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   午前10時00分 開議   

○議長（新田勝見君）  おはようございます。

これより本日の会議を開きます。 

────────────────── 

   日程第１ 一般質問   

○議長（新田勝見君）  これより本日の議事日

程に入ります。 

 日程第１、一般質問を行います。順次質問を

許します。15番佐々木譲君。 

   〔15番佐々木譲君登壇〕 

○15番（佐々木譲君）  社民党遠野支部の佐々

木譲であります。通告に従い一般質問を行いま

す。 

 思えば、昨年の３月議会閉会日の翌日発災し

た東日本大震災は沿岸地区住民のとうとい命を

奪い、今なお厳しい生活を余儀なくされている

多くの避難民の方々に大きなつめ痕を残してお

ります。ここに犠牲になられた方々の御冥福を

祈るとともに、被災された皆様に衷心よりお見
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舞いを申し上げます。 

 初めに、私ども議員は、議会改革特別委員会

を設置し、去る１月31日から３日間、市内９地

区で、議会改革について意見を聞く会を開催し

ました。私の担当する会場で出された意見に、

一般質問の前段が長い、もっと簡潔に質問して

ほしい等の声がありましたので、直ちに質問に

入ります。 

 市長に対する質問は、公の施設にかかわる指

定管理者制度の導入についてであります。 

 去る12月議会において、伝承園、ふるさと村

や遠野市観光交流センターの指定管理者の指定

についてが上程され、全会一致で可決されまし

たが、今後、さまざまな公の施設が完成される

ことが予想され、そのたびごとに指定管理者が

決定されることと推察し、いま一度指定管理者

制度について考えたいのです。 

 この制度は、平成15年９月に地方自治法の一

部が改正され、地方公共団体が設置する公の施

設の管理に指定管理者制度が導入されることと

なったもので、これまでの公共団体もしくは公

共的団体にしか委託できなかったものが、規制

が緩和され民間事業者等幅広い団体が議会の議

決を経て指定管理者となり、施設の管理を行え

ることとなったのですが、この目的は、多様化

する住民ニーズにより、より効果的かつ効率的

に対応するため、公の施設の管理に民間の活力

を活用しつつ住民サービスの向上を図るととも

に、経費の削減を図るものであるとされており

ます。 

 これを受けて、本市では平成17年10月に訓令

第33号で、遠野市公の施設指定管理者選定委員

会を設置し、これまで活動してきていることは

承知しております。 

 以上を受けて、以下のことについてお尋ねし

ます。１つ、公募に当たって募集期間は１カ月

以上の十分な周知期間を設けることについて、

本市の現状をお知らせください。このことは雇

用の拡大につながると考えるからです。２、指

定管理者からの事業報告書は適正に作成、提出

されていると思いますが、利用状況や経理につ

いては、どのような内容の報告がなされている

か、課題は何かを分析しているのか等について

であります。 

 以上で、市長に対する質問を終わります。 

 次に、教育長にお尋ねします。 

 去る12月10日に教職員組合が主催する「第16

回教育をつくる市民フォーラム 楽しい学校を

つくろうよ」に参加しました。今回のテーマは、

中学校最後の１年にかける思いと題して、中学

生３名、市Ｐ連会長ほか７名によるパネルディ

スカッションでしたが、３名の中学生はそれぞ

れ思い出に残る最後の１年をつくりたいと自分

の考えを述べておりました。それらを聞いてい

ろいろやらなければならないことの多さを考え

ました。 

 以下、３点についてお尋ねします。 

 最初は、生徒会組織の構築についてでありま

す。現在、市内中学校の生徒会役員改選は11月

から12月にかけて行われていると思いますが、

来年度の再編中学校の生徒会役員はどのように

して選出されるのでしょうか。 

 本市では、子どもたちの中学校生活をつくる

中心は生徒会活動にあると私は信じております。

したがって、その生徒会が、いつ、どこで、ど

のように組織されるのかが大きな課題だと考え

るのです。決して安易な方法で決めることは避

けていただきたいのですが、いかがでしょうか。 

 次に、クラブ活動時間とスクールバス運行時

間の関係についてであります。周知のとおり、

特に運動部の活動は管理下内の活動時間が終わ

ると、地域スポーツクラブ等と称し活動し、夏

などは午後７時、８時ごろまで続き、スクール

バスは終わってしまいます。したがって、生徒

の帰宅は自転車か保護者の迎えが通例となって

おります。 

 このことから、再編後の生徒の足を確保する

ために、何らかの手立てを講ずる必要があると

考えますが、いかがでしょうか。 

 ３点目は、生徒指導についてであります。さ

きのフォーラムで子どもたちから出された心配

事として、他の地区から通学する子どもたちが
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差別されなければよいがということでした。再

編に当たって教育委員会では、再編前に該当校

の生徒間交流などを行いたいと説明しておりま

したが、どのように行われたのでしょうか。ま

た、その結果はどうだったのでしょうか、お答

えください。 

 最後に、修学旅行についてであります。 

 市内各中学校の修学旅行は、その大半が４月

中に実施されているものと思いますが、そのこ

とについて、保護者を含めて各学校間の話し合

いはどのように進められているのでしょうか。 

 以上で質問は終わりますが、校名、校章、校

歌、制服などを決める前に、具体的な進行しつ

つある生徒会活動を遅滞させることなく、その

準備を進められるよう強く要望するものであり

ます。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  佐々木譲議員の一般質

問にお答えいたします。 

 私に対しましては、公の施設にかかわる指定

管理者制度の導入についてということで、１点

にわたって御質問をいただきました。 

 御質問にありましたとおり、15年９月に地方

自治法の改正があったと。で、当市でも、平成

17年に、この指定制度に基づきまして17年10月

に訓令33号ということで質問の中にもございま

したけど、この指定管理者制度を設けているわ

けであります。 

 その中で、委員会を設けて、さまざまな形で

の対応をしておりまして、佐々木譲議員のほう

からは、現状あるいは雇用の拡大、さらには、

この事業報告、こういったものは適正に処理さ

れているのかというような形での御質問であり

ましたので、この選定委員会の委員長が、今は

副市長が総務部長を兼ねておりますので、副市

長が委員長を兼ねてやって、それぞれの進行管

理をしておりますから、具体的な数字等を上げ

まして、副市長のほうから答弁を申し上げます

ので、御了承いただきたいと思っております。 

 いずれ、この議員の質問にありましたとおり、

この公募をし、そして公告をし、そして、さら

にそれを指名通知するという中で、この応募が

あったものに対しまして、選定委員会の中でき

ちんと、まさに公平にと申しますか、あらゆる

角度から検討いたしまして、そして、議決をし、

協定締結というような段取りでやっているわけ

でございますので、なかなかこの指定管理者制

度という一つの民間のノウハウという分におき

ましては、遠野市にありましても、企業成績が

それほど多くはないというようなこともありま

すし、地域の雇用も守らなきゃならないという

ことも当然のごとくあるわけでありますから、

その辺が選定委員会の中で慎重にも慎重を期し

ながら取り進めておりますので、私も総務部長

がその委員長を兼ねているからということじゃ

なくして、常に報告を受けながら対応してござ

いますので、そのことを申し添えておきたいと

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。 

○議長（新田勝見君）  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、私

のほうから指定管理者にかかわっての答弁をさ

せていただきたいと思います。 

 公の施設の指定管理の状況について答弁いた

します。 

 現在、公の施設にかかわっては10団体が52の

施設を指定管理者制度によって管理運営をして

おります。この52の施設の選定方法であります

けれども、公募によるものが29施設ありまして、

３団体が指定管理者となっております。また、

指名によるものが20施設ありまして、７団体が

その指定管理に当たっております。 

 公募か、指名かの決定につきましては、公の

施設指定管理者選定委員会──私が委員長を努

めておりますが、この委員会で決定をし、その

後に、施設を所管する担当課が募集要領を作成

して指定管理者を募集するという手順で進めて

おります。 

 なお、公募で指定管理者を選定する場合には、
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業務の範囲、管理基準をあらかじめ公示をして、

多くの事業者が参加できるように募集期間を１

カ月程度設けて公募をしているという状況であ

ります。 

 次に、指定管理者からの事業報告等にかかわ

ってでございます。施設管理が適正に行われる

よう、事業計画書、さらには、事業報告書の提

出を義務づけておりまして、指定管理者からは

業務実施に係る事業報告書が毎年度終了後に、

各所管課に提出されております。 

 この事業報告書には、業務内容、施設の利用

状況、収支状況、自主事業の実施状況が示され

て、市において事業考課を行い、その中から改

善すべき事項等があれば指示をするという形で

おります。 

 また、指定管理者は、管理施設及び事業の目

的を達成するため、それぞれの業務においての

課題を整理をしながら、その問題解決のための

改善策もみずから講ずるなり、努めているとこ

ろでございます。 

 この指定管理者制度に基づいての各公の施設

の施設利用に当たりましては、市民のその施設

の利用に当たってのサービス、一番大事なのは

安全に施設利用をしていただくという点から、

この施設の安全管理については、市のほうでも

安全点検マニュアルを作成をしながら、各指定

管理者にも配布をして、管理施設での事故防止

に普段から努めていただくということを徹底を

しているところでありますし、また、施設の不

具合、修繕の必要な箇所、そういったものにつ

いては速やかに報告と同時に、また、みずから

改善できる部分はやっていただきながら、また、

予算なり専門業者の必要とする改善については、

速やかに連絡をしていただきながら所要の対応

をしているということであります。 

 なお、24年度からは観光交流センター、小友

の産直、上郷の産直ということで、この３施設

が新たに指定管理者制度に切りかわります。し

たがいまして、指定管理者制度によっての施設

は55施設となりまして、指定管理団体は13団体

ということになります。 

 以上であります。 

○議長（新田勝見君）  藤澤教育長。 

   〔教育長藤澤俊明君登壇〕 

○教育長（藤澤俊明君）  現在、当委員会が進

めております中学校再編成は、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よ

りよい教育環境をつくるということを第一の目

的として、子どもたちが安心して新しい中学校

での学校生活をスタートできるよう、説明会等

を通して市民の皆様からいただいた御意見、御

提言を中学校再編成に当たって配慮すべき事項

として計画に盛り込み、その推進に当たってい

るところでございます。 

 中学校再編成に当たって配慮すべき事項につ

いて、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及びその内部

組織である学区部会の所掌事項として、その所

掌事項のうち、生徒にかかわる新しい学校の運

営、学校生活に係る事項については、３つの学

区ごとに教職員による新設中学校の運営計画案

作成チームを立ち上げ、教育委員会と連携しな

がら最終的に学校づくり協議会において検討・

協議する計画案の作成作業に取り組んでおり、

先月末、その作成チームの中間報告案の提出を

求めたところでございます。 

 この中間報告案に沿って、佐々木譲議員から

の御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、第１点目の生徒会組織の構築について

お答えします。 

 議員のおっしゃるとおり子どもたちの自らの

中学校生活をつくる中心に生徒会活動があると

いう認識に立ち、それぞれ新設中学校の運営計

画において、生徒会活動の検討事項の大きな柱

として、それぞれの新しい中学校においても積

極的な生徒会活動が行われるよう、その組織づ

くりの検討に取り組んでいるところでございま

す。 

 平成25年４月におけるそれぞれの中学校の生

徒会は、これまでどおり平成24年の秋に、現在

のそれぞれの中学校において改選された生徒会

が合体して運営していく方針で進めております。 
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 この生徒会を組織するに当たって大きな役割

を担うのが、８校の中学校生徒会で組織されて

いる遠野市中学校生徒会協議会、それと、教員

で組織する遠野市中学校生徒会指導者連絡協議

会、一般的に中生協と呼ばれる組織であります。 

 中生協は市内の生徒会執行部の交流を通して

リーダーの育成を図るとともに、それぞれの中

学校のよさを吸収しながら課題をともに解決し

ていくことを目的に、昭和30年代に組織され、

現在に至って活動を続けております。県内でも

まれな遠野が誇る生徒会組織でもあります。 

 ３月19日には、それぞれの中学校生徒会の新

しい役員が集まっての第１回学習会が予定され

ております。新しい中学校づくりに向けての取

り組みも、平成24年度の大きな活動のねらいと

して掲げ、新しい中学校の生活を念頭に置いた

活動について話し合いも計画されています。 

 中生協の活動を通して３つの新しい中学校の

学区ごとに生徒会役員がさらに交流を深め、学

校と生徒会とが一緒になって、新しい中学校に

おける生徒会の役割を決め、平成25年４月には

万全な形で生徒会活動をスタートすることがで

きるよう取り組みを進めてまいりたいと考えて

おります。 

 次に、２点目のクラブ活動時間とスクールバ

スの運行時間の関係についてお答えをいたしま

す。 

 新しい中学校における下校時のスクールバス

の運行は基本的に２回と考えており、部活動の

実態に応じて出発時間、休日運行等の体制を図

ることとしており、中総体等の大会前は、午後

７時までの部活動が行われているという現状の

状況からすると、この時間帯におけるスクール

バスの運行は可能であると考えているところで

ありますが、議員がおっしゃる部活動の延長線

という形で午後７時を超え、遅くまで行われる

ことがある中学校のスポーツ少年団の活動につ

いては、家庭学習の影響など教育上の観点から

も考えていく必要がありますし、また、通学対

策の面からも一定のルールを設けることが必要

と考えております。 

 学校スポーツ少年団の指導者と十分話し合い

を持ちながら、中学生がスポーツ少年団によっ

て下校時にスクールバスが利用できず、保護者

による迎えが常態化してしまうというような事

態を避けなければならないと考えております。 

 次に、３点目の生徒たちの生活指導について

お答えをいたします。 

 冒頭申し上げましたとおり、子どもたちが安

心して新しい中学校生活をスタートすることが

できる状況をつくるには、学外における児童生

徒の交流を促進することが第一と考えておりま

す。 

 実際に動き出しますのは平成24年度からにな

りますが、先ほどお話をした中生協の生徒会組

織、教職員による新しい中学校の学区ごとの学

校運営計画案作成チームや校長会に教育委員会

も加わりながら、学校年間行事に取り組む交流

事業について、学校が包括する中文連、中体連、

市Ｐ連なども含めて計画している段階にありま

す。 

 先月末に新設中学校運営計画案作成チームか

ら提出のあった中間報告案では、文化祭等に合

わせて全体交流事業の実施、部活動の中総体後

の合同練習なども計画されております。 

 また、保護者については、通常は入学直前の

２月に行われる新入生保護者説明会を前倒しを

して10月ごろに実施し、あわせて、在校生保護

者の説明会も行うことにしております。 

 小学校においては、現在、宮守町内の３小学

校が合同で実施している５年生の宿泊学習に小

友小学校も加わって実施したり、遠野市スポー

ツ少年団において、新しい中学校の学区による

チームを編成して秋の交流大会を開催したりす

るなどの取り組みも計画されております。 

 また、地域においては、市内小学校単位に組

織されている地域教育協議会と教育委員会が連

携して交流事業の企画、実施について、３月に

実施される地域教育協議会の連絡会で協議して

いくなど、子どもたちが生き生きと学校生活を

送ることができるよう、新しい学校づくりのス

タートに向けて最善を払ってまいりたいという



－ 28 － 

ふうに思っているところでございます。 

 最後に、４点目の修学旅行についてお答えを

いたします。 

 議員がおっしゃるとおり、修学旅行は通常で

あれば４月に実施しておりますが、新しい中学

校の設置の初年度に当たる平成25年度において

は、８月末から９月上旬に実施する方向で現在

調整が進められております。これは、新しい中

学校の１年目において、まず１学期を新たな仲

間たちと、事前準備を含めクラス別、班別活動

を通じて連帯感を高めた上で、休み明けの２学

期初めに修学旅行を実施しようとするものであ

ります。 

 平成25年度に中学３年生になる皆さんについ

ては、１年間だけ同級生となるわけであります

が、学校最大の行事であり、最も記憶に残る思

い出になるであろう修学旅行を通してクラス、

学級の輪を培いながら、さらに友情を深め合う

機会としたいという考えによるものであります。 

 以上、お答えしてまいりました新しい中学校

の設置に向けた準備を着実に遂行しながら、す

べての中学生が新しい中学校での生活、活動を

通してその成果を実感し、充実感や達成感を味

わいながら個性を磨き、確かな学力をつけ、豊

かな心と体をはぐくんでいくということができ

る、活力ある学校づくりを目指し、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、さらなる御支援と御協力を賜りますよう

お願い申し上げ、佐々木譲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）  次に進みます。５番

佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  皆さん、おはよう

ございます。清風会の佐々木大三郎でございま

す。ただいまから事前通告に従いまして一般質

問をさせていただきます。 

 昨年を顧みますと、３月11日に発生した東日

本大震災は地震、津波、さらには原子力発電施

設の事故という複合的な大災害になってしまい

ました。この震災の影響が広く全国に及んでい

るという点においては、まさに未曽有の国難と

言えるものであります。ここに改めて犠牲とな

られた方々に哀悼の意を表しますとともに、い

まだ多数の方々が避難所などで困難な生活を余

儀なくされておりますので、一日も早い復旧、

そして、将来を見据えた復興を念願する次第で

あります。災害はいつどこで発生するか、その

予測は困難と言われておりますが、昨今の状況

を見ますと、我々の経験や想像をはるかに超え

る規模の災害が常に起こり得ることを想定し、

また、今回の沿岸地域の被災状況を教訓として、

災害に強いまちづくりの推進に向けて抜本的な

防災対策と減災対策を講じる必要があることを

痛感いたしております。 

 さて、ことしは辰年ですが、この辰という漢

字に手へんを加えますと、振れると読みますの

で、激動の年にならないことを祈るばかりであ

ります。しかし、年明け早々から大寒波の襲来

で日本海側の各地は大雪に見舞われ、屋根の雪

下ろし中の事故が多発しているというニュース

が報道されております。また、例年なら、温暖

な太平洋沿岸部も今冬は厳しい寒さに見舞われ、

防寒対策が十分といえない仮設住宅などで過ご

す被災地の方々のインフルエンザ感染なども気

にかかるところであります。そして、一向にお

さまる気配がなく頻発し続ける地震発生も心配

の種であります。 

 このような中で、将来に明かりが見えるよう

な嬉しい便りもたくさん入ってきております。

それは、春の選抜甲子園に花巻東校の出場とい

う朗報であり、東北六魂祭の盛岡市での開催、

さらには、ＪＲグループが企画するいわてディ

スティネーションキャンペーンの取り組み、そ

してまた、東北観光博覧会の開催などでありま

す。 

 これらが相乗効果を及ぼすことにより、震災

で落ち込んだ観光需要の大幅改善と被災地の早

期復興につながってほしいものです。 

 また、幸いにもこの東北観光博覧会は、我が

遠野市も主要観光地の一つに設定されておりま

す。加えまして、４月には遠野観光交流セン
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ターと産直かみごうのオープンも予定されてま

すので、観光客と交流人口の増加、そして、ま

ちなかのにぎわいを市民の皆さんとともに大い

に期待したいものであります。 

 さて、前置きが長くなってしまいましたが、

このたびの一般質問に際しまして、私は２点に

ついて質問させていただきます。 

 まず、その1点目は本庁舎新築と市庁舎の再

編の考え方について伺います。 

 本件に関しましては、本田市長も先日の施政

方針演述の中で、並々ならぬ御決意のほどを示

されましたので、私も思いの内を述べ伺わせて

いただきます。 

 まずは、結論から申し上げますと、遠野市の

庁舎は複数箇所に分散されておりますので、こ

のことに伴う課題も山積していると、私は理解

しております。この課題解決のために、本庁舎

新築と庁舎再編の是非について市民から速やか

に意向調査を行い、その結果をもとに将来ビジ

ョンを示しながら、安心と希望の持てる政策提

示が必要であると考えますが、いかがでしょう

か。 

 市庁舎が複数に分散しなければならなかった

理由につきましては、本庁舎のスペース狭隘問

題や、地震対策の必要性、老朽化並びに東日本

大震災による本庁舎の全壊、そして、農林畜産

部門は市民の利便性や即応性を考慮し、現場に

近いところでの農家対応が必要であるなど、複

雑で多様な要因に応じた施策であり、当時とし

ては最適な解決策であっただろうと理解はでき

ます。 

 しかし、想定していた以上に急テンポで進む

少子高齢化時代を迎え、また、昨年の大震災に

より取り巻く環境は急変してしまいました。 

 したがいまして、この機を逸することなく市

の財政状況や総合計画との整合性を勘案しなが

ら、庁舎再編のあり方について早目に検討する

ことが肝要であると考えます。 

 この件に関連し、前回の12月議会の一般質問

で、同僚議員から次の質問があったと承知して

おります。内容は、行政機能について、市庁舎

の分散化は市民サービスや市職員のモチベーシ

ョン維持と連携体制の構築、さらには、経費節

減等でマイナス要因になるという趣旨でありま

したが、私も全く同感であります。 

 このことに対して、市長からの御答弁内容は

「庁舎機能の再編に向け検討組織を立ち上げ、

幅広い議論を行いたい。意見はどんどん提案し

てほしい」というものでした。また、本庁舎新

築についての話は「市民から余り聞こえてこな

い」という御答弁もありました。 

 確かにこの本庁舎新築に係る話は私にもほと

んど聞こえてまいりません。しかし、現状の庁

舎分散によるデメリットについて市民に説明し

ますと、とたんに関心を示されるのも事実であ

ります。 

 このようなことから、この本庁舎新築とその

ことに伴う庁舎機能の再編に当たってのメリッ

トとデメリットについて、市民の皆さんへ正確

にかつ丁寧に御説明された上で、本庁舎新築の

是非について民意を確認することが重要である

と考えます。 

 現在の市庁舎の分散状況は、御存じのように

旧本庁舎と「とぴあ」と図書館、市民センター、

県の合同庁舎、馬の里、消防庁舎、宮守総合支

所、木工団地、畜産プラザ、馬の里、そして、

４月からオープンするまちおこしセンターと、

旧北銀遠野支店跡地も加わってまいりますので、

合計で13拠点の分散になろうかと思います。 

 さて、この庁舎分散によるデメリット、すな

わち課題についてでありますが、私の考え方と

しましては、まずその１点目は、一番大切な市

民への行政サービスがワンストップで提供でき

ないということであります。すなわち、市民は

用件ごとに庁舎を移動しなければならないので

あります。利便性や行政サービスの低下をもた

らしてしまいます。特に、お年寄り等の交通弱

者の方には金銭面の負担と多大な難儀をおかけ

することになろうかと思います。 

 ２点目は、経費に大幅な浪費が生じてしまう

ということであります。これは職員の稼働時間

のロスや、建物の共用スペースの重複確保、電
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気、通信、衛生設備の多重な設置、そして、公

用車の非効率的な利用等々であります。 

 ３点目は、職員の規律やモチベーションの維

持、さらには、職員間や組織間の連携のあり方

に支障を生じ、結果として、作業効率の低下や

作業ミスの未然防止低下につながってしまうの

であります。 

 そして、４点目は、市の人口減少に伴い、職

員定数のさらなる減少も見込まれますので、職

員配置の分割損から業務繁忙を招き、行政サー

ビス面の低下が危惧されるのであります。 

 ５点目としましては、とぴあへの行政機能移

転によって、従来の談話スペースや憩いの場が

なくなり、市民の情報交換や人と人との交流の

場が失われてしまいました。また、商業施設と

しての機能も低下し、長い目で見た場合に、中

心市街地の活性化を阻害する要因になっており

ます。 

 さらには、６点目としましては、今のこの宮

守総合支所内の議会会場は、ごらんのとおりス

ペースが狭く、市民の傍聴席も十分確保できな

い等々が挙げられます。 

 さて、今の庁舎の多数分散にはどのようなメ

リットがあるでしょうか。残念ながら、私には

ほとんど浮かんでまいりません。強いて挙げる

とすれば、とぴあへの本庁舎機能の移転によっ

て、市役所の用件を済ませながら買い物ができ

るんだといった一部市民からの声が聞こえてく

ることぐらいであります。 

 これとは逆に、本庁舎を新築し分庁舎を統廃

合した場合のメリットを想定しますと、前述の

デメリットの全面的な解消はもちろんでありま

すが、それ以外にも以下のようなことが考えら

れます。 

 まず、その１点目といたしましては、窓口

サービスの一元化によってワンストップサービ

スが可能になると同時に、たらい回しなどの縦

割り組織の弊害を排除できますので、行政サー

ビスの一層の向上が期待できるものであります。 

 ２点目は、本庁舎の新築時期に合わせて住民

基本台帳や財務会計等の基幹業務周りのシステ

ムについて、今のクライアントサーバー方式か

らクラウド方式に変更することによって、経費

の大幅な削減とシステムの柔軟かつ迅速な対応

がなるわけであります。この内容はちょっと専

門的で市民の皆様には御理解しにくいと思われ

ますので、簡単に表現しますと、役所の仕事を

つかさどるコンピューターシステムについて、

今話題の最新システムに置きかえることによっ

て、費用の大幅削減やシステムの柔軟な対応が

可能になるということであります。 

 ３点目は、将来の少子高齢化対応に向けコン

パクトシティーを標榜し、新本庁舎と福祉の里

や駅、スーパーマーケット、そして、病院間な

どに循環型の小型バスを走らせることによって、

市民の利便性向上と安心で快適な生活環境など、

柔軟なまちづくり構想の展開が可能になってま

いります。 

 そして、４点目は、庁舎の統廃合によって生

じた空き室には、ＩＴ企業やコールセンター等

の企業を誘致することによって、雇用創出と若

者の地元定着、中心市街地の活性化という効果

が期待できるのであります。 

 以上のことから、私は早目に本庁舎を新築し、

分散庁舎を統廃合すべきと考えます。 

 しかし、そうはいいましても、今の遠野市の

厳しい財政状況や人口減少、少子化、高齢化、

社会保障ニーズの増大ということを考慮した場

合には、今直ちに本庁舎を新築するというわけ

にはいかないことも現実であろうと思います。 

 したがいまして、繰り返しになりますが、本

庁舎新築と今の庁舎分散方式を継続することの

是非について、先ほど私が述べた要因別のメリ

ットとデメリット内容を市民の皆さんへ正確に

開示し、丁寧な御説明により民意を尊重しなが

ら真剣に考え、議論すべきときであると考えま

す。 

 そしてまた、いざという時に備えて、庁舎建

設基金の創設を速やかに開始すべきと考えます。

この件につきましては、来年度から１億円の積

み立てを開始する計画になっておりますが、私

は、これでは少な過ぎると思いますので、せめ
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て２億円とか、３億円ぐらいに上積みすべきだ

