております。こ

れにつきましても、収入増につきまして、使用

料、それから、さまざまな手数料、いろんな形

で見直しを行って、少しでも収入増につながる

ということを今までやってまいりました。その

間におきまして、この広告の収入といったもの、

いかがなものかということも、いろいろ検討し

た経緯も既にありますから、ただいまの御質問

の中におきまする御提案をまさに素直に受け入

れしながら、これにつきまして、直ちに実施す

る方向で。ただ、やはり、御質問にありました

とおり、ただ、広告を載せればいいというわけ

ではありませんから、そこには第三者機関やら、

公序良俗というような、まさに、きちんとした、

基本的なものはクリアしなきゃならないわけで

ありますから、それを一つのシステムとして確

立いたしまして、封筒やら、さまざまな市の資
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産、そういったものに、まさに遠野ならではの、

ホームページなんかも、遠野ならではの広告と

いったものの中で、それから一定の収入を得る

方策を実施してまいりたいと思っておりますの

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）  10分間休憩いたします。 

   午前10時48分 休憩   

────────────────── 

   午前10時58分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 次に進みます。11番小松大成君。 

   〔11番小松大成君登壇〕 

○11番（小松大成君）  通告に従いまして、日

本共産党遠野市委員会を代表し、一般質問をい

たします。 

 １つには、野田首相のＴＰＰ交渉参加表明に

対する市長の見解です。２つ目に復興増税に対

する市長の見解であります。３つ目に遠野市一

般廃棄物処理実施計画について、以上、大項目

３点について、市長の見解を伺いたいと思いま

す。 

 まず、その前に、３月11日に発災した大震災

において、犠牲になられました方々、被災に遭

われました方々にお悔やみとお見舞いを申し上

げたいと思います。そして、その間、遠野市が

行ってきた支援活動についても、大いなる敬意

を表するものであります。私自身、感謝申し上

げたいと思っております。私たち日本共産党は、

中央委員会の決定に基づいて、今度の震災に党

派を超えて、全力を出し切るという中央委員会

決定を行いました。この決定に基づいて、遠野

市においては、我が党の上組町の事務所を中心

にして、３カ所の民家の借り上げ、倉庫の借り

上げなどを行って、被災者支援をしてきました

けれども、その中において、遠野市当局におい

ては適切なアドバイスをいただいて、まごころ

ネットへの派遣していただきましたし、上組町

界隈の方々については、述べ1,000人を超える

我が同士の往来において、大変な御迷惑をかけ

たのではないかといった心配をしておりますと、

本当に市民の皆さんにも御礼を申し上げたいと

思っております。本当にありがとうございまし

た。 

 それでは、質問に入らせていただきます。 

 まずはじめに、野田首相のＴＰＰ交渉参加表

明に対する市長の見解について、伺います。 

 この問題は、ちょうど昨年12月定例会でも、

主に影響の大きい農業問題を中心に市長の見解

を伺いました。今回は医療分野の問題点を取り

上げて、重ねて、市長の見解を伺うものであり

ます。 

 当時、６月をめどに、当時の菅首相がＴＰＰ

交渉参加表明のもくろみが、３・11の大震災で、

当面参加表明ができないまま、ＴＰＰに反対、

あるいは慎重であった農民をはじめとする多く

の国民の前に、私は国論を二分し、震災の復興

の足かせにしかならないＴＰＰ参加論議など論

外で、政府としても、震災復興に全力を尽くす

ものとばかり思っておりました。しかし、ご存

じのとおり、震災から９カ月にもなろうという

のにもかかわらず、政府の震災あるいは原発事

故による被災者救済などの対応は遅々として進

まず、その展望すら示していません。私自身、

身内に被災者が出ておりますので、人ごとでは

なく、これから迎える厳しい冬に向かって、被

災された方々の心中を察すると胸が痛む思いで

あります。そんな中、新しく誕生した野田首相

は、組閣もしないうちから経団連に出向き、就

任のあいさつをするという、財界寄りとされて

きた自民党政権でさえも、一度もしなかった行

動をとり、周囲を唖然とさせました。さらに、

野田内閣組閣後の記者会見では、財界から強い

要求が出されている消費税増税、ＴＰＰ推進の

立場を改めて表明するといった財界べったりの

態度に終始して、反国民的な政治体制ができつ

つあるなと危惧せざるを得ませんでした。その

心配が的中し、野田首相は米国ハワイで行われ

たアジア太平洋経済協力首脳会議で、ＴＰＰ参

加、交渉参加に向けて、関係国との協議に入る

ことを関係国に伝えたと報道されました。これ
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は実質的な参加表明として、農業団体をはじめ

医師会、消費者団体などが強く反発している状

況になっています。農民である私にとって、特

にも、原発事故での放射能被害をまともに受け

ている福島県内のある農民の、「これでもはや

農業では生きていけなくなる。国のエネルギー

政策のもと、東京電力に農地を奪われ、その中

から這い上がろうとする農民を政府は支援する

どころか、ＴＰＰの巨大な津波で我々の息の根

をとめようとしている。」このように、農村現

場からは、失意と怒りの声が沸き上がっている

のです。 

 さて、冒頭に申し上げましたとおり、昨年12

月定例会でＴＰＰの問題を取り上げた経緯があ

り、同様の趣旨での質問はいかがなものかと躊

躇もいたしました。しかし、ある医療機関の関

係者から、ＴＰＰは農業問題として大きく取り

上げられているが、同様に、日本人の健康や生

命にかかわる医療問題がわきに追いやられてい

る感じがしてならない。医療従事者として心配

でならない。市議会でも、ＴＰＰにかかわる医

療問題を論議すべきだといった提言をいただき

ました。昨年は農業問題に絞り、ＴＰＰの問題

を取り上げ、市長の見解を伺いましたが、今回

は医療従事者の教示を受け、その資料の中から、

問題点を指摘してみたいと思います。 

 御存じのとおり、ＴＰＰは原則として、あら

ゆる関税をゼロにし、非関税障壁を撤廃します。

ＴＰＰの問題を議論するときに、関税をなくす

ことに主眼が置かれた議論がなされます。むし

ろ、非関税障壁の撤廃こそ、重大な問題がある

と言っても過言ではありません。医療問題は、

まさに、非関税障壁の撤廃が影を落としている

問題です。医療問題に関しての、このＴＰＰを

主導しているのはアメリカですが、この国は現

在、公的な医療保険はなく、民間の医療保険が

主流になっている。そのため、高額の保険料を

払えない低所得者がふえて、医療の恩恵に欲せ

ない人々が続出。医療格差が広がっています。

つまり、アメリカ主導のＴＰＰに参加すれば、

世界基準という名前のアメリカの基準を押しつ

けられて、日本でも医療格差が広がることは明

白であります。日本でも、今、国民健康保険な

どの公的医療保険で、支払いができる医療の範

囲を縮小させ、自費で支払うか、または民間の

高額な医療保険に入って、その保険で支払う、

いわゆる自由診療を拡大させる動きがあります。

昨年、私が議会で告発した先進医療制度は最た

るもの。その治療を受けるには、即座に数百万

円ものお金を準備しなければならないといった

過酷な状況も陥ります。ＴＰＰに参加すれば、

その動きを全面的に拡大することになります。

この問題に対し、日本医師会はＴＰＰ反対声明

の中で、このように指摘しています。「ＴＰＰ

に参加すれば、日本とは医療教育の水準が違う

外国人医師が診療に参加するようになる。また、

外国資本が営利目的で病院経営に参加して、自

由診療を拡大するだろう。一方、財政不足とい

う理由で、公的な医療保険を適用できる診療行

為は狭く限定される。つまり、国民皆保険のも

とで、低所得者でも、だれでも診療を受けられ

る制度は縮小されます。」つまり、ＴＰＰへの

参加で、日本の医療に市場原理が持ち込まれれ

ば、国民皆保険は崩壊しかねない。犠牲になる

のは民間の保険会社に高額の保険料を払えない

低所得者になります。原理主義の経済学には、

患者が終末を迎えるまでの医療費を最小にする

という考え方があります。余命の短い病気がち

の高齢者は金をかけずに早く死ねと言わんばか

りです。ＴＰＰに参加して、こうした医療制度

に変えることを許してはなりません。それによ

る苦痛は患者だけのものではなく、その家族や

友人、そして今は健康な人でも、その大部分は

やがて病気になり、患者になる可能性が高い。

新自由主義の思想に支配され、公的医療制度も、

公的保険制度も確立されていない社会保障後進

国アメリカ主導のＴＰＰにのこのこ参加して、

課題があるとはいえ、我が国の営々と築いてき

た世界に誇れる優れた医療制度と保険制度を一

瞬にして破壊してはなりません。ＴＰＰ参加は

決して許せるものでありません。特にも、農村

地帯で、所得の低い世帯の割合が高い我が遠野
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市は、その影響をまともに受けるのではないか

と危惧されます。昨年に引き続き、ＴＰＰ参加

検討に対する市長の見解を伺います。 

 次に、復興増税について伺います。 

 つまり、これは東日本大震災の復興のための

第３次補正予算案に関する復興財源確保法案で

あります。11月21日の参議院本会議で、我が党

以外の賛成多数で可決成立いたしました。とこ

ろが、これを報道するニュースはいずれも日本

共産党を除くと言って、ことさら、我が党が意

図的に震災復興を妨害しているかのような言い

回しの報道がなされました。いつものことと言

ってしまえばそれまでですが、事実を歪曲し、

真実を報道しない大手マスコミには、ほとほと

愛想が尽きてしまいます。その後、我が党が指

摘した今般の復興増税のからくりが少なくない

マスコミが取り上げ、また、インターネットの

国会論戦の動画などを視聴した方々から、どう

考えても復興増税はおかしいなどの感想が寄せ

られています。我が党が反対した最大の理由は、

復興の償還財源を所得税、個人住民税などの増

税に求めている、そのことです。一方で、不況

のもとで、内部留保をふやし続けてきた大企業

には、法人税減税を恒久的に５％引き下げた上

に、時限的に３年間、税率に10％の賦課税を課

すだけです。その後は恒久的に５％の減税が続

くわけですから、何をかいわんやであります。

これらと個人事業主、中小企業、サラリーマン

家庭には、10年間で８兆8,000億円の大増税に

なります。大企業の法人税減税は10年間で10兆

円にもなります。庶民には増税、大企業には減

税となります。結果として、庶民増税が大企業

減税と化して、震災復興の財源は生まれていま

せん。それでなくても、大企業の資産である内

部留保は260兆円を超えるまでに膨らんでいま

す。不況と言いながら、大企業は巨額の資金を

社内にため込んでいるんです。大震災のどさく

さに紛れて、その中で大企業減税をからくり的

に取り組むなど、こんな理不尽な庶民増税案に

賛成できるわけはありません。復興増税に津波

で甚大な被害を受けた某市の市長は、復興に名

を借りた増税は許せないと怒り心頭に発言して

いましたけれども、復興増税政策を市長はどの

ように受けとめているのでしょうか。 

 次に、遠野市一般廃棄物ごみ処理実施計画に

ついてお伺いいたします。 

 現在、岩手中部広域行政組合は、平成27年度

開業、（仮称）岩手中部広域クリーンセンター

整備及び運営に向け、事業を行っています。こ

の事業は、全国で問題化していたごみ排出量の

増大に伴う最終処分場の確保難やリサイクルの

必要性の高まり、ダイオキシン対策等の高度な

環境保全対策の必要性から、適正なごみ処理を

推進するため、今後はごみ処理の広域化が必要

であると示したことから始まりました。国は平

成９年に厚生省課長通知、衛環第173号ごみ処

理の広域化計画についてを通知いたしました。

この通知に基づき、岩手県も平成11年３月に、

岩手県ごみ処理広域化計画を策定いたしました。

計画の中で、県は県内を６ブロックに分け、そ

のうち中部ブロックは県央の当時の９市町村、

現在では町村合併により４自治体となっており

ます。もともと我が党は、ごみ問題は広域化で

はなく、各自治体が各地の状況に応じて解決す

べき問題であり、それが結果として、ごみ問題

に対する住民意識の高揚につながり、ごみゼロ

を目指す最も有効な手段であると、国会や地方

議会でも訴えてきました。特にも、日量100ト

ン以上の大型焼却容量を持つ焼却炉でなければ、

国の補助対象にしないなどの国の方針は厳しく

批判してきたものであります。その後、国の方

針に対する地方自治体の批判の前に、小容量の

焼却施設に対する補助の再開、施設の老朽化に

伴う改修に対する支援策もとられるなどの政策

の前進を勝ち取ることができました。本来、こ

の時点で、市単独のごみ処理計画を模索できた

はずですが、一たん動き始めた広域化の流れは

押しとどめることができず、ここにきて、広域

行政組合からの離脱はほとんど考えられない状

況にあると、私自身考えます。話を戻しますが、

このような変遷を得ながらも、岩手県は広域化

計画に基づき、平成13年度から広域化に関する
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協議を開始、平成14年11月に一般廃棄物処理施

