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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。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って一般質問を

させていただきます。 

 実はきょう少し風邪気味で、声のほうがかれ
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て、聞きにくい点もあたったりして御迷惑おか

けするかと思いますけども、できるだけ大きな

声をもって質問させていただきますので、御容

赦のほどよろしくお願いいたします。 

 それでは、始めさせていただきます。 

 ことしも猛暑、酷暑などと言われた夏は、記

憶のかなたに過ぎ去ってしまいました。カレン

ダーは師走に入り、一気に冬将軍到来という感

じになって、農家の皆さんにとっては秋じまい

もすっかり終わり、日ごろの多忙を癒すころ合

いですが、１年問の農家所得について気がかり

な時期でもあります。ことしは昨年に引き続き、

福島の原発事故による放射能汚染や風評被害か

ら、その対応に追われる日々であり、牛肉をは

じめ、キノコ類や野菜類の価格低迷と消費の減

少、生産意欲の減退等々、課題の多い１年間で

あったかと思います。 

 このような暗い話題の中で、朗報も入ってま

いりました。それは、ことしの稲作についてで

あります。岩手県の作況指数は105と、やや良

でした。ちなみに、昨年は102だったわけです

が。１等米比率も猛暑を克服して全国第１位の

94.1％、そしてＪＡさんからの概算払い金も昨

年よりは若干高目ということで、ささやかなが

らも農家の皆さんには気持ちにゆとりが出てき

たのではないでしょうか。 

 改めて申し上げるまでもなく、遠野市の基幹

産業は１次産業であり、農家の生産意欲向上と

所得向上こそが市内商店街の売り上げ向上にも

つながって、遠野市全体の元気と活力の源にな

ると確信しております。そのようなことから放

射能汚染の除去が速やかに行われ、農家の皆さ

んのさらなる所得向上をお祈りいたします。 

 さて、今回の私の一般質問は社会的弱者と言

われる方々に関連して、生活保護対策と交通弱

者の２点について伺います。 

 まず、１点目の生活保護対策についてですが、

既に新聞やテレビなどで御承知のとおり、2008

年、すなわち平成20年のリーマン・ショック以

降、生活保護受給者が右肩上がりにふえ続けて

おります。全国で生活保護を受ける人は、こと

しの８月時点で213万人を突破し、受給世帯数

も155万世帯を超えて、ともに過去最多を更新

しており、今年度の生活保護費は総額で約3.7

兆円に上るということであります。 

 その増加要因の一つは、高齢者人口の増加と

言われておりますが、この高齢者は年金だけで

は生活ができず、働く場も力もないことから、

生活保護受給に頼らざるを得ないという現状で

す。さらに、リーマン・ショック以降の雇用悪

化の影響で働きたくても働けない若年層や、ま

だ働ける年齢層の受給者が増加しているという

ことであります。 

 この原因は、社会の大きな変化によるもので

しょう。経済のグローバル化が進んだことによ

って、製造業の安定した仕事がなくなる一方で、

低賃金の非正規雇用がふえました。その結果、

真面目に定年まで勤めれば普通に生活ができる

という前提自体が崩れ去ってしまっております。 

 このような環境下で、生活保護制度のあり方

に国民的な関心と議論を呼ぶことになったのは、

多くの収入がある人気お笑いタレントが毎月40

万円超の住宅ローンを支払いながら、その住宅

に住む母親が生活保護を受給していたというこ

とを女性週刊誌に報じられたことが契機になっ

ております。 

 また、東大阪市の職員約30人の親族が生活保

護を受給していることがわかりました。職員は

いずれも親族が生活保護を申請する際に、扶養

することはできないと市に回答をしていたそう

です。市では、職員なら一定の収入があるとし

て、改めて扶養の可否について確認する方針と

いうことで、世間から注目されました。 

 さらには、不正受給が横行しているとか、働

くよりも生活保護をもらった方が楽で得だとい

った生活保護に対する異常なバッシング報道が

続きました。私は、今回の一連のマスコミ報道

は余りにも感情的で、実態を十分に踏まえるこ

となく、浮き足立った便乗合戦になっているよ

うに思えてならないのであります。 

 といいますのは、現下の厳しい雇用情勢の中

で、就労努力を続けながら病気の治療も行うな
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ど、個々人が抱えた課題に真摯に向き合ってい

る人もおりますし、あるいは困窮の中で、さま

ざまな事情から親族の援助を受けられず、孤立

を余儀なくされている高齢の利用者など多くの

生活保護利用者もおります。そのような受給者

の心と名誉をマスコミ報道は深く傷つけている

のではないか、私にはそう思えてならないので

あります。 

 この生活保護について、先月政府は受給者数

の増加抑制と生活保護の適正なあり方を議論す

る場として、行政刷新会議の事業仕分けを行い

ました。その結果は、皆さんも御存じのとおり、

生活費に当たる生活扶助の支給額について、就

業意欲をそがない水準とすべきだとして、引き

下げを求めております。 

 また、生活保護の約半分を占める医療扶助を

めぐっては、先発医薬品より安いジェネリック

医薬品、すなわち後発医薬品の使用を原則義務

化するような提言が行われております。もちろ

ん、この仕分け結果は来年度の予算編成で検討

されるわけですし、今回の総選挙の政権の枠組

みによってどこまで反映、担保されるかは不透

明です。 

 また、このことに関連して共同通信社が都道

府県所在地と政令指定都市の首長に対してアン

ケート調査を行った結果、医療扶助の一部自己

負担化への賛成は57％に上り、後発医薬品使用

の原則化を求める意見は63％と高く、そして生

活扶助の支給基準を引き下げるべきだとした意

見は31％に達しており、生活保護受給者にとっ

ては大変厳しい内容になっております。 

 このような生活保護に対する最近の諸情勢と

動向に対して市長はどのようなお考えをお持ち

なのか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一

般質問にお答えします。 

 一問一答ということでありますので、生活保

護対策について、市長の見解はということであ

りました。いろいろ国の動向、あるいは新聞報

道等で報じられましたこの問題等についても言

及をされてのこの問題に対する私の見解という

ことであったわけであります。 

 御案内のとおり、生活保護は、日本国憲法の

第25条に規定する理念に基づきまして定められ

ているものであるわけであります。あえて申し

上げるでもないわけでありますけども、国が生

活に困窮する全ての国民に対し、１つとして、

その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、２つ

目として、その最低限度の生活を保障するとと

もに、３つ目として、その自立を助長すること

を目的に行うもので、生活困窮救済の最終手段

ということになるのが生活保護制度であろうか

というように認識いたしております。 

 この生活保護基準といったものがありまして、

１つは、生活扶助というものがあります。２つ

目には、住宅扶助、定められた範囲内で実費を

支給すると。生活扶助は、さまざまな生活に必

要な食費等の個人的費用を年齢別、あるいは世

帯別等に光熱水費を含めて算出した額を手当を

するということがあるわけであります。 

 義務教育を受けるための必要な学用品費とし

て教育扶助、そしてまた医療サービスの費用と

して医療扶助、介護扶助といたしまして介護

サービスの費用、これは直接介護事業者へ支払

うと、本人負担はなしという中における介護扶

助。それから出産扶助、生業扶助、葬祭扶助と、

それぞれ定められた範囲内で実費を支給すると

いう中に成り立っているわけであります。 

 それぞれがそれぞれ保護の手続という部分に

おきまして事前相談があり、その事前相談の中

で、さまざま制度を説明しながら、どのような

形での他法をどう活用できるかということも踏

まえながら、一方において、それを踏まえた上

で保護申請ということになるわけであります。 

 保護申請に当たっては、調査を行う、あるい

はさまざま扶養義務者による扶養可否の調査を

行う、年金等そういった就労の収入等の調査を

行いながら、就労の可能性も調査を行うという

中で、申請があった段階で、そのような中にお

きまして本当に本人の状況はどうなのか、扶養
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義務者の状況はどうなのか、それから就労の状

