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   午前10時00分 開議   

○議長（新田勝見君）  おはようございます。

これより本日の会議を開きます。 

 これより本日の議事日程に入ります。 

────────────────── 

   日程第１ 一般質問   

○議長（新田勝見君）  日程第１、一般質問を

行います。 

 順次質問を許します。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。 

 岩手と遠野にとりまして、５月と６月は一番
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輝く山菜の季節ですが、ことしは福島第一原発

事故による影響で、山菜や野菜に含まれる放射

性物資の基準値である１キログラム当たり100

ベクレルの超過が相次ぎまして、出荷者や産直

等の販売施設、消費者には大変な困惑が広がっ

ております。幸い遠野市内では、今のところ原

木シイタケ以外に基準値超えの産品は発生して

いないようですが、それでも産直には風評被害

も加わり、売り上げが急減している施設もある

と伺います。山菜は山里ビジネスの主役になる

シーズンなのに、何ともお気の毒な限りであり

ます。そして、いまだ事態収束の見通しも立た

ない状況に、腹立たしささえ覚えるのでありま

す。 

 このように最悪な状況ですが、当市関係者は

市民の不安解消策として放射線量を測定する簡

易測定器の市民への貸し出しや放射性物質測定

器の導入、そして牧草地の除染対策作業の実施、

さらには放射能汚染に組織横断で対応するため

原発放射線影響対策本部の設置など、市民の安

心安全な日常生活の確保に向けた俊敏な対応と

御労苦に心より敬意と感謝を申し上げます。あ

りがとうございます。 

 さて、私は、これまで本議会の一般質問では、

行財政改革について何点かの質問と提言をさせ

ていただきましたが、今回もその一環としまし

て、事務事業のアウトソーシング、すなわち民

間事業者への業務委託について質問させていた

だきます。 

 本市を取り巻く状況は、財政面では一般会計

予算の歳入のうち国や県からの補助金と市債、

すなわち市の借金である依存財源は80％を占め

ておりますが、今後のことを推測しますと、補

助金の一括交付金化による国庫補助負担金の削

減と人口減少に伴う地方交付税の減額など、国

からの補助金の減額は避けられない状況に置か

れているかと思います。 

 また、自主財源である市税にあっては、長期

にわたる経済環境の低迷や急激な少子高齢化に

よる生産年齢人口の減少により、市税収入も今

後減少するものと推測されます。 

 その一方で歳出は、社会状況の変化による扶

助費や医療費の増加及び総合防災センターや総

合食育センターなどの大型建設事業の実施によ

り発生する市債、すなわち借金の返済である公

債費の増加など財源を圧迫する要因は数多くあ

ります。 

 このように財政面で大変厳しい状況下にあり

ますが、今後さらなる少子高齢化の到来という

大きな社会構造の変化に対応し、これまでの行

政サービスのあり方を根本的に見直すことが必

要であると考えるのであります。それは少子高

齢化社会においては、過去のような経済成長に

伴う税収の増加は期待できませんし、サービス

の需要者である高齢者が急速に増加してきます

ので、それに要する財源を着実にふやしていく

としても、現行の市民負担ではこれまでのサー

ビス水準の維持は困難視されます。ましてや今

後ますます多様化・高度化する市民ニーズへの

対応は不可能になってくるものと想定されます。

さらに市職員による行政サービスの直接提供に

は、規約上の制約等からさまざまな事務コスト

や時間的制約が発生しますし、ややもすれば画

一的で硬直的、かつ非効率的な運用になりがち

な傾向にもあると思います。 

 さらに最近は、行財政改革の一層の推進と市

民協働によるまちづくりを目標として、市職員

定数も削減されてきておりますが、本来業務に

加えて東日本大震災に伴う後方支援業務や福島

第一原発事故による放射能汚染問題対策の業務

がふえてきていることから、中には既に業務量

がオーバーフロー状態に陥ってる職員もおられ

るかもしれません。それでも今のところは職員

の皆さんの努力と気力で何とか持ちこたえてお

られるかもしれませんが、心身ともに疲労感を

感じておられる職員もなくはないと思うのであ

ります。 

 そこで、これらの改善策として、行政サービ

スの提供に当たっては、市場原理が的確に働く

領域において、民間にできることは民間にゆだ

ねるという基本原則に移行すべきと考えるので

あります。このことによって先に述べさせてい
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ただいた課題は改善されて地元民間事業者の仕

事領域も広がりますので、雇用拡大と地域の活

性化にもつながると思いますが、いかがでしょ

うか。市長の御所見をお伺いします。 

 そしてまた、遠野市総合計画の後期基本計画

では、サービスと費用、官民の役割やあり方を

見直すことによって、事務事業の民間移管、委

託を推進しますというふうにありますが、実行

に向けた今現在の取り組み状況はどのようにな

っておられるのかについて伺います。 

 さて、民間活力導入による基本的な考え方と

はどのようなものでしょうか。私が考えるには、

市民の安心安全を第一に考えて、市民ニーズや

行政課題に効果的かつ効率的に対応し、市民

サービスの維持向上を図るために、行政責任の

明確化と個人情報の保護及び守秘義務を確保し

つつ、民間のすぐれた能力を最大限に活用する

ことにあると思います。したがいまして、行政

と民間事業者のどちらでサービス提供するのが

適切なのかについて十分に検討し、どうしても

行政が行うべき必然性がある業務以外について

は、極力アウトソーシングを進めるといった観

点に立つことが必要であり、その上で施設管理

や運営業務、検査業務といった、より広い分野

に対象を広げて、コスト削減と住民の満足度の

向上に努めるべきであります。 

 一方で、行政サービスのアウトソーシングへ

の一層の拡大については、これまでどおりサー

ビスの質が確保されるのかといった市民の不安

や業務委託する地元業者に経験、ノウハウを兼

ね備えた企業が存在するのか等々について事前

確認と検証が必要でありまして、急速に進めて

いくことは容易でないことも事実であるかと思

います。 

 したがいまして、この民間活力の導入方針決

定に当たりましては、市民が行政に期待してい

る役割をしっかりと御認識され、市民が安心で

きるサービス水準を確保しながら効率化を図る

という観点で、経費面の検証や効率性の検証、

市民サービスの内容や質、レベルの検証、そし

て市民との協働範囲の検証等々について十分吟

味された上での判断が必要であると思います。

さらに民間活力を導入する際の導入形態、例え

ば業務の完全民営化や外部委託、指定管理者制

度、ＰＦＩなどについてメリット・デメリット

や適切性を比較検討しながら進める必要がある

と考えますが、いかがでしょうか。 

 参考までに、このＰＦＩについては、職員の

皆さんは日ごろから使われる用語かもしれませ

んが、市民の皆さんにはなじみのない用語かと

思いますので、簡単に御説明をさせていただき

ますと、プライベート・ファイナンス・イニシ

アチブの略称でありまして、公共施設の設計や

建設、維持管理、運営などを民間主導で行うこ

とによって、効率的で効果的な公共サービスを

行う手法のことであります。 

 以上、行政サービスのアウトソーシング移行

に当たって、速やかな御検討と実行をしていた

だくことを申し上げて、私の一般質問を終わり

ます。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  佐々木大三郎議員の一

般質問にお答えいたします。 

 市の事務事業のアウトソーシングについてと

いうことで、それぞれ大きく分けますと３点に

わたっての御質問ではなかったかなと思ってお

ります。 

 まず、個々のこの３点に当たって答弁する前

に、それぞれただいま質問の中で述べられまし

たこのアウトソーシングという部分の中におけ

る一つの遠野市としての取り組み、人口減少、

少子高齢化の流れがあると。そしてまた、この

さまざまなニーズが特にも高齢者福祉を中心と

した、いうところの扶助費といったものがふえ

てくるという中における財政の硬直化というの

もその中にあるのではないかと。 

 そしてまた一方においては、市職員による行

政サービスといったものについてもさまざまな

制約なり、そのニーズにどう対応するかという

ものにおけるいろんな課題も出てきたのではな

いのかなというような認識が述べられ、それに
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基づいてこの民間事業者の仕事領域も広がるの

で、雇用拡大と地域の活性化にもつながるんで、

市長の考えはいかがでしょうかと。 

 そして、民間活力導入に当たっては、市民の

安心安全を第一に考え、市民ニーズや行政課題

に効果的かつ効率的に対応し、市民サービスの

維持向上を図るため、行政責任の明確化と個人

情報の保護及び守秘義務を確保しつつ、民間の

すぐれた能力を最大限に活用することにあると

いうようなことを質問で述べられてるわけであ

ります。全く同感でありまして、これにつきま

しては御質問のとおりであるということを粛々

と進めてまいるということで、答弁でもいいん

じゃないのかなというように思ってるわけであ

りますけども、やはりそういうわけにはいきま

せんので、ちょっとお答えを申し上げます。 

 私は、佐々木議員のおっしゃったことは全く

時代の流れだというように思っております。こ

れは大変大事なことでありまして、これからの

行政の、特に基礎自治体と言われる行政の生き

残りにあっては、この視点は欠かせないもので

ありまして、この部分におけるどう切り込んで

いくかということが、これからの我々の一つの

行財政経営の中における、地域経営の中におけ

る一つの何といいますか手腕と申しますか、あ

れが問われているということも言えるんじゃな

いのかなというように思っております。 

 佐々木大三郎議員のこの質問の中にもありま

した。これは全くそのとおりなわけでありまし

て、行政サービスのアウトソーシングの一層の

拡大については、これまでのサービスの質を確

保されるかといった市民の不安やあるいは業務

委託する地元業者に経験、ノウハウを兼ね備え

た企業があるのかというようなところをきちん

と検証しながら、事前確認と検証しながら進め

ろという話、全くこれもそのとおりなわけであ

りまして、こういった部分をおろそかにしてき

たがゆえに、さまざまなミスマッチがあったり、

いったいこれは何のためのアウトソーシングだ

ったんだろうと、何のための指定管理者制度で

あったんだろうというような、いうところのミ

スマッチが全国の基礎自治体の中にも起きてお

るということも一つあるわけであります。 

 私は佐々木議員から、市民が行政に期待して

いる役割をしっかりと認識し、市民が安心でき

るサービス水準を確保しながら効率化を図ると

いう、これが大きなキーワードではないのなと

思ってまして、これは私ども、きょうこの本会

議場には市の部長級の幹部職員も全員そろって

るわけでありますけども、これをきちんとした

見きわめながらのアウトソーシングといったも

のを進めていくということが大事じゃないのか

なというように、御質問をお聞きいたしまして

改めてそのことを思った次第であります。 

 小泉内閣当時、構造改革という中におきまし

て規制緩和が図られました。しかし、今こうし

て８年、９年たった中におきまして、あの規制

緩和の中であって民間活力という部分はちょっ

と本会議場で言葉を慎まなきゃなりませんけど

も、若干ムードに押されてしまったんではない

のかなという部分が、今私ども市町村長の、首

長間にはいろいろあります。規制緩和、いろん

な民間活力を入れながらいろんなことができる

んだという中において、さまざまな法制度のい

ろんな見直しから規制緩和という中における取

り組みを進めたわけでありますけども、どうも

上っ面と申しますか、上辺で終わったんではな

いだろうか。どぶろくの酒税法にも取り組んだ

わけであります。基本的には量の制限撤廃だけ

で、法律そのものは何ら変わっていないという

のも一つの状況でありまして、あの規制緩和の

中における民間活力といったものは、理念なり、

あの精神はどこに行っただろうかなということ

が今よく問われております。平成の合併前と合

併後という一つの取り組みの中で、今さまざま

な仕組みづくりが問われております。そして、

そこに東日本大震災というのが起きたわけであ

ります。震災前と震災後という中で新しい仕組

みづくりを今全国の基礎自治体がそれを求め懸

命に努力をしておるということがあります。 

 先般、ある首長から、図書館の経営を民間企

業の大手のツタヤという大手の企業に全面的に
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移管するという話の自治体があるということを

聞きました。そうしましたら、ある首長が、い

やそれは確かにいいだろうけども、大手のまさ

に企業のノウハウと我々地方がそれぞれの地方

で抱えているニーズに対するきめ細かな対応と

いったものが、そういった中で本当に解決する

だろうかと、それははやりに乗ってるんじゃな

いだろうかっていうような意見を述べた方もお

りまして、私も非常にその議論には興味深く参

加したわけでありますけども。そういった中に

おきまして、佐々木大三郎議員の役割をしっか

りと認識しろと、行政の役割をしっかりと認識

しろと、そして、まさに市民が安心できるサー

ビス水準を確保しろと。その上で経費面の検証

や効率性の検証や市民サービスの内容や質、レ

ベルの検証、そして市民との協働範囲の検証、

これいずれも大事な言葉であります。これをや

はりきちんと愚直にこの検証あるいはさまざま

な中における認識といった情報共有といったも

のをしながら、民間活力といった中における一

つの切り口を見出していくということが私は極

めて大事じゃないのかなということを改めてた

だいまの質問の中から受けとめたわけでありま

す。 

 ちなみにこれまでも遠野市も取り組んできて

おります。市の歳入の４割を占めている地方交

付税でありますけども、20年からは微増傾向に

あります。微増傾向にあります。これはさまざ

まな政治的な背景もあろうかと思っております

けども、微増傾向にある。特にも昨年度、23年

度は、この東日本大震災に伴う復旧経費や官民

一体となって取り組んできたという部分が私は

評価されたんではないかなと思っておりますけ

ども、特別交付税が対前年で３億4,600万、4.