設の設置を目的とする一部事務組合を立ち上げ

ました。私が市議会議員になったのは、その後

のことですから、当時、議会でどのような議論

が交わされたか、広域行政組合の参加議決がな

されたか、わかりませんけれども、いまだ、こ

の広域行政組合参加は、本当に遠野市民にとっ

てベストな選択だったか、疑問に思えてなりま

せん。それどころか、そのこと自体知らない市

民が余りにも多すぎます。このような観点から、

私は、これまでも予算委員会、決算委員会など

で、このごみ問題を取り上げてきました。また、

関係する市町議員を中心として、ごみ広域化を

考える岩手中部３市１町の会を立ち上げ、定期

的に会合を開き、疑問点は当局に申し出し、回

答をいただくといった活動もしてまいりました。

当然のこととして、遠野市当局へも申し入れ活

動をいたしました。この申し入れに当局が誠心

誠意回答していただきましたことを、まずもっ

て、御礼と敬意を申し上げたいと思います。 

 さて、この申し入れに対する回答から、幾つ

かの疑問点が浮かび上がってきました。このこ

とについては、先般、11月28日、関係当局に再

度申し入れし、現在、回答を待っているところ

ですけれども、今回は差し当たり、一つには、

遠野市一般廃棄物処理実施計画におけるごみ減

量の目標の達成率の状況、平成27年度目標達成

率の推移などを伺いたいと思います。 

 ２つ目には、平成27年度以降のごみ処理量将

来予測と一般廃棄物のさらなる減量化、資源化

の取り組みについて伺いたいと思います。 

 この問題は、広域化における市民負担のあり

ようが問われる大きな問題と考えています。さ

らには、（仮称）岩手中部広域クリーンセン

ター整備及び運営事業実施について、一つには、

計画年間処理量が定められているけれども、ご

みを減量した場合、自治体負担金の見直しがで

きるのかどうか。２つ目には、サテライト施設

の必要性について、直接搬入とサテライト施設

利用について、財政的検討がなされたのか。３

つ目には、そもそもごみ処理の広域化は必要だ

ったのか。以上、市長の見解を伺い、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）  小松大成議員の一般質

問にお答えいたします。 

 大きく分けて、このＴＰＰ問題、それから復

興増税、さらには、今現在、進めておりますご

みの広域処理の問題につきまして、基本的な認

識も含めてのお尋ねをいただいたところであり

ます。また、冒頭、この３月11日に発災した大

震災におきまして、それぞれ適切なアドバイス

を受け、さまざまな支援活動も行ったという形

でのお話がありました。これは、今回の一般質

問でも、各議員からちょうだいしている言葉な

わけでありますけども、それぞれ市民、あるい

は、まさに３万市民総ぐるみ中における支援活

動があったということが、この本会議場におき

ましても、それぞれ各議員から評価され、また

感謝を述べられてるということにつきましては、

この本会議をテレビで、あるいは夜の再放送な

ども通じて見ている市民にとっては、大変な心

強い一つの感謝の言葉になるんじゃないのかな

と思っておりまして、私も改めて、この９カ月

余にわたって、そしてまた、今なお、さまざま

な立場の中から、支援活動を展開している市民

の皆様に、私からも心から感謝を申し上げたい

というように思っている次第であります。 

 さて、御質問についてお答えしてまいります

けども、まずＴＰＰの問題につきましての基本

的な認識を、市長、示してほしいということで

ありました。農業問題につきましても、これま

での質問、あるいはいろんな農林水産振興大会

のあいさつの場等におきまして、いろいろな機

会におきまして、このＴＰＰへの交渉参加表明

に対するものといたしましては、私は反対とい

うことを明確に申し上げてるわけであります。

今般、このＴＰＰの参加による医療制度と保険

制度における自由化の危険性が考えられるとい

う認識の中におきまして、農業問題については、

市長はわかったと、反対だということはわかっ
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たと。であれば、この医療については、市長は

どう考えるのかということでの御質問であった

というように受けとめたわけであります。御案

内のとおり、その中にありましたとおり、アメ

リカの方の中における取り組みというのは、こ

れは各情報誌なり、さまざまなことで、私も承

知してるわけでありますけども、この公的な医

療保険が確立されてなくて、民間の医療保険が

主流であるという仕組みの中で成り立ってると

いうことは承知もいたしております。したがっ

て、このＴＰＰ問題がこの医療という部分にな

ると、まさに、医療格差の拡大が心配されると

いうことも、さまざまな情報誌なり、解説の中

で、これは指摘されているところでもありまし

て、私も、その点においては認識は同じくする

わけであります。これは日本医師会も明確に反

対ということを表明しているわけでありまして、

この医療という命をつなぐという医療。そして、

日本が国民皆保険という制度の中におきまして、

公的医療体制といったものは、それぞれ拡充。

そして、まだまだ不十分なところはあるものの、

いうところの制度として定着してるという一つ

の事実があるわけでありまして、この部分、世

界の潮流の中で日本といったものも成り立って

いかなきゃならない。日本の国というのも、そ

ういった中において、国際協調という中で成り

立っていかなきゃならないという部分はあるわ

けでありますけども、それでもって、この日本

独自のと申しますか、日本のこの一つの仕組み

といったものが、それにあっておざなりにされ

てはならない。であるがゆえに、この公的医療

保険制度、あるいは公的保険制度といったもの

がきちんと確立され、なおかつ、その中におい

て、こういった国際協調といったものの中にあ

って、どのような連携を図っていけばいいのか

ということの明確な情報、あるいは、そのよう

なきちんとした仕組み、あるいはきちんとした

方針といったものが、今のない状況の中にあっ

ては、私も、これは、反対ともう言わざるを得

ないということでありますので。いろんな場所

におきましても、ある市民の方から尋ねられま

した。なぜ、市長さんと、農協の方と一緒にな

って、日本医師会の方が鉢巻きをして反対と言

ってるんですかということを聞かれたわけであ

ります。座り込んで、いろいろそのことについ

て話をした経緯があるんですけども、やはり、

そういった部分におけるきめ細かい情報といっ

たものがほとんどないままにあって、どんどん

どんどん外国のほうに出向いて、国内では、ほ

とんどメッセージもなければ、方針もないまま、

外国に出向いて、その外国の場から、国内に向

けて、国民に向けて発せられるという、この、

やはり私はおかしいというように思っておるん

です。もっと、国民に向けて、直接さまざまな

この背景、そしてまた経過、それに伴って、こ

の部分における仕組みが今後どうなるのかとい

ったことを、もう少し丁寧な説明、あるいは方

針といったものが示されてしかるべきじゃない

かなと思ってます。私は、農業問題につきまし

ても、この反対ということを明確に申し上げて

るわけでありますけども、これもさまざま意見

がある。いろんな見方がある。ある胆沢の、旧

胆沢町の大規模に農家をやっている方、まだ30

代の方と、つい二、三日前、議論する機会があ

りました。彼などは、もう市長たちは反対だろ

うけども、僕は賛成だよと。もうインターネッ

トの世界の中で、自分らの米がどこをどう流れ

て、どこにどう持っていくかということは、ち

ゃんとルートも、もう既に確立してあると。何

も心配ないという話をされたわけでありまして、

その中におきまして、我が遠野市にあっては、

このこだわりの中で、典型的な中山間地域とし

て、まさに、国土を守るというよりも、良好な

農村環境を守るというところにも、一つの価値

を求めながら、懸命に農家の皆さん、あるいは

山林所有者の皆さんも含めて、畜産農家の方々

も含めて、懸命に頑張ってるのが遠野の農業の、

１次産業の現状なわけであります。この良好な

農村環境といったものが遠野から失われてしま

った場合においては、これは大変な、後世に大

変なことを残してしまうということにもなりか

ねないわけでありますから。そういった意味に
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おいて、この良好な農村環境といったものも、

きちんとコストと位置づけるという中における

ものとして。また、総理大臣のコメントの中に、

良好な農村環境は絶対守るという一つの新聞記

事の中におけるコメントがありました。であれ

ば、それはちゃんと、このような手法の中で、

こういった仕組みの中で、こういった制度の中

で、ちゃんと守るんだということが、やっぱり

示すべきじゃないのかなというように、私は思

っておりまして、そこがなかなか見えてこない

という部分におきまして、この医療制度も同様

だというように承知しておりますので、これに

つきましては、反対という立場を明確に示した

いというように思っております。 

 いずれ、この国の動向といったものは、もち

ろん注視はしなきゃなりません。その中におい

て、いろんな対応をしていかなきゃなりません。

全国の市長会なり、東北の市長会の中にありま

しても、やっぱり置かれているその地域の立場

と申しますか、地域の事情によっては、やはり、

市町村長においても、さまざまな見解の相違が

あるということも事実でありますから、やはり

国民的な、やはりきちんとした議論といったも

のは、その中に、どうしてもなければならない。

避けて通れないものじゃないかなというように

思っております。 

 それから、復興増税に対する市長の見解とい

うことを。で、某市の市長は復興に名を借りた

増税は許せないと、怒り心頭に発言したという

ことも質問の中で述べられておりました。それ

ぞれ、今、沿岸被災地におきましては、復興計

画、それぞれ高台移転も含めまして、それぞれ

の自治体が復興計画を策定し、先般の第３次補

正予算の中におきまして、財源も裏づけされた

ということもありまして、着実にそれぞれ歩み

を始めたということになって、そういう状況じ

ゃないかなというように思っております。文字

どおり復興が速やかに行われるということは、

だれしもが望んでいることなわけであります。

その中におきまして、ただいま申し上げました

とおり、総額12兆1,025億円という第３次補正

予算が去る21日に成立をしたと。そして、それ

に伴う関連法案も、去る30日に成立したという

ことになりまして、この関連法案につきまして

も、ただいま質問の中にありましたとおり、所

得税、それから所得税の中心とした個人住民税、

法人税といったものを中心に、この復興増税法

案というものが成り立っているわけであります。

これはこれで通ったということになってるわけ

でありますから、一つの手順を踏んで、復興財

源としての３次補正が12兆というものが通り、

そして、それに伴う関連法案の増税法案も所得

税、個人住民税、法人税といったものに伴って

のさまざまな改正が行われまして、財源を確保

するといったようなものが、その中で示された

わけであります。私は、この復興増税という中

にあって、今消費税問題も大きく社会保障と税

の一体改革とも含めまして、いろんな議論が国

レベルで行われているということも承知してお

りますし、また、そういった議論というのは大

変大事なことではないかなと思っております。

ただ、この増税ありきという、一つのスタンス

と申しますか、これについては、少々違和感を

覚えておるということであります。ちっちゃな

町であります。国レベルからすると、本当に、

それこそミクロの世界と申しますか、大変ちっ

ちゃな世界かもしれませんけども、私どもも、

この震災の中で本庁舎を失いながら、そして、

平成23年度の当初予算を見直しをするという中

で、先送り、廃止、縮小、そのような作業を行

いまして、５億3,000万の財源をその中に見出

したという作業を行い、議員各位にも、その分

については了解をいただいたという、一つの中

におきまして、市民の行政サービスを低下させ

るわけにはいかない。これは維持しなきゃなら

ない。であれば、もう少しこの必要性をもう少

し厳しく見直そうじゃないかということで、縮

小、廃止、あるいは先送りというような選択肢

の中から、５億3,000万の財源をその中に見出

したという作業を行ったわけであります。これ

が国レベルであれば、私はもっともっと、単な

る政局の議論ばかりするんじゃなくして、本当
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に今各省庁が持っている、そういったさまざま

な財源も含め、あるいは制度も含め、あるいは、

いろんな事業などの見直しという部分が国民の

ために、あるいは将来のために、あるいは復興

のためにというような、このような気持ちの中

で、与野党問わず真摯な議論をすれば、まだま

だ、その中に、いろんな財源というものもその

中に見えてくるんではないだろうかということ

も、そういうものが一切見えないまま増税あり

きの議論の中で、このままであれば、後年度負

担、これからの孫子の世代に大きな負担をかけ

てしまうんだと。現世代でも、そういうような

負担をしなきゃならないんだという、ヒステリ

ックな議論の中で、だあっと流れてしまうとい

う部分のこの風潮が、私はいかがなものかとい

うように思っているわけであります。そういっ

た中におきまして、これからの部分では、私は

財源、もちろん財源確保、これは大きな課題で。

しかし、先ほど、御質問の中にもありました。

大手企業を含めて、約260兆円の留保財源とい

うものがそこにあるじゃないかという質問あり

ました。これは至る所で、さまざまな形で識者

の方々がこれは指摘しております。そういった

ようなものも、国民に負担を求めての税という

ものの中における中で、国民に負担を求めるっ

ていうのも、一つの、もちろん、これは決して

否定はしない。しかし、260兆円もの、この民

間が留保してる資金が、今、一体どうなってる

んだというような話もよく聞きます。その中で、

これをうまく活用して、復興をスピードアップ

させるためには、いうところの各省庁が持って

いる、この規制を緩和すると。規制緩和という

ものについては、お金はかからないわけであり

ます。その中において、そのような規制を緩和

するという中において、民間資金が被災地の復

興に向けて、その資金が流れやすい環境をつく

る。あるいは、民間のノウハウをもってして、

その中において、復興を加速させるというか、

スピードアップするということも可能じゃない

かと。もちろん営利といったものも、その中に

あるわけでございまして、民間企業であります

から、利潤というのも、その中にあるわけであ

りますから、そこをどのような形でバランスを

とるかという中における一つの規制緩和の議論

が、もっと厳しくあってもいいんじゃないのか

なというような認識も持っておりますので、増

税ありきではないと。まだまだ、やらなきゃな

らない、丁寧な議論というものが、まだまだ必

要ではないのかなという認識を持っているとこ

ろでございますので。いずれ、経済活動を規制

緩和しながら、民間の活力といったものの、企

業活動と活性化するという部分につきましては、

おのずと税というものにはね返ってくるわけで

ありますから、そのような仕組みをきちんとつ

くるということも、まさに、国であり、政治の

役目ではないのかなというようにも認識してる

ところでございますので、そのような見解を述

べさせていただきたいというように思っており

ます。 

 ３つ目であります。一般廃棄物のごみ処理の

問題につきまして、今着々と計画が進んでおり

ます中部広域クリーンセンターの整備に伴うも

のとしての関連で御質問をいただきました。 

 ごみ減量の問題、将来予測の問題、そして、

中部広域クリーンセンターのこれからの方針に

ついてということでのお話をいただいたわけで

あります。 

 まず、その中におきまして、第１点、ごみ減

量の目標の達成率の現況と27年度の目標達成率

の推移ということについての御質問ありました。

これにつきましては、総合計画の前期基本計画

で、１人当たりの年間ごみ排出量を22年度の目

標値を280キログラムとしておりました。で、

これが実績値としては297キログラムとなりま

した。目標値をちょっと上回ったという中にあ

ります。直接搬入とか、事業系持ち込みの増が

その中に反映されたと。ただ、これを、22年度

の数字を見ますと、このような数字にはなって

はおりますけども、１人当たりの年間排出量の

実績値は年々減少傾向にあるということになっ

ております。ちなみに、平成17年度は339キロ

グラムでありました。それが順次減りまして、
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平成22年度には297という数字になっておると