と考えます。昔からのことわざに「備えあれば

憂いなし」ということがありますが、いかがで

しょうか。市長の御所見を伺います。 

 最後に、まとめとしまして、本庁舎は市民に

とってお城の本丸であります。かつ、マイホー

ムのようなものであると同時に、市内外への公

告塔の役割も果たしますので、御検討にあたり

ましては、全市民の思いと希望が集約できる環

境づくりに努めていただきたいと思います。 

 次に、２点目は、地区センターの今後のあり

方について質問と提言をさせていただきます。 

 今の遠野市を取り巻く行政内容は、厳しい財

政状況の中にあって、人口も昨年11月末には３

万人を割ってしまいました。また、子どもの出

生数も減少の一途をたどっておりますし、人口

の65歳以上であらわした高齢化率も33.5％から

さらに上昇傾向にあります。まさに急激な少子

高齢化に歯どめがかからない中で、市職員のさ

らなる減少も余議なくされております。 

 このような環境下ではありますが、行政サー

ビスの原点である地区センター機能につきまし

ては、現状維持はもとより、さらなる充実を図

る必要があろうかと思います。本件に関連し、

私は昨年の３月議会で、地域づくりは行政主導

から地域住民主導へ転換してはどうかという趣

旨の質問をさせていただきました。 

 このことに対する当局からの御答弁は、「地

区センターのあり方について見直しの時期に来

ているので、モデル的に地域づくり、健康づく

り、そして、人づくりに精通した地域活動専門

員を配置する」ということでありました。 

 さらには、９月議会で「10月から宮守地区に

地域と行政をつなぐコーディネーター役を担う

地域活動専門員を先行配置することによって、

地区センターの新たな体制や役割及び支援方策

について検討を進める」ということでしたが、

その後の検証結果はどのようになっているでし

ょうか。 

 また、24年度には、全地区センターに地域活

動専門員を新たに１名ずつ増配置する計画にな

っておりますが、これは先行モデル配置の検証

と分析結果に基づいた施策なんでしょうか。そ

れとも、さらなる検証を必要とするための増員

配置なのでしょうか。現自治会の区長さんとの

役割のすみ分けについて齟齬は生じないでしょ

うか。そしてまた、人件費削減に逆行する流れ

にはならないでしょうか。費用対効果は十分考

慮されたのでしょうか。 

 以上について、市長の御所見を伺います。 

 今、各地域では、地域づくり連絡協議会のも

とで各区長さんが先頭に立って区内の意見や要

望、課題等を集約して、行政サイドとの調整役

を担っていただいております。 

 また、当局が進める住民と行政の協働につい

ては、みんなで築くふるさと遠野推進事業によ

って、地域の特性を生かし、創意と工夫を凝ら

しながら地域課題の解決に取り組み、大きな成

果を上げていただいております。 

 しかし、この施策は予算枠や補助率に制約が

あることや、事業実施に当たっては事前申請と

その審査結果を待たなければならないというこ

とから、即応性や柔軟性に欠けて事務量の増加

にわずらわしさも加わり、スムーズな運用がで

きないように見えてなりません。 

 また、多種多様な地域要望に対しても、迅速

な対応と御満足いただけるような対応ができて

いないのも事実であります。 

 話は変わりますが、来年４月には、中学校再

編によって各町に空き校舎が生じてまいります。

この跡地利用について、どのような検討をなさ

れるおつもりでしょうか。私が考えるには、地

域住民が主体となって、文化、歴史、つながり

などを、地域特性を生かしながらみんなで相談

し、考えて、地域をつくり上げていく真の協働

という形にしなければならないと考えるのであ

ります。 

 これらの不都合を解消し実践するには、事業

ごとに予算づけをしている今の●●●●の協働

事業を改め、地域づくり連絡協議会などの地域

代表者の合議のもとで自由に使える地域振興交

付金の創設、すなわちお金と権限を地域に移譲
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すべきであります。 

 そして、これからの行政サービスの基本は、

地域ができることは地域に任せていただいて、

地域でできないことは市や県あるいは国がやる

べきと考えます。このことによって地域の多様

な課題や要望はみずからが優先順位をつけ事業

化することによって、迅速で、満足のいくサー

ビスの享受が可能になると確信しております。 

 また、行政は、このことに合わせて地域のバ

ックアップに専念すべきであります。もちろん

事業内容や予算の使途のよしあしにつきまして

は、行政内にチェックや指導を行う部署を設け

ることによって、適切で無駄のない事業運営が

可能になると確信しますが、いかがでしょうか、

市長の御所見を伺います。 

 ところで、私の周辺に住んでおられるお年寄

りの日常ですが、天気がよければ野良に出て畑

の手入れをし、近隣の人との会話も交わせます

が、それ以外は病院通いや一日じゅうだれとも

口をきかずにテレビを相手に夕暮れを待つしか

すべがなく、特にひとり暮らしのお年寄りは、

寒さの中で話し相手もなく、ただひたすら春の

訪れを待ちわびているように見えてならないの

であります。 

 このような寂しげな状況を少しでも改善する

ために、私の狭い領域の考え方で恐縮ですが、

空き校舎の活用方法について何点か紹介させて

いただきます。 

 まず、コンセプトは、地域のだれもが自由に

集える憩いの場とされてはいかがでしょうか。

具体的な例としましては、１つには老人クラブ

の活動拠点とする。２つ目は、しし踊りや神楽

太鼓、踊りなどの活動拠点、３点目は、山野草

や盆栽の愛好者を募って、鉢植えで育てて展示

や販売を行ってはいかがでしょうか。４点目、

月一の居酒屋のようなものを開店して、自分で

つくった枝豆とか、トマト、キュウリなどを持

ち寄って、低料金でゆったりと交流を図ると。

５点目は、地域食堂イメージのものを開店し、

１合の米や野菜と100円玉持参で集まって全員

で料理を食べ、食事をとりながら談笑し、交流

を図る。６点目、地域の茶の間として、100円

のワンコインでお茶やコーヒー、紅茶を飲み放

題とする。７点目、ざるやカッパの彫り物など

の伝統工芸品の体験工房として、一般への開放

と販売を行う等々であります。 

 以上、学校は地域にとっては勉強の場だけで

はなくて、部活や恋、生涯の友、そして、なつ

かしいいすや机、黒板など、思い出のたくさん

詰まった心のふるさとなのであります。よって、

地域住民はいつでも気楽に集い、テレビを見な

がら安らいで会話を交わし、運動やゲームを楽

しみながら世代間で交流を図れるような、そし

て、災害時には緊急避難所として活用できるよ

うな拠点にすべきであります。 

 これらのことを実現するためにも、地域づく

りは行政主導から地域住民主導に転換すべきと

考えます。 

 ただし、地域によっては人材の有無や組織体

制構築の難しさなど諸課題もあるものと思われ

ますので、移行に当たりましては地域事情等を

十二分に考慮して、可能な地域から先行してモ

デル的に実施されてはいかがでしょうか。 

 以上、私からの提言内容について前向きに御

検討いただくことを期待いたしまして、私の一

般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午前10時57分 休憩   

────────────────── 

   午前11時07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。 

 なお、５番議員から発言を求められておりま

すので、これを許します。５番、佐々木大三郎

君。 

○５番（佐々木大三郎君）  恐縮です。私は先

ほどの質問の中で、協働事業に関連しまして●

●●●という言葉を使いましたが、よくよく考

えてみますと、ちょっとこれは、こういう席上

では不適切な表現であったなと反省しておりま

すので、この部分は削除していただくことをお

願いいたします。大変失礼しました。 
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○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  佐々木大三郎議員の一

般質問にお答えいたします。 

 本庁舎新築と庁舎再編の考え方、地区セン

ターの今後のあり方と、この２つの質問は、い

ずれも遠野市のこれからの地域づくり、まちづ

くりにとっては大変重要な課題の一つであるわ

けであります。どのような行政仕組みをつくっ

ていくのか。そしてまた、この人口減少社会等

の中にあって、新しいネットワークとしての行

政仕組みをどのようにつくり、市民の皆様の少

子高齢化という一つの時代の流れの中にあって、

どのような新しい仕組みをつくるのかという部

分に一つの問題点なり、課題を提示したという

ように私自身は受けとめたところであります。 

 ただ、この本庁舎のあり方の中で、これは何

も言葉じりを捕まえて言うわけじゃありません

けども、お城の本丸がない遠野庁舎だ、遠野市

だというような言い方は、私自身はどうもしっ

くりと受けとめるわけにはいきません。お城の

本丸がない。その前にやらなきゃならないこと

がいっぱいあるんです。少子高齢化の中にござ

いまして、佐々木議員からもありました。お年

寄りの方が一人ぼっちで、本当に寂しく生まれ

育ったところで仲間が欲しくて、その方々にま

だいろんなネットワークの中で地域の力、市民

の力といったものをどのように、その中に一つ

の仕組みとして築き上げていくのかといったこ

とも非常に大事な、大事な課題であるわけであ

ります。 

 したがって、そのようなこの少子高齢化とい

う時代の流れの中にございまして、御質問にあ

りましたとおり、間違いなく人口は３万人を割

ったというような、もう事実が突きつけられて

おります。で、私自身も、ある意味においては

想定内であったんで、それは覚悟しておった数

字でありますけども、平成23年度で遠野で生ま

れたお子さんの数は175人という数字だったわ

けであります。 

 その中にございまして、190台あるいは200を

ちょっとというような中におきまして、190台

は何とか維持をできたという中にございまして、

175という数字が、今、この遠野市にありまし

ては、３万人を割ったという遠野市の中にあり

ましては、この10人、20人という数字も大きい、

大きい数字として位置づけなければならないと

いう部分で、そのようなことを考えれば、やら

なきゃならない課題がたくさんあると。まずも

ってそういったやらなきゃならない課題に、文

字どおりスピード感を持ってタイミングを失し

ないような形で対応していかなきゃならないと

いう部分におけるやりくりというものがあるわ

けであります。 

 庁舎問題は、これは簡単には結論を出せる問

題ではないというように私は思っているわけで

あります。それは、もちろんお金があれば、財

源があれば、それは庁舎問題は解決いたします。 

 しかし、30億とも40億とも言われる総合庁舎

を、今どのような形で財源を確保するかという

ことなわけであります。いや、それは市長と言

われました。借金するのもあなたの腕なんだと

いう話もありました。しかし、それはその借金

はあなたの腕だと言っても、これは返していか

なきゃならないわけであります。その返すお金

はどうした形で見出すのかといったようなこと

も冷静に議論していかなきゃならないというよ

うに私自身は思っております。 

 したがいまして、デメリット６点ありました。

デメリットを６点上げられて総合庁舎を早くと

いう話もあったわけであります。ただ、今申し

上げましたとおり、それはそれとして必要なこ

とだというようなこともありまして、これは冷

静に遠野市のありようといったものにつきまし

て、これから考えていかなきゃならない。平成

の大合併が何をもたらしかということも、私ど

もは考えていかなきゃならないんじゃないのか

なというように思っているわけであります。 

 平成の大合併のまだきちんとした総括はでき

ておりません。遠野市も１市１村という中にお

ける合併としてあったわけでありますけども、

これも７年目に入ったわけでありますから、や
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はりきちんとしたいずれは総合計画の中で、こ

の合併のメリット、デメリットといったものも

客観的な形で総括しなければならないというよ

うに私自身は思っておるわけでありますけども、

ただ、新まちづくり計画、平成17年の10月１日

に合併した中における新市まちづくりの中にお

きましては、２つほどまだ幼稚園、保育園の問

題、あるいは土地改良区の問題が２つほどまだ

課題として残っているわけでありますけども、

その他につきましては、ほぼ約束どおり進める

ことができたと。これは、まさに１市１村の市

民の皆様の一つの底力として私はそのような数

字を確保できたんではないのかなというように

思っております。 

 今、大事なのは、市民の皆様の少子高齢化と

いう中にあって、この庁舎が分散しておるとい

う部分になってるものを、ただただデメリット

としてとらえるんじゃなくして、これをメリッ

トとして生かす、どのようにすれば生かせるか

と。職員はもちろん頑張らなきゃならないわけ

であります。離れてるから仕方がないんじゃな

くて、それを今言うところの情報通信技術とい

ったようなものはどんどん進化してきているわ

けであります。その中で一体感はとれます。住

民が、市民があっちへ行け、こっちへ行けとい

うことを言われるというような話もありました。

たらい回しという言葉もありました。 

 しかし、この今のネットワークといったもの

は、それを防ぐことができるわけであります。

そして、そのような形で、今ここで連絡をとる

よということになれば、そちらに行けというこ

とを言う形でのたらい回しという言葉は、我が

役所にはないというようことも我々職員の努力

によっては可能になるわけであります。今やら

なきゃならないのは、その努力であり、まさに

ひたむきな市民の皆様への行政サービスといっ

たものを落とさないためには、我々がどう自覚

を持って、どうしなきゃならないかということ

こそ、今すごく大事ではないのかなというよう

に私自身は思っているわけであります。 

 市民懇話会をこの４月には立ち上げるという

ことで、先般説明会を行いました。40の団体の

皆さん、出席率は、平日の３時過ぎでありまし

たけども、30以上の団体の関係者の皆様が集ま

ってくれました。そして、公募では10人という

ことで、50人でもって本庁舎と市役所機能のあ

り方をみんなで考えようというような形での組

織を立ち上げることといたしました。 

 そこには、丁寧に財政事情も含めまして御説

明を申し上げました。その日の夜でありました。

ある方から連絡がありました。きょうの説明会

は、非常に財政事情も話をしながら、そしてま

た、これからの庁舎機能をどのように持ってい

くかということについて、まじめに、真摯に市

は議論するというような形での説明をいただい

たと、非常によかったと。ぜひうちの団体から

は中学生、高校生あるいは20代の若い人を出し

たいんだけどもいいかという話だったんです。

いや、ぜひそうしてくれと。ぜひそのような形

で委員として出してくれないかと。 

 １つの庁舎を建てますと40年、50年の中にお

ける建物として位置づけなきゃならないわけで

あります。その中にございまして、厳しい人口

減少社会の中にどう立ち向かっていくかという

中における一つの道筋もつけなきゃならないわ

けであります。平成の大合併という中にござい

まして、合併というものに一つの選択肢、解決

策を求めるというのは、これは非常に無理なわ

けであります。私も全国の市町村仲間から、市

長仲間から聞いております。いろんな形で合併

はしたものの、庁舎問題でもってもう別れ話ま

で出ているという首長さんが、本当に30分、40

分、いろいろ困ったという話をされておりまし

た。 

 したがいまして、これは佐々木議員から提案

がありましたとおり、慎重に、そしてまた、こ

れからの遠野のあるべき姿といったものをきち

んと見据えた中における一つの取り組みをして

いかなければならないかと思っておりましたの

で、今般立ち上げようとしております懇話会の

中におきまして、ただいまいただきましたメリ

ット、デメリットもきちんと、それこそ謙虚に



－ 35 － 

受けとめながら、そういったものを整理しなが

ら、であれば、どのようなまちづくりの中にお

ける庁舎が位置づけられるのかということにつ

きまして、検討を進めてまいりたいと思ってお

ります。 

 そしてまた、２億、３億の基金がなければだ

めじゃないかという話がありました。まさに総

合庁舎という問題を考えれば、そのような額で

議論するということが、また私自身の立場とし

ても必要かと思っております。 

 しかし、議員各位御案内のとおり、188億5,2

00万円という当初予算を計上しているわけであ

りますけども、これだけの予算が組めたのも、

交付税あるいは交付金といったものがある程度

のものが手当てされたからできたわけでありま

す。介護保険も本当にこの介護保険の見直しを

せず、上げずに対応をしたいという思いはある

わけであります。しかし、なんとしても介護保

険そのものが、あるいは、国保財政もそのよう

なわけであります。 

 さまざまな子育て環境につきましても、いろ

んな形での手当てをしていかなきゃならない。

その財源をやりくりという中でおいてしかでき

ないのが今の置かれている基礎自治体としての

我々の現状なわけであります。 

 じゃあ、国が、県が面倒を見てくれるかとな

れば、今はもうそういう時代ではありません。

基礎自治体として、きちんと自立を目指して対

応をしろというのが今の一つの大きな流れにな

っているわけであります。したがいまして、こ

の財源といったような問題、あるいは、将来負

担といったような問題、そして待ったなしの少

子高齢化という流れの中においてのさまざまな

行わなければならない事業等に、きちんとした

遠野ならではの手当てをしていくということが、

まず今一番大事。 

 しかし、今、御提案のありましたようなこの

問題を放っとくわけにはいかないという中にお

ける今回の懇話会の位置づけであり、ようやっ

とやりくりいたしまして１億円のこの市庁舎整

備に係る基金の手当てをしたというような一つ

の状況にあるわけであります。 

 ただいまいろいろメリット、デメリット、そ

の中において、この市の人口減少に伴い職員の

定数の減少が見込まれる。職員配置の分割損か

ら業務繁忙を招き、行政サービスの低下が危惧

されます。これを、そうなるから仕方がないん

じゃなくて、これを乗り越えられなければ市職

員じゃないわけであります。これを乗り越えて

いくという中で解決できるわけであります。 

 また、この中にも６点目として、議会会場は

スペースが狭く、市民の傍聴席も十分に確保で

きない。このことも議員各位はそれぞれどのよ

うな思いでこの課題を受け取ったか、私はこの

場ではコメントする立場にないわけであります

けども、遠野テレビというネットワークを通じ

て、皆さんがきちんとチャンネルを合わせて、

議会でどのようなやりとりがするのかなという

ことは、まさにリアルタイムで皆さんがその情

報を共有しているというのが遠野の姿なわけで

あります。 

 したがいまして、いろんな利便性、それから、

コストといったものを考えれば、文字どおり総

合庁舎問題につきましては、放っておくわけに

はいかないということは、私自身も十分理解は

しているわけでありますけども、ただいま御提

案をいただいたメリット、デメリット、御指摘

いただいたメリット、デメリットをこの懇話会

でもしまして、真摯に受けとめ、そして、まさ

に市民の総意として、どのような庁舎が位置づ

けられるのかということにつきまして、一定の

時間をいただいた上での結論といったものに持

っていきたいというように思っておりまして、

私は２年は欲しいなという形で事務当局には、

担当のほうには、そのような話を申し上げてい

るところでございますので、御提案のありまし

たことを謙虚に受けとめ、真摯に受けとめ、そ

して、この懇話会という中におきます、あるい

は、それぞれの関係機関、団体、議員各位も含

めて、さまざま御相談させていただきながら、

この問題に対する一定の結論といったようなも

のを出していきたいというように思っていると
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ころでございますので、ぜひぜひ御理解をいた

だきたいというように思っております。 

 それから、地区センターの今後のあり方につ

いてさまざま、いろいろお話がありました。 

 これにつきましても、昨年の３月議会あるい

はこの９月議会、それから12月議会と、本当に

この問題については、それぞれ議論が交わされ

ているところでもあります。 

 したがいまして、この地区センターのあり方

につきまして、まずもって先ほどの御質問の中

で非常に私自身が、いや、遠野はそうじゃない

と。遠野の行政の仕組みといったものは40年前

にさかのぼる市民センター構想の中で、住民主

導というような一つの仕組みが確固たるものと

してあるわけであります。昨日終わりました遠

野物語ファンタジー、2,000名以上の市民の皆

様が感動を味わいました。そして、347人とい

う関係者が文字どおりボランティアで、手づく

りで、市民の皆さんに感動を与えようという中

において、37回もの歴史を刻んだまさに先駆的

なプロジェクトとしての遠野物語ファンタジー

があるわけであります。行政主導じゃない、ま

さに民主導としての、市民主導としての一つの

遠野物語ファンタジーといったものにあらわれ

ていますように、この遠野においては、行政主

導から、そして、この住民主導にチェンジすべ

きじゃないか。市長の見解はどうなんだという

ようなお話もその中にあったわけであります。 

 しかし、私はこれにつきましては行政主導か

ら住民主導へという一つの言葉、そういうチェ

ンジ、住民主導に転換すべきだと。転換する必

要は何もないわけであります。この市民セン

ター構想を中心とした、そして、地区センター

というネットワークの中で、さまざまなマンパ

ワーの知恵、先人・先輩方のいろんな知恵、そ

して工夫、それを重ねますと文字どおり物すご

いパワーとなり、もし文字どおりの住民主導と

いうネットワークがさらに進化して、まさに遠

野スタイルとしての一つの地区センターのあり

ようなり、あるいは、新たな仕組みといったも

のをそこに見出すことができるのじゃないのか

と。だから、転換する必要はないと。 

 逆に、今の仕組みを進化させるという中にお

いて、改正過疎法もこの御質問にありました、

いろんなメリットがあったのかという話もあり

ました。これにつきましても、さまざま検証し

ております。地域活動専門員といったようなも

のを全地区に配置するというような一つの方針

を出しまして、今般の当初予算にもその分は予

算措置をしているわけであります。 

 ただ、これは、佐々木議員からも御指摘あり

ましたとおり、それぞれの地区の顔があるわけ

であります。で、課題があるわけであります。

そこにマッチングした専門員といったものをき

ちんと配置するということによって、その専門

員というマンパワーが生きてくるということに

なるわけでありますから、私は御質問をお聞き

しながら、そういったような形での、地域とい

ったようなその実情を踏まえた上での配置をす

べきじゃないのかなというようなことも質問の

中で話がありましたので、一律的に、あるいは、

画一的にのようなことじゃなくして、それぞれ

の地域の課題といったものを丁寧に掘り下げ、

分析し、そこにノウハウとして生かせる専門員

といったようなものを、そこにきちんと位置づ

けるということによって、地区センター、専門

員、区長さん、あるいは、さまざまな自治会長

さんといったような中における仕組みとして、

地区センターがますます、いうところの進化し

ながら充実してくるというような対応になれば、

いうところの定数２人という部分の中における

地区センターのありようについても一定の何ら

かの建設的な議論と、地域住民の皆様の御理解

もいただけるような知恵があそこに出てくるん

じゃないのかなと。したがって画一的に、一律

的に進める考えはないということで、この場合

におきまするさまざまな振興交付金、お金と権

限という問題もありました。これも大事なこと

であります。 

 ただ、この御質問にありましたとおり、この

行政サービスの基本は、地方でできることは地

方に任せ、地方でできない──これは地域とい
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う話をされておりましたけれども、市や国、県、

いわゆる広域自治体としての県、で、基礎自治

体としての市町村といったような位置づけの中

にありまして、基礎自治体という市町村の中に

ありましても、遠野市のように３万人規模の基

礎自治体もあれば、盛岡市のように30万規模の

自治体もあるという中にございまして、この基

礎自治体も、いうところの中核市であるとか、

あるいは、政令市というのは前からありました。

中核市。あるいは、特例市といったような形で

どんどん枠が。 

 そして、政令市にも、過疎法の対象になる地

域が出ているというような一つの実態もあるわ

けで、考えられないことが。政令市という中に

あっては過疎法って何ですかと、そういう法律

さえ知らないところに、そういった過疎法の適

用になるようなというような流れがどんどんで

きてきておりますから、この改正過疎法という

のは、専門員とも位置づけて、それを一つのマ

ンパワーとして地域を活性化してくださいとい

うのが法律の趣旨であり、それは地方に任せま

したよと。地方に任せたというよりも改正過疎

地域の市町村にまかせましたよというような制

度なわけでありますから、私は、この部分につ

きましては非常に、まさに御質問にありました

とおり即応性と柔軟性といったものを、ひとつ

踏まえた仕組みづくりの中における専門員の配

置といったようなことを考えていきたいと思っ

ております。 

 で、既に先行しているじゃないかと、検証は

と。まだ６カ月しか、半年しかたっていないわ

けであります。直ちに検証といっても、地域づ

くりはやはり短い、では１年あるいは２年、３

年といった中から一つの成果というものは見え

てくるということについては、ぜひ御理解をい

ただければというように思っております。 

 ただ、２年、３年かかるんで、それを待てば

いいのかじゃなくして、やはり一つ厳しい視点

を持ちながら、それらに対する対応もしていか

なければならないかと思っております。 

 それから、この地域の活性化で中学校の跡地

問題が、これは御提案ありました。 

 この御提案のありました７つの提案につきま

しては、既にいろいろ中学校の再編に伴う地域

説明会などにおきましても一定の提案を申し上

げながら、上郷中学校は、土淵中学校は、附馬

牛は、あるいは、綾織は、小友はといったよう

な中におけるその地域の皆さんの意見を聞きな

がらということで、教育委員会当局ときちんと

連携をとりながら検討を加えておりまして、平

成25年度の当初予算の編成時期が始まりますこ

としの９月か10月ごろには、それぞれの地域の

皆様から丁寧に文字どおりアイデアをいただき

ながら、佐々木議員からいただいたこの７つの

コンセプトといったような、常にだれかがいて、

会話ができ、テレビが見られ、軽い運動やゲー

ムなどが気軽にできる拠点にすべきだというよ

うな一つの御提案もあったわけでありますから、

こういったコンセプトを踏まえながら、そして

また、７つに当たっての提案をいただきました

ので、これに基づきまして、さらに今検討を加

えていることに、さまざまな具体的な一つのプ

ログラムを示しながら、そして、今度は単なる

計画であってはだめなわけでありますから、25

年度の当初予算なり、あるいは、急ぐものにつ

いては補正予算を組みながら、順次この跡地利

用問題についても一定の結論というか、地域の

活性化のためにおける対応として進めてまいり

たいというように思っているところでございま

すので、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。 

 なお、前後いたしますけども、市民懇話会の

ほうにつきましては、もう既に説明会は終わり

まして、各関係団体の皆様に財政事情も含めま

して御説明も申し上げながら、将来を見据えた

真摯な、そして、本当にまた遠野市が人口が減

少、もちろん人口減少に歯どめをかけていかな

きゃならない。そういうような施策は展開して

いかなきゃならない。したがって、そういった

企業誘致もしていかなきゃならない。 

 しかし、どんどん時代は動いてきております

から、そういった一定のスピード感の中にあっ
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て、腰を据えた冷静な議論といったものも、一