況は本当に就労できないのかできるのかといっ

たようなことをきちんと把握した上で、保護費

の支給という中で、この制度が成り立っている

わけであります。 

 今さまざまお話がありました。私も一連の新

聞報道等を見た場合におきまして、この一連の

調査から申請をし、そしてその調査をしながら、

支給をするという部分に始まりまして、その部

分がなかなかきちんとした把握がされてなく、

一部においては必ずしもこの生活保護制度の実

態にそぐわない支給がされているのではないだ

ろうかといったようなことが佐々木議員の質問

の中にありましたとおり、一部加熱して報道さ

れたという部分があったのではないのかなとい

うようにも認識いたしております。 

 多くの方々というよりも大半の方々は、やは

り病気になったり、どうしても生活維持できな

いがゆえに、この憲法で保障された生活の最低

生活という部分におけるものとして保護申請に

至ってるという方が大半というように私は承知

してるわけでありますけども、一部ではそのよ

うな突出した事例でもって過熱報道といったも

のがあり、それがさまざまな形で、この制度そ

のものがきちんとフォローされてないのではな

いのかなというような認識にもつながったので

はないのかなというように思っておりまして、

ちょっと残念だなというのが私も一つの考え方

としては持っているところでもあります。 

 いずれ、このさまざまなただいま申し上げま

したとおり、生活保護に当たっては、一つとし

て、申請者に活用できる資産が多くある場合に

は、生活保護の受給を認めることができないた

めに預貯金等の調査の必要があるというのも、

一つのこれは定めなわけであります。 

 そして、その場合におきまして、これまでは

各金融機関の各支店に対し調査を依頼する必要

があったわけでありますけども、大変な手間が

かかるという中にありまして、調査範囲が限ら

れておりました。今月から金融機関の本店等一

括照会方式による資産調査がスタートいたして

おりまして、調査業務の効率化とともに、給付

の適正化が図られるという形で、一部見直しが

行われております。 

 そして、これらとともに、今国のほうにおき

まして基準の検証、見直しが行われております。

先ほど私が申し上げましたそういういろんな扶

助の制度があるわけでありまして、これにつき

まして一般低所得世帯の消費実態との比較検証、

その中におきましては資産、収入に関する事項

に限られてる地方自治体の調査権限に加えて、

就労活動に関する事項についても調査できるよ

うに検討されているというような状況で、一部

加熱した報道があったとはいうものの、やはり

指摘されているということも、また一つの事実

としてあったのではないのかなというように思

っておりますので、これらも私どもといたしま

してもきちんと受けとめながら、どのような状

況にあるかということを踏まえた上で、国の見

直しの動きに呼応しながらというよりも、一つ

対応していかなきゃならない。 

 この一つの対応に対しましては、生活困窮者

に対する支援策といたしまして、この生活困窮

者の早期把握のために各機関の連携強化、これ

は本当に大事であります。 

 それから、初期段階からの、これを一つの言

葉として包括的、それぞれ点じゃなくして、包

括的に生活困窮者の方々の状態を把握すると。

また一方においては、これは伴走型と、走ると

きに伴走するという方の、この伴走であります

けども、伴走型として支援体制を構築すると、

生活困窮者の方々がただ１人にするんじゃない

と、みんなでそれを言うなれば団体というより

も各機関ということになろうと思いますけども、

支援体制を構築すると。一つとしては、自治体

とハローワークが一体となった就労支援の抜本

強化を行うといったようなこともその中に盛り

込まれているわけであります。 

 したがいまして、私はこういったものを踏ま

えながら、国の今さまざまな形で見直しの作業

が行われております。 

 ただ、今これを私は、先般厚労省のほうで検



－ 13 － 

討してる内容についてお話を聞く機会があった

わけでありますけども、かなり中身的には具体

的なものとして検討しているようでございます。 

 ただ、ここ数年さまざまな制度の見直しが行

われ、今質問の中にありましたとおり行政仕分

けもされておるということがあったわけであり

ますけども、私自身の認識といたしましては、

一連の見直しとか、仕分けであるとか、新たな

制度を打ち出す場合においてどうも拙速に物が

進んでいるようにしか見えません。これは国の

あり方としては、非常に私は疑問に思っており

ます。 

 先ほど調査をしたということでありますけど

も、県庁所在地と政令都市のみしか調査してな

いわけであります。それをもってして意向だと

言われたのでは、我々のまさに遠野市という中

にあっても、本当に困り、そしてこの制度によ

って何とか生活してる方もいるという現実はあ

るわけでありますから、この大きな議論の中で、

小さなものが埋没してしまうことのないように、

やはりきめ細かい、そして十分な現場の意向と

いったものを、あるいは現場の実態といったも

のを踏まえた一つの見直し、検討作業をぜひ行

っていただきたいということを強く求めたいと

いうように思っております。 

 また、医療扶助についても御指摘がありまし

た。この医療扶助につきましても、ただいま申

し上げましたとおり、自己負担化の話もあると

いうことであります。 

 ただ、この自己負担化の話につきましては、

まさに最低生活費として支給されてる金額から

医療費の一部を支払うことで、生きるための必

要な食費も削らなければならないといったこと

もケースによっては想定されるんじゃないかな

というように思うわけであります。 

 したがって、このことによってまさに体調を

崩し、また病気になる、あるいは入院も必要に

なるだろう。そうすると、また医療費が、また

そこで医療扶助が、またその中で増加というこ

とになりかねないということにもなるわけであ

りますから、こういった部分につきましても簡

単には一部自己負担化といったものについて賛

成だというわけにはいかないというように私は

思っております。 

 また、後発医薬品、この部分はジェネリック、

先発医薬品よりも価格が低いという中において

の取り組み、お話もありました。有効性や安全

性が十分確認されているわけであります。 

 そして、この医療費削減のために被保護者に

対し、積極的な使用も勧めているというのもあ

ります。これは生活保護の実態だけじゃなくて、

医療体制の中におきましても、この後発医薬品、

ジェネリック医薬品、これは新薬、先発医薬品

といったものに対しては大変な開発費がかかっ

ておりまして、それが価格に反映してるという

ことの、そのような実態になってるわけであり

ます。 

 したがって、この特許期間が満了し、有効性

と安全性が確かめられた後発医薬品といったも

のにつきましては、非常に大事な一つの取り組

みであると。言うなれば新薬ほど莫大な研究開

発費がかからないため、その薬価、薬の価格で

すね、新薬よりも安くなっている。 

 したがって、これに伴いまして個人の薬の負

担が非常に軽減につながるという一つの仕組み

になってるわけでありますけども、これなどに

ついては医師の指示といったものを十分踏まえ

た中で、これを前提とした上での義務化を図っ

てよいのではないかというような議論も出てき

ているわけでありまして、私もこれは一つの考

え方ではないのかなというように思っていると

ころでもあります。 

 いずれ、先ほど申し上げましたとおり、拙速

にならないように、ただいま佐々木議員が申し

上げました一つの認識のもとに基づきまして、

憲法で保障された最低生活といったものがきち

んと守られるような形での自治体としての役割

もその中で果たしてまいりたいというように考

えているところでございますので。以上であり

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〕 
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○５番（佐々木大三郎君）  今市長から心温ま

る御答弁いただきました。 

 また、生活保護に関連しまして、憲法25条の

御紹介もありました。私もこの憲法の25条につ

きまして、かいつまんでお話をさせていただき

ますと、健康で文化的な最低限の生活を営む権

利や社会福祉、社会保障の向上と増進というこ

とについてうたわれております。 

 また、生活保護法では、国は生活に困窮する

全ての国民に対して、必要な保護を行い、最低

限の生活を保障するということになっておりま

す。この生活保護に関して、過去に生活保護を

打ち切られた人が「おにぎりが食べたい」と書

き残して亡くなられております。つい最近では

北海道内で、水道や電気をとめられた80代と60

代の親子が部屋の布団の中で死亡という痛まし

いニュースも届いております。 

 また、ことしに入ってからも全国で餓死や凍

死、孤立死など、暗いニュースが相次いでおり

ます。 

 今の経済状況下で雇用やほかの社会保障制度

の現状を改めることなく、放置したままで生活

保護のみを切り詰めれば、餓死者や自殺者が続

発し、犯罪もふえてきて、社会不安を招くこと

が目に見えてくるようであります。やはりこの

生活保護は、最後のセーフティーネットと言わ

れるゆえんなのでしょう。 

 したがいまして、生活保護を押さえ込むとい

う発想だけではなくて、働ける人の就労支援に

よる改善や敷居を低くして、本当に困ってる人

は確実に保護される社会の仕組み、すなわち血

の通った対応が必要であると考えます。 

 ちなみに、遠野市の生活保護の現状について

市の事務方から伺いましたところ、全国の傾向

と同様に、リーマン・ショック以降増加傾向に

あるということで、今年度の生活保護見込み者

数は310人で、世帯数は227世帯、そして生活保

護費の総額は５億1,000万円、その内訳として、

医療扶助費は３億1,800万円ということでした。 

 実は、私の知り合いに何人かの生活保護受給

者がおりますが、その人が言うには、周りに生

活保護受給者であることを知られたくないとか、

ぜいたく品を購入しているのではないかと思わ

れるようで、買い物する姿を見られたくない、

またきのうまで友達だった人に去られるのでは

ないかという不安と寂しさもある、そしてまた

病院窓口での会話の後ろめたさ等々から、どう

しても外出は控え目になってしまって、うちの

中に閉じこもってしまう傾向にあるということ

であります。 

 さらに、生活保護受給者のハンディーは、自

家用車の保有は原則認められないということで、

買い物は自転車やバスを利用せざるを得ません

し、また先ほど市長の御答弁の内容にもありま

したけども、老後に備えた節約によって貯金す

ることもできない、また職探しも狭き門になっ

ているというのが実情かと思います。 

 では、遠野市の生活保護者への対応の状況は

どうなっているかといいますと、幸いなことに

高齢者や要介護者の現状を踏まえた課題解決や

福祉充実に向けて遠野ハートフルプランを策定

しまして、実践していただいております。 

 また、福祉担当者による当事者に寄り添った

心ある懇切丁寧な対応やハローワークとの連携

した就労支援などをやっていただいております。

このことは私自身市民の一人として高く評価で

きますし、また生活保護受給者からも感謝の声

が聞こえているのも、これは事実であります。 

 しかし、生活保護者の置かれた厳しく辛い生

活環境を思うに、現状のままではよしとせず、

さらに突っ込んだ支援策が必要であると思いま

す。 

 そしてまた、生活保護者だけではなくて要保

護者、すなわち世間体を気にして生活保護を申

請しない方や生活保護ぎりぎりの生活困窮者な

ど、水面下には予測もつかないほど多くの方が

おられると推測されます。 

 したがいまして、この生活保護者と要保護者

に対して今後さらなる支援策の強化が必要であ

ると考えますが、このことに対して市長はどの

ようにお考えなのか、御所見をお伺いします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 
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   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま生活保護に対