いうことでありますから、これは市民の皆様の

さまざまな形での協力もいただきながら、この

ごみ減量については、これからもまさに、それ

こそ、愚直に取り組んでいくということになろ

うかというように思っております。 

 19年度から27年度までのこの処理計画の時点

によりまして、ごみの種類も非常に多様化して

きておりまして、後期基本計画では、目標値の

見直しを行っております。目標値の見直しは23

年度の目標値を、今年度の目標値を293キログ

ラムといたしまして、27年度は281キログラム

という形で、後期基本計画では目標値を見直し

を図ったところであります。その中で、これか

らも、これの達成に向けて、公衆衛生組合の活

動を通じたりいたしまして、市民の皆様にごみ

の減量化に対する取り組みの徹底を呼びかけて

まいりたいというように思っております。 

 次に、27年度以降の将来予測はどのように見

てるのかということでの御質問もいただきまし

た。 

 これにつきましては、ことしの２月に一般廃

棄物、これはごみですね。この一般廃棄物の処

理実施計画を策定しておりまして、この中にお

きまして、特にも、この23年度からは、５品目

を対象とした、いうところのプラスチック製容

器包装の分別収集を徹底しております。これは

それぞれの行政区ごとに学習会を行ったり、各

団体に説明会を行いまして、ごみ減量の市民の

意識の高揚を図ったということで、説明会の回

数が行政区99区でもって、延べ人数2,697人の

方がこれに参加しておりますし、団体は述べ14

団体の方に参加をいただきまして、これに取り

組み、なお一層のごみ減量化におきまして、鋭

意取り組んでいるところでもあります。また、

児童生徒を対象に、こういったごみ減量につい

て呼びかけるということは、家庭に入って、子

どもさんから親が、大人が教えられるというこ

とがよくあるわけであります。よく、私も、よ

く話をするんですけども、たばこにしろ、ごみ

拾いにしろ、大人が捨てた物を子どもさんたち

が一所懸命になって拾ってると。非常におかし

いよなと話をいつもするんですけども、やっぱ

り、子どもさんの力。この力を借りながら、や

はり、大人も非常に学ぶという一つの中におけ

る取り組みも、私は非常に大事だというように

思ってます。子どもを利用するという言葉では、

というスタンスではないんですけども、やっぱ

り、この子どもさんの取り組みの中から、ごみ

の減量といったものを取り組むってことが必要

じゃないかと思ってまして、学習会は述べにい

たしますと、回数にいたしますと７回。180人

の子どもさんたちがこの学習会にも参加してお

るということであります。 

 また、減量、資源化につきましても、これを

取り組んでおりまして、この資源集団回収奨励

金事業につきましては、22年度38団体。それか

ら、ごみ減量化物品購入助成事業等に伴いまし

て、リサイクル化が実施されているということ

で、このリサイクル回収率も目標値と実績値を

見ますと、実績値のほうが、例えば、22年度で

見ますと、目標値が220トンであったのが、実

績値は268トンということになっておりますの

で、これにつきましても、一定の成果を上げて

るんではないかなというように思っております。

いずれ、この燃えるごみへの搬入を減らし、資

源化を図っていくという一つの当たり前の取り

組みでありますけども、これを徹底するという

ことが、これからも大事じゃないかなと思って

おります。 

 続きまして、岩手中部広域クリーンセンター

についての御質問がありました。ごみ減量した

場合、見直しができるのかということでありま

す。４市町で、それぞれ平成18年度から22年度

までの５年間の実績をもとに、人口予測やごみ

減量施策等を考慮しながら推計したものとして、

この数字を持っておりまして、年間を通じて、

最もごみ処理量が多いと見込まれる平成28年度

の推計値を５万5,817トンで設定をしていると

ころでありまして、これに基づきまして、中部

広域クリーンセンターのプロジェクトは、これ

を前提とするものとして、進められるというこ
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とになろうかというように思っておりまして、

組合の方では、年内の入札公告に向け、あるい

は、さまざまな手続を進めている段階でありま

すから、現時点においてのこういった数値の見

直しといったものにつきましては、ひとつ、あ

る程度の確度の高い数字として、そこでとらえ

たものとして、プロジェクトを進めております

ので、見直しということはないというように思

っております。 

 また、この負担金の割合は、均等割10分の1.

5と、利用割10分の8.5として、それぞれの施設

の数値は、それぞれの施設の利用実績という中

で示すということで取り組んでおりますので、

この運営業務の委託費の支払いに当たっても、

ごみ処理実績量に応じて支払うということが一

応前提になろうかというように思っております。

したがって、ごみ減量した場合には、支払い額

が減額になるということは当然なわけでありま

すから、この先ほど来、申し上げております市

民一体となってのごみ減量といったものに取り

組むことによって、このコストも抑えると、支

払い額を抑えるということも我々としては当然

のこととして、やらなきゃならない取り組みで

あろうかというように思っております。 

 それから、サテライトセンターの処理方式に

ついては、まだ具体的には決定しておりません。

これから、さまざまコンサルのほうに、いろい

ろお願いいたしまして、調査検討しております

ので、今後の中におきまして、いろいろ議論さ

れることになるというように思っております。

ただ、北上市の旧和賀町、和賀町後藤野のほう

に、新ごみ処理焼却施設が建設されるわけであ

りますけども、片道約55キロというのが、遠野

の置かれてる状況なわけでありまして、このサ

テライトセンターまでは、現状におけるごみの

収集体制を変えなくても、和賀のほうの新焼却

プラントとの中におけるアクセスはできるんじ

ゃないのかなというような、一応、そういう前

提が立っておりますけども、このサテライトセ

ンターをどのように位置づけながら、ごみ減量

を旗にどう位置づけながら、その55キロという

搬送コスト、搬送距離をどのようにコストを抑

えるかということが、我々の一つの今、早急に

組み立てなきゃならない一つの課題でもあろう

かというように思っているところでもあります。 

 それから、その場におけるものとして、サテ

ライトセンターといったものについては、まだ

きちんとしたものを持ってないということには

なってはおりますけども、何もしてないわけで

はありませんで、さまざまなシミュレーション

はしているわけであります。そういった関係で、

サテライトセンターを整備した場合におきまし

ては、経費総額で比較してみると、55キロ離れ

た和賀町、北上市の新焼却プラントに直接搬入

するよりも、1,700万円ほど減額になるんでは

ないかというような、一つの数字も押さえてお

りますので、そういったようなものも含めなが

ら、サテライトセンターの位置づけを議論して

いきたいと。議論というよりも、検討していき

たいということになろうかと思います。 

 広域で整備すると。私はいつも話してるわけ

でありますけども、これからの市町村の自立に

向けてのありようは、お互い連携をし、交流を

しながら、足らざるところを補い、特性を生か

し合うという一つの連携と交流がどうしても必

要だと。合併といったような中に一気に行くん

じゃなくして、広域連携の中から、一つの自立

というものを見出していくんだという部分は、

このプラントにも、プラントと言うか、このプ

ロジェクトも言えるんじゃないかなと思ってお

りまして、広域で整備するという一つの体制の

中から、市の財政負担を少しでも縮減するとい

う、そのような結果に持っていかなきゃならな

いかというように思っているところでもありま

す。したがいまして、ごみ処理の広域化は必要

だったのかという部分の中における御質問に対

しましては、これは、それぞれ平成14年の11月

でありますけども、岩手中部広域行政組合を設

立しながら、情報を共有しながら、ダイオキシ

ンの問題、あるいは焼却残渣の高度処理の問題、

リサイクルの推進、未利用エネルギーの有効活

用、廃棄物処理コストといったものを目的とし
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ながら、まさに今日的に課題に対するものとし

て、それぞれの４市、３市ですね、遠野市、花

巻市、北上市、で西和賀町と。これはこの当時

は、まだ合併前でありましたから、沢内村、そ

れから湯田町、そして花巻市にあっても、大迫

町であるとか、石鳥谷町であるとか、そのよう

な所もあっての大迫町、石鳥谷町、東和町もあ

ったわけでありますけども、合併という中にお

きまして、今は、遠野、花巻、北上、西和賀と

いう４つの市と町になってるわけでありますの

で、そういった部分で、さらなる情報を共有し

ながら、４市町におけるごみの減量、再利用や

再資源の活用、公害のない、そのような一つの

維持されるということを一つの目的としながら、

このプロジェクトについては、きちんと取り組

んでまいりたいというように思っているところ

でもあります。 

 平成27年10月でありますから、もう間もなく、

このプロジェクトもカウントダウンに入ってい

るということでございますので、これからも議

員各位からもさまざまな形での御意見御提言等

もいただければということもお願い申し上げま

して、答弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  11番小松大成君。 

   〔11番小松大成君登壇〕 

○11番（小松大成君）  今、市長から答弁いた

だきまして、本当にありがとうございます。 

 今、復興財源法案に関する市長の見解を伺い

ました。かなりの部分で、市長も、ある意味で、

疑念を持っている場所があるということですの

で、それはそれとして、じゃあ、共産党は何で

復興財源を、どこから出てくるんだというよう

な話になると思うんですけれども、一つだけ、

これ御紹介したいと思いますけれども。いわゆ

る米軍に対する、ほとんど支出義務のない経費、

これをまずやめること。それから政党助成金を

廃止すること。例えば、民主党に至っては、8

0％以上が国の税金で賄われる。自民党に至っ

ては60％ぐらいが政党助成金で運営されている

と。こういう状況の中で、本来、これほど困っ

ている時期に、そういう政党が、政党助成金を

もって運営できるような、こんな政党でいいの

かといった疑問があります。これを廃止するだ

けで、15年間で５兆円の財源ができると。 

 それから、先ほど言いましたけれども、法人

税減税、証券優遇税制の延長、これをやめれば、

15年間で25兆円の財源が生まれると。やる気で

あれば、だれでもできるような財源です。何も

庶民増税の必要はないんです。私は、このこと

をまずもって訴えたいと思います。 

 次に、広域化の中で、遠野市におけるサテラ

イトのあり方と、まだ具体化ではないというこ

となんですけれども、市当局から申し入れによ

って、資料いただきました。それによると、20

年間のサテライトの運営費、これは20億になり

ます。今、広域で処理した場合の処理料と合わ

せると、45億。これが20年間の遠野市の財政支

出になるわけであります。で、単独でやった場

合、じゃあどうなるかというと、試算によりま

すけれども、広域の場合は45億6,700万円、単

独でやれば、50億ほどということになります。

その差額、およそ５億円なんですけれども、私

に言わせれば、早目に、この状況が気づいてい

れば、この程度の差は自分たちの努力で、どう

にでもなる数字だったと、私自身思っておりま

す。こんなことをくどくど言っても仕方がない

ので、この広域化はやむを得ないとするとして

もですね、一つ、疑問があります。今、サテラ

イトの運営に当たって、遠野市は85％運営費出

すことになってます。あとの15％は広域組合の

中で各自治体が分担するということになってい

ます。この問題が出てから、各自治体の間では、

なぜ、遠野市のごみ処理経費を我が自治体が負

担しなければならないかといったような疑問が

出ています。私自身は、これはサテライトは、

広域組合の施設であるから、当然それは広域組

合で持つ責任があるという立場なんですけれど

も、そのことによって、遠野市民が他の自治体

において肩身の狭いような思いをしてはだめだ

と、私は思うんですけれども、このサテライト

のありよう、それから他の市町村のこの15％の

分担のありようというものを、この辺をきちん
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と説明していただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  小松大成議員の再質問