方においては行っていきたいというように思っ

ているところでございますので、それぞれ新築

と庁舎再編の考え方、地区センターの今後のあ

り方等につきまして、佐々木議員のほうから思

いをということでございますので、私の思いの

一端も触れながら、答弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  再質問をさせてい

ただきます。 

 本庁舎新築と庁舎再編の考え方につきまして、

今、市長のほうから市民懇話会を設置して、今

のこの分散型庁舎の課題を検証して議論を深め

るという内容の御答弁をいただきました。ぜひ

進めていただきたいと思います。 

 もちろん進めるに当たりましては、市民の声

を反映して、解決策を早く見出していただけれ

ばなあというふうに考えるところであります。 

 で、現状のデメリットにつきまして、私から

６点申し上げましたが、このことにつきまして

は、私と市長の考え方には少しずれがあるよう

に御答弁を伺ってましたので、再度その点につ

いて、具体的な事例を交えながら質問をさせて

いただきたいと思います。 

 まず、行政のワンストップサービスと経費の

節減についての考え方でありますけども、以前

に、この庁舎の分散化の理由としまして、市長

あるいは当局の説明内容は、市職員と県職員と

か、あるいはＪＡの職員、商工会さん、これが

同じ建物内にいて仕事をすると、市民に対して

迅速な対応ができるんだというような御説明が

あったと私は承知いたしております。 

 現に、今回のまちおこしセンター、４月に完

成するわけですが、そこには産業振興部も移転

する計画になってございます。その理由も、今

お話した内容の説明があったと私は承知いたし

ております。確かにその理由はそのとおりでし

ょう。私もそう認識しております。 

 しかし、言葉は悪いかもしれませんが、それ

だけじゃないと思うんですよね。もしその程度

であれば、同じ部屋のもとにいなければならな

いという理由は私はないと思うんですよ。 

 といいますのは、市職員だって、県職員だっ

て、あるいはＪＡ職員も仕事のプロのはずです。

であれば、なにも一緒にいて仕事をしなくても、

いい仕事ができるんじゃないかなと思います。 

 それと、先ほど市長もおっしゃってましたが、

今はこれだけ情報化が進んでいる世の中であり

ます。瞬時にいろんな情報が確認できます。万

が一その確認ができない場合には、後日市民に

対応しても、それでことは足りると私は思うの

であります。 

 それよりも、市民にとって、今、大事なのは

何なのか。それは、要件ごとに庁舎を移動しな

ければならない不便さを解消することと、その

ことと、経費の徹底的な削減にあると私は思う

のであります。いかがでしょうか。 

 それと、職員の実稼働の浪費についても私は

お話をさせていただきました。この件につきま

しては御答弁ありませんでしたけれども、今、

この議会は、この宮守総合支所内で行われてお

りますが、開会日数は御存じのように延べで10

日間であります。この間、職員の方はマイクロ

バスで毎日送迎されています。で、自分の出番

が来るまで隣の部屋で待機していなければなら

ないんです。これは庁舎分散による大きな稼働

のロスではないでしょうか。 

 また、職員の皆さんが市街地をよく歩いてい

る姿を見受けられます。これは市民の皆様もよ

く見られていると思いますけども。で、どこに

行くのと尋ねますと、打ち合わせのためにとぴ

あへ行くんだと。あるいは、合庁に行くんだと

いうような返事がよく返ってきます。これは日

常茶飯事であります。このようなことは、私が

思うには稼働のロスであるというふうに思いま

す。 

 参考までに、今の職員の労働単金はいくらで

しょうか。たしか40歳の職員で１時間当たり平

均2,000円ぐらいになろうかと思います。この

人件費というのは、これだけじゃないんですよ、

実は。御存じのように、福利厚生費というもの
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が加算されてまいります。これがされると、１

時間当たり3,000円は超えると私は思っており

ます。これを全職員、しかも1年間分積み上げ、

積算してみてください。恐らく相当の金額にな

るはずです。 

 それと、また話は変わりますが、庁舎や設備

の維持管理費もさらに余分に必要になってきま

す。先ほども御質問させていただきました。し

かも、それだけじゃないんですよ。設備の管理

費だけではなくて、このことに伴って水とか、

電気とか、油とか光熱水費もかさんでまいりま

す。これらの無駄をもれなく全部積算しますと、

本庁舎新築に要する費用との経済比較、これを

することによって、いつの時点で新しい建物を

建てて、統廃合すると、経済的にもずっと有利

だという計算が出てくるはずです。それがもち

ろんシミュレーションしてみないとわかりませ

んので、５年後か、10年度かはわかりませんけ

ども、いずれ、必ずそういう結果が出てくると

思いますけども、いかがでしょうか、市長の御

考えをお伺いします。 

 それと、２点目は、地区センターの今後のあ

り方につきましてですが、これは市長のほうか

らは、先ほどの御答弁では、新しい地域づくり

の再構築に向けて、現状を丁寧に分析した上で、

市民の皆さんとも議論を重ねてまいりたいとい

うようなお話をいただきました。 

 で、この件に関連しましては、先ほど私も話

しましたけども、とにかく遠野は少子高齢化が

急激に進んでおります。職員定数も減少するこ

とが予測される中で、今の地区センターのまま

では、早晩体制面、財政面、そして、市民サー

ビスの維持・向上という面で支障が出てくると

思いますので、先ほどの御答弁にもあったとお

り、市長御自身が一番御承知のとおりでありま

すが、そういうことから、ぜひ議論を進めるに

当たりましては、特に弱者の方、すなわちお年

寄りとか、身障者、母子・父子家庭の方が地域

の方々と助け合い、連携しながら、安心して暮

らせるような仕組みと体制を構築していただき

たいなというふうに思います。 

 以上について市長のお考えをもう一度お伺い

します。よろしくお願いします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  佐々木大三郎議員の再

質問にお答えいたします。 

 市民懇話会、議論で課題をぜひ整理してほし

いということでありましたので、ただ、この中

で、これは議論という場でありますからこの議

場は、当然さまざまな形での価値観あるいは一

つの物の考え方の中で議論を交わす中で一定の

方向性を導き出すというのが、こういった場と

してあるわけでございますから、私も見解の一

つを申し上げるわけでありますけども、経済的

な効率性の中で失われたものがいっぱいあった

というのが、今の一つの社会の中でそれが問わ

れてるんじゃないかなということをひとつ考え

てみなきゃならないんじゃないのかなと思って

おります。 

 私も市長という職をいただいてもう既に10年

になりました。あっという間であります。その

中で、小泉内閣当時、我々市町村をもって負け

組、勝ち組という言葉があったんです。で、ど

ぶろく特区に取り組んだときに、まさに遠野は

そういった中において勝ち組だなという話もさ

れた。そこにある首長さんがおりました。そう

いったことをやれるところと、やれない市町村

があるだろうと。そこで勝ち組だ、負け組だと

いう中で、勝ち組はよいしょ、よいしょ。負け

組は、じゃあ一体どうすればいいんだという中

で議論したことを、10年前ほどでありますけど、

今思い出すわけでありますけども、その経済的

な効率性という中にあって、それを追求するが

余りに失ってきたのもあるんじゃないかなとい

うことを、私どもは今、この東日本大震災の中

で、人と人とのつながりであり、地域、地域の

きずなだという言葉がよく使われているわけで

ありますけども、ただいまの佐々木議員のお話

を聞いておりまして、人件費だ、コストだ。コ

ストだと言っても、そのコストの中で地域の経

済波及効果にいろいろ与えている影響というの
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もあるわけなんです。よく経済の、まさに役所

がどのような形での地域経済に波及効果を及ぼ

してるのかという中におきまして、そのすべて

がコストの中で合理化してしまったんであれば、

地域経済がその中でまた失うものとして出てく

るという一つのそこもある程度考えていかなき

ゃならない。もちろん費用対効果という一つの

考え方の中から、やはり貴重な税金を預かって

の地域の活性化であり、市の運営なわけであり

ますから、その中においては厳しくコストとい

うものを考えながら当然対応していかなきゃな

らない。 

 しかし、もう一方においては、そのコストと

いったものの価値をただ費用対効果の中でだけ

求めるんじゃなくして、地域におけるいろんな

波及効果なり、地域におろす雇用の場なり、あ

るいは、いろんな地域経済の活性化のためにと

いう中においてのこの今の庁舎問題がどのよう

に位置づけられているのかということも、私は

検証してみていいんじゃないかと。 

 もちろん、今言ったとおり集約化すれば、す

べてのコストはいろんな意味で合理化にはなり

ます。しかし、一方においては、今めぐらして

いるネットワークが総合庁舎化になると、また、

それを再構築しなきゃならない。30億の庁舎を

建てたけども、20億の情報通信のネットワーク

をまた再構築しなきゃならないというようなと

ころも１つあるわけでありますから、そのある

ものを利用しながら、そして、やらなきゃなら

ないことをどのような形で、まったなしのもの

にどう対応していくのかという中における議論

を行うというのが、この懇話会の位置づけなわ

けであります。 

 コスト、維持管理費、職員の人件費。打ち合

わせのために歩いてるんじゃないかと。歩かな

ければもちろんとぴあに行けないわけでありま

す。その歩いているときに、市民の皆さんとど

こに行くんですかと聞かれる。いや、とぴあに

打ち合わせに行くと市民から声をかけられると。

何の打ち合わせですかと。いやいや、実はこう

いうことだという形で、その道路でもって歩い

ているときに市民との接触の場も職員が出てく

る。そういうプラスの面で考えながらやってい

かなきゃ。打ち合わせのためにその時間は無駄

だと。無駄じゃない。大変貴重な市民との接触

の場でもあるんだというようなとらえ方をすれ

ば、そうした形でのメリットにもなってくる。

職員自身が市民の目線といったものから庁舎の

中にこもってしまって、みんなパソコンに向か

ってしまったんでは、本当に市民の目線の市役

所職員というものは、そこにはつくれない。 

 であれば、今の状況の打ち合わせに行くとい

う単なるロス時間じゃない。市民との接触の場

と。市民の本当のニーズは何かということを、

その中で自分らも得ることができるんだという、

そういう時間で考えて、その時間の市民との接

触の場だということをとらえれば、無駄じゃな

い。いや、非常に貴重な時間だという中におい

て、職員もそういう自覚のもとにいうなれば庁

舎間を移動するというようなとらえ方をすれば、

ああ、そうかと。日常から市職員は市民とその

ような形での場が、そういう時間をうまく利用

していろいろニーズを把握してるんだなという

ことにもとらえることができるという、そのよ

うな物の見方も私はできるんじゃないだろうか

と。すべて費用対効果、効率性だけでの議論は、

やはり我々もいろんな面で見直していかなきゃ

ならないんじゃないのかなというようにも改め

て思っているところでございますし、私もその

ような形で、この議会、開会日程は何日だ。30

分移動しなきゃならない。それはもちろんこの

ような形での分散した議会との中においてとい

う部分は、いろいろ検討はもちろんしていかな

きゃならない。この状態でいいのかということ

じゃない。だから、そういった部分においての

懇話会を設置し、その議会機能といったものを

どのようにいうなれば集約化していくかという

ことも、当然市役所機能のほかに、議会機能と

いうのもどのように位置づけるかということは

当然の議論としてあるわけでありますから、決

してそのロスだ、無駄だ、効率性だというだけ

での議論ではない。 
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 やはり、今、行政が求められているのは、そ

のような一つの価値観なり、基準といったもの

も求められてるんじゃないだろうかと思ってお

ります。何度も悔しい思いをしました。交通量

の車も走らないところにそれだけの道路をつく

ってどうするんだと。あんたのところ、クマと

かシカしか歩かないだろうなんてことも言われ

ました。本当に泣きたくなるほど悔しい思いを

したわけであります。 

 しかし、今度の東日本大震災の中におきまし

て、何を突きつけるかというようになれば、命

を救う道路だと。そしてまた、人と人とがつな

がる道路だと。そうすれば、ないものねだりじ

ゃない。特性を生かし合いながらのその互助の

精神といったものがそこに出てくると。したが

って、自助、共助、公助という言葉があります。 

 私は、これは市町村、基礎自治体の中にあっ

ても自助だと。まず遠野市が頑張れるだけ頑張

ろうと。であれば、次には共助だと。であれば、

お隣の市町村ともってうまく連携をとりながら、

無駄なものはつくらないようにやろうじゃない

かと、ネットワークをつくろうじゃないかとい

う共助という言葉も出てくる。であれば、次は

公助という言葉も出てくるんであれば、これだ

けネットワークをつくりながら基礎自治体頑張

ってるんじゃないかということで、国や県もそ

この仕組みに応援してくれるのじゃないだろう

かと。 

 自助、共助、公助というのは、単なる災害対

応における市民の皆様へ、まず、自分の命は自

分で守ってくださいよじゃない、まさに我々市

町村も自助、共助、公助という言葉の中の重さ

というものをかみしめながらのまちづくり、地

域づくり、そこには単なる費用対効果だけじゃ

ないという部分の中における仕組みといったも

のをつくりなさいというのが、今私は東日本大

震災が私どもに問いかけてるのじゃないのかな

と、私自身そのように考えておりますので、私

のまず思いといったものと申しますか、考え方

と申しますか、それでもって答弁とさせていた

だきます。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  再々質問をさせて

いただきます。 

 その前に議長にお尋ねしますが、実は私これ

で３回目の質問ですが、これで質問終わりにな

りますけども、私の質問の持ち時間あと何分ぐ

らい。 

○議長（新田勝見君）  残り９分です。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  ありがとうござい

ました。じゃあ、質問させていただきます。 

 ただいま市長のほうからの御答弁では、行政

サービスは何もコストありきではないんだよと、

行政サービスが第一なんだよ、公助とか共助と

いうのが大切なんだよという御答弁をちょうだ

いしました。確かにそのとおりです。私もそれ

は重々そのように考えてますし、全く同感であ

ります。 

 ただ、私は民間会社の出身ですので、どうし

てもコストとか効率化、そこに目が行ってしま

います。そのことによって業績を上げて、それ

が市民サービスにつながるんだという考えで私

はお話しているのであります。 

 ですから、再度でありますが、この庁舎分散

によりコストのデメリットという切り口でお尋

ねしますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

 まずは、ＮＴＴの場合ですけども、昔はあの

ＮＴＴの建物内に100名以上の社員がおりまし

た。今現在は全くいません、ゼロです。ただ、

それじゃ、お客様サービスできないもんですか

ら、協力会社の方が常駐してサービス提供して

る。あるいは、それこそ情報化時代ですから、

遠隔で盛岡、東京から全部お客様サービスを対

応してる。 

 さらにＪＲさんの場合はいかがでしょうか。

昔は御存じのように、釜石線沿いに全部駅舎が

あって、社員も常駐しておりました。しかし、

今は駅舎全部取っ払って更地状態です。もちろ

ん駅員もおりません。 
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 そして、農協さんの場合ですけども、これも

御存じのように、ＪＡ花巻さんとの合併に合わ

せまして、遠野市にあった拠点、大半は閉鎖し

てしまいました。そして、一部の拠点は遠野に

無償でもって譲渡されております。 

 じゃあ、公共機関である県の出先機関、ここ

もですね、同様に組織の縮小とか統合という傾

向にあるんじゃないですか。 

 要は、このようなわけでみんな拠点集約の方

向にあるんです。じゃあ、この拠点集約の目的

は何だ。それはただ一つです。財政が厳しい状

況だから、経費の大幅な削減を図らなくちゃい

けない。これは競合他社との厳しい競争の中で

生き残りをかけた戦略なんです。 

 じゃあ、この拠点集約統合によってお客様

サービス、市民サービスは低下するかといえば、

私はそうじゃないと思います。なぜなら、指揮

命令系統が同じ建屋の中にありますから明確に

なるんです。そのことによって社員のモチベー

ション高まるんです。やりがい、達成感も味わ

えるんです。そうすることによって社員は知恵

を出し、いろんなことを工夫して、目標に向か

って組織が一つとなって、一体となって前に進

むんです。その努力も惜しまないんです。その

結果が作業の効率化とか、生産性にはね返って

くると私は思うのであります。 

 そして、先ほども話しましたけども、業績が

向上するということは、当然利益にはね返って

まいりますので、その利益分は利用料金、大幅

に安くして提供しております。それだけじゃな

いんです。お客様サービスだって各段によくな

ってるんです。要は、このことは何も民間会社

にだけ言えるんではなくて、行政にだって同じ

ことが言えると私は確信するのであります。 

 そのようなわけで、遠野のように、近場で多

数の庁舎が分散している、これ自体がいろんな

面でマイナス要因があるんではないかと私は思

うのでありますがいかがでしょうか、市長にお

伺いします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  佐々木大三郎議員の

再々質問にお答えいたします。 

 行政サービス、コストといったような中でコ

ストありきではないと。その中にございまして、

自助、共助、公助もひとつ大賛成だと、認識は

同じくするというお話ありました。そして持ち

出したのは、ＪＡだって、ＪＲだって、ＮＴＴ

だってという話をいたしました。このＮＴＴが、

そしてまたこのＪＲが、そしてＪＡが統合とい

う中において拠点化したことによって、いかに

地方が、地域が疲弊してしまってるのかという

ことをどのようにお考えであるかということを、

もしも反問権があるんであれば、それを問いた

いわけであります。 

 そしてまた一方においては、佐々木議員は、

地区センターといったことを言いました。市民

協働にしろと。今の論を推し進めていきますと、

地区センターも集約化したほうがいいわけであ

ります。果たしてそれで遠野の地域づくりがで

きるでしょうか。今の論だと、地区センターも

集約しろという論になってしまうんです。それ

が効率的だという論になってしまうんです。だ

ったらば佐々木議員がお話した、お年寄りの皆

さんとか社会福祉協議会のふれあいホームの、

上郷、附馬牛、小友のふれあいホームの皆さん

がひとり暮らしのお年寄り一人ひとり声をかけ

ながら車いすに乗せて、小友まつりを見ましょ

うと、行きましょうという中において、そのよ

うな形で、宮守ではこういうイベントがあるよ

という中において、本当にきめ細か、それは地

区センターがあり、ふれあいホームがあり、そ

ういうネットワークがある。そこにかけるコス

トはみんなそれぞれみんな大変なお金だ。しか

しそれによって、先ほどありましたとおり、お

年寄りの方も非常に満足してる。 

 例えば、敬老会の例も挙げますと、私は宮守

町方式も、またこれは地域の活性化を考えた場

合は、これはあってもいいんじゃないのかなと。

ひとり暮らしのおじいさん、おばあさんの方の

安否の確認もできるし、思いっ切りカラオケ歌

って、これでまだ来年の敬老会が楽しみだって
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帰っていく、その帰っていくときには、地域の

若い方々が好きなお酒も飲まずにこの方々をま

ずうちに送り届けて、そして帰ってきたらば、

我々はまたそこで酒を酌み交わすんだよなとい

う姿が20人、30人の集まりの中にあるわけです。 

 それを一つの中でコストを考えて、もう１カ

所に集めたほうがいいとなったときに、そのよ

うな満足度というものはその中に出てくるだろ

うかと。しかし、目に見えない満足度といった

ものを、一つのコストとして考えるのが、やは

り行政の一つの仕組みであり、そしてまたそれ

を市民の皆様からいろいろ協力いただくという

のも一つの市民協働ということになるんではな

いのかなと。 

 これはあえて申しますけども、ＮＴＴさんの

ほうに電話すると、ほとんどかかりません。５

時半、６時になるともうストップです。もう受

け付けは終わりました。そのようなことしか返

ってきません。もちろん駅だってそう。ただ駅

っていっても、これは人口減少という中にあっ

て、これは一つのコストも考えなきゃならない

から、駅の無人化というのは。だって、それを

今度今まで進めてきた宮守町では、宮守町のあ

そこの無人化の中にあっては、情報ビジネス校

もあると、その子どもたちのためにもというこ

とで、まさに市民協働の力の中で、駅舎の管理

を行ってきたと。しかし、情報ビジネス校がな

くなったと、通学する生徒も少なくなったとい

うことで、一つの方向が変わっていったわけで

あります。随所にそのようにコストだけでは考

えられない、市民の皆さんのみんなで助け合い

ながら頑張っていこうという。それから指揮命

令系統の話もありました。指揮命令系統という

ものの中にありまして、同じ庁舎にあったほう

がいいじゃないかと。しかしまた、これもまた、

これから懇話会で議論していかなきゃならない

わけでありますけれども、健康福祉の里が東日

本大震災で大変な役割を果たしたんですよね。

あそこがなかったならば、あれだけの災害の中

において迅速な対応ができなかった。今もちろ

ん検証しております。 

 それから、もう一方においては、環境整備部

が、都市計画課とか、建設課とか、そういった

庁舎が県の合庁にあった。あの中で迅速に県と

市が一体となっての一つのインフラの損傷状態

とか、被害状況を直ちに把握できたと。指揮命

令系統というのは、市役所だけの命令系統では

ないんです。いろんなＪＡはＪＡの役割と、も

ちろんあります。そしてまた、県は県の役割が

あります。国は国の役割があります。何も１カ

所にしなくてもいいんじゃないかというわけで

すけども、もう一方においては、それぞれの立

場の中で市民の安心安全を守る、不安を解消す

るというのは、県職員だから、市職員だから、

農協職員だからといって、それは変わるはずは

ない、同じなわけであります。 

 だから、その指揮命令系統の中で一緒になっ

て、じゃあ我々もこうするから、じゃあ市の

方々もこうしましょうという中における指揮命

令がちゃんとなって、それが市の対策本部にも

きちんとして情報が入るというシステムをつく

っておけば、ただ同じ屋根の下に一緒にいれば、

指揮命令系統がいく、それは確かに比較論から

すればそのとおりシンプルであるほうがいいわ

けであります。いろんなチャンネルがあるより

も、シンプルなほうがいいわけです。 

 ただそのシンプルな一つの指揮命令も、危機

管理に対応できるための仕組みとして、この人

口減少社会の中にあって、この分散した庁舎の

メリット、デメリットを謙虚に、そしてこれか

らの遠野の将来を見据えながら、多くの市民の

皆様から議論いただきながらやっていきましょ

うと。したがって、本庁舎そのものを完全に否

定しているわけじゃないわけであります。その

ような流れを見誤らないような一つの冷静な議

論も一方にしていきましょうと。しかし、その

ための結論はもう少しかかると。だったらば、

その間、職員、市民の皆様にも一定の形での御

理解をいただきながら、住民サービスの機能を

落とさないような形で頑張っていくというのが

今の我々の置かれている状況なのかなというよ

うに承知しておりますので、それをもって答弁



－ 44 － 

とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  午後１時まで休憩いた

します。 

   午前11時58分 休憩   

────────────────── 

   午後１時00分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 引き続き一般質問を行います。 

 14番菊池民彌君。 

   〔14番菊池民彌君登壇〕 

○14番（菊池民彌君）  新興会の菊池民彌であ

ります。通告に従いまして一般質問を行います。 

 私は、市長に対して大項目２点について、教

育長に対しまして大項目１点について、順次質

問してまいりたいと思います。 

 まず、市長に対しての第１点目であります。 

 観光の推進についてお伺いいたします。 

 昨年の３月11日の東日本を襲った大地震と大

津波、そしてこれらの影響により大打撃を受け

られた福島第一原発の放射能漏れの影響に伴っ

て、観光客の足がとまり、本県の観光地にあっ

ても観光客の入り込みが大きく減少を受けたと

ころであります。 

 しかしながら、平泉町など県南部にあっては、

平泉世界遺産登録を追い風にして客足が増加し

たようでもありますが、県北地域等にあっては、

東日本大震災の影響をもろに受け低調に推移し、

東北新幹線が青森まで延伸しても、その効果が

なかったと言われている状況に伺っております。 

 本市の場合にあっても、同様の状況ではなか

ったかと推察するものでありますが、しかし、

平泉の世界遺産登録効果によって、民話のふる

さと遠野にも幾らか客足を伸ばしてくれた分も

あったのではないかなと思うところでもありま

すが、昨年の観光客の入り込みの状況をどのよ

うに分析し、経済効果についてどのようにとら

えているものかについて、まず伺ってみたいも

のであります。 

 次に、ことしは東日本大震災以降、観光客の

落ち込みが深刻であるということから、本県は

もとより、東北地方を中心とした観光振興を図

る目的で、大型の事業が展開されようとしてい

るものととらえることができるかと思っており

ます。 

 それにはまず、一つに、国土交通省は東北全

体を博覧会場に見立てた「東北観光博」を来る

３月から１年間にわたり開催することとし、こ

の拠点となる主要観光地を東北６県で28ゾーン

に定め、本県にあっては６つのゾーンを設定し

たところであります。その６つのゾーンの１つ

に、本市も幸いに、花巻・遠野ゾーンと位置づ

けられ、設定されたところであります。 

 また、２つには、本県は、ＪＲグループをタ

イアップとして、大型観光企画、いわゆる「い

わてデスティネーションキャンペーン」を来る

４月から６月にかけて実施する運びとなり、本

市も当然何らかのかかわりがあるものと期待す

るところでありますし、一方、３つ目には、東

北６県の県庁所在地の６市長等が中心となって、

昨年７月に仙台市で１回目が開催された東北の

代表的な夏祭りが一堂に会する「東北六魂祭」

がことし２回目として５月26日、27日の２日間、

盛岡市で開催されるということであります。こ

れらの催事からして、本市にとりましても、昨

年の暗い雰囲気を一気に解消する絶好の機会と

なるものと考えられます。 

 特にも、偶然かもしれませんが、本市にあっ

ても中心市街地活性化事業としての遠野駅前に

整備している観光交流センター及びまちおこし

センターのオープン、そして昔話村の整備等も

進み、まさに願ってもない集客力の向上に資す

る体制が整いつつあると思います。 

 そこで、市長は施政方針で観光事業に触れら

れ、観光協会と連携し、観光を推進する体制整

備や滞在型旅行商品の企画、販売などし、遠野

ふるさと観光推進事業を通して、積極的に観光

宣伝に取り組むと申しているところであります

が、さきにも申し述べた「東北観光博」、「い

わてデスティネーションキャンペーン」、そし

て「東北六魂祭」の取り組みがされようとして

いるとき、市長は、遠野型観光を推進してまい
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るに当たり、どんな体制整備を図って、旅行商