1％多く交付されたと。これは非常に大きい数

字なんです。当市にとっては大きい数字なわけ

です。３億4,000万円以上のものが上乗せされ

て交付されたと。これはまさに議員各位も当然

でありますけども、市民の皆さんが懸命になっ

て後方支援というものに取り組んだというもの

がきちんと認識され、評価されたということに

私はつながり、貴重な財源をその中から得るこ

とができたということになろうかというように

思っております。ただ、国の財政事業を考える

と、これは東日本大震災というものがあったが

ゆえにこういったものがふえたわけであります

けども、これが恒久的に続くという保障は全く

ないわけであります。 

 また、この御質問のありました地方債。これ

についても償還金の70％が交付税で措置される

という有利な起債を中心として借り入れをして

おりまして、これも将来の償還負担を考慮しな

がら、健全財政の維持に努めておると。 

 そしてまた、御質問の中にありましたけども、

本年４月１日現在の職員数は385人であります。

これも合併時と比べますと74人の縮減というこ

とになっております。そして、御質問のありま

したとおり、この市民協働なりアウトソーシン

グといったものをさまざま、それぞれただいま

の佐々木議員の認識を踏まえながら、やれると

ころからやっていこうじゃないかということで

取り組んでおりまして、その一環といたしまし

ては、進化まちづくり検証委員会、いうところ

の市が出資する第三セクターや関係機関団体等

も、こういったものに市の行政ばかりじゃなく

して、そういったところもいろんな業務の効率

化なり集約化なり図っていかなきゃならないと

いうことで、進化まちづくり検証委員会で着実

に今さまざまな見直し作業を行ってるわけであ

ります。この見直し作業の結果、再編、統廃合

されたことによって、それがいうところの、た

だいま佐々木大三郎議員からありましたアウト

ソーシングといった道がその中にまた受け皿と

してそこがなり得るんじゃないのかなというよ

うにも思っているところでありますし、もう一

方においては、経営改革大綱を定めまして、18

年から22年まで定めて取り組んでおりまして、

これによりますと、この結果を見ますと、518

項目中488項目の経営改革に取り組みまして、

この５年間で、それはアバウトでありますけど

も、一応財政効果といったものを算出してみま

した。５年間で45億円の財政効果をこの中で、
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経営改革の中で見出したという一つの結果も出

ております。 

 そしてまた、この第一次経営改革大綱、第二

次経営改革大綱でも順次それぞれのやれるとこ

ろからやっていこうという中における取り組み

も行っておりますし、それぞれの積み残しにな

っている課題につきましても、順次、これも24

年度の重点事項としてそれぞれにつきまして見

直し、あるいは再編といったような作業を加速

していきたいというように思っております。 

 いずれ御質問にありましたそれぞれの認識あ

るいは取り組みにおける基本的なスタンス、そ

してまた遠野市としてやらなきゃならないその

現状というものに対する認識といったものにつ

きましては、佐々木議員と全く認識も一つにな

ったと申しますか、認識も同じでありますので、

御質問いただいた一つの基本的な方針と申しま

すか、認識を真摯に受けとめ、着実に実施して

いくということを最後に申し上げまして、答弁

とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  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）  再質問させていた

だきます。 

 ただいま私の質問に対する市長からの御答弁

内容は、私の質問、提言どおり、そのとおりだ

というような趣旨の御発言、御答弁をいただき

ました。そういう中にあって再質問は大変失礼

とは思いつつも、実はまだまだ私の質問時間あ

りますので、もう少しですね、お話ししたい事

項がございますので、その辺をお話をさせてい

ただきたいと思います。 

 先ほどからお話させていただいてるこのアウ

トソーシング、すなわち事務事業の一部を民間

事業者のほうに委託するということにつきまし

て、少しですね、もっと市民の目線に立って考

えてみたいと思います。 

 今の市の業務の中には、先ほども市長もおっ

しゃってましたけども、民間のノウハウを活用

することによって効率化が図られて、市民への

サービス提供はさらに充実して、かつまた経費

の節減も図られて、そしてまた質の高い行政運

営を可能にする業務、これはたくさんあると私

は今でも考えております。 

 私が話したかったことにつきまして、参考ま

でに事例を交えてお話をさせていただきますと、

例えば保育園の運営についてであります。既に

皆さんも御案内のとおり、今旧遠野市内の保育

園は民間の保育協会さんのほうで運営されてお

ります。これとは対照的に旧宮守村内は市の直

営で運営されております。今までいろんな事情

があって今日に至ってるものと思いますが、こ

の両者について、市民、特に利用者へのサービ

ス面あるいはコスト面について比較検討されて

みてはいかがでしょうか。いろんな制約、これ

はもちろん出てくるかもしれません。しかし、

どちらが本当の意味で市民のためになるのか、

いいのか、それはおのずと結論は出てくるはず

だと私は確信するのであります。 

 そしてまた、清養園クリーンセンターについ

てですが、ここはごみの焼却を昼夜24時間にわ

たりまして市職員の直営で行われております。

一部民間の方も入っておりますけども、いずれ

直営で今運転、運用されてます。私はこのよう

な定形的な業務については効率性やコスト削減

といった観点からも、全面的に民間にゆだねた

ほうがよろしいんではないかなというふうに考

えております。もし何かどうしても直営でなけ

ればならない理由があれば別ですけども、あり

ましたらぜひ御答弁をお願いしたいと思います。

これ以外にもまだまだあります。 

 例えば遠野まつりとか産業まつりでは、今は

市職員の方が忙しい中、会場まで椅子とかつく

えを運んで会場の設営、撤収までみずからやら

れています。朝早くから夜遅くまでかけてやっ

ていただいてます。さらに御存じのように交通

整理まで市職員が直営でしてやっていただいて

おります。そしてまた、市民窓口である各種証

明書の発行業務、各種工事の設計工事管理業務、

公用車の運用管理や運転業務、浄水場の運転監

視業務、先ほどツタヤの例も市長のほうから御

紹介ございましたが、図書館の運営業務ですね。
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さらには教育や福祉分野にも民間に移管したほ

うが明らかにいいんだと思われる業務、事務が

あるものと私は考えております。いずれ市全体

として公共的なサービスを質、量ともに確保し

つつ、効率的で効果的な財政運営を実現するた

めに、市職員がそれこそ大量に退職迎える前に、

やっぱり速やかに御検討され、そして市民のパ

ブリックコメント、すなわち意見公募ですね、

この辺を実施すべきと考えますが、いかがでし

ょうか。市長のお考えを伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  佐々木大三郎議員の再

質問にお答えいたします。 

 市民の目線で立ってということで、参考まで

にということで保育所の問題あるいはクリーン

センターの問題が事例として取り上げられまし

た。また、イベントの催しにあっても朝早くか

ら職員がというような話がありました。私はこ

こは整理して考えなきゃならないかというよう

に思っております。 

 まず一つは、保育所の問題あるいはクリーン

センターの問題等につきましては、特に保育所

の問題につきましては、この平成24年度の当初

予算の審議をいただきます所信表明の際に、こ

れについては、もう取り組みますという方向性

を明確に表明しております。 

 それから、クリーンセンターは岩手中部広域

でもってごみ処理をするということで、もうカ

ウントダウンが始まりまして、まもなく業者も

決まり、大きな焼却プラントの建設工事が始ま

ります。そうしますと遠野市は焼却という一つ

の事業はなくなるわけであります。中継施設と

しての役割を担うということがもう明確に出て

るわけであります。したがって、事例として挙

げるまでもなく、それはそういう方向で行くん

だということがもう既に示されておるというこ

とであります。 

 そしてまた、これは私自身も市長という職を

いただいて385人の職員の先頭に立ってるわけ

でありますけども、イベント、朝早くつくえを

運び、交通整理をし、そしてまた証明書なども。

果たしてこれは市職員がやることなのかという

ような、とらえ方によってはそうとられるよう

に。しかし、一方においては、そういう汗もか

かなければ本当の市職員は育たないわけであり

ます。朝早く起きて会場設営して、市職員がお

かしいんですか。やっていいんですよ。私はそ

う思うんですよ。そして、遅くまでかかって後

片づけや掃除、それもいいんですよ。それより

も逆に私が心配しているのは、幹部がそれを一

生懸命やって、若い職員がなかなかそれについ

てこない。よく庁議で言ってます。二極化が起

きていないかと。これはだめだと。385人の職

員の総力を挙げて、まさに市民目線に立って汗

をかこうと。そういった一つの職場、文化をつ

くろうということを一生懸命呼びかけておりま

す。そこには、いうところの採算性であるとか

効率性じゃなくして、やっぱり市民の目線に立

って汗をかくという、そのような職員を。その

中から実際の一つの研修と。確かにもらった給

料等から割り返せば何だということになるかも

しれませんけども、やはり職員もそういったイ

ベントに積極的に。そして、職員だけがやって

るんじゃないんです。その現場にはみんな本当

に地域を思う。町民運動会に行ってみました。

各会場回りました。市職員と各町のそれぞれの

リーダーの方々がまさに一体となって町民運動

会を盛り上げているんですよ。それを市の職員

はまだまだ民間なんだ、そういうのは民間なん

だ、市の職員はすることないんだというような、

そんな二者択一の議論になってしまったんでは、

まさに市民協働そのものの仕組みが崩れてしま

うと、違うんだと。やはり繰り返しになります

けども、それは採算性とか効率性だけじゃない。

一緒になってやるんだというようなところの仕

組みを私は大事にしていきたいというように思

っておりますので、ひとつよろしくお願いを申

し上げたいと思っております。 

○議長（新田勝見君）  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）  市長の御答弁よく
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わかりました。ありがとうございます。確かに

市長がおっしゃるとおり、実は先週だったです

かね、日曜日に上郷のお祭り、運動会がござい

ました。そこには市職員の方が、それこそ全員

が参加していただいて、出席していただいて、

事前の現地の設営から機器の撤収まで全部やっ

ていただきました。本当にこれは上郷町民とし

て大変助かりますし、うれしい、また力強い限

りであります。本当に市職員の皆さんありがと

うございます。 

 ただ、その問題と私は遠野まつり、産業まつ

りのイベントの内容は違うというふうに考えて

ます。何が違うかと言いますと、イベントの場

合には朝早くから夜遅くまでという表現、私さ

せていただきましたが、その場合には、当然何

がしかの時間外手当が出ているはずです。しか

もですね、確かにそういう現場に対応されるこ

とは必要かもしれませんが、ややもすれば、ふ

なれな力作業をするものですから、日常事務作

業をしている方が力作業をすることによって日

常業務のほうにそのパワーが影響するんじゃな

いかと。私はそのことが気がかりでならないの

であります。加えて、その分を先ほどもお話し

しましたけども、地元業者の方に外注すること

によって、私は仕事量がふえて雇用拡大にもつ

ながり、地域の活性化にも寄与できる、繁栄に

つながるというふうに思いますが、その辺の御

見解についてお伺いします。 

○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。 

 イベントといっても町民運動会のようなもの

と、産業まつり、あるいはこの遠野まつりとは

違うんじゃないかというお話がありました。力

仕事というお話もありました。ふだん事務をや

っておって力仕事をして、事務に支障を来して

んじゃないのかなとお話がありました。そうい

う言葉のもてあそびをするつもりは毛頭ありま

せん。しかし、385人の遠野市の職員は力仕事

もできますし、事務仕事もちゃんとやれるとい

うのが市の職員であります。そしてまた、どう

してもこれは機械に頼らざるを得ない、いうと

ころの人では無理だというものにつきましては、

きちんと業者に委託をし、作業を行いながら行

っているということでありますし。また、朝早

くから夜遅くまでの部分のこの休日・祝日にお

ける勤務にありましては、いうところの代休と

申しますか、そのような土日働いたんで、じゃ

あ月曜、火曜というような職場のローテーショ

ンをつくりながら、いうところの代休といった

ような代休制度のようなものもきちんと定着さ

せるように指導しておりますので、いうところ

の超過勤務といったものに大きくはね返ってく

るということについては極力避けるというよう

な方針で取り組んでおりますので、一つ御了承

いただきたいと思っております。 

 繰り返しになりますけども、市民協働という

のは、市職員も一緒になって作業を行い、産業

まつりだ、ふるさとまつりだといっても、遠野

ふるさとまつりも文字通り出演団体だけじゃな

くして、街頭でもって郷土芸能を披露する方ば

かりじゃなくて、後方でいろいろな炊き出しを

しながら、あるいは着がえをしながら、さまざ

まな形で作業してる。そこを市職員もきちんと

フォローするというような形での私は仕組みが

成り立ってると思っておりますので、一つの遠

野の誇るべき市民協働の仕組みが、この遠野の

祭りといったものを盛り上げているということ

になると思っておりますので、これもまたその

ような市職員が朝早くから夜遅くまでという部

分で、市民の皆様の信頼と、そしてまた信用を

得るという形にもなってると。これは大事にし

ていかなきゃならない一つの仕組みではないか

なと改めて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）  次に進みます。 

 18番石橋達八君。 

   〔18番石橋達八君登壇〕 

○18番（石橋達八君）  通告に従いまして一般

質問を行います。 

 本年４月、昔話村に、伊藤家や赤羽根家の蔵
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の復元により、食事処や物産館が開設されまし