して厳しい生活環境を強いられている、そうい

った生活保護者に対し、さらなる支援策という

ものを考えるべきではないだろうかという御質

問であったわけであります。 

 １点目の質問につきまして、私は生活保護制

度そのもの、憲法のことを引き出しましてお話

申し上げたわけでありますけど、これはきちん

として、国民としての一つの権利としてあるわ

けであります。それぞれが懸命に頑張っておる、

しかし、病気には勝てないとか、いろんな事情

がそれぞれあるわけでありまして、最低保障と

いう部分の中におけるセーフティーネットとし

てのこの生活保護制度があるということである

わけであります。 

 そういった中におきまして、先ほど第１点目

の質問にありましたとおり、いろんな事例が出

てきたと。それにある意味においては過剰反応

という言葉を使っていいかどうか、ちょっとそ

の点については、ここは本会議場でありますか

ら、慎重な言葉を使わなきゃならないわけであ

りますけども、佐々木議員が申し上げましたと

おり、やはり一つの点は、何千万、何億と稼い

でる芸能人のお母さんが生活保護を受けておっ

たというのは、制度がどうのこうのとか、法律

がどうのこうのとか、憲法がどうのこうのとい

う前に、私は人としての一つの倫理観の問題、

そういったところに一つ大きな根本的な原因が

あるのではないだろうかなと思うわけでありま

す。 

 泣きながら芸能人の方がテレビのインタビ

ューに答えてるのがありました。その中で、非

常に印象的だったのは、こういう制度があって、

そういう扶養義務のようなものがあるというこ

とを知らなかったというようなコメントもして

るわけであります。 

 したがって、やはり今このような中において、

そういった方々と、もう一方においては本当に

ぎりぎりの中で懸命に病気とも闘いながら頑張

っている方々とのものを同じ中で議論するとい

うのは、やはり一つ我々こうした自治体として、

市民の皆さんの安心安全、あるいは生活の一つ

の確保といったものを、環境整備を行っている

自治体の経営の責任者の一人とすれば、懇切丁

寧に制度そのものをきちんと説明する、そして

その中できちんと相談に応じるというものが確

保されてなきゃならないんじゃないかなという

ように改めて思ってるわけであります。 

 当市の生活保護の状況につきまして、ただい

ま佐々木議員のほうから、それぞれ件数、人数

等も質問の中で話がありましたので、私も答弁

メモとして実態の数字は持っておったわけであ

りますけども、そこにつきましては質問でお話

がありましたので、それは控えさせていただき

まして、この過去３年間における生活保護世帯

の当市の動向といったものをちょっとお話申し

上げたいというように思っております。 

 これはパーミルという言葉で、生活保護率を

あらわします。パーミル、1000分の１、したが

って人口1,000人当たり何人が生活保護を受給

しているかという数字なわけでありまして、遠

野市は10.7パーミルであります。と申しますの

は、1,000人当たり10.7人が生活保護を受給し

ているということになるわけであります。 

 ちなみに、これを県内13市と比較してみます

と、ただ、13市と申しましても、盛岡のように

30万もあれば、花巻のように十二、三万人のと

ころもあるということになりますから、単純比

較はできないわけでありますけども、遠野市の

この10.73パーミルという数字は、６番目に位

置しております。 

 盛岡市が17.68パーミル、宮古市が15.62パー

ミル、釜石市が12.15パーミルと、こうなって

おりまして、遠野市が二戸市に次いで６番目と

いうことで10.73パーミル、大船渡市が4.27、

陸前高田市が5.58という数字になっておりまし

て、この辺のところもひとつ事務的にはもう少

し分析をしてみる必要があるのかなというよう

にも思っているところでありますけども、いず

れそのような状況にあるということを答弁申し

上げたいというように思っております。 



－ 16 － 

 で、本題に入りますけども、さらなる支援策

が必要じゃないかということ、まずは支給基準

等の引き上げといったものも国のほうでは考え

ているようだけども、これはどうなるのかとな

るわけでありますけども、先ほど申し上げまし

たとおり、拙速な議論をしないで、本当に現場

といったものをきちんと把握した議論をぜひ国

のほうにはお願いをしたいと。 

 と申しますのは、これは制度によりまして、

保護費の、扶助費の４分の３は国、４分の１は

一つの自治体ということになってるわけであり

ますから、国の一つの大きな制度として成り立

ってるところでございますから、国のほうでは、

この見直し作業につきましては拙速に進めるこ

となく、きちんとした対応をしていただきたい

ということをまず申し上げておきたいというよ

うに思っておりますし、それから２つ目には、

遠野としてという部分におきましては、相談支

援体制をきちんと対応したいというように思っ

ておりまして、より細やかな相談支援が行える

ように23年５月からケースワーカーを１名、遠

野市としても増員をいたしております。 

 それから、もう一方においては、産業振興部

に就業支援員２名、雇用創出推進員１名を配置

しております。ハローワーク等の関係機関と連

携を密にしながら、雇用の創出につながるとい

うことにぜひ持っていきたいというように思っ

ております。 

 こういったようなものは、遠野市にあっては、

先ほど申し上げました、大三郎議員の質問にあ

りましたとおり、保護人員は320人台でありま

すから、そこを丁寧に分析いたしますと、就労

というところに持っていって自立につなげると

いったケースは、ある程度の人数として把握で

きるわけでありますから、このケースワーカー

と、それから雇用創出推進員とハローワークと

いったところがきちんと連携をとれば、私はこ

ういったようなものの中における一つの就労と

いう中において、そして自立といったものにつ

ながる一つの結果を出せるんじゃないのかなと

いうように思っておりますので、この体制を強

化していきたいというように思っております。 

 それから、この見守りというのも非常に大事

ではないのかなと。今お話がいろいろありまし

た。世間体という言葉もありましたけども、そ

ういったことがきちんとできるような形での、

きめ細かい見守りといったような仕組みづくり

も大変大事じゃないかなというように思ってお

りまして、ライフラインの利用料を滞納してる

世帯やライフラインの供給が停止される世帯等

に対しまして、生活保護制度といったものの一

つの情報の説明やら制度の説明といったような、

そのようなものも大事じゃないかなと思ってお

りますし、ことしの７月からは新聞配達事業者

の協力を得まして、配達先に配達物が滞った状

態に、たまった状態になっている等の異常を確

認した場合には、情報を提供していただくとい

ったような形での見守り体制の強化により、孤

立死という、あってはならない、そのようなこ

とにも、未然防止にも努めてまいりたいという

ように思っております。 

 一つの事例でありますけども、ガス事業者か

ら、料金滞納があるため、ガスを停止する予定

の情報提供がありました。これにつきまして滞

納者を訪問いたしまして、安否の確認をしてお

るというような事例もあります。そして、この

滞納者の方は、既に生活保護を受給してる方で

あったために、ガス利用の必要性を確認し、料

金の支払いを指導したというようなケースもあ

るわけであります。 

 ただ、これらの取り決めでは、決して十分な

取り組みではないというように思っているとこ

ろでありますので、これからもこういった一つ

の体制をそれぞれの連携の中から、新たなる支

援策と申し上げる、そのような内容ではない、

ごく当たり前の内容かと思っておりますけども、

このような当たり前のことを当たり前に行うと

いう中においての対応を行ってまいらなければ

ならないかというように改めて思ってるところ

でございますので、それを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。 
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   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  私が思うに、人間

誰しも体が動く限りはいつまでも働きたいんだ、

あるいは家族や地域に役立つような仕事をした

い、そして自分の存在を認めてもらいたいなど

といった欲求があるんだろうなというふうに思

います。 

 そこで、この自尊感情の回復を図るような施

策、すなわちハローワークや地元企業、ＮＰＯ

などからの協力を得ながら、生活保護から就労

へとつなげるような取り組みが必要であると考

えます。 

 市長からも庁内にもそういった感じの組織を

設けて取り組んでいる、あるいはこれからも力

を入れていくというような御答弁がありました

けども、私に思いつく方策を何点か上げさせて

いただきますと、まず働ける世代の人に対しま

しては、１点目として、企業へのトライアル雇

用や就業体験によって企業内で働きながら専門

技術を習得して、正社員として受け入れてもら

えるような対応、２点目としましては、これは

農水省の事業であるわけなんですが、人・農地

プランをうまく活用していただいて、新規就農

者をふやすような支援を行う。参考までに、こ

のプランは45歳未満の新規就農者に年間150万

円の給付金が最長で５年間支払われる制度です

ので、求職者には大変魅力のある事業内容にな

ろうかと思いますし、市内の遊休農地の解消を

図れるという点でも大きなメリットがあるんだ

ろうなというふうに思います。３点目は、市と

して１次産業分野のほうへ雇用の場をもっと創

出するような対策を講じることが必要であると

考えます。 

 以上の内容について御検討されてはいかがで

しょうか。 

 そしてまた、体の弱い人やお年寄りに対して

は、１点目として、公共施設の清掃や植木の剪

定作業の場を提供するとか、２点目は、病院や

介護施設内で入所者との話し相手をするような

仕事、３点目として、農繁期における補助作業

的な仕事の提供、４点目は、イベント会場にお

ける受付業務や交通整理等々、雇用のすき間を

補完するような仕事を見出すべきと考えます。 

 ちなみに、最近10月の岩手県内の雇用情勢を

見てますと、有効求人倍率は0.85倍と、３カ月

連続で低下しておりますけども、沿岸地域は引

き続き改善しておりまして、釜石地域は1.31倍

で、遠野地域は0.95倍と、比較的高目に推移し

ているところであります。 

 したがいまして、今私が述べたような仕事内

容について、就労支援や就労促進策によって生

活保護者と要保護者が就労しやすいような環境

をつくられてはいかがでしょうか。生活保護者

にとって、この就労はみずから自立につながり

ますし、生きがいが出てくるものと思いますの

で、健康面での維持、増進も図られて、医療費

を含めた生活保護費全体が低減されて、市の財

政負担も軽減されると思います。 

 また、このことによって地域は明るくなって、

活性化にもつながると考えますが、いかがでし

ょうか、市長の御所見を伺います。 

○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）  この生活保護から就労

へとつながる取り組みが必要であると思うがと

いう提案を含めての御質問であったわけであり

ます。その提案の中にも就労という部分の中に

おいては、３つの提案が今述べられました。 

 また、体の弱い人やお年寄りに対してはとい

う部分も非常に大事な私は一つの視点だという

ように思っておりまして、これにつきましても、

４つの提案をひとつされての御質問であったわ

けであります。 

 そして、その質問の中には、就労は自立につ

ながり、そして生きがいが出てきて、健康維持

も増進してくると、となれば医療費も含めた生

活保護費は抑制されるのではないだろうかとい

うような中で、したがって、その結果とすれば、

市の財政負担も軽減されることになると、地域

は明るくなり、活性化にもつながると、まさに

そのとおりの方程式なわけであります。大事な

わけであります。 
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 その中で、この就労という部分の中におきま