品の企画、販売に取り組んで、観光宣伝に努め

誘客しようとしているものか具体策について、

その意気込みを伺いたいと思います。 

 また、デスティネーションキャンペーンだけ

でも800万人の観光客を見込んでいるというこ

とでありますが、これら３つの事業が展開され

るに当たり、本市における相乗効果としてどの

くらいの観光客の誘致と経済効果を見込もうと

もくろんでいるものかを明らかにしてほしいも

のであります。 

 次に、２点目の農業、畜産の取り組みについ

てお伺いいたします。 

 本市では、農業所得の向上と元気な農業を推

進するため、農業活性化本部を中心として、担

い手育成や集落営農の支援を進め、あわせて畜

産振興を推進するとして、総合計画に明記され

ているところでありますし、一方、平成22年３

月には、タフ・ビジョン（遠野市農林水産振興

構想）を策定し、足腰の強いタフな農林水産業

を目指そうとしていることは力強い限りである

と思っております。 

 しかしながら、農業を取り巻く環境はそう甘

いものとは受けがたく、他産業と比較し、所得

格差などを理由に農業離れする人や農業従事者

の年齢が年々上がるという状況から、担い手が

いない農地の増加や農地の荒廃が次第に進行し

ているように思われてなりません。 

 本市では、幸いに集落の農地は集落で守ろう

といった考えのもとに、集落営農の組織化がさ

れてきているものと認識しているところであり

ます。集落営農は、地域の農業構造を変える大

きな改革でもあるものと思えてなりません。 

 そこで、本市の集落営農組織は、21の組織化

がされていると聞いておりますが、全農家の何

割ぐらいがこれらの組織に加入されているもの

か、そして組織化して５年後には法人化しなけ

ればならないという条件があったように思って

いるところでありますが、法人化がなされてい

る組織はどのぐらいになっているものかについ

てお伺いいたします。 

 タフ・ビジョンには、集落営農の組織の強化

を推進するとされておりますが、今組織化され

ているものの中でも、経理事務等が大変煩雑で

苦慮されているとも聞くところでありますが、

こうしたことにも意を用いることが必要と思慮

されるものであります。 

 また、法人化についても組織を強固にし、対

外的にも認知される組織とすることが肝要では

ないかと思いますが、これらのことについて、

市としても強力にバックアップをする必要があ

ると考えますが、市長の御所見をお伺いいたし

ます。 

 次に、農業生産100億円アクションプランに

沿うためにも、農家に対し、何といっても所得

向上策が必要であると思います。所得向上がな

されますと、農家もゆとりができ農業振興に弾

みが出てくること、いうまでもないことであろ

うと思います。 

 100億円達成の大きな目標に加え、総合計画

では、地産地消と６次産業化の推進を掲げてい

るところであり、既に営農組織の中に農産物等

の加工施設を導入し、雇用拡大や所得向上を目

指して取り組んでいる組織もあることにかんが

みて、他の営農組織にも農産物等の加工施設の

推進をし、特にも組織の中の女性パワーを有効

活用することに力点を置き、雇用拡大と所得向

上を図るため、６次産業化に取り組み、地産地

消の立場からも生産品の販売等に意を用いるこ

とが必要と思うものでありますが、市長の御所

見をお伺いいたします。 

 次に、畜産にかかわって質問いたします。 

 本市は、昨年10月にイトーヨーカ堂と食肉加

工販売のエスフーズと和牛の繁殖から販売まで

の一貫した生産体制を築くことで、協定を締結

したところであります。早速その成果として、

去る１月25日から、花巻市のイトーヨーカドー

花巻店において「いわて遠野牛」としての精肉

が販売されていると伺っております。このこと

は、本市の畜産の前途に光明を得たものとして

高く評価したいと思っております。 

 こうしたことから、順調に推移いたしますと、



－ 46 － 

本市の和牛頭数は肥育拡大等に伴いまして、必

然的に増頭となるものと思います。このことか

ら心配されることは、獣医師の確保の対応であ

ります。 

 本年に入っての新聞報道によりますと、口蹄

疫や高病原性鳥インフルエンザの発生を受けて、

国は昨年10月から農家の飼育管理基準を強化す

ることとなり、獣医師が行う指導点検業務が大

幅に増加することに伴いまして、人員確保が大

変である旨が掲載されておりましたが、本市の

場合、畜産に頼るウエートが大きいわけであり、

確保が懸念されるところであります。 

 本市の場合、獣医師を抱えているところは、

東南部農業共済組合であり、これにプラスして

数人の開業獣医師がいると聞くところでありま

す。 

 特にも東南部農業共済組合に勤務する獣医師

にあっては、畜産農家の関係者から聞くところ

によりますと、優秀な獣医師が着任しても、長

期的に勤務になっていないとも聞くところであ

りますが、今本市の畜産振興に大きな弾みがつ

こうとしているとき、安心、安全な畜産経営に

資する診療や医療体制が充実されない状況を招

くこととなれば、本市の置かれている畜産振興

に大きなブレーキがかかるかと危惧するところ

でありますが、他団体のことにもかかわること

でもあり、深く問うこともよしあしの感もあり

ますが、本市の畜産における獣医師の体制が万

全であると理解しているものか、市長の見解を

お伺いいたします。 

 次に、教育長に質問いたします。 

 質問項目は、中学校の武道教育についてであ

ります。 

 聞くところによりますと、現在の中学校の学

習指導要領に基づくものなのか理解不足であり

ますが、中学校の１年生及び２年生に限り、体

育の授業に武道等、いわゆる柔道、剣道及びダ

ンスのいずれか１つを選択しての授業が取り入

れられていることについて、先般知る機会を得

たところであります。 

 このことについて、当然、生徒をお持ちの家

庭では御存じのことでありましょうが、一般市

民には余り知られていないことではないかと思

われてなりません。 

 武道となりますと柔道であれ、剣道であれ、

やりようによっては危険なスポーツではないか

と思います。授業するに当たり、指導者の知識

と技術経験が必要なものと考えているところで

ありますが、平成23年度の市内８校でどのよう

な指導者の体制のもとに取り組みがなされてい

るものかについてお伺いしたいと思います。 

 平成24年度、いわゆる来る４月からの体育の

時間には、武道等の授業が改正教育基本法をも

とにし、現学習指導要領が新学習指導要領に改

められ、この定めにより、１年生及び２年生に

限って、体育授業で男女とも武道等が必修とな

っていることであります。辞書によりますと、

必修とは、必ず授業を受けなければならないこ

ととあります。 

 この武道の授業を取り入れるに当たり、まず

心配なのは、さきにも申し上げたとおりであり

ますが、指導者体制が整っているかであります。

各学校に柔道や剣道の経験された教師が張りつ

けがなされるものか、甚だ疑問に思うものであ

りますが、教育委員会として、各学校に市民が

心配することのない指導体制について、どのよ

うに対応してまいろうとしているものかお伺い

します。 

 万が一、生徒にけがでも生じるようなことが

発生した場合は、補償問題にも発展しかねない

ものと思うところであり、安全重視の指導が望

まれるところと思ってなりません。 

 次に、これらの授業を取り入れるに当たり、

武道の柔道着や剣道の防具等は、生徒が準備す

るものなのか、それとも学校側で準備するもの

かについてお伺いいたします。学校側で準備す

る場合には、予算化はどうなっているものかお

伺いします。 

 次に、今まではゆとりある授業として進めら

れてきたものと思いますが、この武道等の授業

を取り入れることによって、授業体制に変化は

ないものかどうかについてお伺いいたします。 
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 次に、武道といいますと、古くから「礼に始

まり、礼に終わる」と言われるところでありま

すが、礼節について指導しようとしているよう

にも考えられますが、平成24年度から新たに武

道を体育に組み入れ、しかも必修とする教育の

目的はどんなところにあるのか、これをお伺い

したいと思います。 

 以上で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）  菊池民彌議員の一般質

問にお答えいたします。 

 １つは、観光振興について、２つ目は、農

業・畜産の取り組みについて、それぞれ課題を

絞っての御質問と承りました。 

 まず、この観光推進につきましては、震災後

の本市の観光客の入り込みと経済効果はという

ことでございましたので、担当部のほうできち

っと数字を把握しておりますので、この分につ

いては、産業振興部長からお答え申し上げます。 

 それから、もう一つは、農業・畜産の取り組

みについてでありますが、この集落営農組織等

加入者、こういったような状況、法人の状況は

どうなってるかということを、これも数字をも

ってということになりますので、農業活性化本

部長のほうからこの問題につきまして、具体的

な数字をもってお答え申し上げますので、御了

承いただければと思っております。 

 まず、この観光振興についてであります。今

お話がありましたとおり、所信表明の中におき

ましても、観光振興には取り組むという話をし

たわけであります。遠野観光博、あるいはいわ

てデスティネーションキャンペーンといったも

の、東北六魂祭といったようなものも行われる

ということで、地域再生に果たす大きな役割と

復興支援の力強い後押しになるんではないかな

というように思ってるわけであります。 

 そういった中にございまして、まさにこの24

年度、観光交流人口の拡大の一つのいろんな取

り組みによっては、これは大きく飛躍させるよ

うな数字として確保できるようなことができる

のじゃないのかなというように思っておりまし

て、文字どおり総合力でこれに取り組もうとい

うことで、市の観光交流課、あるいは観光協会、

ふるさと公社、商工会、こういったところが一

体となってさまざまな形でのリピーターの、あ

るいは遠野ファンの増につなげるような取り組

みを進めようという形で打ち合わせ、あるいは

協議を行っているところであります。 

 オール遠野でのもてなしの体制の充実を図る

と。首都圏だけじゃないと、仙台圏もあるじゃ

ないかというようなとらえ方もできると思いま

すし、特にも平泉が世界遺産になったという中

にございまして、この部分の中における一つの

商品開発といったものもきちんと位置づけてい

かなければならない。 

 おこぼれという言葉、果たして適切かどうか

と思っておるんですけど、私は平泉が世界遺産

になったということによりまして、関係者が一

丸となって、その部分で、遠野釜石コースとい

った、花巻から遠野、釜石といったようなもの

の商品企画を持っておるということであります

から、平泉の世界遺産の中で一定の観光客の入

り込み増という数字を既に確保してありますの

で、この４月にオープンいたします仮称であり

ますけども、遠野市観光交流センター、この中

にいうところの観光窓口のワンストップ化とい

うことを図りながら、着地型の旅行商品の企画

販売。それから、この遠野観光地域づくりプラ

ットホーム、それぞれのニーズによって、年代

によって、男女の違いによって、自分がどのよ

うな形での観光を体感型として味わうのかとい

う部分に、遠野を楽しむのかという部分につき

ましては、いうところのプラットホーム型の一

つの仕組みというのがすごく大事じゃないかな

と思ってます。 

 要するに、プラットホームに乗って、どの列

車に、どの車両に、列車っていうよりも、どの

車両に乗るかって、自分はふるさと村のコース

で存分に遠野を楽しもうとか、自分は伝承園、

いやもっとそれよりも遠野の雄大な荒川高原、

ああいったそういうようなところ、いやそれよ
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りも、まさに遠野ならではの山口の集落をはじ

めとするあの景観をと、いやもっと寺沢の雄大

な一つの景色をといったようなものの中におけ

る資源がいっぱいあるわけでありますから、そ

こを一つのこのプラットホーム、地域づくりプ

ラットホームの拠点と位置づけながら、遠野市

観光協会が指定管理者という形で予定をしてお

りますので、各関係機関、団体の連携体制を構

築しようと思っております。 

 また、これとあわせながら、その真向かいに

あります旧ＪＡ遠野の本店ビルが遠野まちおこ

しセンター、間もなく愛称が決まるということ

に今なっておりますけども、遠野まちおこしセ

ンターに、１階には遠野商工会、２階には市の

産業振興部という中におけるワンストップ化が

図られるわけでありますので、この中で、まさ

に観光商工業及び雇用の政策を総合的に推進す

ると。やはり私はこの観光交流といったものは、

雇用といったものにもつなげるということがす

ごく大事じゃないかなと思っておりますので、

そのような仕組みは大事じゃないかなと思って

おります。 

 また、もう一つ質問の中にも東北六魂祭の話

がありました。昨年これは仙台で東日本大震災

の一つの復興を支援しようということで仙台市

で開催しているわけであります。かなりの走り

陣立てだったようでございますけれども、なん

と36万人の方が集まって、大変な活気を呈した

ということで、ことしは５月の26、27、盛岡市

でということで準備されているわけであります。 

 先般、谷藤市長さんに、遠野もぜひ参加した

いんだけどもと、しし踊り、神楽もこれはすご

いぞという話をしたらば、いや、申しわけない

けども、それぞれの各県を代表する、岩手県で

言えばさんさ踊りだと、仙台は七夕だと、山形

は花笠だと、それからいうところのねぶただ、

あるいは竿燈だという中で、遠野のしし踊りと

か神楽はちょっと盛岡でのイベントにはちょっ

と無理なんだよという話だった。 

 であれば、その後遠野のほうにぜひお越しし

てもらえるような仕掛けをお願いしたいという

話をしてるわけでありますけども、これを多く

の観光客の皆さんにＰＲをしながら遠野にもお

いでいただき、私はこの中においてこの観光と

いう中におけるだけじゃなくして、この東日本

大震災の惨状といったものを、やはり皆さんに

きちんと目に焼きつけていただくというような

こともすごく大事じゃないのかなというように

思っておりますから、そのような、それは商品、

企画開発といった部分の言葉でとらえるという

のは若干抵抗がないわけじゃありませんけども、

やはりこの被災地の状況といったものも、多く

の皆さんにきちんと目に焼きつけていただく。

それをまさに被災者の皆さんに寄り添いながら、

あるいは心を、気持ちを一つにっていう部分の

中における、そのような場としても位置づけて

もいいのじゃないのかなというように思ってお

りますので、そういった部分で遠野の果たす役

割が非常に大切ではないかなというように思っ

ております。 

 また、もう一つは、まごころネットのまさに

進化し続けたまごころネットの仕組みの中で、

約６万人以上の方が遠野を拠点に被災地のほう

に入っていろんな活動をされたと。これが春に

なると、このボランティアのまごころネットの

皆さんの活躍っていうか、活動の内容がどのよ

うにかぶっていくのかっていうことは、まだ正

直なところ読みきれないというか、見通しがち

ょっと見切れないところがあるわけであります

けども、３万人の人口に約６万人の方が遠野に

拠点を置いたという一つのネットワークがある

わけであります。 

 また、もう一つは、40以上の自治体、あるい

は300に上る団体の方々がやはりそれぞれ遠野

を拠点にして、被災地のほうにそれぞれ入って、

本当にきめ細かい支援活動を行ったという一つ

の経過もあるわけでありますから、このような

皆様にも遠野のファンになっていただきまして、

そのような形での情報発信と、それから復興支

援につながるような、そのような遠野ツアーと

申しますか、そのようなものを着実に広げると

いうことが大事じゃないかなというように思っ
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ております。 

 なお、最後に目標はどうなんだと、波及効果

はということがありました。相乗効果として、

この経済効果をどのぐらい見込むのかというこ

とがありました。これにつきましては、いろい

ろ担当課のほうでもいろいろ分析しております。

一応この時点でお答えできる数字といたしまし

ては、24年度の観光客の入り込み数の目標を22

年の60％程度まで回復するという一つの数字を

持ちまして、約39万人の入り込みといったもの

を一応数字的には押さえてあります。 

 これは通常であれば、震災がなかった、22年

度ベースであれば、60万人、70万人という数字

は確保してあったわけでありますけれども、一

挙に24年度そこまで持っていくというのはかな

り厳しいんじゃないかなというように思ってま

すから、６割ぐらいまで回復するっていうこと

がひとつ妥当な数字じゃないかなということで、

39万人、約40万人と。そして、それに基づく経

済波及効果は約17億円ぐらい見込まれるという

ような形で一応今のところ把握してございます

ので、ひとつ御了承いただきたいと思っており

ます。 

 次の質問のほうに入らせていただきます。次

の質問につきましては、まさに農業・畜産の取

り組みについてでありました。集落営農組織の

現状につきましては、この後、農業活性化本部

長から答弁申し上げますので、私のほうからは、

この集落営農組織の経理事務の援助と法人化の

推進ということで、後継者不足、あるいは低コ

スト生産など、さまざまな課題に対応して、こ

の経理事務の援助と法人化の推進というのはま

さに大きな課題でないかなと思っております。 

 先般、土淵町の営農組合の総会にも私出席さ

せていただきました。やはり真剣にこれからの

法人化、それからまたそれに伴うどのような事

業を行うかということが真剣に議論されておっ

たわけであります。その中で、やはり非常に複

雑な経理状況になっておるということ、私もい

ろいろ総会での説明を聞きながら、なかなかこ

れは非常に難しいなと、やはりきちんとした経

理の、あるいは制度のわかってる人がやらなけ

ればということは私自身も感じてまいりました。 

 その後の懇親会の席上でも、やはりそういっ

たものがやっぱりなきゃだめだなというような

こと。それぞれの法人、営農組合、法人化20数

あるわけでありますけども、そういったもの、

まさに先ほどの佐々木議員の議論じゃありませ

んけども、大三郎議員と議論したわけでありま

すけども、やっぱり集約化と、あるいは言うな

る拠点化という部分の中にあって、それこそ効

率よく進める、そこに専門集団がいる。そして、

それぞれの集落営農組織ごとの顔に基づいて、

地域の特性に基づいていろんな組織強化なり、

育成を図り、いうところの法人化といったもの

をきちんと仕組みとしてつくり上げていくって

いうことが、としてのものとすれば、御提案が

あったようなものは非常に私は大事じゃないの

かなというように思っておりますので、ＪＡ、

これ専門アドバイザーといったものを配置をす

るという方向になっておりますから、担い手支

援のアドバイザーのさらなる活用といったよう

なもの、あるいはＪＡさんのほうにおける専門

アドバイザーといったようなものの動きといっ

たものときちんとあれしながら、ＪＡとして、

あるいはこの担い手支援として、市としてとい

うような部分、あるいは県の組織の中における

ものとして、そのようなきちんとした拠点とい

ったものを、マンパワーの一つのワンストップ

化といったものもやっぱり進めていく必要性は

十分認識しておりますので、強くこれは前向き

に検討してまいりたいと思っております。 

 それから、いろんな集落営農に関しまして、

農事組合法人宮守川上流生産組合の例、あるい

は産直ともちゃんの例、それからこの４月に開

業を予定しております産直かみごうの例といっ

たものの中において、女性パワーを活用する中

における農業振興、あるいは６次産業化といっ

たものが随所で取り組まれておりますので、こ

ういった部分におきましても、いろんな検証を

しながら、そしてまた市内の他の施設ともいろ

いろ競合しないような一つの仕組みの中でお互
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い研さんし、いい意味での競争の論理といった

ものをそこに持ち込みながら、一つの活性化と

いったものを図っていくということも、もう一

つにおいては大事じゃないのかなというように

思っております。 

 それから、最後の質問の中にあります農業・

畜産、この中におきましては、畜産振興、非常

に大事だと。そしてこのバックアップ体制の中

におきまして、去年、遠野牛ということで、こ

れはプライベートブランドとしてのイトーヨー

カ堂の店頭に遠野牛というものが並ぶ、並ぶと

いうか店頭に出るという部分で、イトーヨーカ

堂とエスフーズと遠野市の三者協定といったも

のができました。これは６次産業化ということ

で、これがさまざまなまだまだ課題はいっぱい

ある。キャトルセンターも補正予算で提案申し

上げて、既に可決いただいているわけでありま

すけども、これは予算を出した。だから後はや

ればいい、キャトルセンターを建てればいいと

いっても、やっぱりマンパワー。マンパワーの

中においては御指摘のあったとおり獣医師集団

をどのように位置づけるかということがすごく

大事なわけであります。 

 御心配されてますとおり、本当に心配ないか

と、優秀な獣医師が着任したと、それが本当に

定着してるのかというような形での御質問をい

ただいたわけであります。今獣医師数は、東南

部農業共済組合に５名勤務しております。通常

は、そのうち遠野地区の担当４人と、気仙地区

担当１というような中で、市内の開業獣医師さ

んが３名おりますから７名体制でこれを対応し

ておると。そして約800戸の農家をきちんとフ

ォローしておるという一つの中で、診療活動も

かなり大変であるというように聞いております。

やはり800戸の農家でありますから、この７名

体制で十分かというようになれば、かなり、た

だ、この４月から東南部農業共済組合で２名の

獣医師を確保することで決定しております。 

 したがいまして、そういったような中におき

ます対応もありますけども、特にも新聞報道等

にもありましたけども、飼育管理基準強化によ

る指導点検業務といったものがあるわけであり

ます。これにつきましては、県の職員である獣

医師が行うということになっておりますけども、

その職員がちょっと不足しているのではないか

という情報も聞いておりますから、その辺はや

はりきちんと対応しなきゃならない。やっぱり

これは県の立場、県の獣医師の立場っていうも

の、指導ということになるわけでありますから、

東南部農業共済組合の獣医師さんはそこまでの

任務は負っていないということになるわけで、

役割は負っていないということになるわけであ

りますから、その辺をひとつきちんと情報を共

有化しながら、当市の御心配のありましたこの

畜産振興に支障を来すことのないような形での

関係機関と十分な連携をとって、そして情報を

きちんと共有しながら、家畜防疫体制にも取り

組んでいくという形にもっていきたいというよ

うに思っております。 

 やはり予防に力を入れなければならない。病

気さえ、この防疫っていったものがちゃんとな

れば、今の獣医師体制でもきちんとフォローが

できるということにもなっておりますから、や

はりそのような予防といったことにも力を入れ

ながら、遠野の畜産振興をきちんとバックアッ

プ体制の中における仕組みを大事にしていきた

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。 

○議長（新田勝見君）  運萬産業振興部長。 

   〔産業振興部長運萬勇君登壇〕 

○産業振興部長（運萬勇君）  命によりまして、

菊池民彌議員の一般質問にお答えをいたします。 

 震災後の本市の観光客の入り込みと経済効果

についてという質問と承りました。 

 まずもって、最初に平年の遠野市の観光客の

入り込み状況でございますが、道の駅２施設を

除きますと65万人前後が観光客の入り込みとな

ってございます。 

 それから、その経済効果の出し方でございま

すけれども、日本標準産業分類の中には観光業

という業種がございませんので、それぞれの業

種の中から追跡調査をして、一つの観光業と見
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立てた数字を出すわけですけれども、その数字

的には産業連関表というのがございますが、こ

れをもとにして数値を出します。これによりま

すと、観光産業にかかわる分としての経済効果

は1.4倍から1.5倍程度とされておりますので、

これによって推計した数字で申し上げたいと思

います。 

 平年65万人前後の観光客があると申し上げま

した。その経済波及効果といたしましては、平

年で約35億円から40億円程度ではないかという

ふうに推計してございます。 

 それが昨年の平成23年でございますけれども、

これは１月から12月までの数字で申し上げます

が、主な観光施設、博物館、昔話村、城下町資

料館、伝承園、ふるさと村、この５施設で平年

と昨年の入り込み状況の差を調査いたしました

ところ、平年の40％の入り込みという数字が出

てございます。 

 これに先ほど申し上げましたような計算をい

たしますと、例年の40％の経済効果しかないと

いうことになりますので、その数字的には14億

円から16億円程度というふうに見てございます。 

 なお、宿泊状況についてでございますけれど

も、市内では宿泊のキャパが約900人ございま

すけれども、復興ボランティア、それから復興

作業に携わる方々、それから報道関係者を中心

といたしまして、宿泊施設は３月以降ほぼ満室

の状態が続いております。 

 １年間の宿泊者数は平年の２倍以上となりま

す15万1,700人ということで、宿泊者数につい

ては過去の最高の数字を示してございます。な

お、それまでの以前の過去の最高は、平成19年

の７万5,000人ていうのが最高でございました。 

 なお、この中にはボランティア等で遠野にお

いでいただいた方々もたくさんおります。その

方々６万人を超えておりますけれども、こうし

た方々が支援活動で培われたえにし、あるいは

きずなという分については、これは経済効果で

ははかり知れないものがあると思います。 

 こうした方々が遠野の応援団となって、ゆく

ゆくはまた遠野においでをいただいたり、いろ

いろつながりを持っていただくことを考えて今

後ともそうした分野にも新たに目を向けながら、

政策を進めてまいりたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  櫻井農業活性化本部長。 

   〔農業活性化本部本部長兼畜産担当部長

櫻井収君登壇〕 

○農業活性化本部本部長兼畜産担当部長（櫻井

収君）  命により答弁いたします。 

 集落営農組織の加入状況等につきましての御

質問でございます。 

 平成19年度に、新たな国の経営安定対策制度

としまして、品目横断的経営安定対策事業がス

タートしました。現在の集落営農組織は、この

対策に対応するために設立されました組織が多

く、現在は21組織となっております。 

 その加入者は997経営体、戸数でございます

が、2010年の農林業センサスの経営体数2,578

経営体、戸数に対しまして、加入割合は38.7％

となっております。なお、面積的につきまして

は、870ヘクタールが加入しておりまして、割

合は25％ほどとなっております。 

 品目横断的経営安定対策事業では、５年以内

に法人化することが要件とされていましたが、

現在の制度であります水田経営所得安定対策事

業の計画変更手続をとることによりまして、達

成年の５年間の延長が認められることになって

おります。 

 このことから、21の集落営農組織の中で現在

法人化している組織につきましては、農事組合

法人宮守川上流生産組合のみ１件となっており

ます。その他の組織も法人化に向けまして、現

在、準備検討を進めているところであります。 

 以上で、答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  藤澤教育長。 

   〔教育長藤澤俊明君登壇〕 

○教育長（藤澤俊明君）  菊池民彌議員の一般

質問にお答えいたします。 

 最初に、平成23年度における市内中学校の武

道の実施状況についてお答えをいたします。 

 平成23年度までは、武道及びダンスの１つを

選択して履修することになっております。現在、
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武道を実施している学校は４校、そのうち、武

道のうち柔道を実施している学校が３校、剣道

を実施している学校が１校ございます。 

 学習指導要領の改訂により、平成24年度から

は、中学校１、２年生における男女とも、武道

とダンスがいずれも必修となります。武道につ

いては、柔道、剣道、相撲の中からどれかを１

つ学校として選択し、履修することになってご

ざいます。 

 平成24年度における市内中学校の武道の選択

の状況を見ますと、柔道を選択する学校が６校、

剣道を選択する学校が２校ございます。 

 次に、平成24年度からの武道必修化に伴う指

導体制についてお答えをいたします。 

 武道の必修化に伴う指導を行う体育教員に、

柔道や剣道の経験があるかどうか、あるいは武

道の指導法をきちんと身につけているかどうか

ということは、保護者や市民の方の心配をして

いることでございます。 

 平成23年度における体育教員につきまして、

柔道の有段者は９名、剣道の有段者は２名おり

ます。また、ここ数年で指導者講習会等に参加

している教員は６名おりますので、すべての学

校において指導を行う体制は整っており、良好

な状況というふうに判断をしております。 

 また、安全対策として、平成24年度の１学期

は、武道の授業実施前に、再度教員を対象にし

た県主催の講習会が実施され、指導法や安全対

策などに関する講習が行われることになってご

ざいます。２学期からは、講習会をもとに武道

指導の実践に入りますが、何よりも安全確保を

第一に考え、無理のない指導をしてまいりたい

というふうに考えております。 

 次に、柔道着や剣道の防具等、用具の整備に

ついてでございますけれども、７校が学校とし

て用具等を所有しております。１校は今の状況

では所有してない状況でございます。特にも、

平成24年度は武道必修化の初年度ということも

あり、受け身や素振りなど、武道の基礎的な動

作を運動着で学習する学校がほとんどであるこ

とから、当面については用具を整備する予定は

ございませんが、平成25年４月の中学校再編成

に向けて、各校が所有している用具の耐用状況

や個人負担の程度など総合的に勘案しながら検

討してまいりたいと思っております。 

 次に、武道やダンスが必修になることから、

授業時間に変化があるかという御質問でござい

ますが、学習指導要領の改正により、保健体育

の時間は年90時間から年105時間に増加します

ので、武道やダンスの時間の増に伴い、ほかの

分野の競技についてはやや減少するのではない

かと考えられます。 

 最後に、武道が必修化される教育の目的につ

いてお答えをします。 

 指導要領において、武道については、「その

学習を通じて我が国固有の伝統と文化に、より

一層触れることができるよう指導のあり方を改

善する」とあります。 

 武道は日本独自の文化であり、基本動作や基

本技を身につけ、勝敗を競い合う楽しさや喜び

を味わうことのできる運動でもありますが、同

時に礼儀作法や相手への思いやりを習得する大

事な機会でもあります。武道に取り組むことを

通して、礼儀作法をはじめとする武道の伝統的

な考え方を理解し、相手を思いやり、尊敬、尊

重できる心を育てることが武道必修化の第一の

目的であると考えております。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後１時47分 休憩   

────────────────── 

   午後１時57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）  緑風会の瀧澤征幸でご

ざいます。通告に従いまして一般質問をしてま

いります。 

 どうものどの調子が余りよくなくて、せき込

むことがあろうかと思いますがお許しください。 

 3.11の大震災が発生してから、あと12日ぐら
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いでちょうど１年がたとうとしております。え