た。また、過日、リニューアルの計画案も示さ

れたところであります。 

 食事は観光客にとりまして一つの楽しみであ

り、観光地にとっては不可欠の施設でもありま

す。新たに開店した食事処・伊藤家は座席数10

0席を要する規模は大型バスで２台分、マイク

ロバスであれば四、五台分、団体客にも対応が

できそうであります。観光施設のサービスが図

られるのではないかと思います。個人、小グ

ループなど遠野ならではのメニューとおもてな

しで千客万来を願うところであります。 

 また、遠野の中央玄関であります駅前には、

新たな使命を帯びた観光交流センター、まちお

こしセンターのオープン、過日は、遠野総合食

育センターの工事安全祈願式が挙行されました。

７月には遠野総合防災センターの落成を迎えま

す。我が遠野市の観光施設、また、公共施設も

一層充実してきたと感じております。 

 最初の質問は、遠野市総合食育センターの役

割、食育と学校給食について伺います。 

 施設の建設着工までは紆余曲折もありました

が、遠野スタイルの新たな取り組みとして、学

校給食だけでなく食育の推進という理念のもと、

遠野市民の豊かな食生活と健康に貢献する拠点

としての意義づけもされたところであります。 

 その中で、食育推進事業の内容や方向性を示

す食育推進計画がとおのっこプランとしてパブ

リックコメントを得ながら作成されました。人

間の命をつなぐのは食であります。また、食と

健康は切っても切れない関係にあります。食の

生産をなりわいとする方には感謝を忘れてはな

らないと思います。 

 これまでの健康長寿課など福祉の里が担当し

てきた食生活の重要性と健康指導などの部分と、

今後食育センターが担う部分はどのようにとら

えたらよいのか、総合食育センターの名にふさ

わしい内容が求められますが、その辺の役割分

担はどうなるのでしょうか。 

 ２点目は、食育の範疇でもある地元の農産物

の給食における生産、消費、いうところの地産

地消についてであります。 

 古い話で恐縮ですが、平成５年ごろ、米の消

費量が減ってきて米生産農家が困ってるという

ことなので、遠野の米をどうして給食に使わな

いのか、こう質問したことがございます。学校

給食会を通して仕入れる仕組みになっていると

のことで、当時はかないませんでした。それは

それとして、地元の農産物はできるだけ活用す

べきでありますが、地元の食材とはいっても、

食の安全安心は確保されなければなりません。

減農薬、有機農法など地元食材納入者が取り組

むべき農薬等の使用基準や生産方法など明確な

ものがあるのでしょうか。一層の厳格なあり方

の設定が必要ではないかと思うわけであります。 

 今、保護者などから給食における食材の放射

能汚染が心配されておりますが、それは当然と

して、どう食材の安全を確保するのか確認いた

します。 

 また、新たな食育センターの事業案では、カ

ット野菜などの加工や弁当の配食事業も計画さ

れておりましたが、具体的にどのようになるの

か。地産地消の拡大のための大型瞬間冷凍機な

どの導入等はどうなるのでしょうか。 

 食育基本法が施行される以前から、食の重要

性についての施策は行われてまいりましたが、

改めて市民の食育に対する重要性の喚起、周知、

意識調査等は必要ないかお聞きいたします。な

お、私の地区では、きのう遠野広報６月号が配

布されましたが、食育のページは読まさせてい

ただきました。 

 ３点目は、学校の食育及び学校給食関連であ

りますので、教育長に答弁をお願いいたします。 

 これまでは、同じ遠野市内の小・中学校でも、

旧遠野市、旧宮守村の２つの給食センターでつ

くられておりましたが、来年度から一本化され

ます。これまでの体制でもそれぞれ個性や優れ

た部分があろうかと思います。宮守の給食では、

「旬を食べよう」の企画で農林水産大臣から賞

をいただいたとも伺っております。 

 理想的な融合と食環境を求めたいと思います

が、その中で、給食用食器はどうされるのか。



－ 16 － 

給食における食器一つでも、これまでもさまざ

まな経過、変遷がありましたが、材質の吟味は

どのようにされるのか。 

 また、食育では、食物の生産に加え、楽しい

食事や基本的マナーの習得もテーマであります。

どのような工夫、独自性、指導方針があるのか。

一昨年、1000人プロジェクトの一つの分野に

「食の語り部」が誕生いたしました。今までも

学校給食に栄養教諭の指導のもと郷土食がメニ

ューに加えられていることは承知しております

が、夏休みや冬休みを除き、月に１回程度各学

校で伝統的郷土食、例えば、遠野郷に生きたマ

タギの人が食べた熊汁もよいのではないか。遠

野の家庭料理の提供に協力していただくのも楽

しい食事になるのではないか。「食の語り部」

の皆さんが栄養教諭とともに学校教育現場に参

画してこそ、語り部1000人プロジェクトの意味

があるのではないか。こうしたことはできない

ものかどうか、伺いたいと思います。 

 また、食材の吟味と給食費の値下げは相反す

るところもありますが、仕入先の検討による仕

入れ価格を低く抑えることができないものかど

うか。具体的に言うと、学校給食会等のあり方

について、文部科学大臣は「既存の組織に形骸

化もあり、改善の必要性も検討する」とも述べ

ております。 

 岩手県のそれがそうだと決めつけるわけでは

ありませんし、遠野市は、長年給食費は値上げ

をせずに頑張ってると聞きましたが、給食費の

値下げになる方策はないのかを伺いたいと思い

ます。 

 次に、食アレルギー対応の給食配ぜんについ

てでありますが、給食の食アレルギー対策の対

応はどのようにする方針でしょうか。 

 現在、宮守の部分では個人的に対応し、遠野

の部分ではみんなと同じ食事が出され、児童・

生徒が自分で除いて食べるという方法がとられ

ているようですが、これでよろしいのか。きめ

細かなサービスをすべきと考えますが、来年度

からはどのようにされるのでしょうか。 

 次に、子どもを交通事故から守る通学路の安

全対策について伺います。 

 この質問も市長にお尋ねするか、児童・生徒

にかかわることなので教育長にお尋ねするか迷

いましたが、市長と教育長に分けてお伺いいた

します。 

 去る４月に、京都府亀岡市で軽自動車が集団

登校中の児童と保護者の列に突っ込み、その４

日後には、千葉県館山市で同様の事故が発生し

ております。余りにも悲惨であります。 

 驚くことに、警視庁の調査によれば、昨年、

全国で登下校中の交通事故で亡くなった人、け

がをした人、その児童数は2,485人に上り、対

策の検討が急がれております。遠野市内でも交

通指導員・交通安全母の会やＰＴＡ・教師そし

て地域の皆さんが、朝早くから雨の日も風の日

も子どもを守っておられることには感謝と敬意

を表したいと思います。 

 我が公明党は、通学路の安全について、平成

３年から国会議員、地方議員、そして党員らの

ネットワークで総点検を行いました。こうした

背景や国会の質疑があって、国でも平成７年か

ら通学路安全点検調査が行われ、全国２万4,00

0の小学校の通学路の安全点検が動き出しまし

た。 

 通学路総点検の質問は、平成５年小原正巳市

長の時代、平成９年の菊池正市長の時代、そし

て本田市長で３回目になります。通学路の危険

解消は待ったなしであり、ハード、ソフト両面

の対策を求めたいと思います。 

 さきに申し上げた事故は、ドライバーのマ

ナーや意識改革が第一義であり、免許取得の法

的改正も必要でありますが、事件はどこで起き

るかわかりません。何とか、児童・生徒はもち

ろん、高齢者そして市民を守る対策を重ねてお

願いしたいと思います。 

 課題解消は、道路事情、関係者の合意形成等

の点で単純でないことは承知をいたしておりま

すが、歩道設置の必要性、歩道拡幅の必要性、

水路や側溝に危険な箇所はないか、ガードレー

ルの設置はどうか、丁字路などの交差点は安全

か、死角はないか、見通しの悪いカーブ対策は
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大丈夫か、道路標識や路面表示はどうか、信号

機の自家発電の設置などはどうか。子どもの視

点を重視し総点検を行い、安全確保のための改

善を求めたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 また、現在、各地域から出されている交通安

全関係の要望があると思いますが、どのように

対応されておられるのか。問題が確認され、改

善を急がなければならないときは、早急な財源

確保を求めたいと思います。 

 教育長への質問は、学校における通学・下校

時の交通安全指導についてであります。 

 新学期が始まりますと、黄色い帽子をかぶっ

た新１年生のかわいらしい登下校の様子が目に

入ります。さきに述べた事件は、安全を目指す

集団登校がかえってあだになってしまった例で、

さらに対策を考えなければなりません。暗い中、

ガードレールがなく、縁石だけの歩道を走る生

徒を見て、不安を覚えることもあります。子ど

もたち自身の調査や情報で通学路安全マップや

ヒヤリハットマップをつくり、一層の安全意識

を持つのも大事であります。学校では、児童・

生徒をどう守られようとしているのかをお聞き

いたします。 

 次に、市街地の活性化と人材参画について伺

います。 

 振り返りますと、岩手県立遠野病院の松崎町

への移転を皮切りに、バイパス道路の開通、ま

ちなかの区画整理に伴う長屋の消滅、住宅の郊

外建設、観光施設の郊外化などの変化により、

市街地空洞化が顕著になったことは御承知のと

おりであります。これまでも、町場の衰退を少

しでも食いとめるために、遠野病院の跡地利用

の市街地活性化センターの設置、公共施設と大

型宿泊施設の併設、新たな観光施設の設置、元

気再生事業、そして中心市街地活性化基本計画

の認定を受け、ハード、ソフト両面でさまざま

な施策も展開してまいりました。 

 こうした取り組みの中で、1000人プロジェク

トの現状について伺います。 

 プロジェクトの目的は、認定された語り部に

よる新たなまちおこし、観光開発でもありまし

た。足かけ３年、昔話の語り部の皆さんや町家

のひなまつりの皆さん、タクシードライバーの

歴史の語り部など、部分的に旅行客から評価さ

れてることは一つの成果でありますが、まだま

だ十分とは言い難いと感じます。 

 各分野のこうしたすばらしい貴重な人材をも

っと生かせないものかどうか。人数も1,000人

というからには、きっちりとクリアするだけの

人材発掘もすべきであります。おせりでにぎわ

った「馬1,000人、人1,000人」に語呂をあわせ

ただけではないはずであります。 

 これは、私の一つの考えですが、冒頭述べま

したとおり、ハード部分の観光交流センターや

まちおこしセンターも完成、昔話村も新たな施

設を加え充実してまいりました。施設は施設と

しての魅力がありますが、電車で訪れる観光客

の水かさ拡大とともにソフト面の魅力をどうつ

くるかであります。 

 例えば、観光交流センターでは、郷土芸能の

語り部の方が語るのはもちろん、山車などの常

設や実際にしし踊りや南部ばやしの笛でも鼓で

も太鼓でも年間を通して披露できる、触れ合い、

体験ができる体制ができないものかどうか。 

 まちおこしセンターやまちなかにさまざまな

事業や商売等で活躍されるなりわいの語り部と

具現者が至るところに存在してこそ活性化され

ます。人のなりわいを云々するのは角が立った

りデリケートなものでありますが、あえて申し

上げるならば、限りなくその道の頂を目指さな

ければなりませんし、魅力が求められます。遠

野のまちを歩けばいい出会い、おいしいもの、

いいものがある。そう評価されなければにぎわ

いなど夢の夢であります。 

 遠野文化センターでも、学芸員や職員に限ら

ず歴史の語り部の活躍の場があってもいいので

はないか、食事提供施設でも食の語り部の活躍

があってこそ遠野らしい食事が提供できると考

えます。 

 商工観光課、観光協会、商工会の役割も重く

なってまいりました。まちなかを回遊するよう

な魅力をつくらなければなりません。市として
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企画も含めどう取り組まれるか、今後の方針を

お聞かせください。 

 次に、将来にわたる市財政の健全化について

お聞きしたいと思います。 

 昨年９月定例会一般質問でＰＲＥ戦略の導入

についても取り上げたところであります。最初

にも述べましたが、当市の教育施設を含め公共

施設、観光施設など、整備充実がされてまいり

ました。全く新しく建設された施設、改修、統

合されるもの、また庁舎のように分散化が余儀

なくされるものもあります。これまで、こうし

た各施設の管理運営に当たっては、経費削減や

民間の専門的ノウハウを活用するため、第三セ

クター制度や指定管理者制度などに移行してま

いりました。しかし、現在、多くの自治体で課

題になってる件があります。 

 御承知のように、北海道夕張市が財政破綻し

てしまった要因の一つに補助金頼りの将来を見

通さない財政力を超えた施設建設があったと言

われております。 

 過日、神奈川県秦野市の公共施設白書につい

て報道がされておりました。ますます厳しくな

る地方財政と急激に進む少子高齢化は、全国自

治体の共通課題であります。 

 一般的に、コンクリートの建物は耐用年数が

50年から60年と言われますが、遠野市も、これ

まで、そのときそのときの行政需要のもと、市

民のニーズや社会的要請に対応し公共施設の整

備を進めてまいりましたが、これら多くの施設

の管理費がふえていく傾向はないでしょうか。 

 また、現在、遠野市として管理していかなけ

ればならない施設がどれだけあり、年間どれだ

けの経費が必要かお聞きしたい。 

 今後、大規模な改修や改築をしなければなら

ないものもあろうかと思います。維持保全と建

てかえ、大規模改修の集中するような時期など

はないのか。それぞれの施設の耐用年数にタイ

ムラグがあろうと思いますので、年度別に管理

運営すべき施設の総数、ランニングコスト総額、

大規模な改修や改築は何年度ごろになるのか。

そのとき、予算はどれだけ必要になり、税収の

見通しなど財源はどうなるのかなど等の10年後、

20年後のシミュレーションをし、公開できない

でしょうか。 

 秦野市では今多くの自治体から視察があるよ

うですが、公共施設の管理運営状況や提供する

サービスの効果、将来的な施設のニーズを整理

し、管理運営コストに関する情報課題を公共施

設白書として作成し、この白書を基礎資料とし

て効率的な管理運営を進めようとしております。

当市では、その必要性がないのかを伺いたいと

思います。 

 最後に、公共施設や学校施設の防災・減災に

関連し、非構造部材と言われる部分の対策がど

のようになってるか、お尋ねいたします。 

 防災の根本は、我が市民から一人も犠牲者を

出さない、そのために対策をとるということが

基本であります。警察をはじめ消防署、消防団

の皆さんが、日夜、市民を守っていただいてい

るからこそ、我々はまくらを高くして眠れるわ

けであります。 

 昨年３月の東日本大震災では、遠野市内でも

瓦が落下したり窓ガラスが破損したり、壁や天

井が崩落するなどの被害をこうむりました。大

きな人身事故にならなかったことは幸いであり

ますが、ある被災地では学校の天井や照明器具、

外壁、内壁が崩壊し、避難所として使えなかっ

たり、児童・生徒が負傷する事態も発生してお

ります。東京では多目的ホールの天井が落下し

て、お二人が亡くなってもおります。 

 建築構造部の耐震化基準の部分は前進してお

りますが、耐震化基準の範疇に含まれない非構

造部材の天井や内壁の強度補強、窓ガラスの安

全性、強化ガラスへの取りかえ、照明器具等の

取りつけ補強、転倒の防止、老朽化対策ととも

に、こうした部分の定期的点検と対策は必要な

いでしょうか。非常事態発生のとき、学校施設

は地域の避難所や物資の集積場所などとしての

役割を担わなければなりません。地域の避難所

に指定されている地区センターなどを含め、安

全性の実態をどう掌握されているか、お伺いし

たいと思います。 
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 最後に、６月からクールビズになりましたが、

きょうは自分の一般質問でありますので、あえ

て自分の特例としてネクタイを締めて登壇をさ

せていただきました。 

 以上でございます。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午前11時04分 休憩   

────────────────── 

   午前11時15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）  石橋達八議員の一般質

問にお答えいたします。 

 総合食育センター、通学路の安全対策、中心

市街地の活性化、市財政の健全化、防災・減災

に係る公共施設や学校の安全対策といった多岐

にわたっての御提案を含めての御質問を承った

ところであります。 

 これらの項目のうち、通学路の安全総点検と

いったものについて御質問がありました。これ

は、環境整備部と市民センターが既に連携をと

りながら行っておりますので、具体的な対策で

実施してる内容等につきまして、市民センター

所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。 

 また、中心市街地の活性化、ハード事業、大

体整って、問題はソフトだと。「馬1,000人、

人1,000人」という遠野物語世界の中にあって、

1000人プロジェクトというものがあるんだが、

これを文字通り1,000人、歴史の語り部等も含

めながら、きちんとした形で位置づけ、このマ

ンパワーをこのハード整備の中における心の部

分として、ソフト事業の充実にこの人材を、活

躍を求めるべきだという御提案があったわけで

あります。したがいまして、この部分につきま

しては、この語り部1000人プロジェクトを中心

に進めております文化研究センター部長のほう

から、この部分については答弁申し上げますの

で、御了承いただければというように思ってお

ります。 

 では、まず、総合食育センターについてであ

ります。 

 この質問につきましては、実は平成19年12月

市議会におきまして、石橋議員から食育の視点

での御質問をいただいてるわけであります。も

う平成24年ですからもう５年前ということにな

ろうかというように思っておりますけども。 

 その際に、安心・安全な学校給食の提供、地

場産物の活用、伝統食・郷土食の継承、そして

給食交流会やあるいは体験学習による生産者と

の交流、親子料理教室、市民の食生活の改善に

係る取り組みを行うのが、この総合食育セン

ターとして位置づけているというような答弁を

行ったというように記憶をしてるわけでありま

す。 

 その後におきまして、さまざまな経過があり

ます。これは、議員各位も御案内のとおり、学

校給食センターということになれば、１割の文

科省の補助金しか対象にならなかったという部

分があったわけでありますけども。それぞれ、

ただいま申し上げましたような切り口の中で、

この総合食育センターとしての位置づけの中で

議論をしてまいりましたところ、約４割、正式

には37.1％という補助率になるわけであります

けども、国交省の社会資本整備総合交付金がそ

の交付対象になるということで、平成22年３月

にこの交付の採択を受けたわけであります。 

 そして、それを受けたことに伴いまして、た

だいま申し上げましたとおり食育、地産地消、

総合給食、地域社会経済の維持、あるいは心身

ともに健康で豊かな暮らしの創出のための拠点

としてという位置づけの中で、この当市の構想

が社会資本整備総合交付金の中で位置づけられ

たということになるわけであります。 

 それを踏まえまして、これは行政だけで行う

んじゃないんだと、総合食育センターなんだと、

総合力なんだということをもちまして、教育委

員会、ＰＴＡ連合会、食育等の推進団体、いろ

んな団体があります。そのような団体の皆様に

も入っていただきました。それから、スポーツ
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活動団体、社会福祉法人等からも入っていただ