して、ちょっと数字を申し上げたいというよう

に思います。求職者の中の求職している、職を

求めている中でも、就労能力、あるいは就労意

欲といったものが一定程度有し、就労による自

立の可能性が見込まれる受給者の方もおります、

これは。 

 しかし、一方、就労意欲が低いと感じられる

受給者、あるいは就労経験が少ないという方も

おります。 

 したがって、この就労意欲の喚起など、特別

な支援が必要な場合など就労の意欲、就労へつ

なげる取り組みは、その状況によって、ケース

によって、保護ケースという言葉を言うわけで

ありますけども、保護ケースによってはそれぞ

れが異なるという部分でありますから、ケース

ワーカーの一つ果たす役割、そして３点目の先

ほどの前の質問にありましたとおり、それぞれ

が連携をとりながら、情報を共有しながら、就

労というものに持っていって、そして自立につ

なげるということは、やはりこれまた一つの総

合力で、ケースワーカー１人の仕事ではないと

いうことになるわけであります。 

 生活保護受給者の中で、これは遠野市の数字

でありますけども、就労可能人数、何人いるか

となれば56人という形で把握をしております。

56人、これは大きな数字なわけであります。 

 そして、現在、職を求めてると。どうしても

やむを得ず、今生活保護を受けてるけども、で

きれば仕事につきたいと、そして自立をしたい

という方が27人おります。 

 それから、現在、就労しながら、ただいま先

ほど申し上げましたとおり、いろんな仕事があ

るじゃないかというお話がありました。それで、

就労中と、就労しながら頑張っている方も29人

と、合わせて56人という数字になっているわけ

であります。 

 私は、この議論の中で非常に大事なのは、生

活保護受給者の中には自分で自分をコントロー

ルできなくて、もらってしまえば、大変これは

誤解を招く言い方になるわけでありますけど、

どうしてもストレスがたまってる。これは、先

ほどありましたが、大都市の中においては、そ

ういう事例がいっぱいあるということは私も首

長仲間から聞いておりますけども、生活保護の

中で、例えばこれは大阪とか、北九州の例なそ

うでございますけども、パチンコ屋に直行する

というようなのも実態としてあるわけでありま

す。 

 したがって、みずからの生活のリズム、生活

をどう守っていくかということをコントロール

すると。このコントロールができないがゆえに

生活保護という中における悪循環にもなってる

というケースもあるわけでありますから、そう

いった生活保護者の自立に向けて家計や生活面

でのおける指導といったようなものもやはり大

事な大事な一つの切り口じゃないのかなと。就

労もさることながら、そのようなケースが、先

ほど言いました56人の中にそのような方は、こ

のとおり頑張ろうとしているわけでありますか

ら、いないわけでありますけど、ほかの例では

そういう例もあると。したがってそういったも

のに対する一つのきちんとした体制もとらなき

ゃならない。 

 そして、福祉から就労といったような一つの

流れをつくっていかなきゃならないかというよ

うに思っておりまして、年度ごとに福祉から就

労支援事業といったものの就労意欲を一定程度

有する方に対して強化しようということで、こ

のような事業を行っておりまして、年度ごとに

実施計画を策定しておりますけども、24年度は

年間10人の方が利用いたしまして、就職者数が

４人を目標に、ハローワークと福祉事務所が協

定を結び、こういった指導とチーム支援を行っ

ております。 

 そして、６カ月と決められた期間の中での集

中的な就労支援と就労へのフォローアップによ

り、利用者に対する効果的できめ細やかな指導、

援助を図り、自立の助長を推進することができ

るというような一つの手ごたえも感じていると

ころでもあります。 

 いうところの福祉から就労へ、ケースワー
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カーが個別にじゃなくして、文字どおり関係機

関が総合力でという中における対応をしてまい

りたいと思っております。 

 また、一つの概念といたしまして、この就労

といってもそれぞれの事情があるわけでありま

す。先ほど申し上げましたとおり、就労経験が

ない、あるいは体調もいまいちだと、いろいろ

なさまざまなケースがあるわけでありますから、

佐々木議員から提案がありましたとおり、これ

も国が使ってる言葉でありますけども、中間的

就労支援といったような、そのような概念の中

における就労の場を遠野型として一応環境整備

をするということも私は必要ではないのかなと

いうようにも思っております。保護受給者の働

かない期間が長くなれば長くなるほど、就労意

欲といったものが低下するわけであります。 

 したがって、それをするために差し当たって

こういう就労の場があるよといったような、先

ほど３つの提案と４つの提案をいただいたわけ

でありますから、これらにつきましてそれぞれ

これに取り組んでいる自治体も随分ふえてきて

おります。体の弱い人やお年寄りに対してはと

いうことで、先ほどの質問の中で、公共施設の

清掃やそれぞれの植木の剪定作業とか、病院や

介護施設内で入所者と話し相手をする仕事であ

るとか、農繁期における補助作業的な軽易な仕

事、イベント会場における受付業務や交通整理

などといった４つの提案があったわけでありま

すけども、このようなものを遠野型として一つ

環境づくりをすることによって、中間的に就労

の場が確保できて、そこで就労の喜びを感じ、

自立へつながっていくというような一つの後押

しをするということも可能ではないかなという

ように思っておりますから、ただいまの御提案

は真摯に受けとめながら、一つの具体化に向け

て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）  次に、２点目の交

通弱者対策について伺います。 

 最近は高齢化や人口減少などの影響で、身近

な場所から買い物をするための商店が撤退して、

全くなくなってしまうという地域がふえており

ます。その上、高齢のために自家用車が運転で

きないなど、日常生活にも支障が出る事態とな

っております。 

 また、これとは反対に、高齢となっても通院

や買い物などの用足しの必要から、自家用車の

運転を余儀なくされるといったような交通弱者

が多くなってきております。本市の将来を考え

た場合、高齢化や人口減少はますます進むもの

と想定されますし、広大な市域に山間集落が点

在していることもあって、効率的な路線バスの

運行は難しい環境下にあるわけであります。 

 そこで、この交通弱者救済のために、利便性

を考慮した交通手段の確保やダイヤ、あるいは

ルートの再編について早期に手を打っておくこ

とが求められると私は考えるのでありますが、

いかがでしょうか、この件に関して市長のお考

えについて伺います。 

○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）  交通弱者対策という中

におけるただいまの御質問でありました。 

 交通弱者、きのう来からの雪によりまして、

本当にまさに足が大変不便を来しているわけで

ありまして、こういった問題に対しましても、

高齢化という一つの時代の流れの中にあって、

交通弱者と言われる方々に対する対応もきめ細

やかに行っていかなければならないという認識

は持っているわけであります。 

 現在、遠野市内で運行するそれぞれ交通弱者

に対するアプローチといたしましては、早池峰

バス、あるいは住田町のほうから来ております

コミュニティバス、そのようなものの中におき

まして低料金バスとしての200円、ニコニコバ

スといったようなこれは毎週、火、水、金の週

３回、このような低料金バス、さらには運行ダ

イヤのルート変更といったようなものも行って

おりまして、公共交通の空白地域の解消のため

に路線延長や、あるいは県立遠野病院接続ルー
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トの見直し、あるいはＪＲ釜石線のダイヤ改正

に係る接続時刻の改正、停留所間のフリー乗降

方式の導入など、このような利便性の向上も改

善に努めてきているということであります。 

 また、小友町と綾織町には一部地域にいうと

ころの訪問型デマンド交通を、あるいは宮守町

には定時定路線型デマンド交通を市営バスに19

年から導入いたしまして、段階的に交通弱者対

策を行っているところでもあります。 

 交通網のそれぞれのあり方につきましては、

ただいま申し上げたことが全てじゃないわけで

ありますけども、やはりこの問題につきまして

もそれぞれの地域の実態、実はこれはデマンド

バスを小友町のほうに一つの事業として行った

ときになかなか利用者が伸びないという一つの

ことがありました。なぜなんだろうなというよ

うに思って、いろいろ調査をいたしました。 

 そうしましたころ、意外なところに私どもの

一つの何と申しますか、盲点があったというこ

とが気づいたわけであります。あるお年寄りの

方が、うちのところにタクシーをよこせ、バス

をよこせというのはとっても申しわけなくて、

そんなこと言えないというおばあさんがいたん

です。 

 そのようなことが頭から離れないでおったと

きに、つい１カ月ほど前でありますけども、

「とぴあ」の前で私がちょっと出かけて戻って

きましたらば、「とぴあ」のところに買い物袋

を持ったお年寄りの方が10人以上の方おりまし

た。それがいうところのデマンドバスであった

わけでありまして、本当にこれだけの手配をし

てもらったから買い物もできると、小友地域の

皆さんでありました。非常に喜んで、頭を下げ

られたわけでありますけども、おばあちゃん、

まずこういうのをどんどんどんどん利用してく

ださいよという話を申し上げて、手を振って見

送ったんですけども、そのような中に、私ども

は一つ制度をつくれば後はという中において、

そこにもっときめ細かく制度の趣旨なり、遠慮

しないで使っていいんですよと、どうぞ堂々と

使ってくださいというように対するアプローチ

なり、そのような案内と申しますか、情報提供

が少ない。制度を起こした、議会も通った、あ

とはやればいいんだというような中における

我々自身の一つのいい意味での緊張感がそこに

ないんじゃないだろうかというようなこともち

ょっと思ったわけでありますから、ただいまの

御質問にありましたとおり、いろいろな制度、

空白地域をなくす、あるいはダイヤ改正を行う、

あるいは延長もするといったような中の手だて

も講じておりますので、さらにこれをきめ細か

く地域の皆様に周知を図りながら、そしてその

中で気づいたこと、あるいはまたもっともっと

拡充をしなきゃならないようなことをこれから

もまさにさまざま検証をしながら対応してまい

りたいというように思っておりますので、よろ

しくお願い申し上げたいと思っております。 

○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。 

 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）  先ほどの市長の御

答弁の中で、交通網の現状と対応状況について

御説明がありました。この交通網のあり方に関

連してですが、要するに交通手段の確保や、あ

るいは路線バスのルート、あるいはダイヤの内

容について、市民が今お困りになっている内容、

あるいは改善してほしいというようなことにつ

いてのアンケート調査、今までにこういったア

ンケート調査のようなものをとっていただいて、

利用者のニーズ把握はされたことがあるのかど

うか。もしあるようでしたら、その内容につい

てお答え願いたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この問題につきまして

は、市内全域を対象とした全体的なアンケート

調査は低料金バスの導入時に行って以来、行っ
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ていないということであります。 