らいですね、亡くなられた方々には御冥福をお

祈りするばかりですし、この寒い中も避難所で

大変な思いで生活されている方々に対しまして

も、一刻も早い復興復旧を私たちは本当に願っ

てやまないところでございます。 

 福島の原発につきましても、国、政府の初動

の判断のミスということで大変な状況が生まれ

たということでございまして、この遠野にとり

ましても、畜産農家ならず子どもたちの生命が

どのような状態でむしばまれていくのかという

ことにつきましては、本当に未体験ゾーンに

我々今いるわけですけれども、国、政府として

の命を守るという一番大事な部分が非常におか

されている状況、これにつきまして、私たちは

本当に心からの憤りを禁じ得ないのは私だけで

はないと思います。一刻も早い正常な国の状況

を求めていきたいものだなと思っております。 

 同僚議員から、同じ項目の質問が実はござい

まして、地区センターのあり方でございますけ

れども、切り口の違いということでしょうけれ

ども、私は私なりに質問してまいりたいと思い

ますので、重複する部分につきましてはお許し

をいただきたいと、あらかじめ申し添えておき

たいと思います。 

 さて最初に、有害鳥獣駆除対策についてを質

問いたします。 

 一昨年の９月議会において、私はほぼ同じタ

イトルで一般質問をしておりますが、今回は、

また別の角度から遠野市としての有害鳥獣対策

について質問してまいりたいと思います。 

 市内各所において、カラス、ニホンジカ、カ

モシカ、クマ、キツネやタヌキ、そしてハクビ

シンによる被害も出始め、特に農家においては

被害の程度は甚大を極めており、ニホンジカに

よる被害だけでも１億円を超える状況でありま

す。これはもはや看過できない状況となってい

ることは周知の事実であります。 

 一昨年の６月に岩手大学と県立大学が共同で

上郷町畑屋地区を中心とした山林において野生

動物についての研究を行っていることはお知ら

せしたとおりでございますが、その研究成果は

まだ出ておりません。というよりも、現在その

調査が継続中ということであります。 

 その内容は、総務省の戦略的情報通信研究開

発推進制度を活用して、「里山での活動を支援

するユビキタスセンサーネットワーク環境構築

の研究開発」という研究テーマで行われ、いう

なれば、野生動物生体情報収集と野生動物の管

理という実証試験であります。この実証が成功

すれば、クマやニホンジカの位置情報を防災無

線で例えば伝えることが可能となり、また食害

対策にも応用できる可能性があるそうでござい

ます。 

 １月25日付の日本農業新聞に、「東北・関東

の狩猟者が大幅減、福島で３割、原発事故響

く」とありました。東京電力福島第一原発事故

の影響により、東北や関東で狩猟者数が大幅に

減少していることが大日本猟友会の調べでわか

ったのです。狩猟者が避難していることに加え、

放射性物質を恐れて山に入ることを敬遠したり、

シカやイノシシの肉などが出荷制限を受けたり

していることなどが要因となっているのです。 

 狩猟者数の減少が著しいのは福島県で前年度

よりも27％減少、次いで宮城県の9.2％、東京

都９％、岩手県8.8％、埼玉県8.6％、茨城県8.

3％などとなっており、全国平均の3.2％減を大

きく上回りました。 

 また一方において、これも日本農業新聞１月

31日の記事ですが、「鳥獣被害のある市町村、

実施隊は１割どまり」という農水省調査が出さ

れました。 

 これは、鳥獣被害防止特措法に基づき、市町

村単位でつくる「鳥獣被害対策実施隊」が、昨

年12月現在、全国で146となったというもので

す。鳥獣被害が生じている市町村は全国で1,50

0ですから、わずかに１割の実施隊結成にとど

まっているということでございます。このこと

から農水省では12年度、実施隊への支援を拡充

する方針とのことであります。 

 この実施隊は、市町村職員と猟友会のメン

バーらで構成され、農水大臣が定める被害防止
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施策の基本指針をもとに市町村が被害防止計画

をつくり、それを実行に移す役割を担います。 

 実施隊員は非常勤の公務員とみなされ、狩猟

中のけがなどの場合は公務災害として労災保険

が適用されるほか、狩猟税の軽減などのメリッ

トがあります。しかし、認知度がまだまだ少な

い現状となっております。 

 農水省では、この実施隊の設置をふやすため、

12年度の鳥獣被害防止総合対策で、実施隊が中

心となって捕獲活動などを行った場合、資材の

導入や専門家の育成支援などにかかった経費を

全額助成、市町村当たりでは原則200万円以内

の助成をする計画とのことです。 

 また、狩猟や有害捕獲といった技術のみでは

なく、被害実態の迅速な把握、対策立案、住民

との合意形成など、複雑で多様化する野生鳥獣

対策に対応できる「人材育成」が急務であると

考えます。そして、本市の場合、猟やわなの資

格を持っている方々はそのほとんどが70歳以上

であり、猟友会の会員数も激減しております。 

 遠野市としても、狩猟免許取得やその更新の

助成や有害駆除費用の増額などをしていただい

ておりますが、行政職員の中に野生動物の専門

家はほとんど皆無であり、行政としても本腰を

入れて対応すべき時期に来ていると思われます

がいかがでしょうか。 

 以上、述べてきましたように、有害鳥獣駆除

対策にはたくさんの課題や難問が山積しており

ますが、行政として確かな対策を一歩一歩着実

に実行していただきたいと存じますので、市長

のお考えをお聞かせください。 

 次に、行政区のあり方についてを質問いたし

ます。 

 このことも私は一般質問においてこれまで二

度取り上げてまいりましたが、この２月、３月

の時期になるといつも感じることがあります。

それは、自治会の役員改選に伴う人手不足の問

題です。 

 遠野市総合計画後期基本計画によりますと、

昭和60年に３万6,000人あった人口は、22年に

は３万人、平成32年には２万5,000人になると

の見通しを立てております。高齢人口比率にお

いては、平成22年の34％が平成32年には41％以

上になると試算しております。 

 そこで遠野市は、基本計画の中に基本理念と

して「遠野スタイルの創造」を掲げております。

「地域の特性や資源を生かすこと」、「市民が

主体性を持つこと」、「自分たちのまちをより

よくしようと行動すること」を基調にまちづく

りを展開することです。そこには市民と行政と

の協働活動、いわゆる市民協働が不可欠である

と説いております。 

 しかし、この遠野スタイルを創造・発展させ

るためには、そのための体制づくりが必要であ

ると考えます。つまり、自助・共助・公助の

ルールによるまちづくりを進めるためには、自

治会の見直しも同時に必要になってくるのでは

ないでしょうか。 

 実際、２年に一度の自治会の役員改選におい

て、その選出に苦慮している自治会は多数を占

めるのではないでしょうか。行政区長、保健推

進委員、班長、各種地連協役員など、選出しな

ければならない役職はふえることがあっても減

ることはありません。ですから、実際に動ける

自治会員は大抵の場合、複数の役職を兼任して

いるのが現状です。 

 上郷町第２区と第３区は、平成20年４月から

自治会事業をできるだけ合同開催とし、合同役

員会の開催や合同による環境美化活動などさま

ざまな行事やイベントを合同により実施してき

ております。２区と３区による合同発行による

自治会報もこの１月で51回を数えました。 

 しかし、行政区が違うためにどうしても役員

は別々に選出せざるを得ませんし、例えば、行

政区対抗による各種体育行事では、選手の貸し

借りを行うために上位には進出できない種目ば

かりとなり、参加することに意義があるとばか

りも言っておれない状況があり、加速度的に各

種行事への消極参加が際立ってきております。 

 役員の選出については、一応名前だけ出して

おけばという考えもあるでしょうが、実際、高

齢者が保健推進委員を担当せざるを得ない状況、
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老人クラブが成り立たない状況などをかんがみ

るとき、このままだと名ばかり行政区となり、

地域の活性化のみならず、その存在さえも危ぶ

まれるのではないかと考えます。特にも高齢者

福祉や防災機器管理などの観点から、強い不安

を抱かざるを得ません。 

 国主導で旧遠野市と旧宮守村が合併したよう

に、行政区の合併には、やはり行政主導が欠か

せないと思っております。当然、条例の改正や

住所表記などさまざまな課題もありますが、や

わらかい行政区の合併があってもよいのではと

思っております。 

 つまり、行政区をそのままに、例えば、おお

むね100世帯を行政区の最少単位と位置づけ、

必要により行政区選出役員の統合を図ることは

可能ではないでしょうか。例えば、既に少年委

員や消防組織は統合されており、行政区から何

人選出という考え方には、もはや無理があると

いうことであります。 

 行政としても、現状の行政区のさまざまな要

素、例えば世帯数、人口、面積、自治会役員数、

高齢世帯数、介護世帯数、地区の特性、危機管

理上の課題、ライフラインの状況などを抽出し、

そして検証する中で、行政区の将来像を示して

いくことが不可欠ではないでしょうか。 

 地方公共団体の役割、つまり行政の本旨は、

地方自治法によれば、地方公共の秩序を維持し、

住民及び滞在者の安全、健康及び福祉を保持す

ることとあります。まさに市民の生命を守ると

いうことではないでしょうか。行政区のあり方

について、その展望が見えてこないのでありま

すが、いかがでしょうか。 

 最後に、地区センターの役割についてどう考

え、今後どう進化させようとしているのかにつ

いてお尋ねいたします。 

 市長施政方針演述の中に、市民センター及び

地区センターの機能も、市民との協働による

「地域づくり」、「人づくり」、「健康づく

り」の推進拠点へと進化させるとあります。そ

してさらに、４月には市民センターに「市民協

働課」を設置し、地区センター、地連協とその

構成団体、自治会・行政区も含めた遠野スタイ

ルによる新しい地域づくりの体制構築に向けて

議論を進めるとあります。 

 このような中、当然ながら地区センターは地

域活動の拠点となっており、今後も地域にとっ

て重要な出先機関となりますから、地区セン

ターから行政が一方的に職員を引き上げるなど

ということがあってはならないことは言うまで

もありません。 

 最近、そのような情報がちまたで騒がれてお

りますが、短絡的にそれに賛成とか反対とかで

はなく、何はともあれ、各地連協との意思疎通

をまずは十分に図ることが肝要かと存じます。

その中から一定の方向性やルールを導き出す作

業を行政もそして市民もまさに協働により行い、

汗を流すことが求められていると考えます。 

 かつて保健師は、平成５年までは各地区セン

ターに駐在しており、地区センターは、所長、

主事、そして保健師の３人体制でした。ところ

が平成６年４月からは、保健師については集合

制をとり、保健・医療・福祉の合理的な推進を

図ってまいりました。在宅における緊急通報シ

ステムや安否確認機器、在宅健康管理機器など

が設置され、先進モデルとしてもてはやされた

時代もありました。また、ＩＣＴ遠野型健康づ

くりシステムもようやく各地区で軌道に乗り始

めようとしておりますが、これとて回数が限ら

れ、人手不足は否めないのが実情ではないでし

ょうか。もっともっと地区センターに町民が集

えるよう体制を見直していく必要があると感じ

ております。 

 また、地区センターに出向いてこられない市

民に対しては、こちらから出向くといった出前

行政の手法が重要にもなってきます。特に、ひ

とり暮らしや高齢の世帯が大幅にふえており、

保健師による昔の家庭訪問が懐かしく感じられ

ますが、今では民生委員や区長などがその役割

をある意味肩代わりしているという現実をどう

か認識してほしいものです。しかし、自助努力

にも限界が見え始めているのです。 

 地区センターの業務については、市当局は当
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然その内容について理解をしていると思います。

各町は地域づくり連絡協議会を頂点として組織

され、その事務局を地区センターが担っており

ます。したがって、昼夜たがわず、土日もたが

わずの勤務実態です。施設の管理はもちろん、

社会教育、生涯教育、福祉教育、文化や芸能の

伝承、健康づくり、組織育成、各団体間の連絡

調整、自治会育成、地域課題の掘り起こしなど、

地区により特色はあるものの、地域づくりにか

かわる一切のことを掌握しなければなりません。

片手間でできることではありません。しかるに、

それなりの力量を持っている職員が配置される

とは限りません。地域で育てなければならない

こともあります。たった２人の職員ですから、

職場として成り立たないような事態が発生する

こともあります。かと思えば、２人で３人分の

力量を発揮することもあるのです。大勢の職員

の中の一部署とは違い、職員関係が壊れると大

変なことになるのです。ですから、生半可な判

断や対応は許されない職場でもあります。責任

の所在が明確であり、責任をとれる職員がいな

ければなりません。そのことを十分認識してお

く必要があろうかと思います。27年間、間近に

地区センターを見てきた私としては、相当の覚

悟を持って地区センターの新たなる拠点づくり

に挑戦してほしいと思っております。 

 そして、地区センターを市民との協働による

「地域づくり」、「人づくり」、「健康づく

り」の推進拠点へと本当に進化させるのであれ

ば、そこには人間が介在して、Ｆａｃｅ ｔｏ

 Ｆａｃｅ、つまり顔が見える行政を基本とし

た温かい血の通った福祉行政を展開していくこ

とこそが重要なポイントになるのではないかと

思います。市民の人材活用も当然必要ですし、

地域によっては中学校の再編成による施設の管

理にも人手が必要です。しかし、合理性や経済

効果ばかりを追求すべきではないと考えます。 

 進化とは、「生物の形質が世代を経る中で変

化していく現象のことである」と辞書には記さ

れております。推進拠点として進化させるとい

うことは、「地域づくり」、「人づくり」、

「健康づくり」を市民にとってよりよい形で推

進していくと読みかえることができると考えま

す。そのとおりであれば、今後、各地連協を中

心に市民が大いに議論を交わす中で、新たな拠

点として生まれかわるよう大いに期待するもの

でもあります。 

 以上、述べてまいりましたように、地区セン

ターこそまさに「古くて新しいものが光り輝

く」市民のよりどころとして存在し続けてほし

いと願うものでありますので、地域づくりにお

ける地区センターの役割についてどう考え、ど

う進化させようとしているのかをお伺いいたし

ます。 

 以上で私の一般質問といたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  瀧澤征幸議員の一般質

問にお答えいたします。 

 有害鳥獣駆除対策について、そして行政区の

あり方とそれに伴う地区センターの役割と今後

のあり方ということで、それぞれ現状を踏まえ

ながらの提案も含めての御質問と承りました。 

 まず、有害鳥獣駆除対策についてであります。

大変深刻な状態にも被害がなってきておるとい

うことでありまして、私が申し上げることでも

なく議員各位もこの問題については深刻に受け

とめてるのではないのかなと。もちろん現場の

農業、畜産、あるいはさまざまな形で現場で頑

張ってる皆さんも大変なこの被害の状況には悩

んでいらっしゃるんじゃないかなと思っており

まして、この対策も非常に急ぐわけであります。 

 その中でこの実施部隊をつくり、着実に有害

駆除を進めるつもりはないかということがあっ

たわけであります。現在、これは私が申し上げ

るまでもなく、カラス、ツキノワグマ、ニホン

ジカといったものがその中に。特にも、このシ

カによる被害は年々増加を続けてきております。 

 対策につきましては、遠野地方有害鳥獣駆除

協議会が中心となりまして、私が会長というこ

とで、事務局は農業活性化本部において進めて

るわけであります。 
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 ちなみにこの数字的に申し上げますと、18年

度のこのシカでありますけれども、18年度28頭

から、平成22年度は121頭。いうところの捕獲

しておると。それから、狩猟による捕獲頭数も、

18年度の42頭から22年度は313頭に大幅に増加

しております。この有害駆除となる狩猟による

捕獲実績も18年度70頭から、22年度は434頭と

いうことになっておりまして、県全体の捕獲頭

数と比較した場合においては、当市の捕獲割合

は年々増加をしてきておるという数字は確保し

ております。 

 有害駆除は18年度からの12％から、22年度は

32％に、狩猟による捕獲も18年度の５％から1

7％という形で、もう一方における有害駆除と

狩猟を合わせて18年度の７％から22年度は20％、

捕獲される割合が多くなってきておりまして、

一定の成果もこの数字の中から見えるんじゃな

いかなと思っております。 

 ただ、ニホンジカによる被害、22年度約455

ヘクタール、被害額では約１億円という数字に

なっておりまして、深刻な状況であります。 

 この御質問のあった実施部隊を設置しながら

ということでありますけれども、現在、これに

つきまして準備を進めているところであります。

この実施部隊につきましては、法律がありまし

て、ちょっと長い法律でありますけども、「鳥

獣による農林水産業等に係る被害の防止のため

の特別措置に関する法律」といった法律がござ

いまして、これに基づき設置されるものであり

まして、岩泉町と一関市が既に設置されており

まして、その他の市町村ではまだ未設置だとい

う状況にあります。 

 この法律に基づきます実施部隊が設置されま

すと、この市の非常勤職員として位置づけられ

ると。それから資材の導入や規制の一部緩和な

どが可能になると。これまでより有害駆除に取

り組みやすい環境が整うということであります

から、私はこれ24年度の早い時期に、これにつ

きましては立ち上げるということをやってみよ

うかなというように考えております。やはり待

ったなしということでありますので、市長が任

命し設置するという予定に、この駆除隊を、そ

のような形で位置づけたいというように思って

おります。 

 それから、これはもう一方においては、駆除

隊を、実施部隊を立ち上げたからといってそれ

で解決する問題でないわけであります。こうい

った、特にもシカには市町村境がないわけであ

りますから、行政の力でも限界があるというこ

とで、文字通り地域一体となった取り組みが必

要じゃないかなというように思っておりますの

で。実はつい２月の初めでありますけども、県

のほうから連絡がありまして、環境省の「地域

ぐるみの捕獲推進モデル事業」として、遠野市

を推薦したいと、全面的に県もバックアップす

るからぜひやってみようというような形で、一

定のお金の中で３年間取り組めるというような、

ひとつのことも一応めどが出てきておりますの

で、この捕獲推進、この場合は地域ぐるみの捕

獲推進モデル事業ということになっております

ので、この採択を目指して取り組みたいと思っ

ております。 

 このモデル事業におきましては、いろんな捕

獲技術の指導、あるいは生息状況の調査、これ

は、でもちゃんと調べなきゃならないですね。

ただ、いるそうだじゃなくして、どこにどうい

う状態でいるのかというようなこと。それから、

専門家というような形での助言もやっぱりなき

ゃならないとということでありますから、この

モデル事業に何とかあれしながら、また、この

遠野市だけじゃなくて、このモデル事業の中か

ら、釜石とか、住田とか、周辺の市町村とも連

携を図るような体制をとっていきたいというよ

うに思っております。 

 多分、多分というよりも、この本事業をぜひ

採択に持ち込みながら、職員、あるいはそれぞ

れのノウハウを持ってる関係者の方々の協力を

いただいて、そこに専門的な技術なり、あるい

は情報なりをそこに入れていくというような体

制をとっていきたいなと思っております。 

 それから、やはり広域的な対策も必要であり

ますから、本議会が終わりましたならば、それ
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ぞれの関係機関と連絡とりまして、県の沿岸広

域局、あるいは県南広域局、いわゆる広域局を

またいで、やっぱり統一的にというか、広域的

に取り組まなきゃならないという中における要

望活動も展開をしてまいりたいと思っておりま

す。 

 いずれ五葉山地区シカ・カモシカ総合対策推

進協議会ということで６市町、ＪＡ、猟友会で

連携しながら組織がありますので、こういった

組織もさらに強化しながら、やはりみんなのそ

れぞれの力の中でこの効果的な取り組みといっ

たものをひとつ目指すという中における取り組

みをしてまいりたいというように思っておりま

す。 

 それから、行政区のあり方、それからそれに

伴う地区センターの今後のあり方ということで、

それぞれの思いと地域の実情といったようなも

のの中での御質問を賜りました。特にこの行政

区については、私は非常にキーワードとして、

やわらかい手法により合併を進めるというよう

な言葉がありました。これ非常に重い言葉を持

つんじゃないかなと思っております。 

 きょうの午前中の佐々木大三郎議員との間で

さまざまコストの問題、あるいは費用対効果の

問題、集約のメリット、拠点のメリット、ある

いはそれぞれのネットワークの優位性、あるい

はそういったものをしながら、足らざるところ

を補う、あるいは特性を生かし合うというよう

な中におけるまちづくりっていう部分で、私の

思いも申し上げたところであります。 

 このやわらかい手法という部分におきまして、

市内の自治会及び行政区の状況でありますけど

も、私から申し上げるまでもなく、それぞれが

効率的な地域を進めるために自治会長が区長を

兼ねるといったこともありますし、ほとんどの

地区では、自治会の区域をもって行政区の区域

になっておると。ただ、さまざまなこの時代の

進展とともに、その人口なり、世帯数なりが、

いろんな違いが出てきているということも事実

であります。 

 また宮守町の中にあっては、１区と２区が行

政区域をもって上宮守文化振興会というのをつ

くってますし、それから鱒沢１区と２区の行政

区域でもって上鱒沢地区自治会といったものを

組織しながら、自治会活動も行われておると。 

 また、自治会では道路や田畑、山林など地形

や地理的条件によって区切られておりますから、

一つの地域住民が任意で定めた区域で組織され

ているというのが自治会ではないかなと思って

まして、これが一定の場の力と申しますか、集

落の力というのを発揮してるということもある

と思います。 

 ただ、行政区のほうは、自治会の区域を考慮

しながら、区長を通じて、いうところの地域住

民への連絡体制や、さらには区域の状況把握等

を迅速に行う。そしていうところの行政と、市

の行政と地域との間の橋渡しということで、行

政区長さん方にはいろんな形での御苦労もおか

けしているわけであります。 

 したがって、基本的な活動の違いとしては、

この自治会の活動は地域住民の民意だと、自主

的な、自立的な部分があるというのは一つ位置

づけられると思っておりますし、行政区の活動

は、区長をはじめとする行政組織に所属する各

種委員のもと先導的にその中で行われる活動だ

ということにもあるというように思っておりま

す。 

 したがって、こういった中で、これは大きな

集落であり、まだまだ集落といったものが一定

の活力等持ってる部分にあっては、そういった

すみ分けもできるかというように思っておりま

すけれども、やはりそういった意味においての

少子高齢化というものは着実に進んできている

わけでありますから、私も限界集落だとか消滅

集落という言葉は、非常に一方的に学者がそう

いった形で地域を定義づけることについては、

非常に怒りを、ものを覚えるという発言を、総

務省の過疎問題懇談会の場で発言し、もう今後

はこういった限界集落とか、消滅集落という言

葉は使わないような過疎対策というのを進めて

いこうじゃないかという形で発言をし、各委員

の皆さんにもそういった了承、了解をいただい
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たというような、非常にいい議論の場にも参加

をさせていただいたわけでありますけども、や

はりそういった中におけるものとして、今後ど

のようなもの、進化という中において、これ地

区センターの中でも、御答弁の中で申し上げま

すけども、進化というのは強いものだけが生き

残るんじゃないんだということになってるわけ

です。大きいところだけが生き残るんじゃない、

小さなところでも時代の流れ、そしてまたいろ

んな社会経済情勢も踏まえながら、そこにいか

に、言うなれば順応しながら、新たな仕組みを

つくっていくかということによって生き残れる

ということが一つ言えるわけであります。 

 したがって、この進化という言葉の中で私は

遠野が今まで取り組んできたこの行政区、ある

いは自治会、この地区センターの果たす役割と

いったものは、一定の形として所信表明の中で

も申し上げましたけども、静岡県の川勝知事さ

んをもってして、「遠野には場の力がある」と

いう言葉をいただいたわけであります。この場

は遠野市という、市という場ばかりじゃなくし

て、それぞれの集落、行政区も含めてのそれぞ

れの地域の力というものがそこにはあるんだと

いうことが脈々と息づきながら、遠野のまちづ

くりをこれまで市民の皆さんが進めてきたんだ

というものが私はその背景にあるんじゃないか

なというように思っておりまして、この言葉の

重さと、この場の力といったものをさらに進化

させていくためにおける新たな仕組みといたし

まして、この市民の皆様のさらなる協力をいた

だきながら、区長さん方、この３月はまた区長

さん方が改選になるわけであります。いろいろ

地域を回っておりますと、やはりこの役員の選

出、あるいは業務による負担の対応等につきま

して、任期２年の中におきまして、大変な御苦

労をおかけしてるわけでありますけれども、大

変だという話も聞きます。 

 そして、もう一方においては区長代理者、保

健推進員、少年委員、それから交通安全、防犯、

体育協会、各関係団体の役員改選等も行われる

わけでありますから、その辺、毎回その都度、

地域地域によっては、いろんな顔の中において、

大変だということも聞いておりますので、この

負担軽減の方策についてもあわせて検討してい

くというようなことも必要じゃないのかと。そ

れをあわせて合理化とか、それからいうところ

の集約化とかばかりじゃなくして、ちっちゃな

集落でも、その力を発揮させるというような環

境をやっぱりつくっていくということが大事じ

ゃないかなと思ってますから、そのためにどう

すればいいというようなことを考えながら、や

はりこの行政区、自治会のありようについても、

そこをきちんと冷静な議論をし、もう一方にお

いては、３番目の質問でありますけども地区セ

ンターの役割と今後のあり方について推進拠点

進化させろという話があったわけだ。この言葉

には私非常に、何と申しますか、大事な言葉じ

ゃないかなと思っておりまして、それぞれの地

区センターの役割をきちっと考えながら、市民

の皆さんの力を借りながら、地域づくり、人づ

くり、そしてもう一方においての健康づくりと

いうような中における地区センターの機能とい

ったものを、その中に位置づけていきたいとい

うように思っております。 

 ちなみにこの数字的なものを申し上げますと、

合併当時は460人の職員でありました。それが

定数管理を確実に実施することによって、23年

度、昨年度当初におきましては397人ていう中

にあります。そして24年度においてもさらなる

削減が進むということになるわけでありまして、

これは１つの事実としてあるわけであります。

したがって人口も減ってくる。したがってそれ

に伴ういろんな歳入も、いろんな形で歳入に確

保に取り組んでるけども、それに合ったバラン

スシートをとっていかなきゃならない。職員も

当然のことながら厳しい定数管理をしていかな

きゃならない。何度も申し上げますけれども、

集落なり地域の力なりといったものを、それを

単なる機械的に費用対効果だけの議論はできな

い。やっぱり場の力といったものをきちんと確

保した、そういった環境をつくっていかなきゃ

ならない。市民協働の手法の中で行政サービス
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水準維持と新たな行政需要への対応というもの