きまして、委員30名による整備市民懇談会を立

ち上げまして、ハード、ソフト両面において協

議を重ねてきているところであります。 

 部会もそれぞれの部会をこの30名の中におき

まして、４つの部会、学校給食部会、食育推進

部会、地産地消部会、総合給食部会という中に

おける部会を設置いたしまして、先進地の視察、

これは約21回の会議と先進地視察研修も開催い

たしまして、どのようなものとして位置づける

かということで、大変踏み込んだ議論もいただ

いたわけであります。 

 もちろん、この施設の大宗をなすのは学校給

食でありますから、学校給食で衛生管理手法の

概念、いうところのＨＡＣＣＰの採用による安

心・安全な給食の提供、そういったような問題。

あるいは、食育といったようなのをどのように

これを進めていくのか。地産地消、これも大き

な課題であるわけでありまして、それぞれの部

会で詰めていただいた結果が、つい25年４月か

らのこの建築工事と、つい４月に建設工事、来

年の４月には供用開始するというところまでこ

ぎつけたわけであります。 

 ちょっと前置きが長くなりましたけども、御

質問ありましたとおり、この総合食育センター

に関する健康福祉部の役割といたしましては、

遠野市食育推進計画に基づき、関係機関と市民

との連携を図る、そのパイプ役として健康福祉

部を位置づけておると。 

 ただいま申し上げましたとおり、それぞれが

役割を担いながら、主体性を発揮しながら、総

合食育という一つの切り口の中で、それは食育

という、食育法に基づく食育というものの拠点

として位置づけとなるわけでありますから、健

康福祉部は文字どおりそのパイプ役を担うとい

うように位置づけをしてるわけであります。 

 したがって、ただいま組織としてあります学

校給食センターにつきましては、今、運用形態

をどのように持っていくかということの議論も

始めておりますので、当然、その中におきます

る健康福祉部と、教育委員会所管になってます

学校給食センターとの組織の見直しと申します

か、その位置づけの見直しといったものも、今、

議論をしてるところでございますけども、基本

的には、健康福祉部の役割としては、そこをパ

イプ役として役割を担うということになろうか

というように思っております。 

 一人ひとりが食生活をはじめとする健康的な

生活習慣を身につけ実践するという一つの拠点

にもなるということであるわけでありますから。

いずれ、この食育基本法が制定される以前から、

行政、学校、地域が協力し合う健康づくりや農

業、教育などのさまざまな分野でいろいろ取り

組んでおりまして、平成23年３月には食育推進

計画とおのっこプランというものを策定してお

りますので、これの着実な具体化ということに

なろうかというように思っております。 

 特にも、次世代を担う子どもたちが主役であ

るということであります。そして、その食を通

して健全な心と体、生きる力をはぐくむといっ

たことを基本理念にした、一つのセンターに持

っていきたいというように思っております。 

 これは私から申し上げるでもなく、この計画

の推進にあっては、まず家庭の役割があります。

学校・保育所・幼稚園における取り組みがあり

ます。地域社会における取り組みも大事にしな

きゃなりません。そして、生産者・事業者との

連携もまたこれも大切にしなきゃなりません。

それが、いうところの総合食育センターとして

の役割として見えてくるということにもなろう

かというように思っております。 

 そして、また、この食の安心・安全、食材の

安全・安心の確保と地産地消拡大等のこの進捗

状況についてもお話をいただきました。 

 これも、これまでもいろいろ取り組んできて

おります。そして、この無登録の農薬の使用や

回数制限を超える農薬の使用は、これはないと

いうことも確認しておりますし、市外、県外で

生産されて市場を経由してくる流通野菜につい

ても、もう既に集荷の段階で、一つの法律の基

準で買い受けておりますので、安全は確保され

ているということにはなろうかというように思
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っておりますし。 

 それから、放射性物質、今、大変な大きな課

題になってます放射性物質の影響につきまして

も、地元産野菜等は、市において生産される時

期ごとに検査機関への委託による検査を実施し

ておりまして、放射性物質の濃度も測定をして

おるということであります。 

 それから、地元産以外の肉、魚等につきまし

ても、県が実施する検査と食肉処理場あるいは

漁業組合、加工メーカー等の検査が行われてお

りまして、これも確認をされておりますし。こ

の放射性物質の安全確認については、それぞれ

児童・生徒、保護者にも学校を通じて、そうい

った給食便り等にも掲載しながら周知している

ところでもあります。 

 それから、遠野の旬を食べよう給食は平成15

年から実施しておりまして、合併後は宮守町も

実施しておるということで、15年からこれまで

67名の生産者の方が同席しながら、子どもたち

といろいろ食に係るあるいは農業に係る、ある

いはこの命の産業と言われる農業の大切さとい

ったようなものも、教室の中で生産者の皆様が

児童・生徒と直接語り合うというような、この

ような機会も設けておりまして、こういったの

はこれからも充実、強化していきたいと思って

おります。 

 そういった結果といたしまして、地産地消率

でありますけれども、野菜、米、みそ等の合計

は重量ベースで65.3％、野菜は42.2％、これは

実は平成17年度は26.0％でありましたから、格

段に数字は向上しておるということにもなろう

かと思っておりますし、米、みそについては10

0％地産地消ということになっているところで

もあります。 

 それから、３つ目として、意識調査について

の御質問もありました。これは、私は、一つみ

ずからの食について、よりより習慣が定着する

よう市民の皆様が一人ひとりという部分におき

ましては、こういった調査も大切ではないかな

というように思っておりますので、食育推進関

係機関団体との連携を図りながら、これについ

ても検討をしてまいりたいというように思って

おりますので、御了承いただきたいと思ってお

ります。 

 次の通学路の安全対策についてでありますけ

ども、これは、市民協働課と建設課、冒頭申し

上げましたとおり、それぞれ実施をしておりま

して。非常に、実は心配しておりますのは、復

興元年と言われるこの年、そして高速釜石自動

車道も工事が加速的に、まさにスタートダッシ

ュと言っていいほど加速的に進んできておりま

す。工事関係の車両があるいは作業員の方々の

行き交う車両が大変ふえてきておりまして、こ

れは、ほんとに大きな事故にならないような形

での十分な点検が必要かというように思ってお

りますので、その取り組みの状況等につきまし

て、市民センター所長のほうから御答弁を申し

上げます。 

 なお、市民センター所長のほうでは申し上げ

ますけども、道路整備を担当しています環境整

備部、建設課のほうとも十分連携をとりながら、

あるいは県の土木センターとも連携をとりなが

ら、そういった安全確保について取り組んでご

ざいますので、私のほうからもそのことについ

て一言答弁として申し上げておきたいというよ

うに思っております。 

 それから、中心市街地の活性化、御質問で一

つの評価をいただきました。 

 私は、常日ごろ関係者の皆様には、まさに魂

を入れてくれという話を機会あるごとに話をし

ております。ハード事業の部分は、議員各位の、

またはさまざまな立場からの御理解もいただき

まして、一応、一つの駅前再開発も含めて、形

が整ってまいりました。今、進めておりますと

おの昔話村のリニューアルの工事が今順調に進

んでおりまして、これがことしいっぱいで終わ

りますと、来年、中心市街地活性化の一つのグ

ランドオープンということにつながっていくわ

けでありまして、この部分にそれぞれの関係団

体、商工会、観光協会あるいは市、そして、ま

たさまざまな、佐々木議員からもきょうの一般

質問であったわけでありますけども、市民協働
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の仕組みをきちんと入れながら、一つの魂とい

ったものをその施設に入れていくということが、

まさに問われているというのがことしじゃない

かなというように思っております。ソフト事業

であります。 

 その中にございまして、特にも石橋議員のほ

うからは、この語り部1000人プロジェクトに大

変着目いただいて、これをもっと充実させ、そ

してきちんとした仕組みにしろというような形

での御提言もいただいているところであります

ので、語り部の活躍の舞台といった中で、今ど

ういう状況にあるかということにつきましては、

文化研究センターの部長のほうから取り組み状

況について答弁を申し上げますので、御了承い

ただきたいというように思っております。 

 私は、この人材の発掘を進めるとともに、既

に認定されてる語り部の学習機会の提供や、や

っぱり進化していかなきゃなりません。来るお

客さんはどんどん目が肥えてきてるわけであり

ますから、こちらもそれに対応するような、や

っぱり実力をもちろんつけていかなきゃならな

いという部分はあるわけでありますから。市民

の皆様が一人でも多く、この遠野の語り部にな

っていただくというその取り組み、これが遠野

市の魅力向上そしてハードを生かす、ソフトの

充実といったものにつながるわけでございます

ので、その状況について御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。 

 それから、４つ目であります市財政の健全化

ということで、市財政の長期的展望を示す遠野

市公共施設白書といったものの中で対応して進

めるべきじゃないかと、これも提言をいただき

ました。これは非常に大事なことであります。 

 アウトソーシングの議論を佐々木議員と行い

ました。これは、私は、まさにこれからの生き

残りとしてという部分であって、今、我々、県

の市長会でも東北市長会でもあるいは全国市長

会でも、平成の大合併のような新たな枠組みの

中で合併しながら生き残りしようというような

議論は、余り今なくなってきております。平成

の大合併の総括がまだ十分されてないという部

分はあるわけでありますけれども、生き残りと

なったときに、身の丈の中で我々も努力をしな

がら、それが一つの選択肢で、アウトソーシン

グということになろうというように思っており

ますけども。そういう議論のほうが、今主流に

なってきております。 

 したがって、そういったことを考えてみた場

合に、御質問にありましたとおり、この市が管

理する公共施設、そのようなものというものを

どのようにとらえながら、極力、いうところの

財源といったものの有効活用といったものをそ

こに図っていかなきゃならないんじゃないのか

なというようなのが、一つの御質問の趣旨にも

あったのではないかなと思っております。 

 公共施設ロングライフ事業といったもので、

効率的な維持管理といったものにも取り組んで

まいりました。 

 そして、当市が管理する施設、道路等の構造

物を除く建物、市民センター、地区センター、

学校、市営住宅、集会施設、これを数えますと

637あるんです。そして、その維持管理であり

ますけども、維持補修でも年間約２億6,900万

円、２億7,000万円ほどこの維持補修にかかっ

てるわけであります。これは、22年度の決算資

料によりまして、はじき出した数字であります。

合併前と比較いたしますと、合併前と合併後あ

れしますと、施設数が55、約、率にしますと1

0％、維持補修費も２倍強と、いずれもふえて

おります。 

 この増加の要因はいろいろあります。そして、

これもいろいろこの本会議場でも、分散庁舎の

問題でいろいろ議論されました。私も、これは、

非常に、かなり神経質にチェックをするように

命じておりますけども、この光熱水費、24年度

の当初予算では、これは２億4,000万円であり

ます。対前年度比で見ますと10％ふえておると

いう数字も把握しているわけであります。 

 したがって、この質問にありましたとおり、

この公共施設白書の作成のみならず、公共施設

の再配置計画、まさにこれは市の試算を有効活

用という部分の中における秦野市の取り組みな
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どはその中にあるわけでありまして、これも私

もいろいろ情報は聞いておりまして、このよう

なことは当市としてもやっていかなきゃならな

いなという部分は、十分承知をいたしておりま

す。 

 そのためには、いうところの公会計の整備が

前提となっているという一つがあります。21年

度から市が有する資産の調査に着手しておりま

す。そして、同時に貸借対照表など財務諸表の

50％以上の第三セクターとの連結に取り組んで

いるということも取り組んでおりますし。 

 それから、遠野市が有する資産の把握が、き

ちんとした把握が必要だと。これは総務省もそ

のことを言っております。いうところの地方公

共団体に対して、固定資産台帳というべきもの

をきちんと持てということにもなってるわけで

ありまして、これは、これをまず持つのが急務

であるというように承知いたしております。 

 やはり、現状に、その中での数字をきちんと

把握しながら、さまざまな対応を進めていかな

きゃならないという中で、整備管理なりあるい

は運営なりっていったものが、先ほどのアウト

ソーシングという議論に当然つながってくると

いうことになり、それが一つの効率化になり、

財源の効率的な運用というものにもつながって

くるということは、これは極めて当然なことな

わけであります。 

 そして、その中にございまして、総合基本計

画の中であるいは健全財政５カ年計画の中に位

置づけておりました斎場、それから総合防災セ

ンター、総合食育センター、遠野中学校などの

整備は、今年度で議員各位の御理解をいただき、

めどがつきます。その中におきまして、今後、

後期基本計画の中においては、多目的利用施設

といったような運動公園における体育館機能を

要した多目的利用施設、あるいは遠野小学校の

体育館、児童館、キャトルセンター、国体開催

に向けたサッカーグラウンドの整備など、庁舎

問題も含めてこのような懸案が立ちはだかって

いるわけでございますから、このコンビネーシ

ョン型公共施設等有効活用調査検討事業という

中における調査事業も、そのような位置づけの

中から議員御提案のとおりの一つの方向性を見

誤らないような形での対応を進めてまいりたい

と思っております。 

 また、市民の視点からっていうことが大事だ

ということで、５月30日でありましたけれども、

遠野スタイルによる庁舎機能のあり方を語る市

民懇話会、市民の皆さん50人の参加をいただき

まして、それぞれ分科会、３分科会に分けて、

この施設の有効活用の議論を進めてまいりたい

というように思っているところでございますの

で、そのことも一言つけ加えさせていただきま

す。 

 最後になります、防災・減災についてであり

ます。 

 耐震化基準の範疇に含まれない非構造部材の

定期的点検と対策は必要ないかと。それから、

学校施設、地区センターの安全性の実態をどう

把握されてるのかと。 

 これは、非常に、これもこの東日本大震災の

中で、私どもも大きな教訓をその中で得てるわ

けでありまして、災害時に安全に使用できる公

共施設の確保といったものが極めて大事であり

ます。地域防災計画の中においても、耐震性の

確保については明記をしながら、順次貴重な財

源をその中に投じておるということであります。 

 小・中学校においては、耐震診断はすべて完

了しております。現在進めてる遠野中学校の校

舎改築と遠野小学校の屋内運動場の改築により

まして、すべての施設の耐震化が完了するとい

うことになりました。これは、ほんとにおかげ

さまでございました。 

 それから、学校、市民センター等であります

けども、これにつきましても、３年ごとに特殊

建築物等定期報告調査をいただいておりまして、

これは建築基準法に基づく調査でありまして、

その都度、ふぐあい箇所の改善に取り組んでき

ております。 

 22年度におきましても、公の施設等の緊急施

設点検、466施設を点検をいたしました。この

非構造体等ということで、天井、壁、床、建具、
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あるいは照明といったようなものについても、