にお答えいたします。 

 復興増税の問題、先ほども答弁の中で申し上

げましたとおり、増税ありきの議論ではなくし

て、まだまだやらなきゃならないことがたくさ

んあるんではないだろうかと。国民の目線、あ

るいは基礎自治体における、この懸命に、住民、

市民、安心安全、あるいは、福祉の向上、やら

なきゃならない課題の中でやりくりをしながら、

交付税なり、交付金の中で、一喜一憂してるよ

うな市町村の今の現状なわけであります。そう

いったことも含めて、もっと、もっと、国レベ

ルでしなきゃならない議論が置き去りにされて

ても、議論されないまま、いうところの税とい

うものの中に入ってくるという部分に、少々の

違和感を感じてるということを申し上げたわけ

でありますから、議論しなきゃならないことが

あるのに、少々違和感を感じてるという部分の

中に、例えば、小松議員の中で指摘したような

ものも含まれているというように認識しており

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。 

 それから、ごみ処理の広域化で、サテライト

のあり方と、今、数字を上げて話をされており

ました。その数字は、うちの担当のほうから出

た数字かもしれませんけど、今、私の手元には、

そういう数字がありませんので、その数字につ

いては、ちょっと触れることはできないわけで

ありますけども、この遠野市民が、他の広域処

理のしている仲間である、市なり、町から、肩

身の狭い思いをするのではないかということは、

私は、ちょっと議論はなじまないというように

思っております。それじゃなくて、お互い、ま

さに、それぞれの立場を踏まえながら、協力し

合うというのが、一つのこれからの流れなわけ

でありますから、肩身が狭いというような中に

おける認識があったとすれば、これはいつまで

たったって、市町村の基礎自治体というものの

自立というのが、もう望めないわけであります

から、やはり、そういった点は、我々も市民に

対しては、きちんと理解を求め、そしてまた構

成市町村に対しても、きちんと理解を求めると。

実は最終処分場の問題なんかも、議論があるわ

けであります。花巻市の最終処分場は間もなく、

もういっぱいになるわけであります。その中で、

これはあくまでも議論のための議論だというつ

もりはなかったんですけど、私は問題提起をし

ました。せっかく４つの市と町が組合をつくっ

て、貴重な時間を費やし、物すごい労力をつい

で、このプロジェクトを進めているんじゃない

だろうかと。進めてるということは、入り口が

あれば出口があると。ごみを燃やせば、それの

最終処分場というのは、当然あるんだと。その

最終処分場の問題は、それぞれ勝手に、それぞ

れ構成市町村がやりなさいという議論であった

んであれば、何のために、この組合を構成した

んですかということを、私は問題提起をいたし

ました。その問題も共有しながら、それぞれ、

例えば、花巻の最終処分場が満杯になったらば、

次はどこに、その次はどこにっていう中に、お

互い、それを共有し合いながら、やっぱり持ち

つ持たれつの環境、それこそ、組合じゃないで

しょうかという、私は問題提起をしているとこ

ろでもありますので、そういった点で、今、御

心配されたようなことは重々承知もしながら、

そういうことがないように、丁寧な説明と対応

をしてまいりたいと思っておりますので、よろ

しくお願いを申し上げたいと思っております。 

○議長（新田勝見君）  午後１時まで休憩いた

します。 

   午前11時54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。 

 ７番照井文雄君。 

   〔７番照井文雄君登壇〕 
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○７番（照井文雄君）  清風会の照井文雄です。

通告に従い、一般質問をさせていただきます。 

 ３月11日の東日本大震災から９カ月になろう

というのに、瓦れき処理の問題や、復興計画が

いまだに決定されず、仮設住宅に暮らす被災者

の方々の心情を思うと、心が痛むのは、私１人

ではないでしょう。 

 先月、11月21日から24日の４日間、地域防災

のあり方と社会福祉の推進を目的として、社会

福祉協議会綾織支部と綾織町区長会で、千歳市

の自衛隊第７師団の戦車大隊の訪問をしたと聞

いております。市長は、昨日から、被災者と支

援者のきずなという話をしております。支援者

同士のきずなとか、交流が今生まれてきており

ます。大変いいことだと思って、皆さんに報告

をいたしました。 

 それでは、最初の質問に入ります。 

 １つ目は、被災地復興に向けた木工団地の活

用策についてであります。頑張ろう岩手とか、

頑張ろう東北とか、実は、この言葉は、目標が

はっきりしないスローガンだなと、私は思うわ

けでございます。かけ声だけに聞こえるなと言

ってる方もおります。もっと、ともに支え合っ

て、復興のために頑張ろうとか、安全で安心な

生活ができるまで頑張ろう、ともに頑張ろうと

いうほうが心に響くのではないかと思いますが、

皆さん、いかがでしょうか。今の話は、おやじ

の小言としてお聞き流していただきたい。 

 そこで、私の提案ですが、被災地復興のス

ピードを上げるために、頑張るためには、遠野

市の木工団地の活用策であります。大槌町は震

災時に山火事の発生によって、今や、森林が赤

くなっております。伐期を迎えた木材もかなり

の量があると聞きました。先般、大槌町の方と

お話する機会がございまして、その方がおっし

ゃるには、今、この時期に、このときこそ、地

元の木材を利用して、家を建てたいができない

でしょうかと。私も山があるんです。60年以上

の木があるんです。というお話をされておりま

した。それで、私は、それはいいことですね。

今は間伐だ、間伐だといって、間伐が進められ

てきましたけれども、全伐といって、山によっ

てでしょうけれども、全伐をして、その木材を

利用して、家を建てたり、復興のために利用す

るのは、非常にいいことだと。そして、改めて、

復興の暁には、全町民で記念の植林するのもい

いのではないですかと言いました。そしてまた、

これは山の活性化にもなります。改めて、植林

することによって、ＣＯ２の削減効果も得られ

る。また、山の持ち主も喜ぶことになるので、

これは町民の励みにもなることだということを

言ってきたものです。11月現在、木材の需要に

対して、供給が、いわゆる木材を注文したが、

なかなか木材がそろわないという、供給がやや

おくれ気味となっているとお話を聞きました。

我が遠野市においても、この大震災を契機に、

伐期を迎えた木材を利用し、木工団地を利用し

て、大いに被災地復興に役立ってほしいと思い

ますが、市長のお考えをお聞きいたします。昨

日、同僚議員の森林大学校のお話もございまし

て、幾らか、私の答弁になるようなお話も聞い

ておりますが、改めて、質問をいたします。 

 次に、２点目の質問として、国の重要文化財

指定の千葉家の保存と今後の取り組みについて、

お伺いいたします。 

 千葉家は、南部地方特有の馬と同居して、家

族から馬の様子がいつでも見られる平面の配置

が特徴であります。江戸時代後期に建てられた

建物であります。なぜ、馬を大事にしたのでし

ょうか。ことし、世界遺産に登録になった平泉

の藤原氏の兵力は、その当時、鎌倉時代ですね、

７万騎の騎馬隊がいたと。７万騎の騎馬隊と言

われ、いざ、戦となれば、７万頭の馬が集まっ

たことでしょう。南部地方は寒さが厳しく、夏

は暑い地方なので、寒さに強く、丈夫な馬が育

ったことでしょう。千葉家には、たくさんの歴

史的資料もあり、飢饉で、地域住民が食料がな

く困っているときに、食事の提供をすることで

築造された建物と聞いております。自給自足の

農家生活をかいま見ることができる建物でござ

います。昨年は、遠野物語発刊100周年という

ことで、観光シーズン前に屋根の補修や建物周



－ 79 － 

辺の補修、改修を行いましたが、ことし、３月

11日の大震災と４月７日の余震により、石垣が

崩壊して、蔵の前の通路などが狭くなり、観光

客がとても危険な状態であります。石垣には、

ブルーシートで覆われた姿を道路から見ること

ができますが、何とも言えない気持ちになりま

す。千葉家は遠野市全体としてのカヤぶき屋根

の代表的建造物であることはもちろんのこと、

文化的建物として保存するということは、さき

の新聞報道やマスコミ等で知られているところ

でありますが、文化財指定地域内の調査や石垣

復元工事などは、現在、どのような進捗状況に

なっているのか。それから千葉家の当主との話

し合いはどのようになっているのか。もし、こ

の建物を遠野市が取得をした場合、その後の取

り組みはどのようにしていくものなのか、市長

のお考えをお聞きいたします。 

 以上、２点について、お伺いをいたします。 

○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）  照井文雄議員の一般質

問にお答えいたします。 

 ２つに分けての質問でありました。被災地の

復興に向けた木工団地の利活用策についてとい

うことと、２つ目は、千葉家の保存、そして復

元といったものに対する考え方を聞きたいとい

うことでありました。質問の冒頭、このスロー

ガンについてのお話もありました。頑張れ東北

という分の中におけるスローガン、もっと、そ

れを具体的なものとしていいんじゃないだろう

かというような話もありましたし、また、この

綾織地区センターに、自衛隊、千歳に師団を置

く部隊が２カ月から３カ月間、あそこに駐屯し

たわけでありまして、先般、綾織地区センター

のほうから、私の所に上がってきた復命書を読

ませていただきました。綾織地区のそれぞれの

区長さん、あるいは保健衛生委員の皆さん、さ

まざまな方々が千歳のほうを尋ねて、大変な、

豊かなと申しますか、心温かなと申しますか、

交流を行ってきたということが、その復命書の

中に、いろいろ述べられており、その中には、

写真も添えられてありました。そのような、さ

まざまな、この被災者と遠野市民、あるいは全

国の自治体、あるいはボランティアの方々との、

文字どおり、被災地支援ということを通じての

交流は随所に、市内随所にあるわけであります

けども、それを支援した自衛隊、消防隊、医療

隊、ボランティアの方々、あるいは友好自治体

の皆様との、その地域ごとにおける交流なども、

随分活発に行われているとも聞いておりますの

で、これは、まさに、連携と交流の中から、縁

をきずなにという中における取り組みとして、

極めて、大事な大事な取り組みじゃないかなと

いうように思っておりますので、このような活

動が市内随所で活発に行われるということを、

地区センターを通じて、いろんな形でバックア

ップすることも、また大事じゃないのかなとい

うように思っておりますので、一言つけ加えさ

せていただいて、答弁のほうに入らせていただ

きます。 

 まず、被災地復興に向けた木工団地の活用策

についてということであります。これは昨日の

林業大学校構想について示せという菊池民彌議

員の質問の中におきましても、一部、この被災

地復興に向けた木工団地の活用先についても触

れさせていただいてるところでありますけども、

改めて、この木工団地の活用策について、答弁

を申し上げたいというように思っております。 

 仮設住宅での生活を余儀なくされてると。本

格的な冬を前にして大変だと。まさに、そのと

おりであります。この仮設住宅は、押さえてる

数字に見ますと、東日本全体で約５万戸、これ

を必要としておると。岩手県全体で１万4,000

戸という数字でありますから、いかに津波とい

うものによって、流出した家屋が多いかという

ことを物語る数字であるわけであります。当市

におきましても、「縁がつなぐ仮設住宅整備事

業」といたしまして、40戸整備いたしました。

これも、もっと早く取り組みたかったわけであ

りますけども、さまざまな災害救助法に基づく

一つの仕組み、あるいは、その考え方等もあり

まして、遠野市に避難してる方々を中心にとい
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うことで、遠野の材と遠野の工務店の匠のわざ

といったものを使いながら、災害救助法に基づ

く仮設住宅といたしまして、40戸整備したわけ

であります。これは御案内のとおりであります。

これは木工団地という部分と建築士会、あるい

は職業訓練協会、木工団地を中心として、さま

ざま手を組んでいる、スクラムを組んでいる関

係団体が連携したからこそ、極めて限られた短

い工期で完成させることができたわけでありま

す。この力がなかったならば、やはり、この40

戸の「絆」と名づけられました、遠野市におけ

る仮設住宅も、あれだけの関心を集め、これこ

そが、まさに、心のこもった仮設住宅じゃない

かと言わせしめた、一つの形になったのは、そ

れぞれの皆様の力であったのじゃないのかなと

いうように思っているところであります。 

 その中にも、特に加工におきましては、木工

団地の存在が非常に大きかったということが、

これは私から言うまででもありません。そして、

その中におきまして、このシステムをどうにか

して、この本格復興、仮設という言葉があれば、

本設という言葉につながるわけでありますから、

いずれはきちんとした自分の家を持ちたい。仮

設の学校じゃない、きちんとした校舎を建てた

い。あるいは公営住宅もきちんつくりたいと。

これは、もう、間もなく、その方向に始まるわ

けでありますから、この部分に、今から、１年

後、２年後という本設、復興に向けてのプロジ

ェクトとして、遠野が果たす役割というのがあ

るんじゃないかなという中におきまして、この

沿岸部の釜石市と大槌町、そして内陸部の遠野

市、これは旧上閉伊郡という一つのくくりの中

で存在するわけであります。そして、今でも、

この歴史、あるいは文化を共有するというよう

な地縁、血縁も、その中で色濃く残っておると。

そういった色濃く地縁、血縁も残っておる釜石、

大槌と、そして上閉伊という一つのくくりの中

で、隣町が被災したなと、遠野市も黙ってるわ

けにはいかない。これが後方支援の一つのより

どころにもなっていったわけであります。した

がいまして、このような経過を踏まえながら、

先般でありますけども、11月１日に釜石、大槌、

遠野市の林業、木材、住宅産業関係団体で構成

する上閉伊地域林業木材住宅産業振興協議会と

いうものが立ち上がりました。これは上閉伊と

いう言葉がよみがえったわけであります。そし

て、その中にあっては、ただいま申し上げまし

たとおり、本格復興に向けて、それぞれタッグ

を組んで、足らざるところを補い、特性を生か

し合うということにしないかと。特性、木工団

地があるじゃないかという中における組み立て

につながったわけであります。そして、この構

想の具体化というために、11月21日であります

けども、遠野木工団地におきまして、協議会の

研修交流会が開催されました。私も、最初から

最後までいれなかったんですけども、出席をし

てまいりました。団地内視察や意見交換会が行

われ、釜石や大槌の森林組合の関係者、あるい

は建設業関係の関係者の皆様、会員相互の交流

が大変深まったと。そしてお互い頑張ろうと。

文字どおり頑張ろうというような声がその中に

満ちあふれておったわけであります。 

 そこで、それに伴いまして、この当市といた

しましても、この上閉伊地域林業木材住宅産業

振興協議会を全面的にバックアップしていきた

いというように考えているところでもあります。

これに伴いまして、この原木素材を遠野木工団

地で建築資材に加工すると。そして、それを被

災地に供給すると。そして、復興住宅建設及び

それに従事する雇用を創出するという一つの仕

組みが、その中でシステムが、そこにでき上が

っていくということになるわけでありますから、

これにつきましては、きちんとフォローしてい

きたいというように考えておりますので、ただ

いま照井議員から質問があった内容につきまし

ては、もうこういう形で、具体的に関係者の皆

様が力を合わせて、もう既に走り始めておると

いうことでありますので、私どもも、この部分

におきまする対応をひとつ進めてまいりたいと

いうように思っております。また、これ、木工

団地の中におきましては、職業訓練協会がその

中に位置づけているわけでありますけども、独
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立行政法人の高齢・障害・求職者雇用支援機構