を文字通り行っていかなきゃならないというよ

うに思っております。 

 こういった全体の職員数の状況を見ますと、

数字だけ見ますと、１つの事実といたしまして、

この市内９地区の地区センターに正規職員２人

というような形のものについては、数だけ見ま

すと非常に厳しい状況にはなってきている。新

たな行政需要もどんどんきておりますから。し

かし、だからといってすべて引き上げるという

ような、中における議論も確かに私ども行って

ます。そういう厳しい議論も行ってます。果た

して正規職員２人体制の中でっていう部分の中

でもうちょっと検討できないか。いうところの

地域活動専門員といった新たな制度も出てきた

なと。じゃあ、そこでどういった抱合せをしな

がら、どういう組み合わせをしながらというこ

ともやっぱり考えていかなきゃならないなと。 

 だけども、ただちに活動専門員が配置される

ことになったから、じゃあ地区センターは職員

を引き上げるぞというような、いうところの引

き算ではないだろうと。やっぱりそこには割り

算もあれば掛け算もあるし、あるいは因数分解

もしなけりゃならないじゃないか。因数分解っ

ていうのはそれぞれの要素をきちんとしながら、

じゃあこの部分のものはやっぱり特にこの地区

に合ってる。例えば、学校をなくした、中学校

をなくした地域もあるわけであります。５つの

地区があるわけで。土淵中学校、上郷中学校、

附馬牛中学校、綾織中学校、小友中学校には学

校がなくなるわけで、よりどころであった学校

はまさに涙を流し、無念の思いの中でやはりこ

の中学校、子どもたちのためだということで、

中学校再編に御理解と御協力をいただいたわけ

であります。 

 そうなったときに、地域のよりどころ、そし

てまた地域の活性化、郷土芸能もさまざまな形

で継承している中学校というよりどころがなく

なる。よりどころがなくなったから仕方がない

んじゃないと。であればそのニーズにどのよう

に対応していくかということになって、地域活

動専門員といったものがその中で位置づけられ

てくるんじゃないのか。そこのミスマッチをで

きるだけに少なくしようというようななかにお

いては、柔らかい手法といったんでありますけ

れども、これは私は我々行政の立場とすれば大

事にしなきゃならない言葉じゃないかとそのよ

うに受けとめたところであります。 

 ちなみに、この昭和46年なわけであります。

市長部局と教育委員会部局の併任発令により組

織の壁を越えてっていう中における仕組みづく

りを行っているわけであります。そして60年台

にあっては、それぞれ高齢化社会に対応するっ

ていうことで、進めてまいりました、この地区

センターについてですね。平成６年であります。

保健医療福祉という中における健康福祉の里を

そこに立ち上げたと。そしてこの６年度の中に

ありまして、保健師の集中化を図ったという流

れがあります。今はここでよく私もいろんな地

域に出かけますと、やはり健康づくりが大事な

んだという話のなかで、保健師をまた地区セン

ターにという話も、随分お話が聞こえてきてお

ります。これも大事な大事な地域のニーズに対

応する１つの考え方ではないのかなあというよ

うに思っておりますけども、その当時の保健師

の集中化を行った平成６年度の遠野市の高齢化

率は21.8％、21.8％です。その後もう18年経過

した中にあっては、33.4％に高齢化率が上がっ

てきておると。そしてまたこの高齢化率も地域

によってやっぱりそれぞれの違いがあるという

ことなわけであります。 

 それでＩＣＴを利活用した健康づくりも、引

きこもっているお年寄りの皆さんが公民館に集

まって、地区センターに集まって、お互い中間

として確認し合いながら、数字のデータを見な

がら、ブース上に出てくるお医者さんと、いろ

いろアイコンタクトしながら、一つもう少し頑

張ろうと、数字もどんどん改善してきてるなと

いいながら世間話をすると。まさに地域づくり

であり人づくりであり、健康づくりっていった

ものを備えたものとしての一つの進化させたネ

ットワークというものとして位置づけれるんじ
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ゃないかなと思っております。 

 したがって、それぞれの地域には地区の特徴、

異なる特色、課題、地域事情があります。これ

をきちんと把握した上で、文字通り地区の実情

に沿った十分な調整が必要であるというように

承知しておりますので、そこにはいうところの

文字通り、ただそうは言いながらも、人件費問

題も含め、コストという問題も当然シビアに分

析をしながら調整もしていかなきゃなりません。

私はただ費用対効果というもので考えるんでは

ないという部分はあるんですけども、一方にお

いてはそういった非情なと申しますか、そうい

ったことも、経営でありますから、そこのとこ

ろはきちっと踏まえながら、しかし行政の仕組

みの中にあっては単なる数字合わせじゃないだ

ろうというような部分の中における対応が非常

に大事じゃないかなと思っております。言葉と

して、言うなればこういったものに対してのが

れるわけでありますけれども、あるところでや

っぱり因数分解が大事だぞという話をされた。

ただ状況だけをとらえるんじゃなくて、それを

うまく、丁寧に整理をし、その要素は何なのか、

活性化するポイントは何なのか、じゃあどこか

ら切りこめば活性化できるのかということをき

ちんと分析しながら、よって出てくる答えはど

ういうノウハウを持った人材をそこに充てるの

かというところを、もう少し丁寧にやる必要が

あるんじゃないかなということを、ある場で御

教示いただいたこともありますけども、柔らか

い手法っていうのはそのことを言ってるんじゃ

ないかなと思って、お聞きしたところでござい

ますのでので、一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）  次に進みます。８番荒

川栄悦君。 

   〔８番荒川栄悦君登壇〕 

○８番（荒川栄悦君）  清風会の荒川栄悦です。 

 初めに、もう少しで１年になる東日本大震災

により亡くなられた方々の御冥福をお祈りいた

しますとともに、被災された皆様に心よりのお

見舞いを申し上げる次第でございます。 

 それでは、通告に従いまして質問をいたしま

す。 

 最初に、放射能汚染に対する当局の対応につ

いて伺います。去年の３月11日の大震災、大津

波により、岩手県、宮城県、福島県の沿岸部は

壊滅的な被害を受けました。さらに、地震と津

波被害とその後の停電により、東京電力福島第

一原子力発電所がメルトダウンをし、水素爆発

により放射能を巻き散らかして、その汚染範囲

は200から250キロ離れているこの岩手県のこの

地、遠野市にも及びました。市内の牧草におけ

る放射能セシウムの去年の測定では、北西部で

キログラム当たり327ベクレル、それから西部

で30ベクレル、北東部で89ベクレル、南部で10

3ベクレルが検出され、暫定許容値の300ベクレ

ルを上回った北西部を除いた他の地域の牧草の

利用及び放牧の自粛は解除されました。一方、

去年ですけども、平地での公共施設や文教施設

における放射線量は不検出や許容量以下の安全

域であったことは幸いでした。 

 しかし、国ではことしの４月から牛に対する

牧草の放射性セシウムの許容量の基準値を100

ベクレルに下げる通知を出してきました。その

結果、牧草地や牧場の大部分は利用の自粛要請

を受けることになり、去年は辛くも基準値を超

えなかった地域の畜産農家も、この春からの牧

草をどう手当しようか、放牧はできるのかと悩

んでおります。遠野市としてこの事態に、どの

ように対応しようとしているのか。国や県、Ｊ

Ａ等と協議をしたと思いますが、その対応策を

伺います。 

 ある畜産農家の声です。「もし放射能セシウ

ムの測定値や許容基準値を超えたり、自粛を求

められたりした場合、私達畜産農家は、採草も

できない、放牧もできないということになる。

粗飼料は出すというが、全部面倒みるのか、負

担はあるのか、畜産をやめろというのか、早く

はっきりしてください」と悲鳴の声を上げてお

ります。一刻でも早く確実な情報を出していた

だき、農家を安心させるべきです。畜産がだめ

になればその他の農産物も風評被害等でだめに
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なる可能性もあると思われます。地震、津波の

被災地は沿岸部であったが、この放射能汚染被

害は目に見えない悪魔であり、人災であれ、当

然遠野市も被災地であり非常事態であるという

認識を持って対応すべきと思いますが、草地の

除染のための草地改良についてと、利用できな

い粗飼料の処分について、粗飼料の確保と保障

はどうなるのか、また、放射能被害による畜産

公社の経営の影響をどうとらえるのかを含めて、

市長の見解を伺います。 

 次に、遠野牛ブランド化の仕組みについて伺

います。ここにきて日本の、いや、遠野の第一

次産業はＴＰＰ問題、またこの放射能汚染問題

等で踏んだり蹴ったりの厳しい状況にさらされ

ております。これでは、遠野の畜産林業は足腰

が強くなるわけがありません。その低迷する畜

産業の打開策として生まれたのが、イトーヨー

カ堂とエスフーズの取り組みで、遠野へ進出す

るエスフーズの子会社エスファームが繁殖牛の

肥育に取り組み、遠野牛ブランドとしてイトー

ヨーカ堂で売り出す仕組みが去年に構築されま

した。現に、遠野牛としてイトーヨーカ堂で試

験販売をしたら好評だったと伺っています。さ

らにその一環として、大野平にキャトルセン

ターを設備し子牛品質の安定と向上をめざし、

育成管理の平準化を図ることとしている。その

上で肥育農家の育成にも努めるとしております。

私はこの考えに賛成するものです。というのも、

畜産における繁殖農家の現状は、超高齢化、離

農、頭数の減少、耕地の遊休化、市場価格の低

迷等、当局が認識しておりますとおり、将来へ

の希望が見えにくく閉塞感が漂うものでありま

す。こうした状況を抜け出すためにも、畜産振

興上でも民間企業の経営や営業のノウハウとパ

ワーが起爆剤として必要であると思うからであ

ります。 

 今年度は、公共牧場再編整備事業に取り組み、

キャトルセンターの建設も予定されております

が、現場の畜産農家の人たちは、放射能汚染対

策と同様に、この取り組みの詳細もわからず、

説明も受けてないようであり、こうした仕組み

が自分たちにどう利益をもたらすのかわかって

いないのが現実であると思われます。民間企業

のエネルギーとパワーで、畜産公社と畜産農家

をけん引することにより遠野市の畜産振興に弾

みがつき、個々の農家にその利益が享受できる

仕組みを示してほしものです。また、畜産振興

上、抱えている課題が遠野牛ブランドの確立に

よって、どのように解決されていき、遠野の農

業の未来をどう変えるのか、またこれからの農

家経営に与える影響を伺います。 

 次に、自主防災組織の活性化と、遠野市地域

防災計画の見直しについて伺います。東日本大

震災に際しては、遠野市は市長を先頭にいち早

く災害対策本部を立ち上げ、当市の被災状況を

確認して後、津波被害の著しい沿岸被災地への

後方支援活動に獅子奮迅の働きをし、さらに官

民一体の後方支援は今でも継続されていること

に対して、市長をはじめ当局の皆さんの働きに

敬意を表するものであります。そうした教訓を

生かし、「市町と語ろう会」を開催し、市民の

防災に対する声を聞き、改めて地域防災計画を

修正する予定となっているようですが、私がい

ただいた１枚のペーパー「遠野市地域防災計画

の修正概要」の内容については、よく整えられ

ており特に不満もありません。しかし、あえて

以下のことを指摘し、市長の考えを聞き、この

計画がさらに充実されればと思います。 

 私に対して１つ、市民からの声がありました。

それは去年の大震災3.11、３月１１日の日に地

震が発生し本庁舎から職員が避難をするとき、

窓口に来ていた市民に声をかけることなく外へ

出たということがあったそうです。これは確認

はとれておりませんけれども、見た人がそうい

うことがあったという形で私にお話をしてくれ

ました。市民に対する避難誘導がなかったとい

うことだと思います。また、今とぴあ庁舎です

がもっと一般市民を避難誘導する仕組みと訓練

が必要と思います。この視点を忘れての地域防

災計画はあり得ないと思いますが、市長の見解

を伺います。 

 さて、自主防災組織も市内90行政区のなかで
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９割近くが組織されているようですが、各行政

区単位の自主防災組織による防災訓練は、地域

活動専門員の指導によっても行われていますが、

限定的であります。今回の東日本大震災を見て

も、遠野市全体に及ぼすと思われる災害は、大

地震、大雨による大洪水、その影響による地滑

り、山崩れ、家屋の倒壊、延焼、浸水等があり

ます。また大雪もそうであると思います。これ

らの災害に対応するには、全市上げての防災、

避難訓練が必要と思いますが市長の見解を伺い

ます。 

 また、自主防災組織の連絡会のような会議が

あってもよいと思います。さらに、同僚議員も

言っていましたが、自主防災組織の活性化には

幾らかでも活動費があればいいと。24年度の予

算に自主防災組織災害活動補助金180万円とあ

りますが、これがその活動費でしょうか、それ

とも備品日なのか、合わせて伺います。さらに、

災害発生時に要援護、要支援者等の見守りは、

地域の民生委員が担うことになっているようで

すが、とても被災した混乱状態での救援活動は

１人では無理で、自治会長や班長等の自治会役

員の協力が必要となると思いますが、この点に

ついても市長の見解を伺います。 

 次に、遠野市の避難所指定がありますが、地

震のときと大雨洪水のときでは避難場所が違っ

ていいと思います。と言うのも、土淵町の場合、

災害対策本部や避難所としての土淵地区セン

ターを見ると、洪水時には、小烏瀬川という河

川が近くです。多分、大水が出れば床上浸水は

想定されます。水害に弱いと思っております。

また、建物が耐震化になっていないので地震に

も弱いと。こうした場所は土淵に限らず市内に

いくらでもあると思われます。想定外の災害を

考えるとき、例えばその大水に対しては高台と

か地区センターの一部を２階建てにするとか。

２階建てになってる地区センターもありますけ

れども、床上浸水の場合は全然災害対策本部の

機能は果たせなくなると思います。ということ

で、避難所の見直しが必要と思いますが、市長

の見解を伺います。 

 さらに、ハザードマップについても見直しが

必要と思います。地震災害に関する情報マップ

と、それから水害に関する情報マップ、それぞ

れを作成し、その２つのマップを重ね合わせる

ことにより、地震時に家屋の倒壊や延焼危険度、

それから大雨のときの洪水危険度、洪水時に浸

水する恐れのある地区に避難施設が立地してい

る等の危険箇所が一目りょう然となると思いま

す。さらに、浸水の恐れがある地区における被

害を受ける可能性のある建物が抽出されれば、

建物の耐水化等の対策検討が可能になります。

そして建物が密集していて地震時に倒壊、延焼

の危険性が高いにもかかわらず、避難路の整備

がおくれている地域が抽出され、避難路整備の

優先順位の検討に用いることが可能になると思

います。こうしたマップの作成や見直しの必要

性についても市長の見解を伺います。 

 最後になりますけども、「遠野わらすっこプ

ラン」について伺います。この４月から子育て

総合支援室が子育て総合支援センターとして、

さらにセンター所長兼教育部長職を置くとして

おりますが、これまで子育て支援室は福祉の里

に置かれておりましたが、今回の措置で組織体

制の拡充として子育て支援関係団体と教育委員

会が本庁舎西館に集約された。私はこの「わら

すっこ条例」に基づく「遠野わらすっこプラ

ン」の推進は、教育委員会が担うべきだといつ

も思っております。就学前からも、学校に上が

ってからも、子育てと教育について総合的に子

どもたちを取り巻く環境整備を推進できるのが

教育委員会であると思うからです。 

 さらに、遠野市子育て総合支援センターの運

営方針に、１、わらすっこの権利を尊重する施

策、２、わらすっこがすべての家庭で大切にさ

れる施策、３、わらすっこの健やかな成長を支

える施策と３つの柱を上げ、子どもの育ちを支

援、子育て家庭を支援、子どもの環境を整備す

るとしていますが、これを見る限りでも７、８

割が教育行政で福祉行政のかかわりは少ないと

思います。この「わらすっこ条例」は、遠野市

の未来を託す子どもたちにとって、権利が保障
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された子ども憲法だと思いますが、なぜか子ど

もたちの教育をつかさどる教育委員会がこの条

例に距離を置いているように感じます。遠野市

教育行政推進の基本方針でも「子育て総合支援

センターと連携をする」とは言うけれど、積極

的な発言はなかったように思います。「わらす

っこ条例」に沿った遠野市独自の教育行政を打

ち出してもよいと思いますが、市長の見解を伺

います。 

 次に、「わらすっこ条例」に保障されている

子どもたちの権利が侵害されたとき、それを救

済する仕組みがあるかを伺います。組織体制の

拡充の中で遠野市わらすっこ支援委員会が、子

育て総合支援センターにかかわる少子化対策、

子育て支援の施策に関する審議、調査等（第三

者評価）を担うと説明していますが、「わらす

っこ条例」には反映されていません。白山市の

子どもの権利に関する条例の第18条には、権利

委員会の設置として市はすべての子どもの権利

を保障し、子どもが幸福に暮らせるまちづくり

を進めるために、白山市子どもの権利委員会を

置き総合的な推進体制の整備と充実に努めるも

のとします。２項に権利委員会は、次のことに

ついて審議し、必要に応じて市に報告を求めま

すとあります。１つに、子どもの権利を保障す

る市の施策の実施に関すること。２つに、子ど

もの権利の保障に関すること。３に、行動計画

策定に関すること。その３項には権利委員会は

前項の３点について、必要があると認めたとき

は、市長その他の執行機関に対し提言をするこ

とができます。さらに４項に、執行機関は権利

委員会の提言を尊重し、必要な措置を講じるも

のとします、とあり、条例に定められておりま

す。この白山市の権利委員会と遠野市の支援委

員会は同等の組織なのかを伺います。 

 最後に、いつも聞いていますが、中学校再編

性に関して、子どもたちの意見をいつ聞くのか

を、私いつも伺ってましたが、今までの教育長

の答弁はしかるべき時期が来たらということで

した。これは「わらすっこ条例」の自分の意見

を表しその参加する権利のことと思います。市

長は市政方針演述の最後に、「子どもたちの未

来のために」という言葉を使いました。まさし

くこの「わらすっこ条例」は遠野市の子どもた

ちの未来を保障する最高の条例と思いますので、

この点を踏まえて答弁をいただけることを願い

まして、私の一般質問といたします。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後２時58分 休憩   

────────────────── 

   午後３時08分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  荒川栄悦議員の一般質

問にお答えをいたします。 

 畜産振興について、災害に強いまちづくりに

ついて、わらすっこ条例についてということで、

３点にわたってそれぞれの認識も踏まえての御

質問と賜りました。 

 この畜産振興の中における遠野ブランド牛づ

くりの仕組み、繁殖農家はどうなるのかと、非

常にいい仕組みであるというような一定の評価

をいただいての御質問でありましたので、これ

につきましてこのプロジェクトに取り組んでま

いりました農業活性化本部長、イトーヨーカ堂、

エスフーズと30回以上の話し合いを重ねてのこ

の仕組みづくりだったわけでありますので、担

当しました櫻井本部長のほうからこの分につい

てはお答えを申し上げます。 

 それから、この災害に強いまちづくりで、地

域防災計画の見直しという１つの項目がありま

した。これは昨年の東日本大震災発災を含めま

して、さまざまな形での地域防災計画の見直し

ということで作業を行っておりまして、そうい

ったものに先般の市長と語ろう会もそのことを

テーマにいたしまして、市民の皆さんから貴重

な意見、提言をいただいてまして、今３月の見

直しの計画案の完成を見ようということで精力

的に作業を進めておりますので、この項目につ

きましては事務局を行っております消防長のほ
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うから具体的に答弁を申し上げますので、一つ

御了承をいただければというように思っており

ます。 

 それで、まずこの畜産振興についてでありま

す。この畜産振興につきまして、１つ放射能汚

染対策はどうなっているのかっていうもの、こ

れは非常に大きな課題であります。私自身もこ

の問題につきましては、正直なところ怒りに覚

えたものもあるわけであります。先般、暫定基

準値の見直しの中で県のほうから、国と県とと

いう流れの中で我々市町村長、市町村に示され

たわけでありますけども、暫定基準値が見直し

になったという１つのことの事実と、それから、

あとはこの牧草にしろ、あるいはさまざまな手

当にしろ、除染のことにしろ、市町村に自粛を

要請するという言葉があるわけであります。果

たしてこういう問題を市町村という、専門的な

知識もなければノウハウもない、そういう体制

にもなってない。厚労省が暫定基準値を見直し

たと、それを受けて農水省が県に持ってきたと。

そしてまた市町村を集めてその暫定基準値の数

字を、いうなれば示す。で、４月からはだめで

すよっていうことを言う。一体だったら現場は

どうすればいいのということになるわけであり

ます。 

 したがいまして、その現場と、今荒川議員の

御質問にありましたとおり、４月１日からこの

食品衛生法に基づく、食品中の放射性物質に関

する新たな基準値の案が公表され、４月１日に

施行されるっていうことが見込まれると。この

ことに伴い牛用の飼料については暫定許容値の

見直しが行われ、国から２月３日付けで通知さ

れたと。そして、その通知されたことを受けま

して、２月の14日で市町村、ＪＡ、飼料会社等

関係者による農林水産省及び岩手県からの説明

会が開かれたということになってるわけであり

ます。この２月14日の、この説明会にありまし

ては、これは質問にありましたから繰り返しに

なろうかというように思っておりますけども、

大変重要な問題でもありますので、また私のほ

うからも答弁の中で触れさせていただきますけ

ども、乳用牛及び肥育牛の牧草の暫定許容値１

キログラム当たり300ベクレル、または繁殖牛

及び育成牛の１キログラム当たり3,000ベクレ

ルになっているものを、４月１日からすべて、

すべてですよ、すべて１キログラム当たり100

ベクレルとし、これを超過するあるいは超過す

る恐れのある牧草は利用の自粛を求めるもので

あると、こうなっているわけであります。 

 これは荒川議員の中でもありましたとおり、

じゃあ一体本当にどうするんだという問題にな

ってくるわけであります。私はこの２月14日に

出席した担当者の復命書を全部読ませていただ

きました。担当者もまさに怒りをあらわにした

復命書をしたためておりました。一体どうすれ

ばいいんだ、という中にあって、集められた市

町村、ＪＡ関係の皆様がそれぞれの中にあって、

まさに異口同音と申しますか、それぞれがそれ

ぞれの立場の中で一体どうするんだっていう悲

鳴に上がるような声が出たと。その中で、国も

県もうつむいたままで何の答えもなかったとい

うことが書かれているわけであります。対策も

示さないで、数字だけを示して、後は市町村自

粛だっていうような、そのようなやり方があり

ますか。ないですよ。これはあまりにもひどい

ですよ。対策を示すべきなんですよ。その上で、

市町村のほうにも迷惑かけるけども財源の問題

は心配するなと、牧草もちゃんと確保したと、

だから心配しないでくださいとなるわけです。

いうところの遠野市がこの基準値になりますと、

これもいうところの放牧ができなくなる。畜産

振興公社も影響を受ける。次々といろんな問題

を現場は抱えているわけであります。もちろん、

これをもってしてただ単なるヒステリックにも

の言うというわけにはいかない。福島の状況な

り、非常に基準値が高い宮城県の状況なり、岩

手県の中にあっても一関市とか奥州市さんは本

当に大変な状況になるわけであります。今度の

見直しによりまして、今度は滝沢村であるとか、

一戸町もその範囲の対象になってくるというこ

となわけです。したがってまず国が、そして県

と。例えば組合があると、全農という組織があ
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る。組合員の生活を守るのが全農という組織で

あるんであれば県と全農の中できちんと話し合

いをつけながら、このように話をつけたから牧

草も、あるいは牧場の、例えば牧場もどこかに

どうしても放牧をしなきゃならないという畜産

農家の方もいらっしゃると思うんですよね。そ

の牧場のやりくりなども、ある意味においては

文字通りネットワークをつくりながら、そうい

った対策を少しでも講じるというようなことが、

私はすごく必要じゃないかなと思っております。

いずれ代わりの草、牧草そのものはＪＡ等が確

保し農家へ供給するということははっきと言っ

ておりましたので、これは私も県の技官と担当

課長から直接聞きましたので、そのことは心配

ないようでございますけどもこの次の公共牧場

が使えなくなったときの除染対策をどうする。

とんでもない面積なわけであります。100ヘク

タールとか200ヘクタールではないわけであり

ます。であれば除染をどうするのかと。その除

染作業をするにあっても特殊な機械が必要だと。

では、その特殊な機械は幾らかとなれば１台4,

000万、5,000万円という機械の中でそれを手当

しなければならない。それを市町村がというこ

とはもう無理なわけであります。したがって、

その辺のところが。それから損失は一体どうす

るのか。もちろん国とか東京電力の中できちん

と保障しなきゃならないのは当然なわけであり

ますけれども、その当分の間の財源手当てはど

うするのかというようなところも、言うなれば

詳しい内容が示されておらないわけであります。 

 先般、２月14日ですか、16日でありましたか、

県のほうから担当の技官と担当課長さんとが私

を訪ねてまいりました。その中でやっぱりこの

問題をどうするかという中で、いろいろ協議を

したわけであります。２時間近くに渡って協議

したわけでありますけれども、やはり最後はい

ろいろ問いただしていくと、我々もそれ聞いて

困るんですよという話の中で、この問題につい

てはオール岩手の中で取り組んでいかなければ

ならない。したがって、今市長会のほうにも提

案し、町村会もある程度の理解は出たんで、こ

の被災支援という復興支援ということもあるの

で、オール岩手の中における33市町村がネット

ワークをつくって、情報をちゃんと共有し課題

を確認しあいながら、それに対してどのような

文字どおりネットワークの中で解決に少しでも

近づくのか、あるいは安心安全を与えるのかっ

ていう中における組織を立ち上げたいというこ

とで、すでに今いろいろ検討に入ってますので、

そのことも踏まえながら我々市町村もただただ

県や国を批判するというつもりはないと。した

がって我々市町村間でもいろんな課題をきちん

と踏まえながら対応するので、いずれ情報開示

と申しますか、情報をきちんと示していただけ

ないかと。それからきちんとした現時点での対

策といったものもこのように考えてるってこと

を、やっぱり責任のある立場の方がきちんと

我々に示してもらえないかと、強く要望はして

おきました。いずれただいま言ったような状況

に今あるわけであります。ただ、御心配されて

るとおり農家の皆様にいち早くこういった情報

を正確に伝えなきゃなりません。明日でありま

すけれども28日、３日間の日程で県の農林振興

センターの担当も含めまして農業活性化本部、

ＪＡ一緒になりまして、５カ所で会場を設置い

たしまして農家説明会を行うこととしておりま

す。案内のチラシも既に配っているところであ

ります。 

 また遠野テレビなども通じながら、情報はき

ちんと示したいと。そして先ほど言ったとおり

暫定許容値の見直しっていう一つの事実がもう

出ました。その影響が間違いなく拡大したわけ

であります。その拡大し、目に見えないこの放

射能汚染という問題に対して、皆さん非常に心

配されてるわけでありますから、責任のある解

決策と問題点をきちんと整理して情報を提供し

なきゃならないと。したがってこれは33市町村

が県ときちんと立ち向かうという中における対

応として、不安を取り除く体制の整備が非常に

大事じゃないかなというように思っております

ので、全県を統括する対策本部の設置なども強

く働きかけてまいりたいというように思ってお
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りますので、議員各位のこういったものに対す