目視、触診によりまして調査・点検を行ってお

りまして、対応が必要な607カ所を緊急度等に

応じて９段階に区分し、平成24年３月までに58

5カ所の対応を完了しております。 

 残り22カ所につきましても、安全上急を要し

ないということになっておりますけども、この

施設改修計画にあわせて対応をするということ

にしてまいりたいと思っております。 

 予定の計画といたしましては、市民センター

の耐震補強及び大規模改修計画、あるいは地区

センターの改修計画。それから、こういったよ

うなものにつきましては防災・減災という視点

に立ちまして、これも順次改修・整備をすると

いうことに進めてまいりたいというように思っ

ております。 

 それから、市有財産安全点検マニュアルとい

うものも策定いたしまして、指定管理者及び

小・中学校を含めた各施設の管理者に周知徹底

を図るということを一つ行っておりますし、職

員が日々行う日常点検、専門業者が法定点検や

季節の変わり目、イベント等の前後に行う定期

点検、それから地震など災害発生時に行う緊急

点検といったようなこの３つの点検によりまし

て、より安全性の確保といったものを、そして

事故防止といったものにも努めてまいりたいと

いうように改めて思っているところでございま

すので、そのことを申し上げまして答弁とさせ

ていただきます。 

○議長（新田勝見君）  細越市民センター所長。 

   〔市民センター所長細越勉君登壇〕 

○市民センター所長（細越勉君）  命によりま

して、石橋達八議員の一般質問中、通学路の安

全対策について御答弁申し上げます。 

 遠野市交通安全対策協議会では、行政区長や

交通安全協会、交通安全母の会各支部及び市内

各小学校等に対し、国、県、市道の道路標識や

カーブミラー、信号機、横断歩道の設置、ガー

ドレール、白線などの路線表示等、交通安全施

設改善要望箇所の集約を行っております。 

 要望のあった箇所につきましては、毎年５月

下旬に交通規制担当の公安委員会──遠野警察

署でございますが──公安委員会や、道路管理

者の遠野土木センター及び建設課、教育委員会

及び教職員、そして市民協働課等が現地立ち会

いのもと点検を実施し、改善方法を協議してお

ります。昨年は67カ所を点検し、各施設管理担

当者で施設改善内容及び時期の調整を図り、改

善、改修等を順次行っております。 

 本年度は、５月30日、31日の２日間にわたり、

市内65カ所の現地立ち会い点検を実施いたしま

した。 

 この中で、横断歩道のラインが薄くなりドラ

イバーが認識しにくい等の指摘箇所が19カ所あ

ったことを受け、今年度、岩手県公安委員会が

市内全域の横断歩道の再調査を実施し、修復工

事を進めることといたしております。 

 歩道の整備につきましては、長年要望のあり

ました市道大工町駒木線の福祉センター付近か

ら総合食育センター間の歩道を含む道路拡幅工

事について、実施設計に基づき地権者や関係者

への説明会を開催し、交通安全施設整備事業の

推進を図ってまいります。 

 また、側溝などの道路構造物で交通安全上支

障となっているものにつきましては、適宜、道

路維持修繕等により良好な交通環境への改善に

取り組んでまいります。 

 児童・生徒に対しましては、安全な交通行動

ができる実践的な能力を身につけ、次代を担う

かけがえのない子どもたちを悲惨な交通事故か

ら守ることを目的として、交通安全教室を実施

しております。 

 遠野市交通指導員、遠野警察署員を中心とし

て、毎年約50回、春季及び秋季に分けて市内す

べての保育園児、幼稚園児、小学生、中学生を

対象に実施しております。 

 また、朝夕の交通車両の混雑時登校時間等に

あわせた交通指導員をはじめとする交通安全関

係団体の協力のもと、街頭指導に取り組んでお

ります。 

 震災以降復興支援活動の車両や復興道路整備

に係る工事車両等市内の交通量が増加しており
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ます。特にも５月中旬より遠野小学校及び遠野

北小学校付近の道路において復興道路工事の土

砂運搬用ダンプトラックの交通量が増加してお

りますが、こうした事案に対しましても各関係

機関と連携し、事前に工事業者で組織する安全

衛生協議会と学校現場の協議を行い、朝の登校

時間帯の運行を避けるなどの安全対策を講じて

おります。遠野市交通安全協議会では４月に運

転者の意識啓発により交通事故を未然に防ぐ活

動といたしまして「安全は目配り気配り思いや

り」と印刷した交通安全ステッカーを関係団体

の協力のもと市内の事業所に配布いたしました。

今後とも交通事故防止のため関係機関団体と連

携しながら交通安全思想の啓発や安全運転意識

の高揚を図るなど交通安全対策を継続してまい

ります。 

○議長（新田勝見君）  小向遠野文化研究セン

ター部長。 

   〔遠野文化研究センター部長小向孝子君

登壇〕 

○遠野文化研究センター部長（小向孝子君）  

命によりまして語り部1000人プロジェクトの取

り組み状況につきまして、御答弁させていただ

きます。 

 遠野「語り部」1000人プロジェクトは平成21

年度に国の地方の元気再生事業の選定を受け、

「昔話」「歴史」「食」「郷土芸能」「生業

（なりわい）」の５ジャンルの語り部を育成し、

地域文化の継承と遠野を訪れる方のおもてなし

の主役として活躍していただき、交流人口の拡

大を目指すために取り組んでいる事業でありま

す。 

 平成23年度は東日本大震災の影響もあり一部

のジャンルの取り組みとなりましたが、今年度

は既に第１回目のスクリーングを行い、全ジャ

ンルで536人が認定されております。 

 認定されている「語り部」の活躍の場として、

いろり火の会など「昔話の語り部」は各観光施

設で昔話を披露し、ふるさと観光ガイドや商工

会女性部など「歴史の語り部」は遠野町家のひ

なまつりやボランティアガイド、語り部タク

シーなどで活躍をしていただいております。

「子供語り部」は遠野の大切な文化である昔話

の伝承活動として市内３つの小学校で取り組み、

校内や地域の催し、各種イベント等で昔話を披

露していただいております。子供語り部の中に

は学校を卒業して一般の昔話の「語り部」認定

を受けたいという希望者も出てきております。

「食の語り部」は風の丘や産直ともちゃんなど

産直施設や各種イベントで、「郷土芸能の語り

部」は遠野駅前での郷土芸能披露や各種イベン

ト等で活躍をいただいております。常設として

は遠野町地域婦人団体協議会が運営する「にぎ

やかギャラリー」や有志で運営する「マヨイガ

の郷」など「歴史」と「食」の語り部がいる

「語り部」スポットを駅前通りに２カ所設置し、

観光客との触れ合いの場を提供しております。 

 今秋、改修整備が始まる新たな「とおの昔話

村」は市街地を舞台にした新たな観光・交流の

拠点を目指し、蔵を改装して昔話の実演や神楽

などの郷土芸能が上演できる、仮称であります

が遠野座を整備する予定であります。昔話や郷

土芸能の「語り部」の活躍の場とするとともに、

ほかのジャンルの「語り部」も活躍できるよう

来訪者と語りを通して触れ合い交流ができる場

所としての整備を進めたいと考えております。 

 「語り部に出会う旅」をコンセプトに大手

エージェントによるツアーを実施するとともに、

市観光協会を窓口として教育旅行の誘致に取り

組んできたところであります。 

 先月には北海道の札幌市立屯田中央中学校３

年生が153名当市を訪れ、「歴史」「食」「昔

話」「生業（なりわい）」の「語り部」とふれ

あう修学旅行を行ったところです。「ふるさと

観光ガイド」や歴史の「語り部」から遠野が城

下町であり内陸と沿岸を結ぶ交易の中心であっ

たこと、その中で育まれた昔話や生業、郷土料

理、こびるなど「語り部」の話や実演を通して

学んだところです。 

 また、東日本大震災で被害を受けた沿岸部を

支援する三陸文化復興プロジェクトにもボラン

ティアで参加し、海のない遠野市が後方支援基
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地としての役割を果たした意味が「語り部」の

話からよくわかったという感想も寄せられてお

ります。 

 「いわてディスティネーションキャンペー

ン」では遠野駅前を中心に「もてなし隊」とし

て多くの「語り部」が参加するとともに、しし

踊り団体も交代でしし踊りを披露するなど多彩

な活躍をし、遠野のもてなしの心を伝えている

ところです。 

 今後も関係機関と連携協力して「語り部」を

生かした観光メニューの構築と周知を図りなが

ら観光客の誘致に努めていく所存ですので、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  藤澤教育委員会教育長。 

   〔教育長藤澤俊明君登壇〕 

○教育長（藤澤俊明君）  石橋議員の一般質問

にお答えをいたします。 

 最初に「遠野市総合食育センター」における

学校給食の充実等食育の推進をどう進めるかと。

この質問に順を追ってお答えいたします。 

 まず給食用の食器につきましては児童生徒が

使いやすくかつ安全性の高いものを使用すべき

という考えを基本に平成22年５月に立ち上げた

ＰＴＡをはじめとした市民の皆さんや教職員で

構成する「遠野市総合食育センター整備市民懇

談会」の学校給食部会においてその材質等につ

いて検討を重ねてまいりました。その結果、現

在、宮守学校給食センターで使用している軽く

て割れにくく安全性の高い「ペン樹脂」のプラ

スチック製食器を使用する方向で進めておりま

す。 

 次に、学校給食への「食の語り部」の皆さん

の学校給食への参画についてでありますが、先

ほど市長も述べましたが、現在、年６回の割合

で行っている遠野産食材を多く取り入れた「遠

野旬を食べよう給食」は地元生産者が子どもた

ちと一緒に会食をし、その生産に関わる話など

をしながら交流を深めながら食育、地産地消の

推進を行っているところでございます。 

 このことから、遠野の「食の語り部」の皆さ

んの参加につきましても、食育、地産地消の両

面からも有効であると考えられることから今後

検討してまいりたいというふうに考えておりま

す。 

 次に、学校給食費につきましては現在の額は

平成18年度以降改定しておらず、小学校にあっ

ては１食255.0円でございます。中学校にあり

ましては１食当たり298.6円としております。

この額は県内でも標準的な額であるというふう

に理解をしております。食材の仕入れに当たっ

ては市内の産直組合や契約栽培農家などから仕

入れを積極的に進め、地場産物の活用に努める

とともに、市内で調達できない食材については

見積もりあわせをして一番有利なところから購

入するなど食材の価格は年々上昇傾向にありま

すけれども、給食費の額を上げることのないよ

う努めているところでございます。 

 学校給食費の額を現在よりも下げるというこ

とにつきましては、結果的に給食の内容の低下

を招く恐れがありますので、実施は難しいと考

えております。むしろ、現在の給食費の額を維

持しながらより内容の充実に努めていくことが

肝要かと考えております。 

 最後に、アレルギーへの対応についてであり

ますけれども、アレルギーの生じる恐れのある

食物は牛乳・卵・魚・エビ・穀物・果物など多

岐にわたっております。そのすべてにおいて個

別に対応していくことは容易なことではないと

考えます。現在は使用する食材の内容を記載し

た献立表をあらかじめ家庭に配布し、その内容

を保護者の皆さんに確認していただき御判断を

いただいている状況にあります。 

 また、現在、小中学校に通学している児童生

徒の皆さんからは特に重篤な症状を生じるおそ

れのあるという医師の診断書が提出されており

ませんが、今後そのような場合も生じないとも

限りませんので保護者や医療機関とも十分連携

を密にしながら児童生徒の安全を確保するため

対応策を検討してまいりたいと考えております

ので、御理解を賜りますようお願い申し上げま

す。 

 次に、２点目の「通学路安全対策」について
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は、学校では登下校の安全をどう指導している

かについて、お答えをいたします。 

 小学校においては「学校保健安全法」に基づ

き登下校の通学路の安全について毎年確認を行

っており、同法に基づき策定した学校安全計画

により児童生徒に対して通学路における安全指

導や交通安全教室を開催するなど、登下校にか

かる安全指導を行っております。 

 また、毎年４月、小学校においては教員・保

護者・児童等が一緒に通学路を歩くなど、実際

にその安全について確認を行っているところで

ございます。 

 加えて小学校においては児童からの情報を生

かした「通学路安全マップ」を作成しており、

交通安全の視点に防犯の視点を加え、通学路の

安全の確保に努めているところでございます。 

 これらの取り組みに加えて議員がおっしゃる

とおり、ＰＴＡ・教師・交通安全指導員・交通

安全母の会・地域による見守り隊・防犯協会等

地域の方々による見守り活動により、児童生徒

の登下校の安全性がより一層確保されているも

のと認識しております。 

 また、最近の相次ぐ登下校の児童の痛ましい

事故を踏まえ、文部科学省では本年５月30日付

で「通学路の交通安全の確保の徹底について」

という通知を出し、保護者・学校・道路管理

者・警察による合同点検を実施し、危険箇所及

び対策必要箇所の抽出と対策案の作成をするよ

う、県、市町村教育委員会へ依頼をしていると

ころでございます。教育委員会といたしまして

も、この通知に基づき建設課・遠野警察署等の

関係機関と連携を図りながら通学路の交通安全

の確保に適切に対応してまいりたいと考えてお

ります。 

○議長（新田勝見君）  午後１時まで休憩いた

します。 

   午前11時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。10番瀧澤征

幸君。 

   〔10番瀧澤征幸君登壇〕 

○10番（瀧澤征幸君）  遠野市議会の会派緑風

会に所属しております瀧澤征幸です。通告に従

い一般質問をしてまいります。 

 上郷町ではこの６月の町民大運動会の内容を

大幅に変更いたしました。運動会のあとに上郷

町の誇りであり宝でもある上郷町の郷土芸能の

発表会をあわせて実施いたしました。それは来

年から上郷中学校がなくなること、少子高齢化

が進行する中地域づくりにかげりが見え始めて

いることなどから地区センターを中心に地域づ

くり連絡協議会や各種関係団体等で協議等を行

い第１回上郷町民触れ合いイベントと題して開

催されたわけでございます。 

 私は、今こそ上郷町の特性や底力を生かした

新たな町づくりが求められており、今回の企画

は将来の上郷町を標榜した新たなる挑戦でもあ

ると確信しております。加えて、上郷町大寺地

区に居を構えて活動をされておりますＪＯＣＡ

っぱハウスの海外協力隊ＯＢの皆さんも戸数人

口ともに少ない第10行政区の応援に駆けつけて

いただきました。感激の大運動会となったわけ

でございます。そして、郷土芸能発表会を終え

たのが午後３時過ぎでございましたが、遠野市

長が忙しい中イベントに駆けつけていただきま

してごあいさつもいただきました。ありがとう

ございます。町民のみなさんはとても満足して

区に戻り懇親を深めたと聞いております。町民

みずから企画運営するこの大イベントは町民一

人ひとりがまさにその主役となって成功裏に終

えることができました。私は、改めて上郷町頑

張れの声援の中その意気込みを実感できたこと

は本当によかったと思っております。 

 それでは質問に入ります。 

 最初に「水路の利活用と防火対策について」

質問いたします。 

 ３年ほど前、水路に水が流れていないため、

作業小屋から出火した火が母屋に移り、全焼し

た火事を目の当たりにしたことがございます。
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もしかして水路に水があれば母屋は助かったの