岩手センター、これ通称ポリテクセンター岩手

と申しますけども、ここが被災地での離職を余

儀なくされた方を中心に、再就職を支援する臨

時の職業訓練コースを木工団地の職業訓練協会

内の敷地内で開設しておりますので、これにつ

きましても、送迎のバスを手配する等、まさに、

すき間を埋める形での、こういった国の事業と

タイアップしながら、対応しているところでご

ざいますので、このようなものとして、ある資

産としての木工団地をフルに生かした中におけ

る後方支援としての住宅供給といったものに、

なお一層、この協議会と力を合わせながら、取

り組んでまいりたいというように思っておりま

すので、御了承いただければと思っております。 

 ２つ目であります。国重要文化財の千葉県の

保存と今後の取り組みについてであります。千

葉家は、質問の中にもありましたとおり、その

ような経緯の中で、遠野の宝として存在する。

いや、日本の宝としても位置づけられる。日本

の十大民家としても位置づけられている中にお

きまして、一定の存在感の中で位置しているわ

けであります。既に180年を経過しておりまし

て、49年のふきかえから、既に37年が経過をし

ておるという中にあります。そして、その中に

おきまして、それぞれ地盤の沈降、あるいは建

物の老朽化といったものが目立ってきておりま

して、本格復興に向けて、保存、復元に向けて

取り組まなきゃならない一つの市政課題でもあ

るわけであります。そのようなことも踏まえま

して、これは重要文化財という中において、平

成19年の12月４日に国指定の重要文化財に指定

を受けているわけでありまして、このような経

過の中から、先般、先般というよりも、この昨

年定めました遠野市総合計画前期基本計画及び

後期基本計画に、この千葉家の保存、復元、そ

ういったようなのにつきまして、プロジェクト

と位置づけて、搭載しております。地元の皆様

とも既に３回、４回、地元の関係者の皆様との

協議を経て、保存活用という中におきまして、

賛同も得たということから、この９月でありま

したけども、千葉家の当主と市と覚書を交わし

まして、取得するという方向で確認をしている

ところであります。いうところの公有化を進め

るということでありまして、公有化の予定範囲

は、国指定の建物と土地、それに景観と土砂防

備の意味からも国道396号線から上側、いわゆ

る上のほうでありますね、裏山のほうも含めて、

そういった所を含めて取得しようということで、

現在、予算をいただきまして、公有化に向けて

の測量及び評価調査を実施しておりまして、間

もなく、その成果品が出てくるという予定にな

っているところでもあります。 

 そのような中におきまして、御指摘にありま

したとおり、３月11日と４月７日の地震により

まして、やっぱり石垣が大きく膨らみ、そして

一部が抜け落ちる危険な状態となってきており

ますので、この６月に文化庁と協議を行い、千

葉家を事業主体といたしまして、この緊急修理

をするということで、今、準備を進めておりま

す。当初10月の着工を目指しておりましたけど

も、国の３次補正予算がおくれました。それに

伴いまして、事務がおくれておりまして、去る

11月17日付で、補助金の申請を行っておりまし

て、修復につきましては、冬期工事を避けると

いう意味から、文化庁との協議によりまして、

繰越明許事業として、来春からの工事となる見

込みということになっているところであります。

これはやむを得ないと思っております。 

 それから、また、お尋ねの石垣の上の通路に

つきましては、これは石垣が復旧するまでの間、

それぞれの処理を、安全策を取りながら、注意

を払った対応をしていきたいと思っておりまし

て、この工事費が約1,400万ということを見込

んでいるところであります。 

 このような形で、まず、とりあえずの危険防

止を行いながら、来年度、24年度になろうかと

思いますけれども、総合計画後期実施計画に基

づきまして、文化庁との協議の中から、公有化、

そしてまた専門家や、さまざまな皆様の意見を

いただきながら、保存管理計画を策定し、保存

の方法や管理運営のあり方等の方針を定め、そ
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して、遅くとも平成26年度から28年度にかけて

の修復。そして、さまざまな復元といったよう

な工事に入っていくというようなスケジュール

になろうかというふうに思っておりますので、

ひとつ、御了承いただければと思っています。

重要文化財千葉家住宅を保存する会なども、ぜ

ひ、地元の声の中から立ち上げていただきまし

て、文字どおり、これもまた官民一体の中から、

一つの遠野の宝としてのこの千葉家を保存継承

していくということに持っていきたいというよ

うに考えているところであります。 

 なお、当主の、千葉家の当主の方とは、私も

直接お会いいたしまして、それぞれ千葉家とし

ての考え方等も聞きながら、それに、沿うよう

に、もう一方においては、貴重な税金を投入し

てのこのプロジェクトになるわけでありますか

ら、その辺、文化庁との協議も十分踏まえた形

での手順を大事にし、そしてまた保存をしなが

ら、この遠野の宝といったものを次の世代にも

きちんと継承すると。そして、一方においては、

これが交流人口の拡大、観光振興にもつながる

というような、そのような波及効果も当然ねら

ってのプロジェクトであるということでござい

ますので、ひとつ、御了承をいただければとい

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）  ７番照井文雄君。 

   〔７番照井文雄君登壇〕 

○７番（照井文雄君）  ただいまは千葉家の話

も出ましたが、その前の質問においてですが、

現在、ポリテクセンターのいわゆる実習といい

ますか、事業所に、訓練校も利用していただい

て、それなりの経費云々をいただいてやってお

ります。ところがですね、現在、訓練校の悩み

が一つありましてですね、駐車場が非常に狭い

と。いわゆるそのポリテクセンターのみじゃな

くてですね、普通の就職再雇用の皆さんの介護

サービス科とか、これは宮古短大から宮古の専

門校からの分校という名目で、県のほうの分校

指定になっておりまして、この介護サービス科、

それから医療事務とか、パソコンの中級コース

とか、年間に四、五百名ほどの方が利用してお

ります。３カ月コースとか、１カ月コース、１

週間コース。それにポリテクセンターの方が見

えられまして、今、第２期コース、第１期コー

スがダブってやっておりますので、大体、約40

名弱の方がプラスになってる。それから災害復

旧復興のために、建設機械の取得コース、それ

から、いろいろ、球かけ、それから車両系建設

機械、それからクレーン、移動式クレーンとか、

さまざま、いろんな資格をとっていただいて、

被災地の復興のために働いていただく。雇用も

生まれるということから、そういう取得コース

の講習会なども、頻繁に行われております。そ

ういうことで、一番、込むときといいますか、

生徒が多いときは、１日に120名ほどになると

きもあります。毎日じゃありませんけども。と

ころが、駐車場を、いわゆる森林の国の駐車場

もお借りしたり、実は、前はですね、今、大野

ゴムさんが工場を建てておりますけども、あそ

こがグランドだったので、あそこを利用したり

しておりましたけれども、現在、車がちょっと

置く場所が狭くてですね、非常にピークの、生

徒さんたちがピークのときは非常に困っておる

状態でございます。それから職員もそれなりに

ふやしておりますし、事務所も狭くなりまして、

講師の先生方の部屋、休む部屋、それから、一

番困ってるのは相談室でございます。いわゆる

プライベートな話をなさるわけですよね。これ

から再就職するということで、いろいろ県から

の指定の相談員も職員の中におりまして、個人

的に面談をしながら、相談するわけですが、こ

の事務所の隅で、ひそひそ話でやってるんです

けども、どうも、これは困ったもんだなという

ことでですね、ぜひ、この話も何とか事務所の

増築も考えながら、駐車場の増設なども、今、

考えておるというように聞いておりますが、そ

この件について、いわゆる担当者から見れば、

なにもう少しで復興終われば、訓練校もあって

もなくてもいいんでないかと、例えばですよ。

そういう話になろうかと思いますが、今、増築

してどうなるんだと。いや、ところが、昨日の
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話ですと、林業大学校の話もあり、全国から生

徒いろいろと、そういう話もしておりますとこ

ろを見ると、まだまだ、これは、訓練校を利用

してですね、いろんな構想が出てくるのではな

いかということを思っておりますので、ぜひ、

その点を、訓練校の建物、施設の整備ですが、

これは考えていくのかどうかをまず一つお伺い

してみたいなと思っております。よろしくお願

いします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  照井文雄議員の再質問

にお答えいたします。 

 今のこの木工団地の中における職業訓練協会

のあそこの施設も含めて飽和状態でと申します

か、さまざまなプロジェクトが展開しており、

状況が大変だと、駐車場不足もあるということ

でありましたので、後方支援室のほうにおきま

して、そういった分野をきちんとコーディネー

トするという役割も後方支援室が持っているわ

けでございますので、きょうのこの場で質問と

していただきました内容につきましては、後方

支援室のほうにきちんと情報を伝え、しかるべ

き対応をとるような形での対応を急がせていた

だきたいというように思っております。 

 なお、林業大学校構想と、今、この後方支援

における今の利活用の部分といったものは、や

はり、これは明確にすみ分けをしながらの議論

になるわけでありますから、林業大学校構想が

あるので、今の、このさまざまな復興支援に向

けての再教育であるとか、資格取得のためのい

ろんな研修機能をと、それに伴う通勤と申しま

すか、足の確保の問題、場所の確保の問題、あ

るいは駐車場の確保の問題といったものは、お

のずと異なるというように思っておりますので、

とりあえず、この後方支援の中における手狭に

なってる部分、あるいは約束してる部分、これ

について、どう対応できるかということを文字

どおりスピーディに調整をしたいというように

思っておりますので、よろしくお願いを申し上

げたいと思っております。 

○議長（新田勝見君）  次に進みます。 

 ６番菊池巳喜男君。 

   〔６番菊池巳喜男君登壇〕 

○６番（菊池巳喜男君）  清風会の菊池巳喜男

であります。通告に従いまして、市長に１項目

目、農業関係での遠野牛の一貫生産と販売につ

いて、２項目目に、福祉関係での生活保護の実

態について、そして最後に、少子化対策の取り

組みについて、３項目について、一般質問を進

めてまいります。 

 一般質問も最後になりましたので、簡潔に述

べていきたいと思っております。 

 今年も残すところ１カ月を切り、今年の総括

の時期に入ってまいりました。遠野市でも、各

事務所には、今年の記事の市民からの募集とい

うことで賞品をつけながら募集しているようで

す。ことしは何と言っても、皆さんも知ってい

るとおり、３月11日に発災されました東日本大

震災での東北から関東方面の沿岸に押し寄せた

大津波によりまして、100年に１度とか、1000

年に１度とも言われる大きな被害が発生し、多

くの犠牲者と甚大な被害に遭われ、同時に、福

島第一原子力発電所の被災が今もって収集の糸

口も見えない状況で、住民の避難生活や広く農

畜産物の放射能被害と風評被害に悩まされ、被

害の大きさと恐ろしさを与えている現状を打破

できないでいるものであります。そんな中で、

野田総理のＴＰＰ協議に参画する宣言がなされ、

国民は戸惑いを隠せない状況でおります。先ほ

ど小松議員も質問されておりましたけども、ま

だ、詳しい説明も、メリットも、デメリットも、

国民に示されていなく、国を二分する論争にな

っております。 

 先般、同僚議員から、研修資料といたしまし

て、新聞の記事をいただきましたが、その中に、

隣の韓国のアメリカとの自由貿易協定ＦＴＡの

記事が載っておりました。韓国では、国会批准

を巡り、紛糾し、デモも全国に広がっていると

いうものでした。この米韓ＦＴＡは農産物の関

税撤廃、医療の自由化、韓国郵政のサービスの

制限、農協等の共済への民間保険と同じルール
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の適用など、韓国の国民にとって、厳しい内容

が盛り込まれているということです。加えて、

投資家・国家訴訟（ＩＳＤ）条項が導入され、

相手国に投資した企業が不利益をこうむったと

きに、国際機関の仲裁で解決する内容で、自国

民の生命や環境などについて、規制さえも制限

されかねないことになっておるということです。

このように、国民に余りにも知らせずに、政府

への不信が大きくなっていったとのことであり

ます。我が国においても、韓国の二の舞になら

ないように、今後とも、隣国の韓国を注視しな

がら、危機感を持って臨むべきものと感じます。

ＴＰＰに打ち消され、この東日本大震災の復興

はどこへ行ってしまったのだろうと考えており

ます。そして、このことに追い打ちをかけるか

のように、消費税を段階的に10％まで引き上げ

るとした社会保障と税の一体改革を打ち出して、

税率の引き上げ時期や増税幅の年内決定を指示

する方針を表明しております。この日本は、ど

こにかじを取っていくのか。国政から目が離さ

れない事態となっております。 

 それでは、項目に入らせていただきますが、

遠野牛の一貫生産と販売について質問に入らせ

ていただきます。 

 既に、10月８日付の岩手日報紙で報道がなさ

れ、御承知のとおりでありますが、新聞の文面

を紹介すると、「遠野市と大手小売業のイトー

ヨーカ堂、食肉加工大手のエスフーズは10月７

日、いわて遠野牛の生産販売連携の協定を締結

し、遠野市の専用農場で黒毛和牛を肥育し、年

明けから、ヨーカ堂のプライベートブランド商

品として販売する。農場の従業員は約10人。地

元雇用し、事業拡大とともに増員する」という

ことでした。 

 協定書に調印した市長は、「３年間で30回近

い話し合いを重ねた。畜産業振興と雇用創出に

つなげたい」と決意を述べております。その記

事の中には、また、「ヨーカ堂の食の安全を確

保したプライベートブランド、顔の見えるお肉

のために３者が連携。エスフーズは６月に現地

法人エスファーム遠野を設立しており、遠野市

の遊休施設を借りて、来年１月から遠野産子牛

の肥育を始める。遠野は子牛の生産能力が高く、

大規模な和牛飼育を行うために最適な場所と判

断した。事業規模拡大とともに、食肉加工品な

どの製造も進めている。地元企業も巻き込み、

食肉生産の拠点としていきたいと意気込む」と

締めておりました。 

 これらの記事から、遠野市では、現在、そし

て、これから、どのような取り組みを展開し、

どのようなブランド化を確立しようとしている

のかを伺いいたします。また、このことに尽力

された関係各位、そして職員各位に、今までの

取り組みと努力に敬意を表するところでござい

ます。遠野市は、農業生産で畜産の占める割合

が高く、特にも、黒毛和牛の子牛生産が大きな

シェアであります。市内畜産農家との連携をど

のようにこの中で進め、この事業を導入するこ

とにより、畜産農家の所得向上に寄与できるも

のかをお伺いいたします。この締結の後で、国

政において、ＴＰＰ交渉を展開していくことが

いろいろとなっており、このことによりまして、

この事業の見直しを迫られるのではないかと心

配される事態もございますが、その辺はどうい

うものなんでしょうか。お伺いいたします。 

 次に、項目２点目、生活保護の実態について、

入らせていただきます。 

 今年７月現在で、日本全体での生活保護受給

者は205万人と聞いております。支給される生

活保護費は全体で３兆円を突破し、１人当たり

の受給額は平均17万円と生活保護世帯が急増し

てるという結果が把握されているということで

す。なぜ、生活保護が急増しているのか。この

背景には、景気の悪化、低年金や無年金の高齢

者、働きたくても働けない者など、働き盛りの

若者も増加し、比率で見ると、高齢者が42.6％、

母子が7.6％、傷病が32.9％、その他の方、特

にも若者等の増加がある比率が17％ということ

で、親から子へと連鎖していくことも指摘され

ております。既に御存じのとおり、受給の条件

としては、１番に生活費に使える貯金、財産が

ない。２番に病気などにより、収入が得られな
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い。３番に働く能力、意欲があっても、仕事が