る御理解と御支援もまたいただければというこ

とを答弁のほうを通じまして、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、ブランド牛の取り組みの仕組みと

いうことで、このプロジェクトにはこれは非常

に賛成であると。民間企業のノウハウを生かし

大事であるというようなことがありました。た

だこの仕組みがあまり知らされてないという、

知られていないんじゃないかなという話ありま

した。まだまだそういった意味においては情報

の説明が足りないのかなと思いながらも、やは

り大きなプロジェクトであります。遠野の耕畜

連携に基づく畜産振興でもって所得を少しでも

ふやしながら、遠野の元気をという中でそこで

一定の雇用も生まれる。そして、遠野牛という

プライベートブランドの中で発信されると。そ

の発信先はイトーヨーカ堂という、全国のチ

ェーンの中でそれが受け入れてもらえるという

ことになるわけでありますから、６次産業化と

いう中にあっては、さまざま今は量販店でイ

トーヨーカ堂だってイオンさんもさまざま進め

ておりますけども、遠野とエスフーズさんとこ

のイトーヨーカ堂の３者連携の中に基づく安心

安全のプライベートブランドとしての遠野牛と

いうのは初めての試みだということを言われて

おりますので、ぜひこれも議員各位にも、答弁

が通じてっていうことになりますけども、こう

いった仕組みの中で少しでも活性化するってい

う方向性の事業がスタートしたよっていうよう

なことにつきましては、何かの機会にはぜひ市

民の皆様にも御説明をまたお願いを申し上げた

いと思っておりまして、具体的な答弁はこのプ

ロジェクトに取り組んでまいりました農業活性

化本部長のほうから御答弁申し上げますので、

一つ御了承をお願いを申し上げたいと思ってお

ります。 

 それから次に、災害に強いまちづくりであり

ます。この災害に強いまちづくりにつきまして

は、申し上げるまでもなく３月11日は大変大き

な、私どももこれだけの大きな犠牲をというこ

とになるわけでありますけれども、教訓といっ

たものを、日ごろの備えがいかに大切であるか、

あるいは命といったものがいかに大切であるか

と言ったような中における、そしてまた、その

ときは自らの命、自らの地域という部分にあっ

ては、現場という中にあって、法律も制度も無

視せざるを得ないというような、そのような極

限状態の中で対応してきたという中で、多くの

ものをそこで学んだわけであります。これは荒

川議員も重々承知のことというように思ってお

ります。 

 したがいまして御質問の中にありました職員

が市民をほっといて逃げたんじゃないかとか、

そういったいろんな事例は、何も決して開き直

るつもりはありません。開き直るつもりはあり

ません。そういった事例の中で私は先ほどの御

質問聞きながら、多分あれだけの揺れであった

わけでありますから、市民の皆さん隣におった

と、まずぱっとそこを通り過ぎた職員もいたか

もしれません。しかしよくよく考えてみれば、

戻ってるかもしれないのです。その辺のところ

が、あれだけの、非常にもうだれもが経験した

ことない。だから私もあのときに自転車で駆け

付けて、一番最初に叫んだのは「みんな避難し

たか」と「庁内にはだれもいないか」というよ

うな大きな声を出したのはそこであったわけで

あります。そのような中で、さまざまな、文字

通り検証しなきゃならない事例がたくさんある

わけであります。それを、もうだれもけが人が

出なかったからいいんだで済ませるつもりは毛

頭ありません。したがってこれにつきましては、

厳しく検証する中で、我々自身も職員としてあ

るべき姿、あるべき行動、そういったことにつ

いてきちんと反省することは反省し、あるいは

検証するところは検証しながらとぴあの庁舎も

非常に心配だぞと、不特定多数の市民の皆さん

が来ているんだという話もある。それにつきま

しても、合同の避難訓練もすでに８月５日と11

月９日に合同の訓練も行っております。また、

いろんな避難誘導に当たってのさまざまな資機

材についての点検も行っております。 
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 そういった形で、まさに怠りなくという部分

の中におきまして対応を進めておりますので、

これからもいろんなことを気が付いた点ありま

したら、今後ともひとつ御指摘をいただければ

と。避難誘導体制、特にもとぴあ庁舎なんかは

非常に大切なわけでありますから、これについ

ても訓練レベルでは構築されておると。それか

ら、この防災訓練における避難訓練も合わせて

でありますけれども、安否確認、あるいは自主

防災組織の初動体制、これはまさに地域防災計

画の中でもいろんな検証していかなきゃならな

課題がたくさんあるわけです。 

 それから、こういったことも踏まえまして、

御提案がありました自主防災組織の連絡会の設

置のようなもの、これは前にも、12月議会の中

でもいろいろ御提案をいただいていると承知を

しておりますけれども、これも提案をいただい

たからじゃなくして、それをやっぱり具体的な

形にしなきゃならないわけでありますから、こ

の３月11日には自治会防災連絡会議準備会とい

ったものを立ち上げまして、その中で90ある行

政区の中で８割以上の自主防災組織ができてい

るわけでありますから、情報交換や研修を行い

ながら、いうところの自主防災組織相互の連携

の強化を図ろうというような形で準備を進めて

いるところでありますので、御了承いただきた

いというように思っております。 

 いずれこの震災から間もなく１年といった形

で、市内随所で本当に自主的な取り組みが行わ

れました。自主的に自家発電機を提供してきた

業者の方もおりました。照明や暖房を持ち込ん

できた方もおりました。そしてまた、食糧を持

ち込んで炊き出しを行ったグループもありまし

た。そしてまた、安否確認の中においてもこれ

も民生委員が来たんだけれども、その後行政区

長さんも来た。行政区長さん来た後市職員も来

たという中で、もっと効率的にやれないかとい

うような話も指摘も受けております。これも大

事なことだと思っています。しかし、物は考え

ようによっては、いうなればそれぞれの組織が

懸命にお年寄りの安否確認といったふうに、み

んなそれぞれ動いたという事実もやっぱり大事。

民生委員が動くだろう、区長さんが動くだろう、

いやいや市役所が動くだろうといった形でみん

な黙っていたわけじゃないわけです。必死にな

ってあの状況の中でみんなそれぞれが、懸命に

命を守ろうと、地域を守ろうということで動い

たと。動いた結果が３人も来たよという結果に

なったと。その３人も来たということで何だ無

駄なことだというのは、あの事態の中であれば

私は非常に酷な評価じゃないかなと思うんです。

それよりも、いずれそれは民生委員の仕事だろ

うとか、それも市役所の仕事だろうと言う前に、

皆さんが地域の方々を、住民の安否を本当に心

配して動いてくれたという、この事実を持って

してやはりこの思いといったものをもう少しシ

ンプルな、それこそ合理的な効率的な仕組みに

変えていくっていうことの作業こそが大事じゃ

ないのかなと思う。３人も行ったそうだ、無駄

じゃないかっていう論は私はちょっと拙速な論

じゃないのかなというように思ってるところで

ございますから、そういった中における自主防

災組織のモデル。市長と語ろう会の中でもあり

ました。自治会館を避難所にしたんだと、だけ

どうちのじいちゃんはベッドに横たわって動け

ない。ベッドから起き上がることできないんだ。

本当にどうしようもなかったですよという話も

いただいたわけであります。したがって、その

場につきましては介護用ベッドごと搬送した地

区もあるんです。本当にこれはそれぞれ工夫し

ながら自主防災組織のモデルとも言える取り組

みがあったわけでありますから、こういったこ

とを少し大事にしながら検証をし、また計画に

反映することは反映させていくというような中

でおります。 

 それから、震災後でありますけれども、これ

まで上郷５区、達曽部２区をはじめとし、16地

域で1,000人以上が参加をいたしました地域活

動専門員と消防本部が連携した訓練も行ってお

りまして、いろんな課題がその中で確認されて

おりますので。それからもう一つには、この７

月には総合防災センターとしての新消防庁舎が
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供用開始になるわけであります。自主防災組織

の活性化、それからこの地区センターの見直し

という部分において、命を守るという部分にお

いての地区センターの機能強化といったことも、

きょう午前中から午後にかけまして、行政区あ

るいは地区センターのありようについて、こう

して議論を交わされてるわけでありますけれど

も、この命を守るという部分における地区セン

ターの役割といったのも、その中に見出してい

きたいというように思っております。ひとつそ

ういった形で御理解いただきたいと思ってます。 

 地域防災計画の見直しについては、今まで取

り組んできた内容につきましては少し整理した

形で消防長のほうから答弁申し上げますので、

御了承いただきます。 

 それから、わらすっこ条例の取り組みについ

てであります。 

 わらすっこ条例、この中におきまして、御質

問の中にありましたとおり、本来は子育てって

いうのは教育委員会の任務じゃないだろうかっ

ていう荒川議員の認識もありました。私は逆な

んであります。それこそ、文字通り総合力の中

でこういった子育てといったものに取り組んで

いかなきゃならない。決して時流に乗ったり、

さまざまな今マスコミが報じてることの流れに

乗って物申すつもりは毛頭ありませんけども、

私自身もこうして市長という仕事をやっておる

中で気が付いてきておるし、やはりこれは少し

考えなきゃならないなというのは文科省があり、

県教委があり、市教委があるというこの流れは、

もう平成の大合併、あるいはこの委員会制度が

昭和22年、23年の戦後復興の中で新しい仕組み

としてなったわけです。既に戦後66年たってる

わけです。で、平成の大合併というのは、新た

な１つのステージもその中にできてる。この平

成の大合併の中にあっても、これも今まで申し

上げましたとおり、政令市が中核市があり特例

市がありっていう中における、そこにいろんな

権限がどんどんどんどん移譲されてきておる。

そして基礎自治体として頑張り、じゃあ広域自

治体としての県の位置づけはどうなんだってい

うところは全然議論されないまま、権限移譲も

ある意味においては中途半端な形で進んできて

おる。その中にあって、この文科省、県教委、

市教委という流れの中で、教育環境、子どもの

教育っていったものをその中で議論するってい

うのはある意味においてはさまざまな見直しと

検証をしなければならないんじゃないのかなと

いうように思っているわけであります。一定の

スピード感と現場感覚の中で子どもの教育環境

をひとつつくり上げていくっていうのも基礎自

治体としての１つのありようとしてあっていい

んじゃないか。それが、今般のこの立ち上げよ

うとしております総合こども支援センターとい

う中における、総合力を発揮する拠点をつくり

たいというのは、そういった一つの問題意識の

中から出てきたというものです。ただこれも、

西庁舎がああいう状態になったからそこに、と

いうことではないかっていう形で、ある方から

ちょっと指摘されたことがある。決してそうで

はない、そんな考えではない。あるものをいか

に利用しながら、そこで発信力を高めて総合力

を高めていく、あるものを利用するという１つ

の考え方があってもいい。であれば、教育委員

会や健康福祉の里の中でいろいろ、健康福祉の

里も児童福祉担当から聞くと、いや教育委員会

がと、教育委員会に行くとそれは福祉だと、よ

く話があります。 

 小学校の先生に聞くと、保育所でちゃんと教

育しないからこうなってるとか、中学校の先生

に聞くと小学校がちゃんと教育しないからなこ

うなっている、高校の先生に聞くと中学校で何

教えてきたんだっていう話をしてるいう話が、

そういったダジャレで物を申すつもりはないわ

けでありますけど、そういった責任の転嫁じゃ

ない仕組みをやっぱりつくっていかないと。み

んなが責任を持つんだという仕組みをつくって

いかきゃならないっていうのが、私はこの少子

化対策、子育て支援施策においてはすごく大事

な、必要じゃないのかなというように思ってい

るわけであります。まさに、市の総合力により

保健、医療、福祉、教育の分野に限らず、就労、
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雇用、あるいは住宅環境、生涯サイクルの中に

おける各場面場面の中で、子育て環境の整備に

向けたいろんな場面の中における支援策を、市

民の皆様から協力いただきながらっていうのが、

わらすっこ条例であり、わらすっこプランだと

いうように承知しているわけであります。しか

し、すでにこれも５年をたちまして６年目に入

ってるわけであります。子どもも成長している

んだと。だから、このわらすっこプランを見直

ししようということで、集中的に見直しをしな

がら、健全財政５カ年計画との１つのバランス

をとりながら、身の丈にあう施策をということ

で、６年目に当たる24年度は、いわゆるステッ

プアップとしまして、組織、支援体制、拠点て

いうこの体制、事業、拠点といったような中に

おける３つの柱の中からこの支援センターとい

ったもの立ち上げることにしたというわけであ

ります。そして、この関係機関をワンフロア化

になると、それから専任保健師もその中に配置

をすると。引き込もりだとかいじめだとか虐待

といったような問題も人ごとじゃなくなってき

てるっていうのも、１つの現実としてあるわけ

でありますから、そこにどうアプローチしてい

くかっていう部分においては、やっぱり専門的

な知識も必要だと。 

 そしてまた、医療費の自己負担額の半分を助

成する、今回提案しているわけであります中学

校まで拡充すると、これも身の丈の中における

やりくりとして出てきたという１つの制度なわ

けであります。 

 そして、権利を守ると。わらすっこ条例でも

っては権利を守るというふうになってると、白

山市の例も。確かに権利擁護委員会ていうのは、

そういう堅苦しい名称の組織は持っておりませ

ん。持ってはおりませんけども、子どもの権利

を守る権利委員会、これはカタカナ文字で言い

ますと、オンブズパーソン機能と言われると位

置づけられているようでございますけども、私

はこういったカタカナ語じゃなくして、この遠

野には遠野市わらすっこ支援委員会といったも

のを平成21年度に立ち上げているわけでありま

す。この委員長さんがおって、これは現場の校

長先生のＯＢでありますけれども、この中に弁

護士、それから遠野警察署の生活安全課長さん、

それから保育協会、保育士さんたちＯＢのひだ

まり、事業主、子育て中のお母さん、それから

市の社会教育課長、それから学校教育課長とい

ったものが入って12人でもって、さまざまなフ

ォローをしておると。この中には亀山さんとい

う弁護士さんもちゃんと加わっておりまして、

いうところの法律的にも、権利といった１つの、

権利擁護と言った部分でいろんな意味で法律的

な知識も必要とするわけでありますから、専門

の弁護士さんも入っておるという中におけるも

のとして、私はこれがある意味では機能してお

りますし、また機能させなきゃならないかとい

うように思っております。 

 それから教育委員会との連携の中におきまし

ても、昨年度は権利教育プログラムといったも

のも教育委員会と連携をはかりながら、このわ

らすっこプランなり、子どもの権利といったも

のを、やっぱり子どもたちにきちんと理解して

いただこうというような形での地道な取り組み

を行っておりますし、中学校再編計画のなかに

おける、子どもが意見を述べる権利の機会の場

所の確保といったものにつきましても、大体中

学校再編の方向性がきちっと見えてきましたの

で、それこそわらすっこ条例、わらすっこプラ

ンに基づきまして、荒川議員から御指摘いただ

いたことにつきましては、着実に実施するとい

うことで対応してまいりたいというように思っ

ておりますので、やはり基礎自治体としての

我々も３万規模の自治体にあっては文字通り総

合力をきちんと縦糸、横糸で組み合わせるとい

う仕組みづくりこそが大事じゃないのかなとい

うように思っておりますので、ひとつ御理解を

いただければというように思っているところで

あります。 

○議長（新田勝見君）  櫻井農業活性化本部長。 

   〔農業活性化本部本部長兼畜産担当部長

櫻井収君登壇〕 

○農業活性化本部本部長兼畜産担当部長（櫻井
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収君）  命により答弁いたします。 

 ２点ありましたけれども、まず最初にブラン

ド牛の取り組みの仕組みについてでございます。

当市の繁殖基盤を活用しまして繁殖から肥育、

そして販売までの流れを今回の３者連携協定で

構築しまして、遠野生まれ遠野育ちをテーマに

遠野牛銘柄を広め、同時に遠野牛の評価を高め、

もととなる繁殖牛及び子牛の価値を高めたいと

いうふうに考えています。 

 販売は、イトーヨーカ堂関連の店舗を柱に、

エスフーズが持っている焼き肉店やホテル等の

販売網を活用することになっております。多大

な投資が必要な肥育部門をエスフーズが担い、

ロットの確保、品質の安定化を図り、企業の力

を借りながら遠野の和牛生産を活性化すること

が必要と思っております。 

 第１弾として、平成24年のことしの１月25日

からイトーヨーカドー花巻店で、ヨーカドーの

プライベートブランドの顔が見えるお肉として

市内肥育農家の牛が活用されまして販売が開始

されました。３月７日からは首都圏の７店舗で

販売される予定と聞いています。 

 この連携の中で、現地法人として設立されま

したエスファーム遠野が、２月期の和牛子牛市

場におきまして遠野産子牛の買い付けを行った

というふうに聞いていおり、管内一貫での遠野

生まれ遠野育ちの生産体制がスタートしました。

しかし、この取り組みはまだ始まったにすぎず、

今後も地域を上げて品質向上、生産の拡大、あ

るいは加工部門の構築など、次のステップへ向

けての取り組みを進めていきたいと考えていま

す。 

 ２点目の、繁殖農家はどうなるのかという御

質問でございます。 

 24年度からは、キャトルセンターの建設整備

が着手されます。農家の方々にあっては、キャ

トルセンターを核に生産技術の向上を図りなが

ら、ＪＡ、和牛改良組合を中心として優良な牛

づくりに取り組んでいただき、結果、遠野産牛

の評価を高め、それが繁殖農家の所得につなが

るような施策、ネットワーク等を講じていきた

いというふうに考えています。 

 合わせて、エスファーム遠野では、子牛生産

をしてくれる預託農家をふやしたいという意向

があると聞いていますので、それに合わせた生

産体制づくりを関係機関、農家、ともども一緒

になって構築していきたいというふうに考えて

います。地域産業を牽引する原動力として畜産

業の役割は重要であり、企業、農家、行政との

連携を深め、お互いに研さんをし、それぞれの

役割をこなしながら、より強い遠野発ブランド

として地域を上げて取り組んでいきますので、

よろしく御理解をお願いします。 

 以上で、答弁とします。 

○議長（新田勝見君）  千葉消防長。 

○消防長（千葉一見君）   

   〔消防長千葉一見君登壇〕 

○消防長（千葉一見君）  命により、荒川議員

の一般質問、災害に強いまちづくりについての、

地域防災計画の見直しについて答弁いたします。 

 地域防災計画の見直しについては、昨年11月

の発災２日後に緊急招集した防災会議から協議

を開始しております。５月からは庁内関係課、

職員、防災会議委員からの意見集約を開始し、

６月からは順次、避難所開設自治会や病院、福

祉施設、保育協会、区長、婦人消防協力隊、消

防団、小中学校、自治会に個別のヒアリングや

アンケートを実施しております。そして、９地

区で実施した市長と語ろう会まで含め、全353

件の貴重な御意見をちょうだいしております。

また、民生児童員協議会における専門部会でも

災害をテーマに議論していただき、それぞれ提

言、助言をちょうだいしてございます。地域防

災計画については、特に意見の多かった避難所

の位置づけについては、それぞれの自治会の活

動本部となるコミュニティ消防センター及び自

治会館を地域の集合場所として一時避難所に追

加し、避難者にわかりやすい仕組みを現在検討

してございます。最終避難所となる収容避難所

には、地震、洪水などの災害に応じて使用を明

示するとともに、災害弱者、要援護者に対する

福祉避難所の指定や、孤立地域、浸水区域、土
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砂災害危険地域等のハザードマップの作製も段

階的に進めてまいります。 

 今後も、市長と語ろう会の提言等を踏まえ、

迅速な安否確認の仕組みづくりや、地域の危険

箇所を除去するなどの減災対応、必要物品の配

備等、適宜見直しを行い、より災害に強いまち

づくりに取り組んでまいります。 

 発災後に取り組んできた具体的な内容であり

ます。防災体制の構築のため、防災行政無線等

の発電機の設置を実施しており、さらに各消防

団屯所、地区センター、防災倉庫などへの毛布

の配備、孤立地域解消のための衛星携帯電話の

配備、地区センター等への発電機、投光機、ド

ラムコード、反射式ストーブ、携行缶、飲料用

ポリタンク、電灯付きラジオ等の配備をしてご

ざいます。また、自主防災組織結成促進と非常

食、懐中電灯など、自由に地域の災害活動に必

要な防災物品購入を支援するため、自治会への

防災補助金として今回予算を計上しているとこ

ろでございます。 

 先ほど、地域防災計画の見直しについては、

昨年の３月11日の発災後２日から開始している

ということでございます。 

 以上で、答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  ８番荒川栄悦君。 

   〔８番荒川栄悦君登壇〕 

○８番（荒川栄悦君）  再質問をさせていただ

きます。 

 １つは、自主防災組織、これがつくられてい

て、私は限定的に訓練はされている部分はある

と言いましたが、市内一斉の防災訓練が必要じ

ゃないかと、そこが自主防災組織が活性化なる

一番の仕組みだと思っております。やはり名実

ともに行動できる自主防災組織じゃなきゃダメ

だと思います。これが、私の実感する限りにお

いては、書類上つくって出したと、出してくれ

というから出したというようなところで終わっ

てる部分が結構あると思っております。こうい

ったことが、現実に機能するのかしないのかっ

ていうことになると、じゃあ3.11に基本的に機

能したのは自主防災組織という名で機能したと

は私は思っておりません。それこそ、市長がよ

く言う地域の場の力でやられたんではないかと。

これは役務とかそういったものが認識されなが

らやっているっていう。で、長い間にそういう

訓練を続けていくことによって、自治会の会員

一人ひとりが自分の役務を認識していく。とい

うことは班長であれ何であれ、いろんな形で、

各地域の自治会の役員は交代をしていきながら

そこの中に参加していくということになるわけ

ですから、10年とか20年の間には自分も防災組

織の何かの役を必ず担っていく、そういった形

になっていくわけです。これで、毎年災害が起

きるわけでもありませんけども、その部分がも

っときちっと構築されない限りには、環境は整

えた、だけども最終的にはそれは機能しなかっ

たと、これではだめだと思います。そういう部

分の１つ、年に１回の遠野市としての統一した

訓練をやるべきだと思いますが、その所見を１

つ伺います。 

 それからもう一つのわらすっこ条例に関しま

してですけども、これも、私なんでこんなしつ

こくこういうことを言うのかというと、やはり

市長部局と教育委員会部局がきちんと連携をと

れなきゃない。ようは、総合力って市長は表現

はしてましたけれども、総合力にはなっていな

いと思っているから言うのであって、結局でき

て４年ぐらいたってるんですが、わらすっこ条

例ができてから。そういった中で、常に予算的

にもじゃあそのわらすっこ条例の啓発というこ

とがうたわれておりながらも、この啓発自体も

まだ小学校段階で終わってる。じゃあ中学校、

高校に対してそういう権利教育が、遠野市わら

すっこ条例としての教育はどうなっているのか

と。やはりそういった場面で教育の現場で、ま

だ受け身じゃないかと。私はもっと積極的に教

育委員会部局が出ていかなきゃないと。そして

やはり市長部局のほうを引っ張っていくぐらい

の気概を持って、その先生達の取り組みが必要

じゃないかなと。そのことによって子どもたち

もさらにそこに引っぱられていく。そういうこ

とがあっていいんじゃないかなと常に思ってい
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て、その部分が物足りなさを感じてるんで、そ