ではと思うとき、初期消火の大切さ、水路の役

割の重要性を再認識いたしました。 

 また、水路が壊れたため水田の水を確保でき

なくなった例も見てきております。幸い、みん

なで協力し合って断水をどうにか回避すること

ができましたが、おそらく遠野市内の水路はそ

のほとんどは50年前後経過する中で老朽化し、

漏水し、十分な水を確保できないところもかな

り出始めているのではないかと考察いたします。 

 そもそも水路にはさまざまな形態、用途があ

りますが、遠野市全体の水路の実態や破損・被

害状況等についてその全体像を把握することは

困難と推測されております。それでも、生活に

身近な水路整備計画の中で、市民協働を含めて

身近な水路については修復等行われてきており、

評価できるものと思います。 

 しかし、岩手県中部地震や今回の3.11大震災

等により、50年選手である水路被害はいたると

ころに拡大しており、いつ断水するかわからな

いといった現状ではないでしょうか。ちなみに、

消防水利整備計画を見ますと、自然水利の活用

が計画されているところはわずか33カ所にとど

まっておりますが、防火水槽の設置・活用を含

めた水路の利用計画を拡充する必要があると考

えます。 

 また、消防水利の現状では、市全体では消火

栓と防火水槽とで充足率が88％となっておりま

すが、これは地域格差が激しく過疎地域になれ

ばなるほど充足率は小さくなっております。防

火施設設置基準だけではなじまない広範な遠野

市の面積を考慮するとき、充足率50％前後の地

域を最優先した消化栓等防火対策の早急な整備

が急務と考えられます。 

 さらに、水路は既存のものを含めて土地区画

整理による路面配水、農業基盤整備事業による

用排水路、公共工事関係による道路維持・新設

改良等により現存しており、農業用、工業用、

飲み水用などのほかに、土地に洪水の被害をも

たらさないよう、私たちに潤いや安らぎを与え、

多くの生物の生息・生育の場を生み出しており

ます。これはまさに遠野の自然風景そのもので

あり、そして貴重な自然空間としてなくすこと

のできない景観でもあります。 

 しかし、市内の水路の状況はどうなっている

のでしょうか。本来多くの水を流すことができ

るはずの水路のほとんどは水漏れによりその用

をなさない現状にあります。確かに減反等によ

り水を必要とする農家も激減してきております

が、老朽化した水路に大水が流れ、または大震

災がくれば当然壊れ民家に被害を及ぼすことに

もなります。 

 地域からも水路改修の要望は出されておりま

すが、地域や自治会の中でみずから改めて水路

のあり方について話し合い、改修目標や市民協

働、防火意識を高めるなどの検討が必要である

と思われます。もちろん、市としてもそれらの

情報を収集する中で、これまでの身近な水路整

備事業をさらに前進させるための積極的な調査

を行うことが肝要かと思われます。 

 おそらく10年後には水路のほとんどが補修等

を要する事態に陥ることが懸念されますので、

これまでの水路維持補修計画では手ぬるい感が

否めません。次善の策として市としても何らか

の手を打つ時期にきているのではないでしょう

か。つまり、全体的な水路改修計画の見直しが

必要ではないかということであります。 

 以上、述べてまいりましたとおり、水路の利

活用、改修・補修とあわせて防火対策に係る今

後の取り組みについて御所見をお伺いいたしま

す。 

 次に、「自主防災のあり方について」質問い

たします。 

 昨年度から地域活動専門員が配置され、自主

防災について積極的な活動を展開しております

ことに敬意を表するものでございます。また、

全自治会の中でどう防災組織を動かすか、年間

計画をどう進めるか、人員配置はどうなるのか

など課題も散見されます。 

 しかし、自主防災機能を強化するには今をお

いてないのではとも思っております。つまり、

それはとりもなおさず３.11の教訓があるから
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です。 

 少子高齢化の中で自治会役員も一人ひとりが

兼務をして自治会運営を行っており、自主防災

についても結局は消防団員を含めて兼務で組織

化するしかないというのが現状であります。 

 その一方では、土砂流出危険箇所などのハ

ザードマップを見ますと、自治会の範囲の中だ

けで自主防災組織をつくっていくことの危険性

も感じられます。この際、自治会をまたいだ防

災組織の再編も必要ではないかという地域もあ

ります。 

 消防団員については災害や火事のときには出

動命令が出され、職場においても消防団員とし

ての職務が認知されていると認識しております

が、私は消防団員でなくても災害時には職場か

ら地元に戻り災害対応するといった社会システ

ムを構築することが重要なのではないかと考え

ております。 

 自治会の中に位置づけられた自主防災組織の

主要担当者、例えばここでは防災リーダーと呼

びますが、防災リーダーについては市に名簿登

載し、災害対策本部と情報共有をしあえるネッ

トワークをつくり、人命確保のためにしっかり

行動してもらうということであります。台風、

震度５以上の地震、ゲリラ豪雨、竜巻、そして

火災などが発生したときには、その情報を市内

全域に周知するとともに、防災リーダーに対し

ても出動要請を行い、特にも要援護者といわれ

る災害弱者の見守りや救出を担当してもらうな

ど実動部隊としての活動を要請するというもの

であります。もちろん、リーダーとなるための

研修等は必要でしょう。 

 今、消防団員の登録者数が目標に達していな

い状況と伺っておりますが、現状を見ますと若

くても早々と消防団を退任された方々や仕事の

関係で退任された方々も多く、機能別消防団員

にも入っていない方々が多いと感じております。

しかし、この方々を含めてやる気のある人材の

育成・活用を図ることができれば、少なくとも

名目上の自主防災組織ではなくなるのではない

かということです。現状において自治会機能に

は大きな開きがありますが、少子高齢化の影響

の大きな地域や自治会でははっきり申し上げれ

ば自治会の中にこれ以上のさまざまな役割を持

ち込まれても動きようがないというのが今の実

態なのであります。 

 現状における消防組織と自治会の中の防災組

織のすみ分けをどうするか。いや融合した形が

いいのかどうかはこれからの検討になると思い

ますが、56年災害を思い起こすとき、消防団員

はもちろん市民も加わって避難誘導、救助活動

を行ってきております。いざというときには災

害弱者を救おうとする思いは市民一人ひとりの

心の中にあるはずです。しかし現在少子高齢化

がネックとなり人材が限られてきております。

有事の際に本当に動けるマンパワーを確保する

ことが防災への近道になると期待されます。 

 したがって、現在の自主防災組織の運営と平

行して各自治会単位や自治会合併単位での防災

リーダーみたいな位置づけのもとに人災育成を

進めていくことを優先して行いながら自主防災

活動を進めていけば、自治会活動への負担も減

り、自然に自治会活動として防災活動が定着し

ていくものと考えられます。 

 また、幸いなことに地域活動専門員は防火・

防災のプロがあたっておりますので、この際地

域の防災リーダーの養成を含めた地域支援活動

にしていけば時間はかかるものの、それほど経

費がかかるものでもないと考えられます。 

 消防団員を自治会の防災組織の中に入れるこ

とはダブー視されているかもしれませんが、本

当にこれでいいのかという議論も必要でしょう。

消防団員も自治会員の一人であり、大災害が起

きた場合動けるのは消防団員しかいない自治会

もあるでしょう。自治会によって、地域によっ

て防災への対応は独自に検討されるべきものと

考えます。 

 今、各自治会では防災にかかる年間計画を立

案し、既に動き出しておりますが、これが絵に

描いた餅となるようでは３.11の教訓を生かす

ことにはならないのです。地域も自治会も自主

防災意識を高めながら組織づくりを確かなもの
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として、確実に有事に対応できるものとするた

めには時間が掛かったり回り道になったりする

かもしれません。しかし、これはやり遂げなけ

ればならないことであると考えますので、これ

からの自主防災のあり方についての御所見をお

伺いし、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。 

 水路の利活用と防火対策という立場での御質

問でありました。それから、この自主防災の組

織のあり方についての提案も含めての御質問と

承ったところであります。 

 冒頭、上郷町における町民運動会と上郷まつ

りのお話がありました。これ、市民協働という

部分におきましては去る６月３日でありました

か、それぞれの町民運動会が開催されまして土

淵あるいは松崎、そして青笹、上郷、綾織、遠

野と開催されまして、附馬牛と小友は既に終っ

ておったと。宮守町においては一年おきであり

ましたか、という中であるということで、それ

ぞれ各町で町民運動会が開催されたわけであり

ますけれども、どこでも、どの会場でも本当に

元気はつらつと皆様が楽しんでいる様子を私も

拝見いたしました。午後、上郷まつりのほうと

いうことで間に合うかなと思って２時半ごろで

ありましたけれども行きましたらば、アトラク

ションがあと２つで終わるというところにまい

りまして、みなさんが一生懸命楽しそうに、ま

さに町民層ぐるみでお祭りを楽しんでいるって

いうことを拝見いたしまして、これこそが遠野

のひとつの活性化、あるいは元気につながるひ

とつの形じゃないのかなということを感じてき

たわけであります。 

 町民の方と、その中には市職員もそれぞれの

立場で頑張っておりまして、きょう話がありま

したけれども、一般質問の中にもありましたけ

れども、上郷町の地域の方が、企業の方が重機

を持ち出しまして、それでもって後片付けをし

ている様子も拝見いたしまして、本当に地域総

合力というものはこういうものと思っているん

だなというようなことも感じてきたところであ

りますので、私もちょっとその感想を申し上げ

させていただいた次第であります。 

 さて、この水路の利活用と防火対策というこ

とで、冒頭水路が機能しないで消せなかったっ

ていうような事例がありました。たぶん平成21

年の、これは消防のほうからもらった資料の中

には平成21年10月19日の上郷町平倉における火

災ではないだろうかということでありました。

この火災では５棟、火災で焼失しておりまして、

５棟ですね、そして消防職員が15人、消防団員

が63名出動して消化にあたったけれども５棟が

母屋、たばこ作業場、精米小屋、プレハブ小屋、

農機小屋等、計５棟が火災にあったという事実

がありまして、お話があったのはこの火災のこ

とではないかなというように承知したわけであ

ります。 

 この水路という部分につきましては、お話が

ありましたとおり、当市の水利整備計画により

ますと毎年防火水槽１基、それから消火栓２基

の新設を行い計画的に進めておりまして、市内

消火栓は現在442基、防火水槽は141基で充足率

は88％ということになっております。この消防

水利充足率はこの基準数が遠野市内にあっては

660なわけでありまして、この660でもって583

の基準適合現有水利というものを位置づけます

と88.3％の充足率になるというのが今の状況で

あります。 

 これに伴いまして、過去３年間で防火水槽６

基、消火栓６基の設置を新たに行い78世帯の水

利不便地域を解消したというひとつの結果も得

ているところでありますけれども、この消防水

路の設置は水利不便地域の水利状況、あるいは

集落の事情、地形的な状況などの調査を行いな

がら随時見直しを図っておりますけれども、住

宅の増加している地域や充足率の低い地域を優

先的に選択いたしまして設置をしているものだ

と。この場合においては水利不便地域にあって

はＡランクとして特に緊急性が高いものという

ことで９カ所、それから緊急性のあるものとい
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うことでＢランクのものが37カ所、それから整

備を要するものということでＣランクのものが

32カ所と。総じて78カ所ということになってお

ります。これが水利整備計画として位置づけて

いる水利不便地域という現状であります。 

 河川、水路等の活用は時期的な条件によりま

して渇水や凍結等年間を通じて継続した水量と

水位が得られないというのがひとつのこともあ

るわけでありまして、消防水利として指定はで

きないけれども、火災時に有効な水利であるこ

とは、これは消防職員による年２回の水利点検

でも確認されているところでもあります。 

 さらに、この消防団にあっても地域の地形条

件やポンプ配置場所等を確認しながら、自主的

に標識や地図等の作成をしていると。また、こ

の水路の水量が足りない場合は土嚢や板等でせ

き止めるといったような方法により火災対応を

しておるというような状況であります。 

 今後もこの消防団と連携しながら、河川等の

有効水利を把握するといったことが、これ、防

火対策にも計画的にいうなれば生かせるという

ことになるわけでありますから、火災時におけ

る迅速な消火活動といったものに対応するため

のひとつのこの水利、水路確保といったものに

ついての対応をしてまいりたいというように思

っております。 

 また、老朽化が進んでいるんだと。もう50年

も経って漏水もかなりあるんじゃないかと。全

体的な水路改修計画でも策定しながら計画的に

進めるべきではないかというようなことであり

ました。 

 これはまったく現状としては私もそのとおり

だというように認識いたしております。 

 水路の管理につきましては、御案内のとおり

市が管理する水路、あるいは土地改良区、ある

いは地域、または個人が管理する水路といった

ような中で位置づけられているわけであります

けれども、この中に御指摘のような水路もかな

り出てきているということは事実であります。

もう一方においては生活に身近な水路整備事業

ということで、この第１期計画は平成15年に策

定いたしまして平成16年度から21年度まで約7,

500メートル、これを整備いたしております。

これは１期計画で。 

 ２期計画では東北横断自動車道釜石秋田線の

整備に伴いまして宮守インターチェンジから遠

野インターチェンジまでの排水路を国と協議し

ながら同時に整備をするということを進めてお

ります。 

 また、復興道路のこの事業化、ということは

遠野インターから遠野住田間までの11キロなわ

けでありますけれども、これにつきましても排

水路の整備が必要となってきております。 

 それからもう一つは、農業用水路の状況と。

これは御指摘にありました、御質問にありまし

た。30年代以降整備された農業用水利施設にお

いては、その多くが耐用年数である40年を越え

ておるというような状況にありまして、老朽化

が進行する中で、御質問の中で御指摘があった

ような事態が出てきておるというわけでありま

す。 

 したがって、この水利組合などの団体が安定

した農業生産活動を継続できるように農業用水

路の改修工事に対しまして100万円を上限に２

分の１を補助する事業も実施いたしておりまし

て、これまで平成19年から23年度までを見ます

と全部で６地区で約240万円ほどの補助金を、

２分の１で240万円ほどの補助金を出しながら、

水門なり、あるいは水路なりの補修・整備とい

ったことの事業も行っておるということであり

ます。 

 ただ、この水路に関する住民要望はまさに

年々増加してきております。それだけ老朽化が

進んでいるってことになろうかと思っておりま

すので、市民協働による改修工事といったもの

も進めながら、施設の現状等といったようなも

のも把握しながら遠野のこの自然環境、景観と

いったものも考慮しながら、計画的に適切な維

持管理に努めていくという努力はしなきゃなら

ないかというように思っております。 

 水路に関する補修なり要望の受付件数であり

ますけれども、平成23年度は50件でありました。
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そのうち補修を実施したのは28カ所。それから