ない。４番として、養ってくれる親族がいない

という４項目となっております。日本はＯＥＣ

Ｄ加盟国の中で、国民の負担が１番低い一方で、

超高齢者立国、最低賃金と生活保護費が逆転し

ている事態など、貧困を生む社会構造のゆがみ

も指摘され、年金、医療、介護など、福祉政策

がほころぶ現状ともなってきております。この

現状の中で、遠野市の実態はどうなっているの

でしょうか。そして、どのような対策をとろう

としているのかをお伺いいたします。 

 最後の項目、少子化対策の取り組みについて、

質問に入らせていただきます。 

 さきの生活保護の実態とも重複する点もござ

いますが、若者の定住に向けての産業振興対策

について、お伺いいたします。 

 毎年、地元の高校を卒業して、地元に残りた

くても、仕事先がないとの声も聞いております。

今年７月末現在で、厚生労働省が発表したデー

タによると、岩手県内での高校生の求人は1,25

8人に対し、求職者数は3,818名でありまして、

求人倍数は、高校生の求人倍数ですが、0.33と

なっているということです。このことから判断

できるように、地元で就職できる割合は厳しさ

を増している現状であると感じます。遠野市中

心市街地活性化事業での遠野市まちおこしセン

ターが来年４月オープンを控え、遠野市産業振

興部、そして遠野商工会が入所し、連携しなが

ら商工業振興に取り組み、あわせて、遠野駅前

のにぎわいを創出していくことになっておりま

す。向かい側には、遠野市観光交流センターも

新築され、同時にオープンとなり、活気が出る

ものと期待をしております。このことを若者定

住の一つのポイントにつながらないものなのか

と願うところでありますが、若者定住に向けて

の産業振興は十分な対策を講じられているのか

をお伺いいたします。 

 また、同時に、少子化対策の一つとしての出

会いと婚活支援体制について伺います。 

 遠野市のホームページ、更新がされているの

で、変化もあるかと思いますが、ホームページ

を開くと産業振興課をクリックいたしまして、

左の上段から２段目に、出会いを応援というも

のがホームページに出てまいります。それをク

リックすると、パートナー支援ネットワークが

表示されますが、この組織は、遠野市シルバー

人材センターの中にあると聞いております。余

り知られていないのではないか、不安もありま

す。この組織を聞くと、結婚相談所のことであ

り、現在３名の方が相談員に登録されていると

のことでありましたが、平成19年度からは、結

婚までこぎつけたカップルはなく、努力は伺わ

れるものの、これでは、余りにもＰＲ不足では

ないのかと思います。また、相談員が３名では

余りにも少ないのではないかと思いますし、せ

めて町単位での１名は欲しいところであります。

２名ずつの積極的配置でもいいのではないかと

考えますが、どうでしょうか。 

 また、出会い応援イベントということで、毎

年開催されておりますが、今年は震災の関係は

あるものの、まだ一度も開催されていないとい

うことでございまして、この先、計画はあると

いうことを聞いておりますが、12月ですので、

計画的にはあるということですが、消極的では

ないのかということで感じられます。いかがな

ものでしょうか。この11月１日現在の遠野市の

人口は、インターネット上にホームページに出

ておりますが、３万12名であります。３万人を

切る事態が目の前に迫っているのではないかな

と思っておりますが、このことからも、何とか

１組でも多くのカップルを誕生させなくてはな

らないのではないか。この対策を考えるとき、

もっと、もっと、真剣に考えてほしいものであ

りますが、いかがなものでしょうか。 

 以上、大きく分けて３点について、市長の見

解をお聞きいたしまして、一般質問とさせてい

ただきます。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後１時49分 休憩   

────────────────── 

   午後２時00分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議
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を再開いたします。 

 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  菊池巳喜男議員の一般

質問にお答えいたします。 

 大きく分けて、この一貫生産としての遠野牛

のこの取り組みについて、それから、生活保護

の実態はどうなっているか、いうところの高齢

化とか、少子高齢化ということに伴っての若者

定住対策、あるいは婚活支援体制についてとい

うことで、それぞれ御質問を承ったところであ

ります。12月定例市議会における一般質問も、

菊池巳喜男議員でもって９人目ということで、

さまざまな市政課題が、この本会議場の場にお

きまして、議論が交わされ、ただいまのこの畜

産振興、あるいは生活保護、あるいは少子化対

策といったものにつきましても、市政課題の大

きな一つのものと認識しているところでもあり

ます。順次、答弁をしてまいります。 

 まず、この遠野牛という部分における取り組

みにつきまして、10月７日、これは私は担当職

員も含め関係者の皆様に本当に感謝もしなきゃ

ならないというような思いでいっぱいでありま

すけども、この３年間、30数回以上の協議を重

ねたという中から、いうところの６次産業とし

ての位置づけ、生産から販売、顔の見える、あ

るいはプライベートブランドという言葉が文字

どおり、遠野を舞台にして、現実なものとなっ

たわけでありまして、これには、ただ、単に、

ここにたどり着いたのではないと。まさに、真

剣な議論をその中で交わされ、時には、空中分

解するのではないかというような際どい議論の

中から、ここにたどり着いたということなわけ

でありますから、10月７日の調印式は、私にと

っても大変感慨無量のものがあったわけであり

ます。この部分におきましても、一時は、遠野

にとっては、その一つのブランドとしての遠野

牛といったものは、これは難しいんじゃないか

と。やっぱり、繁殖ということでいくのが一つ

遠野の畜産振興ではないだろうかと。10カ月で

もって40万、あるいは、場合によっては、45万、

50万という値がつくという部分の中にあって、

これが一つの現金収入と申しますか、所得向上

にとっては、一つの方策ではないだろうかとい

うような形の部分も、私の中にはないわけでも

なかったわけでありますけども、この一貫生産、

そして販売というような一つの仕組みが、日本

を代表する食肉加工業者と、そしてまた、これ

また流通業界を代表する量販店の雄であります

イトーヨーカ堂といったところが参画しての、

このプロジェクトとして、一つの協定までたど

り着いたということにつきましては、大変重い

ものがあるし、また、一つの大きな次の展開に

向けての一つのきっかけを私どもは得たのでは

ないのかなというようにも、認識しているとこ

ろでもあります。 

 遠野は御案内のとおり、質問の中にもありま

したとおり、これまで繁殖といったものを中心

に取り組んでまいりました。牛の繁殖につきま

しては、年間2,000頭ほどが市場出荷を行うと。

私も市長に就任以来、毎年、初セリには出かけ

ております。初セリに出かけ、そして１頭でも

２頭でも、１頭でも２頭でもというより、１万

円でも、２万円でも、高く買っていただくとい

う形で、購買者の皆様にあいさつをしたり、声

かけしてるわけでありますけども、その中にあ

っても、飼料の問題であるとか、あるいはＢＳ

Ｅの問題であるとか、まさに、そのときどきの

事情によって振り回され、子牛生産農家の方々

が文字どおり大変な状況に陥り、そしてまた少

し上がれば、また、それがさまざまな要因でま

た下がるという形で、振り回されてるというよ

うな状況もないではなかった。そういったこと

の現場も、また目にしているわけであります。

しかし、この牛の繁殖、子牛繁殖だけでは、遠

野牛としてのブランド名は、これは当然のこと

ながら生まれないという現実もあるわけであり

まして。ただ、この肥育農家、では遠野市の肥

育農家はどうかということになりますと、この

肥育牛として出荷されるのは、年間で約100頭

ぐらいしか、遠野では持っていなかったという

のも、これも事実であります。100頭という中
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にあって、販売店のブランド名にするかとなる

と、これはとてもじゃないが、難しいわけであ

ります。そのような意味からも、３者連携しな

がら、このブランド化を図るという、プライ

ベートブランドとしての仕組みとして、３者連

携による一つの仕組みが立ち上がったというこ

とは、遠野のこの次の畜産振興においての大き

な飛躍台に立ったということに、私はなるかと

いうように認識しております。顔の見えるお肉、

遠野生まれの遠野育ちといったことが、一つ現

実のものに近づいたということにあるわけであ

ります。これが、単なる言葉じゃないと。文字

どおり、遠野の畜産振興のコンセプトにつなが

るというものになったわけであります。子牛を、

遠野で繁殖された子牛を使い、肥育を行い、一

般消費者に販売するという一貫生産体制が確立

される、そのスタート台に立ったのが10月７日

であったというように、承知をいたしてるとこ

ろでもあります。 

 その中におきまして、いうところの遠野牛と

してのブランドが、そのような仕組みの中から

確立されますと、おのずと、おのずと、黒毛和

種としての遠野の生産地としての、遠野の独自

の評価といったものも、その中から得ることが

できるわけでありますから、この一つの、この

仕組みの影響といったものは、非常に、影響と

いうよりも、インパクトというのは、すごく強

いものがあるのでないかというように、承知し

ているところでもあります。 

 その中にございまして、これがいよいよス

タート台に立ったということで、先般でありま

すけども、担当職員ともども、エスフーズの兵

庫県の姫路のほうに尋ねまして、村上社長とも

懇談してまいりました。また、先般は、イトー

ヨーカ堂のほうにお邪魔いたしまして、亀井社

長さん、それから、ホールディングスのほうの

村田社長さんとも直接面談をいたしまして、遠

野としての一つの取り組みの決意と覚悟を示し、

協力を要請してきたところでもあります。この

中におきまして、このいよいよスタートすると

いうことになるわけでございますから、現在、

進めております公共牧場の再編整備事業、これ

を国や県の全面的なバックアップをいただきな

がら、この早期完成に努めると。そして、それ

に伴って粗飼料の安定供給をその中に確保する

ということがあります。もう一方においては、

キャトルセンターによる品質の均一化といった

ことを図る基盤の強化も、また、急がなきゃな

らないかというように思っているところでもあ

ります。 

 そういうようなことを踏まえながら、それぞ

れ民間のノウハウといったようなもの、あるい

はネットワークといったようなもの、これをう

まく活用しながら、遠野の畜産振興といったも

のを充実と申しますか。私は、このプロジェク

トにとって、もう一方の大事なのは、北上山系

開発というような一つの大きな県政のプロジェ

クトがあったわけであります。これの負の遺産

としての、この牧場の利活用といったことも、

その中で位置づけられるわけでありますから、

いろんなところで話もしておりますけども、北

上山系大開発といったような、この北上山系の

中における、さまざまな食糧基地岩手としての、

あのプロジェクトが、一体、どこで、どのよう

な形で総括されただろうかと。総括されていな

いんじゃないのかなというように思っておりま

して、今般のこの遠野のプロジェクトは、そう

いった意味においても、粗飼料というものをそ

の中から安定供給として得るということになる

わけでありますから、北上山系開発の中におけ

る、それぞれの牧場の開発したものを、さらに、

それを利活用するということにもつながるわけ

でありますから、非常に重要なプロジェクトと

いうことになるんではないかなというようにも

思っております。 

 それから、この畜産農家との連携は、どのよ

うに進めるのかと。畜産農家の所得向上に寄与

できるものとしてあるのかというような、その

ような認識での質問もあったわけであります。

遠野生まれの遠野育ちの牛を早期に確保しなが

ら、消費者の認知を高める。そして、その中に

おきまして、既に、２つの肥育農家が、２軒の
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肥育農家がイトーヨーカ堂へ供給するための登