 ただし、バス路線の延長地域、これ青笹町地

内、あるいはデマンド運行地域、小友町１区、

４区、５区等の限定した地域のアンケート調査

については、必要に応じ実施してきたというこ

とであります。 

○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）  はい、わかりまし

た。休みに入る、先ほどの御答弁の中にデマン

ドバスの内容について御説明がありました。既

にデマンドバスにつきましては、小友と綾織、

宮守地域には導入、運行されてますので、その

地域の方はおわかりいただけるでしょうが、そ

れ以外の方はいまいちわからないと思いますの

で、ちょっと簡単にお話をさせてもらいますと、

事前に電話などで乗車予約をすることによって、

自宅からの乗車、あるいは下車が可能になりま

すし、行き先も市役所などの行政機関、あるい

は医療機関、金融機関、さらには買い物の商業

施設、そういったところまで運行してもらえま

すし、しかも利用料金、例えば小友から遠野ま

でですと、600円という料金で、比較的安目と

いうことで、これ利用者からは大変好評みたい

です。その旨は、先ほど市長からもお話あった

わけなんですが、このデマンド運行に当たって

既に実証実験も行われたわけですけども、その

内容、交通弱者の足の確保に向けて効率的で効

果的であるというような結果が出されまして、

平成20年度から本格的な運行に移されて今日に

至ってるわけですが、じゃあこのデマンドバス

につきましてですが、今後市内全域に拡大する

予定、計画があるのかどうかについてお伺いし

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）  デマンド交通に対して

の取り組み、行政サイドと利用する住民サイド、

特に小友と宮守地域にあっては、さまざまな形

での評価もいただいているところであります。 

 したがいまして、この部分につきましては、

昨年の12月でありますけども、市民、あるいは

高齢者の方、それから女性の代表者の方、それ

から旅客運送業者、福祉関係者14名で構成する

遠野市総合交通システム研究会を設置いたしま

して、月１回のペースで、研究会でさまざまな

課題を整理しております。 

 いうところの市公共交通機関に係るいろんな

要望や意見等の課題を整理しながら、市内の公

共交通に係る一つのあり方といったものをひと

つ見出そうというものでありまして、限られた

時間でありますけども、そのような対応の中で、

ひとつ課題を整理していきたいと。それから地

域福祉懇談会でも、この問題につきましてそれ

ぞれうちの健康福祉部と社会福祉協議会がこの

テーマに基づきまして、既に地域に出向きまし

て、かなり丁寧に意見を伺ってきておりますの

で、こういったことをよく踏まえながらデマン

ド交通のあり方といったものにつきましても、

一定の方向性を見出していきたいというように

思っております。 

 この中におきまして、一つの数字があります。

この数字を見ますと、デマンドといった中にお

きまして取り組んだということに、例えばとい

うことであります。市営バスをデマンド運行に

したことにより、年間の運行距離が約８万4,00

0キロぐらいであったわけでありますけども、

年間実走行距離が約５万100キロの実績となり、

３万3,800キロの約４割もの節減効果が出たと。

市営バスで運行してるよりも、デマンドという

中にあってそれぞれ非常にピンポイントで、利

用者の方々に何と申しますか、ミスマッチがな

いように対応してるということで、これだけの

市営バスをデマンドで運行したことによって、

このような結果も節減効果もできたと。 

 それから、車両の小型化というものによりま

して、非常に利用者の方々からも好評を得てる

ということもあるわけでありますから、これは

やはり検証結果として、この数字もまたきちん

と受けとめた中における一定の方向性といった

ものを出す一つの数字にはなるんじゃないのか

なと思っておりますので、そのことも御紹介申
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し上げておき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）  ただいまの御答弁

で、地域福祉懇談会で出された御意見、要望を

参考にしながら、今後いろいろ利便性を図るよ

うな御検討をしていただくというような御答弁

がありました。安心しました。 

 ただ、その意見要望内容には、交通弱者の声

がどれだけ反映されてるかわかりませんけれど

も、いずれニーズが満足できるような対応をお

願いしたいと思います。 

 それと、デマンド交通、デマンドバスの実証

実験では、市にとって財政支出が軽減されるん

だということでは、事業運行者にとっては定額

収入が確保できるメリットがあるんだというよ

うな結果、結論が出されてますが、その結果を

受けまして、今後は地域特性や地理的な条件を

勘案しながら、デマンド以外の新たな交通シス

テムの検討を進めるということになっていたか

と思います。 

 実は、さきの議員全員協議会の中で中学校再

編に当たりまして、綾織と小友、附馬牛、土淵、

上郷の５地区から通学する生徒の負担を軽減す

ることを目的にしましてスクールバス、内訳と

しましては中型バス、マイクロバス、ワゴン車、

計15台を購入するという御説明をいただきまし

た。これに現行のバス12台を加えますと、27台

を所有することになります。御承知のように、

このスクールバスの利用時間帯は中学校の登下

校に合わせて朝方と夕方、そして何か学校行事

があるときのみの運行になると思います。 

 したがいまして、平日の午前９時ごろから午

後４時ころまでの時間帯は運行されませんし、

土日、祝日や夏休み、冬休み期間中は、部活動

以外には運行されないことになります。このス

クールバスは市所有の貴重な財産なわけですの

で、有効活用を御検討されてはいかがでしょう

か。 

 具体的には、各地域と市街地を結ぶ地域のコ

ミュニティバスとしての利用が考えられますし、

運行については通常のバス路線から外れた交通

空白地域を埋めるような運行ルートと運行時間

帯を考慮しなければならないと考えます。 

 例えば、各地区のコミュニティセンターをバ

ス停にして病院や中心市街地、公共施設間を運

行するようにされてはいかがなものでしょうか、

このことによって生活交通の確保が図られて、

交通弱者の利便性は向上しますし、一般市民の

利用もふえてくるものと思われます。要は、こ

のスクールバスの有効活用によって市民が外に

出かける機会が多くなってきますので、その波

及効果として買い物客やバス、タクシーの利用

客も自然にふえてきますので、経済効果は高ま

って、その結果として中心市街地の活性化、あ

るいは市民の明るく元気な地域づくりが期待で

きるのではないかなというふうに考えますが、

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）  この交通弱者に対する

アプローチの一つといたしまして、スクールバ

スをコミュニティバスとしてという提案も含め

てのお話でありました。これは私もかねてから

この部分に何とかうまく一つの交通弱者も含め

て対応できないだろうかと。我々基礎自治体と

いう市町村という現場にあっては、いうところ

の縦割りの中においてスクールバス、したがっ

て県教委、文科省という流れの中での一つの対

応ばかりでは済まされないわけであります。現

場の中において、貴重な市民の皆様の税金の中

からこのような中学校再編といったような大き

な大きな形での事業を前に進めさせることもで

きました。 

 そのことによって、先般の臨時議会におきま

しても、このスクールバスの購入費を全会一致

で可決をいただきまして、今その準備にも当た

っているところであります。まずもって子ども

たちが安心安全に学校に通学できるという環境

を一番大事と申しますか、基本としながら、こ

の得たバスといったものをどのようにうまく有

効活用するかというのも現場としては大事な大
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事な仕事の一つではないかなというように思っ

ております。 

 したがって、先ほど申し上げました研究会を

立ち上げてるというお話を申し上げました。こ

の遠野交通システム研究会の中におきましても、

ただいま御提案のあったような認識のもとにさ

まざま議論をいたしております。よく私は職員

には言うんですけども、できない理由は誰でも

述べることができると、できるためにはどうす

ればいいかという知恵こそ今我々が求められて

いるんだと。県教委に聞いたらだめだと言った

と、文科省に尋ねたらだめだと言われたと、そ

れは今の制度にあっては当たり前のことなんだ

と。だからそこをどのような形で、子どもたち

の通学の安心安全といったものはきちんと確保

しながら、有効活用するためにはどうすればい

いかということを我々がひとつ考えなきゃなら

ないことじゃないだろうかということをいつも

話しておりまして、この研究会におきましても、

その一般利用者との一つの利用ができるような

形での運行ができないかということになるわけ

です。 

 ただいま申し上げましたこととちょっと相矛

盾するわけでありますけども、この中におきま

して所有している今スクールバス９台、スクー

ルワゴンが３台あるわけでありますけども、22

年度の実績見ただけでも、この不定期運行、あ

るいは学校の校外学習、さらにはクラブ活動で

の利用頻度が実績でもって22年度は387回、23

年度は322回という中にありまして、このとお

り非常に子どもたちが学校活動、クラブ活動に

このスクールバスを利用しているということに

なるわけでありますから、住民サービスとの兼

ね合いにおきましては、こういったものとどの

ようにうまく整合性をとっていくのかというこ

とも一つ大事な、一つの大きな検討課題であり

ます。いうところの総合的な配車機能をどのよ

うにコーディネートしていくのかということが

ひとつ今求められております。 

 それから、他の旅客運送事業者が行っている

乗り合い運送事業や貸し切り運送事業者とのす

み分けといったものも、これも考えていかなき

ゃならないわけであります。こっちだけが、市

が持ってるからいいんだいいんだというわけに

いきません。やっぱり民間の事業、民間の活力

といったものを、またこれを阻害してはという

か、邪魔してはならないという部分も一つの大

きな視点として持たなきゃならないということ

も一つ大きな課題であります。営業権益という

言葉もあるわけでありますから、これを侵害し

ないような調整もまた必要であるということも

あるわけであります。 

 したがいまして、結論的に申し上げますと、

この４月以降に、ただいま議員が申し上げまし

たとおり、スクールバスもかなりの台数を購入

するわけでありますから、この運用といったも

のをきちんとまずもって、生徒の安心安全のた

め、そして教育環境の整備のためという中にお

けることを基本としながら、一定期間の運行実

績をまずきちんと把握しながら、先ほど申し上

げました総合的な配車機能、あるいは既存の事

業者とのすみ分け、そういったようなものをど

のような形で整理できるかということをただい

まの提案も参考にさせていただきながら、制度

を踏まえた利用方法について、これはある意味

においては一つ前に進む、実現に向けた一つの

検討調整を進めてまいりたいというように考え

てるところでございますので、それをもって御

了承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）  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）  このスクールバス