今年度、平成24年度はこれまでに23件、４月、

５月の受付で23件の受付がされておりますので、

やはり御指摘のとおり補修あるいは改修、そし

てそのようなものを手当てをしなければならな

い水路がふえてきておるということであります

から、実態把握によく努めながら、一方におい

てのこの自然景観とか自然環境も含め、もう一

方においては御指摘にありましたとおり、防火

と、防火水利といったものにも対応できるよう

な対策を計画的に実施してまいりたいと思って

おりますので、よろしくお願いを申し上げたい

と思っております。 

 それから、２つ目の質問であります。自主防

災のあり方。これは防災リーダーの育成、それ

から自主防災組織の体制ということで、この消

防団あるいは消防職員のＯＢ等をもってして活

性化専門員と位置づけてそれなりに効果が見え

てきたんじゃないかっていうような評価もいた

だきました。 

 この部分につきましては、懸命にそれぞれ防

災リーダー、消防団ＯＢ等といったリーダーの

方々も自主防災組織強化につながるようにがん

ばっております。 

 そしてまた、この行政区を越えた防災組織の

体制も必要ではないかと。少子高齢化によりま

してそこを越えた体制も必要じゃないかってい

うことは、３.11もそれを示しているんじゃな

いかということでありました。まったくそのと

おりだというように思っておりまして、防災

リーダーの研修は、これは平成11年から実施し

ているものでありますけれども、90行政区の中

でそれぞれの自治会長、あるいは区長、消防団

員が参加いたしまして、毎年このリーダー研修

を行っております。 

 そしてまた、小学生を対象といたしました

「チャレンジ防災スクール」といったものを開

催しながら、将来防災リーダー及び地元消防団

の担い手になるような、そのような働きかけも

行っているところであります。 

 また、ことしは８月に、この間総務省のほう

で事前調査にまいりましたけれども、総務省と

日本防火協会、日本消防協会主催の少年消防ク

ラブ交流会が岩手県で開催され、当市もその会

場の一つとして選ばれておりまして、全国から

少年消防クラブ員が遠野市に集結するというよ

うな企画もありますので、こういったようなも

のも防災意識の向上にとっては非常にインパク

トのある一つの行事になるんじゃないのかなと

いうように思っております。下調べにおいでに

なったときも総務省のほうでも、当市の取り組

みにつきましては高い評価をいただいておりま

すから、これに答えるような形での協力も行っ

ていきたいというよう思っております。 

 それから平成23年度、この自主防災組織によ

りまして地域活動専門員と連携した指導により

まして、さまざまな独自の防災訓練や講習会を

実施しておりまして、これも非常に有効に機能

しているんじゃないかなと思っております。ち

なみに、防災訓練は実施回数は３回、防火防災

講習会は17回、その他防災フェアを含めますと

23回実施しておりまして、延べ1,434名、1,500

名に近い市民の方が参加しております。 

 そういったようなことの中で、この消防団の

皆様も非常に積極的に自主防災組織において活

動していただいております。現在、遠野市の消

防団員数は903人、女性消防団員は23人、機能

別消防団員は45人、消防団協力事業所は24カ所

にのぼっておりますので、こういった方々の力

をまずお借りしながらというよりも、一緒にな

りながらこの命を守るという中における取り組

みを自主防災組織として立ち上げていかなきゃ

ならないかというように思っております。 

 また、３.11があったわけでありますけれど

も、平成23年度の消防団の出動状況、これを見

ますと火災出動は９件、そして347人の消防団

員が出動しておりますし、警戒活動には約2,90

0名、訓練には2,100名といったような、それか

ら捜索活動にも14人という中におきまして、ま

さに災害の状況やその形態によりまして消防団

員の方々がこれだけの数でもって参加している

ということでありますから、自主防災組織等が
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消防団員等からいろいろ助言を受けながら知

識・技術を身につけながら、地域防災を担う集

団として災害発生時に効果的な防災活動が行え

るように努めるという部分におきまして、常備

消防もそこに参加し、地域の区長さん方とかさ

まざまなリーダーの方々もそこに参加するとい

うような仕組みづくりがより大事になってくる

というように思っております。 

 ちなみに、９行政区のうち自主防災組織の結

成率は91％、82行政区になっております。東日

本大震災では50カ所の避難所に2,027人が避難

をしたというような中におきまして、それぞれ

がまさに機能いたしました。機能した中におい

てもさまざまな検証しなきゃならない事案もあ

ったわけありまして、先般副市長を委員長とす

る東日本大震災後方支援活動検証委員会の中に

おきまして、このような各地区における避難、

あるいはその避難所の運営がうまく連携がとれ

たかというようなことを、この検証委員会の中

におきましてもきちんと検証した中におきまし

て、その検証結果をただいまの御質問の中に生

かしていくという中における取り組みをしてま

いりたいと思っております。 

 この７月８日には、運動公園の隣接地に遠野

市総合防災センターが供用開始となります。文

字どおり一つの拠点と、中核施設となるわけで

ありますから、地域住民の自助共助の中で、そ

れぞれ何が、お互い何ができるのか、何ができ

て何ができないのかといったことの議論を踏ま

えながら、その中に、この「自助と共助」とい

う中に「公助」という一つの行政の役割をどの

ように位置づけるかというような中における議

論を深めてまいりたいというように思っており

ます。 

 また、３月11日に遠野市自主防災組織連絡会

準備会を開催いたしております。自主防災組織

の情報共有と活性化を図るという中で、これを

踏まえまして地域防災力の向上を目的とする遠

野市自主防災組織連絡会を近いうちに設立する

ということで、今、準備に入っておりますので、

このような中における自主防災組織の充実強化

を文字どおり、官民一体となって構築してまい

り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して答弁とさせていただき

ます。 

○議長（新田勝見君）  10番瀧澤征幸君。 

   〔10番瀧澤征幸君登壇〕 

○10番（瀧澤征幸君）  再質問させていただき

ます。 

 防火対策につきましては、データとして私が

見ている限りでは、綾織町と上郷町がすこぶる

その設置率が低いんですよ。で、年間計画でそ

ういった、今御答弁のような形での毎年のその

設備をしているというのは承知しておりますけ

れども、やはりない地区というのは密集地じゃ

ない、こう過疎化されたようなところが多いん

ですけれども、やっぱりそういったところに住

んでいらっしゃる方々というのは、非常に、い

つも怖がっているお話を聞きます。 

 で、やはり88％、まあ、密集地は百何％かで

したけども、まだまだやっぱり地区によって差

があり過ぎるし、特に50％前後のところは最優

先してレベルアップをする必要があるんじゃな

いかなと思いますので、その辺もう一度お答え

いただきたいと思います。 

 それから、地域活動専門員との話の中で言わ

れましたことは、防災と消防というのは違うと

いうふうなイメージの話を聞いております。確

かにそうなんですけれども。で、先ほど私が申

し述べましたように、自治会の中の役員という

のはみんな兼務してるわけですよ。そうします

と、その中に消防団員も当然入ってますが、自

治会として特に防災組織として動き出すという

よりも、消防組織の人たちに協力を願って、中

心的な役割を担ってもらうというのが現実的な

対応にならざるを得ないというのが実態なんで

すね。 

 ですから、私が言っている防災組織のリー

ダーというのは各自治会の区長さん方とか自治

会長さんとかという人ではなくて、防災マップ

上、ハザードマップ上、土砂流出地域なんてこ

う表示されていますが、あれを見ますとわかる
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とおり、この地区という地区のとらえ方でやら

ないと56年の大災害のようなものが来たときに

は、自治会の中だけでは済まなくなってしまう

わけですよ。そうすると、例えばの話ですけれ

ども、上郷町の２区、３区は、例えばですよ、

一人のリーダーがそこを担当するとか、で、遠

野町の５区と６区は何名とかという形で、要す

るに消防団のような、何ていうんですかね、位

置づけの中で研修していただいて、自分の包含

する地区を毎年研修なり、そういうことももち

ろんですけれども、警備も含めて対応してもら

って、いわゆる大災害起きたときには、もちろ

ん自治会としても動くんですけども、その地区

の防災リーダーが中心になって動くというふう

なイメージの、要するに資格を与えるまでもな

いんでしょうけど、研修の中でそういう意識を

持ってもらって防災に携わってもらうと。 

 で、実際、消防団員に入ってなくても仕事の

関係などで実際に動ける人たちいっぱいいるん

ですよね。 

 で、この前岩手日報の新聞には「健康寿命」

という言葉が出てきましたけども、あれは、男

ですと70.何歳で女性は73歳か何か、出ました

けれど、実際地域にはそういった人たちが結構

いるものなんですね。 

 で、しかし、１回消防をやめてしまったり、

仕事の関係で消防団に入れないという人たちは、

そういった防災関係の役職を担うことによって、

地域で本当にこう自主的に生き生きと活動でき

る場の提供にもなるんだろうし、そういった人

たちが大勢いるという、潜在的にそういう能力

があるということだろうと思うんですよ。だか

ら、その力をやっぱり借りていかなきゃならな

い。70歳までは現役だということで。そういっ

た、時代が変われば、役職が変われば変わるで

はなくて、ずっとその地区の防災リーダーとい

う、まあ、名称はともかく、そういった防災

リーダーが求められているんじゃないかな。 

 そうすれば、自治会がおのずとその人たちの

リーダーの誘導でもって毎年の研修も受けるで

しょうし、いずれにしても、今地域活動専門員

１人では遠野市全体を網羅したことがやっぱり

なかなか難しいと思うんですよね。 

 そういったことから、この防災リーダーの育

成というのは、もう始めなきゃならないんじゃ

ないかなと。この３.11を教訓に、そういうこ

とを検討していただければなと思いますので、

再度の御答弁をよろしくお願いいたします。 

○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）  瀧澤征幸議員の再質問

にお答えいたします。 

 まず、１点、防火対策におけるこの設置率が

低いと、88％ということでの数字を挙げたもの

の、その地域によっては差があるという話であ

りました。 

 まあ、これは、何せ、これだけ広大な市の面

積でありますし、集落もそれぞれの顔がありま

すから。で、また、水利といっても河川の状況

もあるわけでありますから、御指摘のような事

実はあろうかというように思っております。 

 したがいまして、順次水利の設置といったも

のを図っていくということでありますけども、

地域によっての差があるというような部分をき

ちんときめ細かくフォローしながら、そういっ

た緊急度の高いところから順次整備していくと

いうような中における対応を進めてまいりたい

というように思っておりますので、この部分に

おきましては遠野消防本部のほうで、そういっ

たような形での対応を計画的に行っております

ので、十分地域の要望なり実情を踏まえた対応

を進めるようにということで、私のほうからも

担当部のほうには指示もしておきますので、よ

ろしくお願いを申し上げたいと思っております。 

 それから、専門員、これにつきましては、

リーダーのあり方としての一つの御提案であっ

たというように思っております。文字どおり、

この毎年研修を行いながら、消防団といったも

のをその地域の防災といったものに、あるいは

自主防災といったものに位置づけているという

部分があるわけでありますけども、お話にあり

ましたとおり、仕事の関係でに消防団に入れな
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いと。しかし、この地域の防災というものに非

常にノウハウを持っている方もいるんだと、そ

ういった方々を発掘しながら、そういった方々

をもう少し生かすような、リーダーといったも

のをこう育成していったらいいんじゃないかと

いうことは、これも最もなことでありまして、

今、活動専門員としては消防職員のＯＢ一人が

懸命に、先ほど１回目の答弁のときも申し上げ

ましたとおり、かなり精力的に活動して結果も

見えてきておりますから。またもう一つは、消

防団員とどう連携を図ったらいいのか、婦人消

防協力隊との連携というか接点をどのようにも

っていったらいいのかという部分と、もう一つ

防災という中における一つのノウハウを持った

地域のリーダーといったものを発掘しながらマ

ンパワーの活用を図っていくという、この中に

おける……、で、その方が文字どおり地域の防

災のリーダーと成り得るだけのノウハウと見識

を持っているということであれば活動専門員と

して位置づけるというような中における取り組

みの中で、地域の防災力の向上といったものを

図っていきたいと。 

 そしてまた、行政区だけじゃないと。やっぱ

りそこがさまざま、例えば、上郷であれば１区

と２区がもう少しこうあれした中で一つのとい

うのは、これも今の、これからの時代はそのよ

うな形での再編といいますか、仕組みづくりに

あってはすごく大事なことだというように思っ

ておりますから、こういったようなものを90行

政区があって、その中で自主防災組織が云々じ

ゃなくして、そこをもっと地域の実情によって

は再編するという中における効率的な防災体制

の構築といったものが大事じゃないかなという

ようにも思っております。 

 最後になりますけども、先般２年ぶりで遠野

市消防団の演習がありました。非常にテキパキ

と行われ、講評官のほうからは極めて優秀であ

るというような講評もいただいたわけでありま

す。 

 その後、講評官とちょっと懇談したときに、

いろんな消防演習の中にいろいろなやり方があ

ると。もう徹底的に訓練をし、非の打ちどころ

がない分団がっていえるような分団が分列行進

なり、それこそ操法訓練なり行っているのもあ

るんだけども、遠野市の場合はそれぞれの地区

ごとに、分団ごとに順送りでっていうか、順繰

りに当番制みたいな形でやってると。だから、

その分においては、去年とはことしは違うなと、

またおととしよりも違うなという部分の差はあ

るけども、現実をそのまま消防演習の中に見せ

ているという部分は、これ非常に勇気のあるこ

とであるし、これが大事なんだと。すべて訓練

して、もう非の打ちどころのない訓練を、演習

を見せられてもそれはどうにもならないんだと。

遠野の場合は素直にそういったものを見せてい

るという部分においては逆に好感持てましたよ

という話がありました。 

 やはり、危機管理というのは、文字どおり訓

練されたという中における対応も必要であるわ

けでありますけども、どんな状況になるかわか

らない。その中で、組織としてどう機能するか

という部分はやっぱり最低限確保していくとい

う部分の訓練も、私は非常に大事じゃないかな

と思っておりますので、講評官の、素直に現状

を見せながら消防団活動を行っているというの

は大事にしてくださいよというのは、私は、こ

れは大事な言葉じゃないかなというように思っ

ておりますので、まあ、そういったようなこと

を素直に受けとめながら、身の丈の中で地域の

実情をよく踏まえて、「みずからの命はみずか

らで守る」という一つの鉄則の中で、地域防災

の、自主防災組織のありようといったものを、

今後も市民の皆さんと一緒になって構築してい

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。７番照

井文雄君。 

   〔７番照井文雄君登壇〕 

○７番（照井文雄君）  清風会の照井文雄です。

本年は、「復興元年」ということでスタートを

切りましたが、復興が進んでいるところとなか

なか進まない市町村の格差が見えてきておりま
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すが、被災された皆様が早く安心して安全な生