録も完了してるという一つの事実もあります。

これは、この２軒の肥育農家にあっては、来年

早々にも、イトーヨーカ堂へ遠野牛という形で

の供給する手だてと申しますか、準備もできて

いるということであります。したがって、この

畜産農家との連携も、それぞれ徐々に、徐々に

というよりも、取り組みが既に始まっておりま

して、この遠野産子牛の確保のための一つとし

て、新たな農家への預託事業も展開するという

ことになっております。そして、このエスフー

ズの子会社であります、エスファーム遠野。こ

れは現地法人をことしの６月に立ち上げてるわ

けでありますけども、将来、3,000頭規模の肥

育牛生産を考えておると。これまでどおり、農

家が子牛市場へ出荷した場合も、このエスフ

ァーム遠野が子牛を購入すると。いわゆる遠野

産牛を購入するということによって、それを一

つの肥育という中において、まさに、遠野生ま

れの遠野育ちといったことが、その中に一つの

ストーリーとして出てくるわけでありますから、

こういったことが、それぞれの生産農家の所得

向上にもつながるということが期待されるので

はないかなというように思っております。また、

このＴＰＰ、これは先ほどの小松議員の質問の

中にもありました。私も、これについては、Ｔ

ＰＰ、農業も含め、あるいは医療も含め、説明

責任もなければ、情報の開示もないと。その中

にあって、この良好な遠野の農村環境といった

ものが、どう保持され、どのように維持される

かも全く見通しが立たないという中においては、

反対。医療にあっても、公的医療制度というも

のがある程度、さまざまな課題はあるものの、

日本の一つの誇るべき制度としてあるものが、

そこがＴＰＰという中におけるものとして、そ

れが崩壊するようなことにあったんでは、これ

は、それこそ、大変なことになるというような

形で、今反対ということを、明確に意思表明し

てるわけでありますけども。この問題につきま

しても、畜産につきましても、全容がやっぱり、

わからないんですね。わからないんですね。し

たがいまして、どのような影響が生じるかはわ

からない。ただ、この関税が撤廃されたという

一つの前提に立って、昨年10月に農林水産省が

試算した、この試算方法を当市の一つの今の状

況に当てはめると、何と、15億5,600万のこの

生産額が６億円ほどになってしまうという試算

結果も出ております。 

 それから、この和牛については、61％の減少

となると。特に、３等級以下の和牛は75％消滅

するんではないかというような、そのような試

算結果も出てるわけでありますから、このＴＰ

Ｐの問題は、当市の畜産にも、はかり知れない

影響を及ぼすということには、試算上は、その

ような数字としてつかんでおると。そしてまた、

このいろんな有効な手当という部分は、さまざ

ま、これから、国も、さまざまな形での手当は

してくるんではないかなというように思っては

おりますけども。ただ、この部分におきまして

も、このＴＰＰが、このような形になると、困

った困ったというだけでなくて、壊滅する、大

変だというような大合唱だけでも、これは、や

はり、これは農業にも言えるわけでありますけ

ども、そうは、やはり、だから、そうなったか

らといったって、この問題が今後どうなるかと

いうことは、予断を許さないわけでありますか

ら、できることを考え、それを実行するという

ような一つの認識も、また一方においては持た

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。そういった意味におきまし

ては、今回の３者による、この連携によるプロ

ジェクトといったものは、この難しい局面を、

遠野の一つの場の力というものの中から、イ

トーヨーカ堂とか、あるいはエスフーズさんと

いう我が国の冠たる一流企業の力をもって、あ

るいはノウハウをもって、あるいは、さまざま

な一つの力をもって、局面を打開できるチャン

スとして、とらえることもできるんではないか

なというような気持ちも持っておりますので、

何としてでも、このプロジェクトを前に進める

という中における取り組みの強化に取り組んで

まいりたいというように思っておりますので、



－ 89 － 

今後とも、ひとつ、御支援と御協力もまたお願

いを申し上げたいというように思っております。 

 ２つ目であります。生活保護の実態について

お話がありました。戦後最高のと申しますか、

件数になっておるということが新聞等でも報道

されております。これは、生活扶助は、文字ど

おり、議員各位に申し上げるまでもなく、憲法

25条という中における生活、あるいは住宅、医

療、教育といったような国民の権利。そして、

一方においては、国の責務というものが25条で

規定されておりまして、そのような中における

生活保護という制度もあるわけであります。こ

れが日本全体で急増しておるというような形で

の非常に大きな問題が今浮かび出ておると。で

あれば、遠野市の実態と対策はということに、

今質問の趣旨があったんではないかなというよ

うに思っておりますけども、遠野市にありまし

ても、実は、この平成10年度以降は伸び率と申

しますか、生活保護の受給者については、いう

ところの鈍化と申しますか、そんなには伸びて

おりませんでした。それがリーマンショックと

いうのを平成20年度以降、ご案内とおり、この

経済雇用情勢の大変な深刻な状態にありまして、

急激な増加に転じたというような一つのケース

にはなっております。そこで、この部分で、22

年度の数字で見ますと、前年度比、ということ

は21年度対比でもちまして、34世帯ふえており

まして、率にしますと17.7％伸びております。

それで世帯数にしますと、226世帯。そして、

保護人員にしますと57人、22.8％伸びたという

ことで、22年度の数字で見ますと307人、生活

保護を受給しておるという数字になっておりま

す。そして、これは最新の数字で、ちょっと見

てみますと、23年10月という数字で見てみます

と、保護世帯は235世帯、保護人員322人、これ

を人口1,000人当たりと、パーミリという人口1,

000人当たりに換算しますと、約10.9人という

数字を示しております。 

 この東日本大震災の被災が原因でもって、保

護申請し、開始した世帯はというようなことも、

これも大変関心のある数字でありますから、こ

れも確認いたしました。その中におきまして、

この被災でもって転入してきた方で、保護申請

し開始した、保護を開始した世帯は、他市から

の転入１世帯のみにとどまっておるということ

であります。この被災の影響はそんなには、こ

の保護の数字には出てきていないと。生活保護

の数字には出てきていないと。ただ、これを、

先ほどのきょうの午前中の瀧本議員の質問とも、

ある意味においては関連するかと思いますけど

も、世帯累計別で見ますと、いうところの核家

族化、あるいは高齢化といったようなのに伴っ

ての保護世帯が高齢者世帯41.7％と。半分まで

いきませんけども、４割以上が高齢者世帯の方

になってきておりまして、もう一方にあっては、

これも非常にきちんとした実態と中における数

字として受けとめなきゃならないかと思ってま

すけども、稼働年齢層の方を含む、その他世帯

の割合が24.2％になっているんですね。ですか

ら、これも、やはりこの数字。いわゆる稼働年

齢層でありますから、働けるわけであります。

それも、その方が24.2％にもなっておるという

数字も、やっぱり私どもとしては、きちんと受

けとめなければならないかというように思って

おります。 

 なお、参考のためでありますけども、県内に

13市があるわけでありまして、これで見ますと、

県内13市の人口1,000人当たりは11.6人という

ことになってまして、当市は10.9人であります

から、これは県平均に近い状況で推移してると

いうことと、県内13市の中では、上から数えて

５番目の保護率という一つのポジションに今遠

野はあるということも、参考のために、数字と

してお示しをしておきたいというように思って

おります。 

 いずれ、この景気が低迷しておると。当市は

文字どおり中小事業者が多いと。したがって、

この経済への影響も非常に大きいわけでありま

すし、それから中高年の生活相談や申請件数が

増加傾向にあると。そして、この保護開始数に

比べて、自立等による廃止が十分見込めない。

保護開始が例えば10あった場合、自立も例えば
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10あるとなれば、率は伸びないわけであります。

だから、自立という、一つの雇用という場を確

保しながら、自立という方向にも持っていくと

いうのが、生活保護のケースワーカーとしての

一つの力量もそこで問われるわけでありますけ

ども、なかなかそのような実態の中には、今、

行ってないと。したがって、この増加に歯どめ

がかからないのが、今の一つの遠野における一

つの現実ではないかなというようにもとらえて

いるところでもあります。今後とも、この状況

把握といったものに努めながら、この自立とい

うことになりますと、各種関係機関との連携強

化も大変大事になってまいりますし、適切な助

言あるいは指導支援による一つの自立支援とい

う方向に持っていくということも、一つの大事

な大事な対策でもありますから、その辺も意を

用いていきたいというように思っております。 

 なお、23年度から生活保護担当職員を１名増

員するという形に、今、取り組んでおりまして、

１名増員しております。その中におきまして、

ケース診断会議、保護動向の分析、これを把握

しながら、組織的かつ計画的な指導運営管理と

いったものに取り組んでいくということに、当

たり前のことになるわけでございますけども、

この当たり前のことを誠実に、まさに取り組む

ということが、この生活保護という一つの国民

の権利としての生活保護に対する一つの行政と

しての立場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。この厳しい経済情勢

の中で、よく言います最後のセーフティネット

が、この生活保護だと言われております。この

最後のセーフティネットということの中にあっ

て、この生活保護制度にすべて寄りかかるとい

うような形の風潮が出てしまうと、これまた大

変なことにもなるわけでありますから。しかし、

一方においては、やはり、この経済情勢、ある

いはさまざまな身体的な状況、あるいは病気と

いったいろんな要因があって、この生活保護と

いったものに頼らざるを得ないという実態もあ

るわけでありますから、そういった部分におけ

る一つの公平な感覚に基づく対応といったのも、

これも非常に微妙な問題はあるわけであります

けども、やはり、きちんと対応していかなきゃ

ならな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思っております。 

 大きな３つ目の少子化対策の取り組みについ

てであります。若者定住に向けての産業振興と

いったことが非常に、これは大事だという話。

これは、本当に、まさにそのとおりであるわけ

であります。若者の定住に向けてという部分に

おきまして、来春225名の方が新規学卒という

ことで卒業し、それぞれの希望に向け、あるい

は将来に向けて、それぞれの場に進学、就職と

いう中で旅立っていくわけであります。これの

中にございまして、就職希望者、市内には79人

おるという数字を把握しております。そのうち

69人が既に内定をもらっておりまして、この内

定率は87.3％。昨年同期とほぼ同じ状況だとい

うことでありますから、これも、ある意味にお

いてはこの数字を見て、正直なところ、ほっと

もしているところでもあります。震災の影響を

受け、沿岸部から当市に今就職希望者が殺到す

るのではないかと。したがって、市内高校生の

間口が非常に狭くなるんではないのかなという

ようなことも、予想もしておったわけでありま

すけども、そういう傾向にはなっていないとい

うことであります。市内就職希望者は42名、そ

のうち41人が内定をもらっておるということを

担当のほうから報告をいただいているわけであ

りますから、今後も、この就職内定を100％に

向けて取り組むべく、ハローワークなんかとの

連携をさらに強化をしていきたいというように

思っております。そして、この中にございまし

て、一つの追い風ということになろうかと思っ

ておりますけど、1人でも多くの若者が定住が

できる雇用の場の確保を図っていくということ

につきまして、去る９月の議会におきましても、

企業誘致を積極的に進め、雇用の拡大を図ると

いう形での答弁を本会議場で行っているわけで

ありますけども、一つの事例でありますけども、

平成19年６月に上郷町に立地した大野ゴム工業

株式会社。これは遠野木工団地内に工場を建設
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し、間もなく第２工場が完成するということで、

このことにより、十数名の新規雇用が生まれる

ということにもなっておりますし、また、東京

都豊島区のほうに本社があり、ケーブルやコネ

クターの電子部品を製造するムサシ電子株式会

社、これは新規に宮守町鹿込地区のほうに、宮

守工場、これは遠野宮守工場と言いたいという

のが、会長、社長の意向でありますけども、こ

の工場を建設し、来年の７月には操業開始する

ということで、さまざまな手続が今進めており

まして、操業開始時の新規雇用は20人。数年後

には50人規模に拡大をしたいというような一つ

の会社としての意向を持ってきておりまして、

遠野市と先般、所有者のほうと遠野市と、ある

いは県のほうにも入っていただきまして、立地

協定も締結してるところでもありますので、こ

れもまた、一つの新たな雇用の場としての、一

つの場所として、企業誘致としての成果を得る

ことができたのではないかなというようにも思

っているところであります。 

 それから、この部分におきまして、やはり大

事なのは、質問の中にもありましたとおり、Ｊ

Ａ遠野の旧本店ビルが、仮称でありますけど、

まちづくりセンターとして、あそこに一つの拠

点ができるわけであります。遠野商工会、ある

いは市の産業振興部関係のそれぞれの組織が入

るわけでありまして、いうところの商工業ある

いは観光を含めての一つの相談窓口の一元化と

いったことが、あそこに確保が図られるわけで

ありまして、すぐ隣には、観光交流センターと

いったものが新築されまして、それぞれ24年４

月には駅前にオープンするということが着々と

進んでおりまして、この中におきまして、この

単なる駅前再開発ができて、建物ができたじゃ

なくして、それをまさに拠点としながら、地域

活性化の起爆剤となるような、さまざまなアイ

デア。あるいはいろんなプロジェクト。それを

そこから発信しながら、若者の定住が促進され

るような、そのような形での取り組みの拠点と

しても位置づけていきたいというように思って

おります。 

 それから、これは最後の質問でありますけど

も、いうところの出会いと婚活支援体制への部

分であります。パートナー支援ネットワークの

相談員ということで、これもなかなか決め手が

ないという部分の中におきまして、正直なとこ

ろ、どのように、この部分は持っていったらい

いのか。非常に、それぞれの若い方々の心の問

題でもあり、気持ちの問題でもあり、生き方の

問題でもある。大げさに言えば、人生そのもの

に対する一つの姿勢の問題にもなってくるとい

うものに対して、どうだと。ただ、この震災で

もって、物すごくパートナーを求めるというか、

婚活する若い方々がふえてると。１人じゃどう

しようもないと。やはり、パートナーがいてこ

そ、本当の、あるいは、この震災の中で、家族

の大切さ、あるいは人と人とのつながりといっ

たものの大切さを感じたがゆえなのか。一つの

社会現象として、婚活活動が非常に活発になっ

てきてるというような一つの現象が生まれてる

というようなことも、報道等で言われているわ

けであります。 

 19年度に登録者の意向調査を行いながら、調

べて、経緯を見て見ますと、平成19年度に登録

者数が111名あったんですけども、これが今34

名と大幅に縮小されておりまして、登録者の中

には、いろんなサービスを希望しない方もおれ

ば、既に結婚してる方も多く含まれていたとい

う数字もあったわけであります。そういうよう

なこともありますので、また、登録はしたもの

の、相談員と１回も面談したことがないという

ケースもあったと。登録者の減少に合わせて、

10名いた相談員も、今、３名に減らしておりま

す。したがって、いろんなきめ細かなサービス

をしながら、そこでもっと丁寧にという部分は、

文字どおりなきゃならない。そこには、やっぱ

りある意味でのこだわりを持たなきゃならない。

結果を急がなくてもいいという部分の中におい

て、やはり一つ一つ階段をよじ上るような形で、

この出会いを一つの結婚というところに結びつ

けるというようなところの取り組みにつきまし

て、まだまだ、ちょっとした、きめ細かなとい
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う部分と申しますか、まさに、思いが思いやり