による交通空白地域の運行によって、交通弱者

の救済、あるいはニーズは満足するわけですが、

反面、今市長から御説明あったように、既存の

バス会社、あるいはタクシー会社との競合とか、

すみ分けというような問題が当然出てくると思

います。 

 また、運転手をどうするかという課題もあろ

うかと思います。確かにそれは理解できます。 

 ただ、市には、先ほど市長がおっしゃったよ
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うに総合交通システム研究会、これ存在するわ

けですので、その中でできるだけ早目に御検討

をいただいて、交通弱者の救済策として、一日

も早くいい方向の方向性を見出していただいて、

実践していただくことをお願いしたいと思いま

す。 

 それと、最後になりますけど、私から２件い

ろいろ質問、提言をさせていただきましたけど

も、市長のほうからは大変前向きで積極的な姿

勢の御答弁をいただきました。安心しました。

恐らく遠野テレビを視聴されてる市民の皆さん

もこれからの毎日の生活に対して、安心感と期

待感を抱かれたんだろうなというふうに思われ

ます。 

 以上で私からの一般質問を終わります。 

○議長（新田勝見君）  次に進みます。９番菊

池充君。 

   〔９番菊池充君登壇〕 

○９番（菊池充君）  通告に従いまして一般質

問を行います。 

 先月11月25日に東北横断自動車道釜石秋田線

の宮守─東和間が復興支援道路の第１号として、

４カ月前倒しされ、開通しました。沿岸被災地

の早期復興に弾みがつくものと期待されてござ

います。この席上、市長は３市を代表し挨拶の

中で、「命をつなぐ、地域を活性化させるはか

り知れない価値のある道路」というふうに強調

されておりました。それから16日が経過してご

ざいます。 

 国道107号、283号の交通量は大幅に減少をし

ております。12月７日の岩手日報に国土交通省

岩手河川国道事務所が開通前と開通後の交通量

調査結果を発表いたしました。４割が横断道路

の利用へ移行したとのことでございます。歓迎

すべき道路の開通ではありますけれども、予想

されたとはいえ、地域経済、地域の活性化に与

えるマイナスの影響が大きくあらわれてござい

ます。 

 ２つの国道にある宮守町の産直の売り上げは、

10日間の平均でございますけれども、１カ所は

前年対比59.2％、震災前の22年度対比では65.

9％になってございます。もう一カ所は、前年

対比53.1％、22年度対比で74.7％まで落ち込ん

でおります。産直以外の２つの国道沿いで商い

をされている方々も同じような影響を受けてい

るというふうに思ってございます。 

 品ぞろえの拡大や新規組合員の加入促進、新

たな商品への取り組み、イベントへの積極的な

参画、あるいは企画等さまざまな取り組みを試

行錯誤しながら取り組んできた結果して交通量

の減少への歯どめに対する売り上げといろいろ

な部分についての効果は今のところあらわれて

いないのが現状であります。 

 ３年後の遠野インターの開通、７年後とも言

われております全線開通に対して通過型になっ

てしまうことがないようにと、風の丘周辺に限

らず、市内全域が空洞化によって地域経済、観

光振興、交流人口の拡大等地域の活性化が停滞

することがないように周辺環境の整備も含め、

取り組みを強化していくことが最重要の課題で

あると、今痛切に感じているところでございま

す。 

 さて、一般質問に入ります。 

 大項目１点、１次産業の振興と放射能汚染対

策に絞って、市長に対して一問一答方式により

質問をさせていただきます。初めての質問方式

でございますので、議論がかみ合わない部分も

あるかもしれませんが、御理解をいただきたい

と思います。 

 最初に、タフ・ビジョンの中間目標年の達成

状況と目標年への取り組み方針について伺いい

たします。 

 11月26日に第４回遠野市農林水産振興大会が

開催されました。各部門において取り組みや成

果が評価され、表彰された方々に対しては心よ

りお祝いを申し上げますとともに、今後さらな

る御活躍を期待申し上げるものでございます。 

 さて、毎年開催しておりますこの大会で、タ

フ・ビジョンの取り組み状況の報告等について

取り上げられていることはございませんので、

ここで平成20年度を現状として、中間目標年度

である23年度の達成状況とそれを踏まえて、目
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標年度である27年度へ向けての取り組み方針に

ついて、まず伺い申し上げます。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  菊池充議員の一般質問

にお答えいたします。 

 冒頭、釜石自動車道の供用開始により、283

号線、107号線が大幅に通行車両が減少し、そ

れが産直をはじめとする売り上げの減少にもも

う影響が出ているという認識が示されたわけで

あります。このことにつきましては私も国交省

のほうからデータをいただいておりまして、た

だいま菊池充議員の質問の中にもそれぞれ数字

が述べられてありましたけども、そのとおりの

数字として私も承知いたしております。 

 つないで道路という中にあって、ストロー現

象というものの中で、衰退をしたり、まさに活

性化をしたりという部分の中にあって、この道

路がストローという中にあって、遠野の活力を

全て県央部に、あるいは仙台や東京に吸い取ら

れてしまうということがあっては、これはなら

ないわけであります。また、させてはならない

わけであります。 

 したがいまして、私は職員にも、あるいは市

民の皆様にもお話を申し上げてるわけでありま

すけども、遠野という他の市町村にはない、他

の地域にはない地域資源を有してるという部分

の中にあって、まさに吸い取る一つの道路とし

て位置づけるようなまちづくりを行っていかな

きゃならない。そのような一つの意気込みのも

とにと申しますか、気合いのもとに私どもは取

り組んでいかなきゃならないかというように思

っているところであります。これを一つの仕方

がないんだというわけにはいかない。 

 あのパレードの際に私も東和町の式典に参加

いたしまして、御質問にありましたとおり、３

市を、花巻市、奥州市、遠野市を代表いたしま

して挨拶をする機会をいただきました。つない

で、そしてまた地域の活性化と、足らざるとこ

ろを補い、そしてまた特性を生かし合う一つの

道路として、このとおり供用開始に至ったとい

うことを認識を申し上げたわけであります。 

 こういった中におきまして、宮守インターに

着きました。鱒沢地域の方々がまさに復興を応

援しますというような手書きの手づくりの横断

幕を持って出迎えてくれました。 

 そしてまた、沢田橋を渡って遠野のほうに進

むという中にあって、やはり鱒沢地域の皆様が

うちわを振りながら、そしてまた横断幕をかざ

しながら迎えてくれたわけであります。綾織の

長岡地区の皆さん、二日町地域の皆さん、日影

地域の皆さん、そして風の丘では獅子踊りが舞

い踊って、このパレードを迎えてくれました。 

 そして、283号線遠野バイパスに入りまして、

ＪＡ花巻の遠野支店のところにもかなり多くの

市民の皆様がパレードを出迎えてくれたと。町

なかに入ってまいりまして、上組町、穀町、新

町、「とぴあ」の前ですね。それから駅前から

あえりあまでの祝賀会の会場までも多くの市民

の皆様がまさに笑顔で、そして復興を応援しま

すという遠野の心を手づくりの横断幕で、そし

て達曽部保育園、幼稚園の皆様の手づくりの横

断幕も会場に飾られてあったと。多くの道路の

関係者の皆様がこれだけ道路の開通と申します

か、こうして迎えてくれたというのは、余り自

分も経験がないと、前川さんという道路局長は、

自分は長く道路行政をやってるけども、これだ

け多くの市民の皆さんが笑顔で迎えてくれたと、

本当に道路をつくってよかったなということを

実感したと、本当に感無量のような形でコメン

トを残して東京に引き揚げていったわけであり

ますけども、市民の皆様が一人ひとりがそのよ

うな形で道路の供用開始を喜び、そしてまた一

方においては復興といったものを力強く遠野の

心をもって応援するぞというような形を示して

いただいたというような、私は本当にうれしく

思ったわけであります。 

 したがいまして、この道路の問題というのは

常に、ただいま菊池議員が御指摘されたような

問題を抱えながらの道路整備であります。 

 しかし、遠野にはあれだけの笑顔を持って迎

えてくれた市民一人ひとりの一つのこの道路に
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対する心構えと申しますか、底力というものが