活が送れますようお祈りをいたすものでござい

ます。 

 それでは、通告に従い一般質問を行います。 

 大きく分けて２点について伺います。まず、

１点目は、遠野市の防災についてであります。

昨年の大震災以来、早速防災機器や防災用品、

消防団の備品、除雪車や軽ダンプを導入いたし

ました。県内各市町村においては、このぐらい

整備が整っているところは少ないと聞いており

ます。市民は、改めて市長が市民の安全・安心

を第一に考えているとわかったのではないでし

ょうか。 

 そこで、私から見ると各町へ機器等の配置は

されましたが、置き場所が定まらず、倉庫等に

保管しているところもあれば、市民の利用する

場所に置いていたり、倉庫の場所も災害のない

ところなのか、盗難やいたずら、燃料などの危

険はないのか、見回してみますと、少々疑問が

あるように思われます。 

 また、遠野市の予想される災害を考えますと、

水害、のり面の決壊による道路の不通、土砂崩

れによる建物の崩壊、暴風雨による災害、火災

等が挙げられますが、防災機器・用品等の保管

場所を考えると、これらの災害に対して、果た

して安全な場所にあるのかどうか、少々疑問が

あります。各町へ防災機器・用品の格納する専

用の防災倉庫を今後配備を考えてはいかがでし

ょうか。市民が、何を保管しているのかわかる

ように明示をしたり、担当者がいないと機能し

ないことのないような対応を望みます。市長の

見解を伺います。 

 「災害は忘れたころにやってくる」と言われ

たのは昔の話であり、昨今は「災害は忘れない

うちにやってくる」と言われております。日本

全国でいろんな災害が発生し、防災意識も高ま

っております。昨年の大震災での取り組みを踏

まえて、各団体ごとによかった点やもう少しこ

うすればよかったのでは、ここは少々不備だっ

たのではと検証を行い、それらをまとめて今後

の防災に役立てるようにしたいものだが、市長

の考えをお聞きいたします。 

 次に、「永遠の日本のふるさと」の景観につ

いて伺います。 

 ６月にも入り、初夏が感じられる季節となり

ました。木々の緑もまぶしく見える昨今であり

ます。紅葉の秋と違い目にも優しく、永遠の日

本のふるさとにふさわしい景観でもあります。 

 我々住んでいるものには気がつかないで毎日

を過ごしておりますが、民泊で訪れる都会の子

どもたちは、「こんなに緑がいっぱいで、緑の

種類が多いとは知らなかった」、「美しい」、

「すばらしい」と言って感動して帰られます。

ある民泊をしておりました子どもたちに、「景

色のいいところに連れていきますから」と言っ

たら、「ここで十分です」と。「もっと景色の

いいところあるんですか」と言われまして、改

めて遠野市の景観のすばらしさを実感したもの

でございます。この景色・景観を大事に残して

いかなければならないと思うのは、私一人では

ないでしょう。 

 さて、当市においては、遠野市景観計画によ

り、建築物や工作物の建築、遠野遺産の周辺の

規制はありますが、もう少し大きな範囲での景

色・景観を残すことはできないものかと考える

ものであります。 

 安易に規制ばかりをすることはできないでし

ょう。近ごろ目立つようになったのは、河川内

の立木であります。河川内の立木を伐採し、整

備をしたところは特にも景観が美しく、皆様に

潤いと癒しを与える景観となっております。す

べて整備をするには数年、いや、それ以上の期

間が必要かもしれませんが、河川の景観を考え

てはどうでしょうか。 

 伐採した木材は、昨年大震災後、燃料として

利用する方がふえております。それらに利用も

考えられることだと思っております。河川内の

立木の取り扱いをどのように考えるのかお聞き

します。 

 各地区では、小河川は──「小河川」という

のは小さい河川ですが、地区住民の共同作業に

より、美しく整備されておりますが、大きな河
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川等は立木が直径30センチ以上の大木にもなり、

年々太くなっております。 

 このまま河川内を大木で埋め尽くすことは、

「永遠の日本のふるさと」としてそぐわない景

色・景観であります。未来に残す景観として美

しい河川、山並み、田園風景が不可欠と考えま

すが市長の考えをお聞きいたします。 

 以上で、私の一般質問といたします。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後１時52分 休憩   

────────────────── 

   午後２時02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）  照井文雄議員の一般質

問にお答えいたします。 

 それぞれ防災あるいはこの「永遠の日本のふ

るさと遠野」としての景観、その景観を維持す

るためにこの河川敷におけるこの景観整備とい

ったものにもっと前向きに取り組んではどうだ

ろうかという中における御質問と承ったところ

であります。 

 この中で、この防災機器の配備と保管場所等

の御質問もありました。で、この大震災以来、

防災機器や防災用品、除雪車や軽ダンプといっ

たものを予算化しながら各地区に配備したと、

整備をしたという中において評価できるという

ような、まあ、御質問の中であったわけであり

ますけども、これもまた、なけなしのと申しま

すか、財源をやりくりしながら議員各位の御理

解もいただきながら、やはり命という何にもか

えがたいものをいかにして守るかという部分の

中においての取り組みであったというように思

っておりまして、こういったような評価をいた

だいておるということにつきまして、なお一層

この整備なり、あるいは先ほどの瀧澤議員の質

問にありましたとおり、自主防災組織の充実と

いったものに取り組んでいかなきゃならないと

いうような思いを新たにもしたところでありま

す。 

 で、この防災機の配備と保管場所等の御質問

の部分につきましては、消防本部消防長のほう

からこの部分については答弁を申し上げますの

で、ひとつ御理解をいただきたいというように

思っております。 

 それでは、まずこの防災につきまして、東日

本大震災以降、本当にいろんな防災に対する取

り組みは強化されておるという中において、災

害を考えると、非常にこの「災害は忘れたころ

にやってくるんではない、忘れないうちにやっ

てくる」というようなことであると。したがっ

て、そのような検証をまとめ、それをまとめ、

今後の防災に役立てるものにしたいんだが、市

長の考えをという御質問でありました。全くそ

のとおりであろうかというように思っておりま

して、ちなみに地域防災計画の見直しといった

ものも一定のスピード感を持って作業を行いま

した。 

 防災二日後に、解体いたしました本庁舎中央

館の前庭に張ったテントの中で、防災会議を緊

急開催したことを、ついきのうのように思い出

しているわけでありますけども、それぞれの防

災関係機関、中においてこの防災というものを

どうとらえるかということで、このようなこの

経過を踏まえまして、昨年の６月であります、

庁内関係課職員、防災会議員及び避難所開設自

治会からも見直しにかけた意見をいただいてお

ります。 

 ９月には、小学校、中学校、消防団、婦人消

防協力隊、福祉施設、病院、保育協会、区長、

自治会等に個別のヒアリングまたはアンケート

を行っております。 

 さらには、１月の17日から２月の16日まで各

町で開催いたしました「市長と語ろう会」では、

テーマを「地域防災の充実強化」に絞っての懇

談会を行いました。133件の意見・提言をいた

だきました。 

 それを踏まえまして、防災計画を３月22日に

開催いたしました遠野市防災会議でもって承認

され、もう既に運用を開始しております。で、
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この運用を開始していると申しますのは、先ほ

ども申し上げましたとおり、昨年の６月議会あ

るいは９月議会、それから12月議会、で、また

補正、当初と、順次、その都度必要なものにつ

きまして、御提案を申し上げ予算化をいただき

まして、順次配備をしているという中において、

同時並行で進んだわけであります。 

 まあ、よくこうしたものにつきましては、ま

ずもって計画があってなんだと。計画の中で裏

付けされたものをもって予算化し、そして、そ

れを執行するんだという一つの原則があります。 

 しかし、この防災資機材の配備に当たっては、

議員各位も十分御理解をいただいてという部分

において、私は感謝を申し上げるわけでありま

すけども、その計画を待っておったんではだめ

なんだと、直ちに配置しろというような、やっ

ぱり意向として予算も通していただいたがゆえ

に、照井議員から評価いただいたとおり、他の

市町村と比べれば、一定のスピード感の中で各

地区に一連の防災資機材を配備することができ

たんではないのかなというような評価につなが

ったと思っておりまして、それが、瀧澤議員か

らもありましたとおり、自主防災組織なりのみ

ずからの命は地域のみんなで、コミュニティで

守りましょうというような、一つの動きを加速

させてるということに、私はなっているんじゃ

ないのかなというようにもとらえているわけで

あります。 

 したがいまして、今後この広報支援活動とい

ったものも地域防計画の中に位置づけいたしま

した。 

 さらに、この避難所運営、備蓄計画、避難勧

告、そういった具体的なマニュアルの作成を進

めながら、一方においては、この計画の周知と

いうものを図りながら、災害に強いまちづくり、

地域づくりといったものをより充実強化をして

いか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、この震災後の取り組みの検証とい

う部分につきましても、これも非常に大事であ

ります。庁内に官民一体の「後方支援活動検証

委員会」を設置いたしまして、いろいろな検証

を行っておりまして、分析と検証を加えた上で、

新たな防災モデルといったものを遠野市として

も構築していかなきゃならないんじゃないのか

なというように思っております。 

 昨年、後方支援活動の中における備えるべき

機能や求められるソフト面、ハード面、ネット

ワークの面で、国交省が調査をいたしました。

約2,000万円ほどの調査費を計上いたしまして、

遠野の後方支援活動を検証した報告書がまとま

っておりまして、今後予想される大災害時のモ

デルとして活用することを目的に、国交省が昨

年実施したわけでありまして、今般御提案申し

上げておりますコンビネーション型公共施設等

有効活用調査検討事業といった、この第２ス

テージは、この１年目のこの調査を踏まえて、

国交省10分の10事業の補助事業の中で、いうと

ころの後方支援施設拠点と、さらには中学校、

地区センターをどう位置づけて、それをコンビ

ネーションとしてどう連携を図る。そして、そ

れを地域防災力の充実につなげ、さらにはネッ

トワークとしての後方支援活動の拠点性の強化

につなげるというような、一つのストーリーで

国交省のほうでは位置づけておるところであり

ますので、これら等を踏まえながらさらなる防

災力の向上といったものに努力をしてまいりた

いというように思っておりますので、よろしく

お願いを申し上げたいと思っております。 

 それから、２つ目であります。２つ目の質問

の中にありました。これは非常に、先ほどの照

井議員の質問の中に、民泊で訪れる都会の子ど

もたちが「こんなに緑がいっぱいで種類が多い

とは知らなかった」というこの言葉。これ、非

常に大事な言葉ではないかと。我々は緑といえ

ば「山の緑」で一つで片づけてしまうわけであ

りますけども、やはり感性と申しますか、この

自然といったものに対峙する場合において、緑

の、この「いっぱい」、「いっぱい」というこ

とはよく使うわけであります。でも私は、「種

類がこんなに多いとは知らなかった」という部

分もですね、これも遠野とすれば大事にしなけ
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ればならないキーワードじゃないのかなと、先

ほど質問をお聞きしながら、そのことを承った

わけであります。 

 しかし、この緑の種類という中に、文字どお

り御質問にありましたとおり、この河川の災害

予防の観点からも適正な管理は必要であるんだ

と。河川の景観保全は重要な取り組みである。

これも全くそのとおりであります。 

 で、この御質問の中に、河川内の立木の取り

扱いについて、河川の景観なんだという話もあ

った。しかし、一方においては、防災的にもす

ごく大事なわけであります。56豪雨のような、

あのようなものがまた、30年たってるわけでご

ざいますから、いつまた遠野に来るかわからな

いと、これも油断できないよという話をよく聞

くわけであります。 

 そういった中において、河川管理といったも

のも一つの大事であります。そしてまた、緑が

こんなに種類が多いという部分においての、河

川の景観といったものも大事にしていかなきゃ

ならないというように、あわせて両方二つをと

らえていかなきゃならないかと思っておりまし

て。この御案内のとおり、市内一斉河川清掃の

中で景観保全の取り組みも、市民協働の仕組み

の一つとして取り組んでいるわけであります。 

 昨年度の、この市内一斉河川清掃においては、

市内全域、面積にいたしますと約140ヘクター

ル、これの河川清掃が行われました。で、この

立木のこの景観とそれからその利活用も含め、

この質問の中にありましたとおり、安易には規

制はできないだろうと。しかし、この景色や景

観を残すことも大事なんだと。で、この河川内

の立木を伐採し整備したところは、特にも景観

が美しくよみがえるぞと。だから河川の景観も

考えながら、この問題に対応してはどうかとい

うような御提案であったわけであります。 

 で、一級河川の立木については、管理者であ

る県に要望し、協議を進めるという中に取り決

められてるわけでありますけども、実は平成23

年度、県において、猿ヶ石川の光興寺地区を含

め６地区、約6.6ヘクタールでありますけども、

伐採をしております。 

 そして、この一部河道掘削なども実施しなが

ら、この河川景観といったものも維持、そして

また、そういった災害に対応するための立木の

伐採なども計画的に進めているわけであります

から、今後とも、それは県だ市だじゃなくして、

まさに遠野の一つのスタイルといたしまして、

県の土木センターともよく話し合いながら、こ

この立木は残そうと、これはもう切ろうと、こ

れはもう伐採してしまおうという中における協

議を丁寧に重ねながら、そしてこの河川の景観

保全といったものも一つ前提に置きながら、こ

の立木の、何と申しますか、御質問ありました

とおりの伐採なり、そういったものにこう計画

的に取り組んでいくということに持っていきた

いというように思っております。 

 23年度における取り組みも担当のほうから聞

きますと、県のほうもそういった問題というの

は十分認識をしておりまして、お互い協力し合

いながらやろうということになっているようで

ございますから、そのような体制で、それは県

だからと、市は関係ないじゃなくして、やっぱ

りそこはお互い誠実な話し合いの中から、照井

議員の御提案を踏まえた趣旨でもって、この問

題にも取り組んでまいりたいというように思っ

ておりますので、よろしくお願いいたしまして

答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  千葉消防本部消防長。 

   〔消防長千葉一見君登壇〕 

○消防長（千葉一見君）  命により、照井文雄

議員の一般質問、遠野市の防災についての各町

への防災機器・防災倉庫の配備について答弁い

たします。 

 昨年の東日本大震災の発生に伴い、避難所及

び集会所など50カ所の施設に2,027人の市民が

避難した際は、各町の防災倉庫に備蓄している

食糧、毛布を配布し、対応したところでござい

ます。 

 既に、防災倉庫は各町に11カ所、水防倉庫は

３カ所設置しております。遠野市では災害時に

活用する防災資機材の充実を図るため、昨年の
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６月定例会において、補正予算を計上し、発電

機、灯光器、ドラムコード、反射式ストーブ、

燃料携行缶、水用ポリタンク、電灯つきラジオ

の防災資機材等の配備を実施してございます。 

 また、12月定例会及び２月の臨時会では補正

予算を計上しており、情報収集活動拠点となる

各地区センターへの大容量発電機の整備、消防

団員への安全活動を充実させる救命胴衣、拡声

器、トランシーバー等の整備を進めております。 

 防災倉庫の整備については、現在、コミュニ

ティ消防センターやコンテナ式防災倉庫、旧消

防屯所、旧ＪＡ倉庫などを利用している状況で

ございます。 

 防災倉庫への備蓄方法として、毛布、食糧な

ど同じ場所で一括して備蓄する方法、直接避難

所に備蓄する方法、業者や農家と協定した流通

備蓄などの備蓄方法があります。 

 また、７月に落成する遠野市総合防災セン

ターでは備蓄機能もあり、さまざまな視点から

備蓄について検討しているところでございます。 

 県でも、広域的な大規模災害に対応するため、

岩手県広域防災拠点整備構想委員会を設置し、

本市を部隊等の一時集結、ベースキャンプ機能、

物資供給機能、中継分配拠点としての後方支援

拠点に位置づけ、本年度中に基本構想を作成す

る予定となっております。 

 今後の防災倉庫の整備については、更新時期

を見据え、地域防災計画との整合を図り、長期

的な計画の中で検討してまいります。 

 なお、燃料用携行缶については少量といって

も危険物であり、防犯上、火災予防上の保管・

管理を徹底指導してまいります。 

 以上で答弁といたします。 

────────────────── 

   散  会   

○議長（新田勝見君）  お諮りいたします。本

日の会議はこの程度にとどめ、散会いたしたい

と思います。これに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新田勝見君）  御異議なしと認めます。

よって、本日はこれにて散会いたします。御苦

労さまでした。 

   午後２時20分 散会   

 