になってない、心が心遣いになってないという

部分が、この仕組みにもあったんじゃないのか

なと思って、正直なところ、反省もいたしてお

ります。したがいまして、これが今回の震災の

中におきましても、そのようなことが出てきて

るということも背景を踏まえ、また、この少子

化、そしてまた人口減少に少しでも歯どめをか

ける。ふるさとに生まれ、生まれ育ったふるさ

とで働きたいという方も、結構な方がいるわけ

でありますから、そういったものの方にこたえ

るというためにも、いうところの、まだまだ工

夫する余地があるんじゃないのかなというよう

に、正直なところ、思ってるところでございま

すので、これにつきましても、さらなる検証を

加え、そして検討を加え、新たな知恵をそこに

働かせながら、若い方々に対する一つのアプ

ローチの仕方として、どのような仕組みがいい

のか、どのようなアプローチの仕方がいいのか

といったことにつきましても、検討していきた

いと思っております。他の自治体では、まとめ

た方々には５万円であるとか、結婚した方には

10万円であるとかいうようなことをやってる自

治体もかなり出てきておりますね。したがって、

そのような形のものとしてのやり方も決して私

は否定するものではありませんけども、ちょっ

と、少し、時間をいただきまして、いろいろ検

討していきたいというように思っております。 

 それから、この出会い応援イベントにつきま

しても、どうも、今いち迫力がないし、どうな

ってるんだろうというようなことがありました。

実は、この４年間で22回開催しておりまして、

460名の方が交流を深めておるということであ

りまして、この出会いをきっかけに、３組のカ

ップルが誕生したという結果も得ております。

４年間で22回で460名で３組かという、この数

字もまた、どのような評価になるのか、私も非

常にじくじたるところがあるわけでありますけ

ども、このようなことがあります。そんなこと

もありまして、今般は、今年度は震災の影響も

ありまして、前半期、上半期は、この開催を見

送った、この出会いのためのイベントにつきま

しては、この12月20日に出会い応援イベントク

リスマスパーティという一つの切り口でもって、

企画することとしておりまして、今、参加者を

募集しているところでもあります。今後とも、

このような一つの、これまでの行ってきたこと

を一つの事例の中から、さまざまなものを検証

しながら、であればどのような方法が一番、一

つ、今の若い方々にインパクト強くアプローチ

できるかという、いい意味での出会いの機会の

創出を図るというような、そのような企画を組

んでいきたいというように思っておりますので、

議員各位にも何かいいアイデアなり、いい知恵

がございますれば、ひとつ、積極的にまた提言

なり、また意見をいただければというようなこ

とも、一言つけ加えまして、答弁とさせていた

だきます。 

○議長（新田勝見君）  ６番菊池巳喜男君。 

   〔６番菊池巳喜男君登壇〕 

○６番（菊池巳喜男君）  ただいま市長のほう

から、いろいろ懇切丁寧に回答いただきまして

ありがとうございました。 

 まず、１点目の遠野牛の一貫体制について、

再質問させていただきますが、先ほど来から言

っておりますＴＰＰ問題が非常に遠野にも影響

が与えられる状況になってくるのではないかな

と危惧してるところですが、このＴＰＰが、も

し、それこそ進展した場合、この３者によるプ

ロジェクトのこの事業は途中で頓挫するという

こともあるものなのか。その辺をですね、３年

間で30回近い話し合いを重ねたと聞いておりま

すけども、その辺をちょっと確認しながらです

ね、やはり、畜産農家にかなり影響もあるとい

うことですので、その辺の、わからない点もあ

るかと思いますけども、ＴＰＰ自体がそのよう

な状態ですけども、その辺、話し合いの中でも、

いろいろと協議されたものか、伺いたいと思っ

ております。 

 あと、生活保護に関しましては、23年度は23

5世帯、322人ということで、22年度よりは、９

世帯がふえているということでございまして、
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稼働年齢層の生活保護も24.2％だということで、

自立にもなかなか大変だというお話でございま

した。この点は質問はないですけども、何とか

ですね、職員も増員したということでございま

すので、その辺をきちんと自立に持っていくよ

うな体制にとっていただきたいものと思ってお

ります。 

 それから少子化対策で、最後、それこそ婚活

活動に関して、１点お聞きいたしますが、市長

は答弁の中で、ほかの市町村では、いろいろな

補助金を出してる所もあるということで、述べ

られております。私も、新聞に出たんでしょう

か、八幡平市で１カップルに50万円をというよ

うな、ちょっと金額が貼られていたのをちょっ

と目にしましたけども、やはり、助成金も大切

でしょうけども、市民として生活していくため

に、何か、優遇策なり、助成金ばかりじゃなく

て、何か、対策をとられないものかなというこ

とがございます。12月20日にクリスマスパーテ

ィもやられるということを今おっしゃいました

ので、何とか、幾らかでもカップルが誕生して

くれればなと思って願うところでございます。 

 これにて、２回目の質問とさせていただきま

す。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  菊池巳喜男議員の再質

問にお答えいたします。 

 この遠野牛の一貫生産体制のプロジェクト、

これにつきましては、第１回目の質問の際にも

お答え申し上げてますとおり、３者による30数

回の話し合いの末、ここにたどり着いたという

ような経緯があるわけであります。その中にお

きましては、日本の流通業界を代表するイトー

ヨーカ堂であります。そして、また、エスフー

ズさん、私も姫路の工場のほうに行ってまいり

ましたけども、すさまじい、まさに規模でもっ

て、食肉加工を行っておるというのも見てまい

りました。まさに、世界といったものと十分対

応できると申しますか、国際協調の中といった

ものにも対応できる一つの企業として、その中

にあるわけであります。したがいまして、この

遠野という場におきまして、そのような民間の

有力企業が参画しながらという部分は、私は、

この部分におきましては、一つ守るという部分

にあっては、農業の問題にしろ、医療の問題に

しろ、そういった問題については、当然反対と。

とてもじゃない、中身がよくわからないまま、

ただ。しかし、このイトーヨーカ堂とエスフー

ズさんが参画をするという中における、この３

者協定によるプロジェクトにつきましては、逆

に、見方によっては、このＴＰＰ問題をこれを

チャンスとしてとらえ、そしてまた、これを逆

に一つ生かすという中における、一つのこの難

しい局面を。我々では、とてもじゃないが、遠

野市のレベルっていうか、規模の中では太刀打

ちできないといったようなものも、立ち向かえ

る。あるいは、局面を打開するといったような、

一つのプロジェクトとしても位置づけることが

可能になってくるんじゃないのかなって、そん

な感じも、実は、社長さんや工場等を見まして、

そんなことも感じてきたということでもありま

すから。このＴＰＰについては反対であるし、

また、反対の声もこれからも起こしていくとい

うことは、これは、私もぶれずに対応しようと

思っておりますけども、一方においては、そう

いう側面としての位置づけもあるのではないの

かなというようにも思っておりますから、その

辺のところは、これからもこの両社の企業のさ

まざまな世界的な規模の中における情報といっ

たものも、我々も得ることが可能になってるわ

けでありますから、そのような中における一つ

の局面、難しい局面を打開するというチャンス

を握るという一つの位置づけもあるんじゃない

のかなということを申し上げておきたいという

ように思っております。途中で頓挫するという

ようなことは、私の選択肢にはというか、その

中にはないということでありますので、ひとつ

よろしくお願いいたします。 

 それから、生活保護の実態、これは自立に向

けて、これからもさまざまな形、文字どおり

ケースによって、すべてが異なるわけでありま
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すから、300数世帯を一括でもって、云々じゃ

なくて、個々のケースそのものによって、きち

んときめ細かく指導していくということになろ

うかというように思っております。きめ細かく、

ケースに応じて指導するということは、やはり、

その目標とするところは自立に向けてというこ

とになるわけでありますから、そういうことに

なろうかと思っております。 

 それから３つ目のこの少子化、婚活という中

において、奨励金のようなもの。これは私もい

ろんな情報誌でもって、県内各市町村の動きな

り、全国の動き、やっぱりいろいろなユニーク

な動きがいろいろ出てきておりますから、これ

なども参考にしながら、やっぱり、一緒になろ

うかと、であれば、こういった点でのいうなれ

ば優遇策もあるよなというような部分で、ああ

遠野はそれだけ受け入れてくれるのかと、ある

いは歓迎してくれるのかといったようなものが、

感じれるような、抽象論じゃなくて、感じれる

ような、そのような施策も、また必要じゃない

のかなと思っております。 

 今、普通交付税、10年ぐらい前は、市民一人

当たり交付税単価で割りかえすと10万円だとい

うことになっておったわけでありますけども、

先般、財政課のほうに、今、具体的にどれぐら

いになってるんだろうなと。人口がどうも減少

に歯どめがかからないと。３万12人だと。間も

なく、これも３万人を割るかもしれないなと。

いつも、部屋に張り出してるんですけど、毎月

の人口動態の数字。ずっと毎月市民課からもら

った数字をいつも見ております。すると、今月

の数字は３万12人ということになりまして、11

月、12月１日ですか、12月１日の数字は３万、

下手すると、割るかもしれないなというような、

そのようなところで、今、いるわけであります。

ちなみに、国勢調査の数字は、既に３万割って

るわけでありますから、国勢調査では５年間で

約2,000名減ったということになっているわけ

でありまして、それを交付税バックの中で、市

民１人当たりということで割りかえしてみまし

たならば、市民１人当たり15万円がいわゆる交

付税としての算定根拠になっているということ

でありますから、１人減ると、いうところの単

純に言えば、15万円の交付税が減るということ

にもなるわけであります。この人口といったも

のは、やはりこの減少に歯どめをかけ、それを

できれば増加に転じるといったようなものも、

今のこの交付税というものに頼らざるを得ない

我々市町村にあっては、極めて大事な数字とい

うことになって位置づけられるというように思

っております。一括交付金であるとか、さまざ

まなものがいろいろ言われているわけでありま

すけども、ひとつ、人口といったものをベース

にしながら、さまざまな仕組みなり、制度が成

り立っているという一つの前提に立てば、やは

り、人口減少は避けて通れない、それを素直に

受け入れようという中における新たな仕組みづ

くりも行いながら、もう一方においては、それ

に歯どめをかけるというようなことにも、全力

を挙げなければならないかというように思って

おりますので、ひとつ、よろしくお願いを申し

上げたいと思っております。 

○議長（新田勝見君）  これにて、一般質問を

終了いたします。 

────────────────── 

   日程第２ 議案第98号遠野市立遠野中学

校校舎（第１期）改築工事の請負契約

の締結について   

○議長（新田勝見君）  次に、日程第２、議案

第98号遠野市立遠野中学校校舎（第１期）改築

工事の請負契約の締結についてを議題といたし

ます。 

 本案について、提出者の説明を求めます。及

川副市長。 

   〔副市長及川増德君登壇〕 

○副市長（及川増德君）  命によりまして、平

成23年12月遠野市議会定例会に追加で提案する

議案第98号遠野市立遠野中学校校舎（第１期）

改築工事の請負契約の締結についてを説明いた

します。 

 遠野市立遠野中学校校舎（第１期）改築工事

の請負に関し、次のとおり、契約を締結するた
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め、地方自治法第96条第１項第５号及び遠野市

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得また

は処分に関する条例第２条の規定により、議会

の議決を求めるものであります。 

 １、契約の目的、遠野市立遠野中学校校舎

（第１期）改築工事。２、契約の方法、条件付

一般競争入札。３、契約の金額、11億3,400万

円。４、契約の相手方、松田建設（株）・佐藤

工業（株）特定共同企業体。代表者、遠野市材

木町１番２号、松田建設株式会社、代表取締役

松田孝。構成員、遠野市松崎町白岩25地割１番

地、佐藤工業株式会社、代表取締役佐藤ウタ子、

以上であります。よろしく御審議賜りますよう

お願いをいたします。 

○議長（新田勝見君）  お諮りいたします。た

だいま議題となっております議案第98号につい

ては、質疑を省略し、さきに設置した予算等審

査特別委員会に付託の上、審査することにいた

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、議案第98号については、質疑を省略し、

予算等審査特別委員会に付託の上、審査するこ

とに決しました。 

────────────────── 

   休会の議決   

○議長（新田勝見君）  お諮りいたします。12

月７日から８日までの２日間は委員会審査のた

め、休会いたしたいと思います。これに御異議

ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新田勝見君）  御異議なしと認めます。

よって、12月７日から８日までの２日間は休会

することに決しました。 

────────────────── 

   散  会   

○議長（新田勝見君）  以上で、本日の日程は

全部終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。御苦労さ

までした。 

   午後２時46分 散会   
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