あるわけでありますから、これをはねのかす、

そしてまた一方においては吸い取って、遠野の

活性化につながるというような中におけるもの

として、やはり一丸となって取り組むというこ

とが私は大事じゃないのかなと。 

 ただ、それを抽象的な言葉でだけ言っておっ

たのではだめなわけでありますから、一つ一つ

具体的に持っていくということが大事じゃない

かなと思ってます。きょうＪＡ花巻の宮守支店

がきょうから開店をしております。まさにこれ

も１次産業、宮守町1,000人以上の組合員の

方々、約６億円の農業生産を上げているこの宮

守町地域の活性化にとっては非常に大きなより

どころとなるわけでありますから、そのような

ことも踏まえながら一つ一つ実績を上げて、そ

して遠野の魅力を形づくっていくということを、

ちょっと質問いただかないのを答弁で長くしゃ

べってしまったようで大変恐縮で、議長からお

叱りを受けるかと思いますので、これからひと

つ答弁のほうに入っていきたいというように思

っております。 

 タフ・ビジョンであります。 

 タフ・ビジョンで、11月26日の農林水産振興

大会、各部門の表彰式もあったということであ

ります。この中で、平成22年３月にこのビジョ

ンを策定して、７つの目標とすべきものを策定

しながら、関係者一丸となって取り組んでおり

ます。目標年度を27年度、中間目標年次を23年

度としているわけでありますけども、この中で

若干数字を申し上げますと、労働力のほうにつ

きましては、それぞれちょっと前後しますけど、

農地の有効活用においては、これは農地面積の

減少は少なく、目標は上回っております。 

 それから、耕作放棄地の解消は、若干目標を

下回っております。労働力においては、専業農

家と自給的農家が目標を上回り、兼業農家は目

標を下回っておると。年間500万円以上の販売

がある高収益農家は、これは目標を下回ってお

るというような、そのような状況になっており

まして、農村環境の面では、下水道、あるいは

遠野テレビの普及率は目標を上回っております

し、産業振興につきましては若干目標を下回っ

ておると。林業振興についても、造林面積は下

回ったものの、間伐材利用率は目標を上回った

というような形での一つの結果を得てるところ

であります。 

 中間目標の中における未達成な項目、今後文

字どおり27年度に向けて、これの中間総括をし

ながら、そしてまたあるべき一つの姿といった

ものをその中で、ただいま申し上げましたとお

り、産業振興が一番大事でありますから、そう

いった目標をなぜ下回ったのか、なぜというか、

上回ったというところはどういうところに大き

な要因があったのか、それを一つ一つ検証しな

がら、ただいまの御質問に対する一つの答えと

いったものを、また見出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。 

○議長（新田勝見君）  ９番菊池充君。 

   〔９番菊池充君登壇〕 

○９番（菊池充君）  今市長は中間総括をして

ということなようでございますけれども、でき

ればこれからの質問にも入りますけれども、農

家がわかるような形のものを示していただきた

いというふうに思います。 

 11月の６日から８日まで、市民と議会との秋

の懇談会を初めて開催をいたしました。他の地

域についてはよく御承知しておりませんが、私

どもがお邪魔した地域からは、アストの活動や

タフ・ビジョンを評価する声は残念ながらなか

ったというふうに理解してございます。これは

私だけじゃなくて、出席された議員全てだと思

います。課題を取り上げる声が非常に多く聞か

れました。 

 要は、農家に足を運ぶ機会が少なくて、なか

なかその活動の事態がよく見えていないのでは

ないかなというふうに私は受けとめておるわけ

でございます。実際にいろいろと活動はしてる

でしょうけども、なかなか農家の庭先にどれだ

け、どのようにしてるのか、よく見えていない

というのが私どもが行った地域の大方の意見で
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ございましたけれども、市長はそのことについ

てはどのようにお考えになってるのかお聞きし

たいと思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  議会がまさに議会の総

意として、地域住民の皆様に向き合いながら、

その中からさまざまなニーズを引き出し、それ

を市政に反映するということは、これは大変結

構なことだというように思っておりまして、私

はこの取り組みに対しまして高く評価している

ところでもあります。 

 ただ、その中で、今住民の総意としてタフ・

ビジョンそのものに対する評価が全くなかった

というようなお話がありました。果たしてそう

でしょうか。そこのところをもう少し私は冷静

に捉えなきゃならないかと思います。全くなか

ったということは、じゃあただいま中間総括の

中で数字を申し上げたわけでありますけど、そ

の数字は少しでもというよりも、この厳しい状

況の中にあって、タフ・ビジョンという中にお

きまして目標数値を定め、若干端折って中間総

括の中の数値を申し上げたわけでありますけど

も、上回ってる数字もあるわけであります。全

くなかったということは、この計画そのものが

全て達成できなかったですよということと等し

い評価なわけであります。 

 しかし、それなりの努力の中で、個々の農家

の方々、懸命に頑張っております。この放射性

汚染物質の問題につきましても、畜産農家の

方々もまさに悲鳴に近いような声があったわけ

であります。これにも文字どおりタフ・ビジョ

ンに定めた一つの目標を、特にもこの産業振興

の中で、畜産の占める割合というのは非常に多

いと、遠野の畜産をこのまま崩壊してしまうよ

うなことにしてはならないという中で、まさに

懸命にタフ・ビジョンといったものが柱にある

がゆえに、この問題に対しても私ども当局と議

会がまさに情報を共有しながら、一体となって

取り組んできたという中にあって、一つの前に

進むという結果を私ども得たわけでありまして、

この遠野スタイルという中におきまして、この

放射性汚染物質、特にも乾燥牧草、汚染牧草に

つきましては、他の市町村に大きくこれが影響

して、動きが出てきておるということも聞いて

おるわけでありますから、そのような中におけ

る評価といったものは全くなかったという部分

の言葉じりをつかまえるわけじゃありませんけ

ども、そのことにつきましてはそういうことも

ひとつ評価しながら、みんなで頑張ろうという

ような中における取り組みをぜひ議員各位にも

お願いを申し上げたいものだなというように思

っております。 

 また、農家に足を運ぶ機会が少なくなってる

ということにつきましては、これは謙虚に私も

その部分について農家の方々の声がそういうと

ころにあるわけでありますから、こういったの

を謙虚に受けながら、まさにきめ細かくＪＡと、

そしてまた県の農林振興センターと、それから

市の関係者が一体となって、その中には議員各

位もそれこそひとつ入っていただきまして、農

家の方々と向き合うという中におけるきめ細か

い対応を続けてまいりたいと思ってますし、そ

の中でやっぱりどうしても一つのマンネリに陥

ってるという部分がありましたならば、これも

御指摘を謙虚に受けとめながら、さらにこの部

分における体制の再構築といったものも進めて

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す。 

○議長（新田勝見君）  ９番菊池充君。 

   〔９番菊池充君登壇〕 

○９番（菊池充君）  農家に対しての計画の内

容が十分に伝わってない部分も私はあるんじゃ

ないかというふうに思いますし、また私たちそ

のものもどの程度の進行速度で進んでるのか、

そういうものが見えてないという部分もありま

すので、その部分はそういう対応もこれから必

要だろうと。そういうことで、常に農家の方々

から話されることは、私も申し上げてきておる

わけですけれども、いわゆる計画では農業産出

額を耕種、畜産、特産品としか大別していない

わけでございまして、やはり作目や品目ごとに
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どれだけの面積をもって進んでいくんだと、目

標としてどれだけの金額を持っていくんだとい

うものをもう少し事細かく、これは限界がある

と思いますけれども、そういうものを設定をし、

やっていく必要があるだろうというふうに思っ

ております。 

 そして、それがその年度でどのように達成さ

れるのか、評価や課題が明確になり、次の次年

度に対する対応策が具体化し、それに対する事

業化が出てくるんだろうというふうに私は思う

わけです。話を言いかえればですけれども、よ

く手法として今市は毎年まちづくり指標を毎年

度検証して、達成、おおむね達成、未達成の評

価から課題を掘り起こして次年度対策に対応し

てきてるわけでございますけれども、やはりこ

のような形の手法を持ちながらきちんと検証を

していく必要があるだろう。 

 確かに細分化してまいりますと、計画そのも

のも大変だという部分もあるかもしれませんけ

ども、そういうものが見えてこないと、毎年度

事業を実施している部分がどのようになってる

のかというのが見えないという感じがするんで

すけども、このような計画づくりを私はやって

いくべきだと思うんですが、どのようにお考え

かお聞きしたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この計画とそれに対す

る取り組み、あるいはそれをどう検証しながら、

次の計画数値を持つのかという部分における一

つの御質問であったんじゃないかなと思ってお

ります。 

 まちづくり指標そのものも毎年毎年検証しな

がら、公表もしております。その中に全てこれ

は国のせい、あるいは経済情勢がこうなった、

国の施策がこうなったからこうなったという部

分の中で捉えなきゃならないのもありますけど

も、もう一方においては遠野としてきちんと数

字を積み上げ、そしてその中から、これでは達

成可能だなというような一つの目標数値を持つ

という中で、そのいろんな部分でこのまちづく

り指標の中にあっても、先般各議員にも23年度

の数値を説明申し上げたわけでありますけども、

率直に申し上げまして、私もこの数値の設定の

中にあって、必ずしも十分な議論と、それから

分析がなされないまま数値設定したんではない

のかなというのもはっきり申し上げまして、認

めざるを得ないところもあります。これは率直

に認めるという部分はなきゃならない。 

 しかし、一方においては、ただいま申し上げ

ましたとおり、きめ細やかな情報をちゃんと提

示するということも大事じゃないかなというよ

うに思っておりますので、そのきめ細かな情報

の提供の中にあってそれを一つ一つ、例えば農

家一人ひとりの皆さんがそれをきちんと理解を

しながら、じゃあ皆で取り組もうということに

なれば、それが１人が５人になり、５人が10人

になるとなれば、目標に大きく近づくというこ

とになるわけでありますから、愚直にそのよう

な基本に立ち返り、また原点といったものにも

立ち返りながら、やはり情報を共有するという

ことは、これからも続けてまいりたいというよ

うに思っておりますので、少なくともこれは本

会議場の場でありますけども、そういったきめ

細やかな一つの情報提供という部分につきまし

て、若干一つ緊張感がどこかで欠けてしまって

いたのではないのかなというようなこともあり

ますし、特に昨年の場合は、これはそのような

ことに理由を持っていくことは、本当はできな

いわけでありますけども、まさに未曽有の東日

本大震災といったものがありまして、その部分

におきまするものも計画数値の中には若干その

ようなものも背景としてあったということもひ

とつ申し添えておきたいというように思ってお

ります。 

○議長（新田勝見君）  ９番菊池充君。 

   〔９番菊池充君登壇〕 

○９番（菊池充君）  これから国の農業施策が

ますます政権がかわってどうなるのかという部

分ありますけれども、第１次産業の農業を図っ

ていく上では、大きなポイントはやはりタフ・

ビジョンであり、アストであり、指導体制だろ
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うというふうに思ってございます。 