ういうことに関して質問してるわけでありまし

て、その辺の所見をよろしくお願いします。 

○議長（新田勝見君）  本日の会議は、議事の

都合によりあらかじめこれを延長します。本田

市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  荒川議員の再質問にお

答えいたします。自主防災組織、計画倒れにな

らないか。 

 まさに御指摘したとおりなわけであります。

その地域、集落のそれぞれキーマンになってい

る方々が、自主的にあそこのおばあちゃんはど

うだと、あそこのおうちは寝たきりのおばあち

ゃんがいる、おじいちゃんがいるという情報の

中で動いてくれたという中にあって、１つの機

能したという部分はある。しかし、一方におい

てはなかなかそれがうまく機能しなかった部分

もある。だから、訓練といったものの中にある

わけではない。日頃のそのような地域の絆と申

しますか。人のつながりといったものがいかに

大切であるかということが、我々もまた思い知

ったという部分の中にありまして、しかし、や

はり計画といったものはそれを具体的に検証し、

訓練をし、実施することによって計画になるわ

けでありますから、御指摘にありましたとおり、

統一的な訓練はというものにつきましては、や

っぱりこれだけの震災を我々は経験したわけで

あります。後方支援という中にあって、遠野は

後方支援だけかっていうだけじゃなくして、50

カ所2,000名以上の方が避難したっていう中に

ありまして、しかしこの50カ所2,000名以上と

いう中にあっても電気がないまま、真っ暗な状

態の中で、自宅の中では余震でおびえながら電

力の回復を待ち、対応を待った市民の皆様もか

なりの数になるわけでありますから、そういっ

た正式な訓練をということにつきましては、御

提案の趣旨に沿った形で検討を進めてまいりた

いと思っております。 

 それから２つ目のわらすっこプラン、御指摘

のあったとおりであります。したがって、その

ような部分の中で総合力を発揮させるような形

で、ステップアップというか、このわらすっこ

プランをさらに進化させるというような取り組

みの中で、１つの拠点化を図ったと。文字通り

御指摘のあった総合力の中で、今までじゃあど

うだったんだっていう部分は、御指摘、それこ

そお話ありましたとおりうまく発揮できなかっ

たんじゃないかということは、私もある意味で

はじくじした思いの中でそれを見てきたってい

う部分もありますから、何とか今回の中で、１

つの組織の中で、それぞれの立場の方々がその

立場を踏まえながら、子どもたちの成長のため

にというような中における取り組みとして機能

させ、積極的に打って出ろ、できると、まさに

積極的に打って出なければ、待ちであったんで

はこれは先が見えてるわけでありますから、た

だいまの指摘を踏まえまして、まさに叱咤激励

を受けたというように受けとめておりますので、

よろしくお願い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。２番

瀧本孝一君。 

   〔２番瀧本孝一君登壇〕 

○２番（瀧本孝一君）  今定例会一般質問初日

最後の質問者となります、新興会所属の瀧本孝

一です。 

 私は、市長と教育長に対し、それぞれ１項目

ずつの質問をさせていただきますが、６人目と

もなりますと、当局側も議員側もややお疲れ

モードになりつつある中で、これまでに登壇さ

れた質問者と多少重複する部分もあるかもしれ

ませんが、御容赦を賜り答弁を願うものであり

ます。 

 厳しい寒さの中にも、やっとおてんとうさま

の光の明るさ、強さ、そして和らぎが感じられ

てきたきょうこのごろ。この冬の降雪は日本海

側などの大雪に比較して、当地においては例年

並み程度と感じられた中で、気温は連日厳しい

寒さの真冬日が続き、インフルエンザも大流行

と報じられましたが、慣れない仮設住宅などで

過ごされた被災者の方々には大変な御苦労をさ

れたのではないかと想像に難くありません。 
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 しかしながら、確実に近づいてきた春の歩み

に、悪夢のあの日から１年が経過しようとして

いる今、改めて歴史上まれに見る地震、津波、

原発事故と、それらへの対応や取り組みにしっ

かりと目を向け、記録、検証して後世へ確実に

伝えることが大事な使命であり、被災地のこれ

からの復興や地域の再生など、隣接自治体とし

てまだまだ後方支援の必要性を感じるのは私だ

けではないと思われます。 

 さて、通告に従い質問に入ります。まず１つ

めの項目は、旧市村の土地改良区の合併が進展

しない状況と今後の見通しについてということ

で、市長にお尋ねいたします。 

 私は、ある日あるとき１人の住民の方から

「なして、とっくに宮守村がなぐなったのに、

合併しないでいまでに宮守村ってつく土地改良

区があるんだ」と、考えれば極めて素朴で当た

り前と思われる質問をされたことがあります。

当然のことながら詳しい状況を知らない私は、

その場で「何かわけがあって合併できなくてい

るんじゃないのすか」と答えることしかできま

せんでした。しかし、ある意味で私に寄せられ

たこの質問は、宮守町民のそして土地改良区組

合員の声を代弁している重い中身を含んでいる

と言っても過言ではないと気付かされました。 

 振り返れば平成17年10月１日の旧遠野市、旧

宮守村の合併から満６年と４カ月の歳月が経過

し、この間、本田市長を先頭として職員の皆様

をはじめ、行政や各種関係団体などの調整、統

合、そして主人公である住民相互の理解と一体

感の醸成による融合が図られ、旧宮守村の住民

にとっても今では違和感なく遠野市民と誇れる

関係を築いていただいたと認識をするものであ

ります。 

 この市村合併は、平成15年３月から職員意見

交換会や合併推進研究会が始まり、翌年の５月

に任意合併協議会が立ち上げられ、同６月18日

の市村両議会において合併協議会設置議案が可

決されて、法定合併協議会となりました。以降、

幾多の幹事会や協議会を重ねながら27項目の54

にわたる内容について慎重に確認、確定作業を

進めるとともに、この間、各地域で住民懇談会

や合併説明会が開催され、12月20日の第10回合

併協議会で翌平成17年10月１日の合併に向けて、

遠野市、宮守村合併協定調印式が執り行われ、

次のステップである新しい遠野市の構築のため、

市民、村民の切なる思いや願いが込められた

「合併協定書」が、本田市長、先般亡くなられ

た佐々木廣村長、さらには協議会委員全員が署

名の上、厳粛な中で取り交わされたと記憶して

います。 

 私は今の遠野市があるのは、長い時間をかけ

て喧々諤々の議論を重ね、この合併協議に携わ

ってきた多くの委員の皆様や職員の民様の、言

葉では表しつくせない御苦労や御尽力、並びに

御配慮の賜物であると、今さらながら改めて深

く敬意と感謝を申し上げる次第です。 

 そしてあれから７年、合併協定書の項目に則

り、引き継ぎ、統一、調整を図りながら各種事

務取扱作業を進め、新市まちづくり計画では

「２つの個性が融合し、躍動する、新しい遠野

郷の創造」を基本理念に５つの大綱を掲げ、厳

しい財政状況や人口減少の中で、市民協働のま

ちづくりを着実に推進しながら、東日本大震災

での沿岸被災地後方支援活動にも官民一体とな

って、川勝静岡県知事が言われた我が遠野市の

「場の力」で、的確かつ献身的な支援に努め今

日に至っていると感じているところです。 

 しかしながら、合併から７年目に入った現在

でも２つの個性が融合せずに既に存在しない自

治体の名称を使わざるを得ない旧市村の土地改

良区という公共的団体が存在している事実があ

ります。その合併に対する進捗状態はなかなか

市民には伝わりにくく、一言で申せば片方は準

備完了の待ち受け状態、一方は機が熟せず拒否

に近い姿勢と巷の噂として聞いておりますが、

この停滞状況を打破し融合を図ることはいまだ

に不可能な状況なのでしょうか。 

 これらに関する事項は、合併協定書の16、公

共的団体の取り扱いという項目の中に、(2)市

村で共通している団体で、実情により合併時に

統合できない団体は、合併後速やかに統合する
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よう調整に努めるものとする、と協定されてい

ますが、努力目標とはいいながら、合併後速や

かにとは果たしていつごろまでのことを指すの

でしょうか。私の感覚では長く見ても２年から

３年という範囲と思われ、市村にそれぞれ合っ

た公共的団体といわれる商工会や社会福祉協議

会、消防団等は合併後２年前後で統合され、１

つの団体として順調に業務を遂行されていると

認識をいたしております。 

 しかし、独立機関とは言いながら土地改良区

だけがこの合併協定に沿うことなく、このまま

２つの形で続いていくとするならば、合併後こ

れまで築き上げてきた一体感の醸成や融合の感

情に水を差し、ひび割れを招きかねないという

事態も否めません。これまでの当局としての関

与、指導、調整の度合いはいかなるものであっ

たのでしょうか。言うまでもなく、土地改良区

は土地改良法のもと、一定の地区内で土地改良

事業を行うことを目的に設立され、県から認可

された公共的法人の独立組合であるということ

は承知をいたしておりますが、自治体合併の趣

旨や目的、効率性及び整合性、さらには農協や

共済組合等の広域化などにかんがみ、１つの市

に複数の改良区は必要ないと断言してもいいと

思います。一時は合併準備委員会まで立ち上げ

られながら頓挫している状況にあると聞き及び、

障害や問題に固執して調整が進まないというこ

とも想像はできますが、両団体には合併統合を

前提として組織強化のため、農林水産業費の農

地費から「育成強化事業費補助金」が毎年支出

されており、来年度も計440万円が予算計上さ

れております。にもかかわらず、なぜこの団体

だけがいまだに合併ができないのか、市民の中

には疑問に感じている方もあり、協定書の趣旨

からしても、これまでの市としての取り組み経

緯や時間がかかりすぎている状況を、また今後

の見通しを当局は市民に対し説明責任があると

思われますが、いかがでしょうか。 

 私もわずかではわりますが、賦課金を納めて

いる１人の組合員であり、その願いとしては障

害や問題と認識されている課題を乗り越え、大

局的な見地に立っていただいて、それこそ可及

的速やかに融合、統合の方向を目指し、できる

ことなら目標期限を定めて次のステージを実現

し、スケールメリットを生かした組織運営に移

られることが、より一層の土地改良区の発展に

結び付くのではないでしょうか。 

 以上のことを踏まえ、これまでの市としての

指導や関与等の取り組み状況をお尋ねするとと

もに、現在の状態をどのように捉えているのか、

そして今後の指導や関与調整のあり方と、でき

ることならめどを含めた合併、統合の見通しに

ついて市長の見解を伺うものであります。 

 次の質問に移ります。２つ目の項目は中学校

武道必修化に伴う安全対策等についてというこ

とで、教育長に対しお尋ねをさせていただきま

す。 

 本日３人目の質問者でありました先輩議員か

らも「中学生の武道教育について」というテー

マで質問がなされ、答弁をいただいているとこ

ろですが、重複する部分もあろうかとは思いま

すが、私の質問の中身は授業をするに当たって

の事故防止、安全対策に主眼を置いたものであ

りますので、御理解を願いよろしくお願いをい

たします。 

 「スポーツにけがはつきもの」という、けが

を負った人に責任があるがごとく言い訳じみた

言葉がありますが、「今の段階で安全対策が不

十分なら、武道必修化の実施は先送りすべきで

ある」と主張するマスコミの報道さえある中で、

2008年の決定に伴い学習指導要領の改定でこの

４月から中学校の１年生の２年生の保健体育で

武道とダンスが必修になるとのことであります。

女子も男子もともに両方を学び、武道において

は我が国雇用の伝統と文化である相撲、剣道、

柔道の中からいずれかを選択して取り組むこと

は、礼儀に始まり礼儀に終わるという礼節を重

んじ、勝敗にかかわらず相手を敬う心の鍛練に

なると思われます。 

 一方ダンスでは、フォークダンス、創作ダン

ス、ヒップホップ系と、やはり３つの中からど

れかを選んで学び、全身を使っての表現力やリ



－ 76 － 

ズム感の習得などに役立つものと思われ、私自

身はこの教科の必修化や内容に反対するもので

はなく、むしろしっかりとした指導体制と安全

対策で学んでほしいと思っています。市内では

サッカーや野球などの人気が高く、武道に関し

ては空手を学んで活躍している子どもたちはお

りますが、年間十数時間程度の授業時間ではあ

るものの、必修化になった武道の３種目に接す

る機会はよほどのことがない限りないのではと

思われ、スポーツの底辺拡大につながる可能性

もあります。 

 さて、その武道の選択でありますが、相撲、

県道、柔道の中から学校が種目を決定するとい

うことであり、授業を受ける生徒が好みに応じ

て選べるわけではないようです。全国約１万校

ある中学校の中で、柔道を選択する学校がかな

りの割合を占めるという報告もあり、市内８つ

の中学校においても相撲選択の学校はなく、柔

道選択の学校が多いと聞いています。必修化に

伴い文部科学省が最近になってやっと過去の柔

道事故の統計と分析を開始したばかりですが、

ここに独自の研究で全国の学校スポーツ事故を

集計分析した、柔道に関して心配されるデータ

があります。 

 名古屋大学の内田良准教授の調査によれば、

中学、高校の柔道事故で死亡した生徒の数は19

82年から2010年までの28年間で114人もいて、

年平均では４人の若い命が失われているとのこ

とです。スポーツの中でも柔道はほかの競技に

比べて危険度が高く、それを示す別な数値もあ

ります。競技人口の多いバスケットボールやサ

ッカー、野球などはそれに応じて事故死者数も

多いのですが、自己死亡率という人口10万人当

たりに対する死亡生徒数の割合を示す数値では、

2009年までの10年間、中学校の部活動ごとの柔

道の死亡事故率は2.376と飛びぬけて高く、次

に高かったのはバスケットボールの0.371とい

う数値で、なんと6.4倍もの開きがあり、残念

ながら危険度が高いということを如実に示して

いるといわざるを得ません。さらには中学、高

校で後遺症が残る柔道事故は2009年度までの27

年間に275件発生し、その３割は授業中におき

ているというデータもあります。したがって、

教育委員会や自治体の責任が問われる裁判事例

も多くみられるということにつながりますが、

文部科学省で実施が決まったものを単独自治体

で撤回したり拒否したりするということは不可

能であるゆえ、ここはいかに事故を回避するか

という課題につきるのではないでしょうか。 

 実は、私も高校時代、柔道の授業時間で俗に

いう落とされた経験があります。寝技、首締め

で気絶をしてしまい、叩かれて気づかされるま

で気を失って、その間全く記憶がなく仮死状態

のようなありさまだったと思われます。このよ

うに柔道は危険と隣合わせの武道であり、しっ

かりとした専門家や有段資格者が近くにいて指

導するような環境でなければ事故は起きると予

想されます。体育教師の中でも柔道の専門家や

有資格者が少ないと言われる中で、どのような

指導体制を確立していくのか。また、柔剣道場

を備え持たない市内の中学校では、体育館が授

業の場となると思いますが、畳やマット、ある

いは胴着などの施設環境や用具の整備は十分で

あるのかどうか。そして最も大事な事故を起こ

さない、けがをさせないという、万全な安全確

保対策をどのように考えているのかをお示し願

います。 

 柔道の競技者人口が、本家日本の３倍もいる

といわれるフランスでは、指導者になるために

は運動生理学、トレーニング法、解剖学、精神

教育学、さらには救急救命の方法まで学び、２

段の資格取得など400時間近いカリキュラムを

受講して国家資格が与えられた者だけに限られ、

徹底した事故防止に長年取り組んだ結果、事故

は皆無という報道もありました。文科省が推進

するにわか仕立ての指導者育成では、懸念や不

安が払拭できないと思われます。どんなスポー

ツ、運動にも、授業であれクラブ活動であれ、

プロであれアマチュアであっても、競技や試合

に打ち込む以上、多少の危険が存在することは

言を待ちません。まして、それが激しい格闘技

のようなものなら、経験豊富な指導者のもと、
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十分な体力づくりと豊富なトレーニングがもと

になって結果がついていくと思われますが、事

故防止と密度の濃い指導のためにも、可能であ

るならば地域にいるかもしれない柔道の経験者

や有段資格者を講師や指導補助員として協力い

ただくことも必要ではないでしょうか。 

 市内の４月時点での中学１、２年の生徒数は

把握しておりませんが、全国の新年度の１、２

年生は240万人といわれております。発育途中

の成長期であり、体格、体力、運動能力の差は

当然のことながら、この中には運動の嫌いな、

あるいは苦手な生徒もたくさんいると思われま

す。そして授業する教師も必ずしも柔道の専門

家というわけではありません。短期間の指導者

研修で素人に近い人が技能を身につけるのは難

しいといわれ、教育の現場からも専門の柔道界

からも「初心者が初心者を教える」ことへの不

安の声がある中で、まさに柔道の試合開始の

「はじめ」の号令がかけられ、必修化のスター

トの合図となります。 

 これからの時代を背負っていく、未来ある中

学生を武道の授業で危険な事故に合わせたり、

けがを負わせるようなことは絶対にあってはな

りません。相手を思いやり楽しく学んで礼儀を

身につけてこその武道でなければ本末転倒とな

ります。柔道の試合中に審判が注意する「教育

的指導」とか「待て」という指示がありますが、

不安も携えて４月から始まる武道の授業、とり

わけ選択校の多い柔道の種目で、事故などの発

生により、このような「教育的指導」とか「待

て」の指示が出されることのない指導体制、施

設環境、安全対策に万全を期していただくこと

をお願いしながら、所管の長としての見解を伺

います。 

 以上、２つの項目について質問をさせていた

だきました。３月11日まであと２週間、早１年

がたとうとしている中で、出会いと別れの季節

がまたやってきました。静かに近づいている春

の気配を感じながら、深い鎮魂の祈りをささげ

るとともに、先ごろ設置された復興庁の強力な

主導、先導のもと、被災地と被災者の皆様の心

に寄り添う着実な復興再生への願いを込めて、

私の一般質問とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  瀧本孝一議員の一般質

問にお答えいたします。 

 旧市村の土地改良区の合併が進展しない状況

と今後の見通しということについての御質問を

承りました。合併して既に７年に入っているわ

けでありまして、ただいまの御質問の中におき

ましても、なぜなんだという中における１つの

認識のもとにお話があったわけであります。多

分、この合併し７年目に入ってきているわけで

ありますけども、この問題で、この本会議場で

正面から取り上げられたのは今回の質問が最初

ではないかなというように、先ほどからお聞き

しておったところなわけであります。 

 その中におきましても、この合併、１市１村

という合併の中に私どもは議員各位の御理解も、

また市、村、市民、村民と、今そういう言葉は

使われ、死語に近い状態になって、遠野市民と

いうことになっているわけであります。おとと

い、きのうの遠野物語ファンタジーの舞台にも

宮守町民の皆様の大変な笑顔いっぱいな演技も

あれば、合唱隊の一つの支えもあればという中

におきまして、また宮守町民の皆様も舞台でキ

ャストとして頑張っておると。まさに一体感な

わけであります。そういった中のものが、それ

ぞれの、ただいま瀧本議員の中にありましても、

それぞれがそれぞれの立場を踏まえながら、遠

野市民としての違和感がなくまちづくりを行っ

ているんじゃないだろうかと。ではなぜ、そう

いった、それにもかかわらず、まだこの２つの

個性が融合し躍動する新しい遠野郷の創造だと

言っておきながら、なぜこの２つの組織がある

んだという中における、ある意味においては率

直な疑問ではなかったのかなというようにも思

っているわけであります。 

 そういった中にございまして、質問の中にも

さまざま、いろんな形での改良区の中における、

土地改良法といったものの中における一つの位
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置づけも踏まえ、あるいはいろんなその他の団

体の動きの動向も踏まえながら、やはり進める

べきではないだろうかという中における御指摘

ではなかったのかなと思っております。合併協

定書の16、公共的団体の取り扱いで、(2)とし、

市村で共通している団体で、実情により合併時

に統合できない団体は、合併後速やかに統合す

るよう調整を進めるものとする、という言葉が

あるではないかと。一体これはどうなってんだ

ろうというような形での御指摘でありました。 

 それでこの問題につきまして、本会議場でこ

のような形で取り上げられたっていうのは初め

てではないかなっていうような認識で御答弁い

たしますけども、この市村合併協定並びに平成

18年11月に岩手県が策定した第８次土地改良区

統合整備計画に基づき、これまで市、村改良区

の統合について関係機関を含め協議を行ってき

ているということは、これはそのとおりであり

ます。何もしてきていないというわけじゃない

わけであります。そして、この平成19年11月に

は遠野地域土地改良区合併準備委員会の組織を

立ち上げ、これまで10回にわたっての協議を進

めておる。委員会の開催、それから理事長レベ

ルでの協議では12回も行っているということな

わけであります。そしてこの事務レベルも入り

まして12回。したがって、この合併準備委員会

は10回。そしてまた理事長レベル、事務レベル

にあっては12回といった形での協議を行い、実

現に向けて話し合いを進めておるということに

なる。じゃあそれまでやったのならばもう結果

が出ていいんじゃないかというようなことがあ

るわけでありますけども、実はこの宮守村土地

改良区では合併方針は確認をしているわけであ

ります。しかし遠野市土地改良区ではまだ合意

に至っておらないという一つの事実があるわけ

でありまして、合併準備委員会の協議が、いう

ところの進んでいない状況にあるということで

今があります。 

 これは、この問題もさまざまないろんな要因

がありますから、この本会議場の場でさまざま

要因をあれやこれやっていうように申し上げる

ことは割愛させていただきますけども、一つこ

の県下の状況を見ますと、岩手県の第８次土地

改良区統合整備計画という中にあっては、県内

土地改良区数を平成18年61カ所、これを平成23

年ということは今のわけであります、平成23年。

その中には31カ所にすると、いうなれば半分に

するっていうような方針、整備計画を示してい

るわけであります。 

 しかし、計画は計画しということになろうか

と思っておりますけども、平成22年時点で54カ

所と、いうところの計画を達成できなかった。

54カ所、この61カ所から、いうところの54カ所

しかならなかったと。31カ所って言ったことが

ほぼ遠い数字になっておるというのが、今県内

の土地改良区の実情でもあると。一つの事実と

してそれが。そういったことも踏まえまして、

計画期間を平成27年度までに延長し、継続して

統合の取り組みを進めるということに今なって

おるということもあるわけであります。 

 ただいまの中でこれは一つの県内の情勢、土

地改良区っていう１つの公共的団体の中にあっ

て、61カ所を31カ所、それが54カ所しかできな

かったという一つの事実の中に。それだけいろ

んな問題が背景にはあるっていうのも、あるん

じゃないかなとは思っておりますけども、それ

はほかでは、大きな合併したところもいっぱい

あるわけでありますから。そういった背景はそ

れぞれ違うわけでありますけれども、いずれそ

ういった状況である。したがって、じゃあ何も、

手をこまねいて何もしていなかったとなれば市

といたしましても合併を見据えて業務の電算化、

あるいは農業施設の維持管理計画を策定しなが

ら一定の支援を行っており、また協議の場の設

定にも努めていると。ただ手をこまねいている

わけじゃないと。話し合いを進めてほしいとい

うことを申し上げているということなわけであ

ります。この遠野市の農村環境の維持、発展を

考えると、土地改良区が一定規模を確保した強

い組織体となる。そして関係機関と一体的な農

地の管理が行われるという部分においては、早

い時期の統合が実現されるということは、関係
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者一同それを強く期待もし、また望んでいるの

ではないかなというように思っております。 

 その中にございまして、この合併準備委員会

が立ち上がっている、話し合いもしておるとい

うことを申し上げました。いろんな課題はその

中であったわけであります。人件費の課題。こ

れは、人件費の課題も宮守村改良区の職員が退

職したことによりまして、クリアされておると

いうのは一つの事実があります。それから賦課

金、組合員で賦課金も払っているって話。賦課

金につきましても、職員の減により賦課金が減

額されたと。市、村とも1,800円。これ10アー

ル当たり1,800円と。そしてこの合併時の資産

均衡を求める場合は、宮守村改良区では賦課金

の増額も可としてるっていうような一つの条件

も出しているわけであります。したがって、こ

の課題も一応クリアされておると。 

 それから３つ目の中における、この修繕積立

金のこの使途の制限というような。これにつき

ましても、修繕費は遠野市土地改良区でも地区

ごとに積立管理をしながら、他の地区の修繕費

に充てられることはないと。合併後も同様であ

るというような形での認識がもう一致しており

ますから、したがいまして、この現時点であれ

ば市の側の改良区から要望された課題は、まず

クリアされているんじゃないのかなっていうよ

うに私自身も担当のほうから説明を受けている

ところであります。したがって、もう既に村改

良区は合併方針を示しておると、市の改良区の

結論を待っておると。ではその中における課題

も、そのとおりある程度整理されてきていると

いうような状況にあるわけでありますから、県、

市と。県ともよく連携をとりながら、この合併

に向けて速やかな結論を出してくれるように私

も大いに期待をしていると。いつまでもこれも

先送りはできないだろうというように思ってお

りますので、市の土地改良区のほうにおきます

懸命な判断が至急に出ますような形での期待も

込めて推移を見守りたいというように思ってい

るところでございますので、よろしく御理解を

いただければというように思っております。 

○議長（新田勝見君）  藤澤教育長。 

   〔教育長藤澤俊明君登壇〕 

○教育長（藤澤俊明君）  瀧本孝一議員の一般

質問にお答えをします。 

 なお、議員からの御質問のうち、柔道に関す

る資格や指導経験を有する教員の配置など、指

導体制の確立について及び柔道着の整備状況に

つきましては菊池民彌議員にお答えした内容の

とおりでございますので、なにとぞ御理解をい

ただきたいというふうに思います。 

 さて、議員のおっしゃるとおり、市内の中学

校に格技場がないことから、体育館が授業の場

所となりますので、柔道用の畳やマットを敷い

てその上で授業をするということになろうかと

いうふうに思います。 

 教育委員会では、平成24年度からの武道の必

修化に当たり、各学校における柔道用の畳、マ

ットの整備状況を調査をし、不足する分につき

ましては、平成23年12月補正予算において必要

な予算を確保いたし、現在購入手続を進めてい

るところでございます。今年度中には整備が完

了するという予定になってございます。 

 また、安全対策についてでありますが、武道

に限らずスポーツには危険が伴うものであり、

加えて議員のおっしゃるとおり、男女とも武道

が必修となり、ある程度の授業時間数があると

いうことから、安全面に対する配慮と対策が不

可欠になろうかというふうに思います。柔道に

おいて事故を回避するために、委員会として３

つの視点が必要であるというふうに考えており

ます。 

 まず第１点目は、指導を行う教員が指導する

内容や留意点、安全の配慮に十分意識した上で、

学習段階や個人差を踏まえ、受け身等の初歩的

な段階から柔道の指導を行っていく必要があろ

うかというふうに思います。 

 ２点目は、授業を受ける生徒に対して、授業

のねらいや目的、練習方法や留意点、禁止事項

について十分かつわかりやすく説明する必要が

あろうかというふうに考えております。教員は

常に生徒全体を把握し、危険な行為が発生しな
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いよう、ときには厳しく注意するということも

必要かというふうに思います。 

 ３点目は、授業を行う際に周囲の障害物を取

り除くなど、整理整頓に配慮するとともに、け

がを防ぐために準備体操やストレッチなど十分

に行うことが肝要であろうかというふうに思い

ます。 

 柔道の指導に当たっては、これら３つの視点

により、基本的な安全の確保を図りながら無理

のない指導をしてまいりたいと考えております。

また、議員がおっしゃるとおり、生徒の体格、

体力、運動能力の差がございますので、それら

を配慮したペアを決めたり、運動を得意としな

い生徒にも配慮した指導をしたりしていきたい

というふうに考えております。 

 安全対策につきましては、過日２月12日に開

催した市内校長会議においても、各学校長に対

して指示を出したところでございます。何より

も安全を最優先に、危険や危機を予測し、その

防止に努めるとともに、教育委員会と学校との

連携を密にしながら安全対策に万全を期してま

いりたいというふうに思います。 

────────────────── 

   散  会   

○議長（新田勝見君）  お諮りいたします。本

日の会議はこの程度にとどめ、散会いたしたい

と思います。これに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新田勝見君）  御異議なしと認めます。

よって、本日はこれにて散会いたします。大変、

御苦労さまでした。 

   午後４時29分 散会   

 