 そういう部分で、指導体制についてでござい

ますけれども、どうも私こういう話をすると、

本当かと言われますけども、よく聞かれるのは、

おらほの家に来たことねえなとか、テレビでは

見たことあるが、テレビは話できねえなという

ようなことが聞かれます。確かにテレビでいろ

いろな技術とか、座談会の模様の話されますけ

ども、やはりそういうことということはですね、

やっぱりテレビの情報発信は大事でありますが、

やはり農家がどのようにして取り組んでいるの

か、現場で、そして何を必要としているのか。

今農家で取り組んでる方々の年齢構成を見ます

と、何かあってもすぐ集合して指導を受けると

いうような方々でない部分が非常に多いわけで

す。 

 でも、その方々が一生懸命頑張ってるとなれ

ば、やはり足を運ぶことが私は大事だろうとい

うふうに思うわけです。そういう部分では、指

導体制の充実という部分が大変重要になってく

るんじゃないかというふうに思ってございます。

前にも私話したことあるんですけども、かつて

旧宮守では、当時は昭和60年でしたけども、農

業指導センターを設置して、そして駐在がござ

いましたから、農業普及所の駐在、それから普

及所のＯＢ、それから農協の営農指導員、それ

から行政、スタッフ６名で、ワンフロアじゃな

くて、ワンルームで取り組みをしてきたわけで

ございます。 

 いわゆるそれには、先ほども話しましたが、

作目ごとに、品目ごとに重要品目、拡大品目、

普及品目と、それぞれを設定をして、面積、金

額、それに対する事業の支援性、それを徹底し

て生産部会、なかなか今生産部会も機能が弱く

なってるという感じもございますけれども、そ

ういう部会を生かしながらやっていくというこ

ともやっぱり大事だろうというふうに思います

し、徹底した現場主義といいますか、そういう

形の中で進めてきたという経過がございます。 

 全ての目標をクリアしたということではあり

ませんけれども、やはり農家に行く、そして農

家に技術提供もするんですけども、農家との情

報交換、こういうものが信頼関係が構築されて、

さまざまな取り組み、普及拡大もなされてきた

という経過がございます。タフ・ビジョンのさ

らなる達成のために、現体制の強化の必要性が

あるんじゃないかと思うんですけども、それに

ついて市長の意見をお聞きします。 

○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）  指導体制という言葉が

ありました。これは本当に大事な取り組みだと

いうように私も思っております。なかなか顔が

見えないという部分の中にありました。 

 ただ、これもちょっと数字を申し上げますと、

地域活性化アドバイザー、それから農業活性化

アドバイザー、農地利用集積アドバイザーと、

そしてまた担い手支援アドバイザーと、この24

年度からは畜産振興アドバイザーと、それぞれ

専門の知識を持ってる方々５人をアドバイザー

として位置づけまして、一つのワンフロア、ワ

ンルームという中における体制を構築してるわ

けであります。 

 この方々をただ配置したではないと。まさに

指導体制だと、現場の農家の方々とどう向き合

ってるかという中における数字をちょっとまと

めさせました。この５人でもって年間延べ1,00

0回、農家の方々を訪問してるという数字を私、

報告を受けているわけであります。５人で1,00

0回という中におけるアドバイザーの方々の活

動、これはただいま菊池充議員からは見えない

というお話もあったわけであります。 

 もちろん、それはそんなことはないというつ

もりは毛頭ありません。もっともっときめ細か

くやっていかなきゃならないし、私はやっぱり

何といっても人だというように思っておりまし

て、この指導体制の中で、タフ・ビジョンで計

画を立てたと、これを推進するのはやはり農家

の方々がもちろんそれを形にしてくれるわけで

あります。そこをちょっと背中を押しながら、

一緒に頑張りましょうという中におけるマンパ

ワー集団の指導体制といったものは現場、先ほ
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ど現場主義という言葉がありました。 

 現場の中にこそあって、初めてこのタフ・ビ

ジョンが一つ一つ形になったり、具体的になっ

たり、あるいはそれが遠野の農業の、産業の活

性化につながっていくということに私はつなが

るのではないのかなというように思っておりま

すので、ただいまいただきました、さっぱり見

えないという部分の中において、ただ、５人い

て1,000回も活動してるんじゃないか、だから

そんなことはないというつもりは毛頭ありませ

ん。 

 その中に、やはりそのアプローチの仕方にま

だまだ我々検証しなきゃならない一つの大きな

課題もその中にあるんじゃないのかなというよ

うにも捉えたわけでありますので、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）  午後１時まで休憩いた

します。 

   午前11時56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。 

 ９番菊池充君。 

   〔９番菊池充君登壇〕 

○９番（菊池充君）  引き続き質問を続けさせ

ていただきます。 

 新たに地域農業マスタープラン（人・農地プ

ラン）の作成がスタートしております。集落、

地域における話し合いがうまくいくかどうかは、

市町村と関係機関、団体との連携による事前準

備にかかっているとも言われてございます。ア

ストの役割が地域計画の将来を左右することに

なるというふうにも思われますので、集落や地

域と徹底した議論の中から、将来に期待の持て

るプランができることを期待をし、次の質問に

入ります。 

 建設がスタートしましたキャトルセンターの

利用計画について伺います。 

 放射能汚染の影響から和牛子牛市場の価格の

低落が予想されましたが、安定した価格で推移

しており、生産者は安堵しておるところでござ

います。また、市が独自の支援策として実施し

ております管内保留対策緊急支援事業と遠野牛

地域一貫生産体制整備事業については、経費の

負担軽減が図られており、高く評価をするもの

でございます。今年最後の12月の６日には、登

録検査が実施されてございます。昨年度のその

事業で保留導入された子牛が出されてございま

すけれども、すばらしい成績をおさめられてご

ざいます。やはり基盤となる牛への支援策とし

ては、重要な施策だと私も評価するところでご

ざいます。 

 さて、キャトルセンターの整備について、私

は今まで一般質問や予算委員会等で質問をして

まいりました。今回は建設がスタートしており

ますので、計画の対象となる畜種、それから計

画頭数400頭規模とした根拠とこれからの利用

計画について、まず伺いいたします。 

○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）  人・農地プランのほう

につきましては、お話ありましたとおり、これ

は全力を挙げて、ただ、なかなか国の腰が定ま

らないというか、そういったことがありますけ

ども、農家の方々にまず何回となく話し合いを

しながら、きちんとした計画を持てるように、

先ほどありましたとおり、タフ・ビジョンの一

つの成果といったものも検証しながら、これに

取り組んでまいりたいと思っております。 

 さて、キャトルセンターについての御質問で

ありました。 

 これにつきましては、一応400頭規模として

の利用計画を持ちながら、今現在建設中であり

まして、これにつきましては、今後整備を予定

しております石羽根キャトルセンターと合わせ

た事業となっておりまして、26年度に施設全体

が完成するという形で、今進めているところで

もあります。 

 この２つのキャトルセンターを合わせた規模

は、約成牛でもって400頭、そしてそれぞれ子

牛300、分娩等の集中管理部門に500頭（「50
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頭」の誤り）、合わせて750頭規模とするとい

うことにいたしておりまして、施設の完成にあ

わせ順次供用を開始していく予定であります。

全ての施設が稼働するまで暫定的な運用という

ことにならざるを得ないというように思ってお

ります。 

 このことによりまして、何度も菊池充議員と

も本会議、あるいは委員会の場でも議論を重ね

ているところでありますけども、畜産農家の労

力軽減、あるいは牛舎増設等の費用負担の軽減、

粗飼料供給体制の拡充、地域の畜産農家支援、

草地基盤の保全管理など、そういったことが環

境整備として図られるのではないかなというよ

うに捉えております。 

 そしてまた、この草地基盤の保全管理では、

放射能汚染に係る牧草地の除染作業とあわせて

草地整備を進めていくこととしておりますし、

運用の方法としては、指定管理者制度を活用し

たいというように思っておりまして、遠野市畜

産振興公社のほうと連携をとりながら、マンパ

ワーの養成といったことで、この事業の拡大に

あわせて人員の雇用も進めるという準備を進め

ているところでありますので、よろしくお願い

いたします。 

○議長（新田勝見君）  ９番菊池充君。 

   〔９番菊池充君登壇〕 

○９番（菊池充君）  最終的な事業としては、

成牛が400、子牛等で300、合わせて七百数十頭

ということなようでございますけれども、過去

に北上山系開発をはじめとする畜産のあらゆる

補助事業を活用して整備をした経過があるわけ

でございますけれども、牧場をはじめ、各施設

は十分な活用が図れないまま遊休施設化してい

るという実態も見てきておりまして、この計画

が十分に基本的なものがあって、基礎があって

計画されたものなのかなという部分の不安がご

ざいましたので、この質問を取り上げたわけで

ございます。 

 本来であれば生産者に対して利用形態や利用

料金等の素案を示して、利用頭数を把握しなが

ら計画を練り上げ実施するものというふうに理

解をしておるわけでございますけれども、今回

の計画では生産者からどのような形で調査をし

て実施をし、この内容がこの規模頭数にどのよ

うに反映されているのかがよく見えていないわ

けですけども、この点についてお聞きしたいと

思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  まず、答弁に先立ちま

して、先ほどの答弁の中で、分娩等の集中管理

部門に私、「500頭」とちょっと話をしたよう

でございますから、これは「50頭」でございま

すので、おわびし、訂正をさせていただきます。 

 さて、キャトルセンターの構想につきまして

は、北上山系開発の話も今話をされました。遊

休施設化してるのではないだろうかと、どこま

でこの計画を練り上げてきたのかという部分の

中の質問でありました。これも草地改良と、土

壌改良といったようなこの北上山系の中にあっ

て、一時的な形であったものの、これまで北上

山系そのものの大規模開発につきましてはきち

んと総括されないまま、ただただ時間を費やし

てきたんではないのかなというように思ってお

ります。 

 かつて県にも大規模北上山系開発の推進室が、

専従組織がありまして、本当に夢のあるプロジ

ェクトであったわけでありますけども、ことご

とくそれが失敗と言っていいかと思いますけど、

うまくいかなかったと。そのようなことも踏ま

えながら、このキャトルセンターの構想等につ

きましても、国で進めております土壌改良のモ

デル事業から進むという中で、手順を踏んでま

いりまして、モデル事業の中で指定を受けまし

て、それを平成19年、20年、21年といった中に

さまざまな中で検証しながら、畜産農家の方々

ともさまざまな形で意見交換を行いながら、最

終的にはキャトルセンターという中における一

つの、先ほど申し上げましたいろんなメリット

があるというお話を申し上げましたけども、そ

のようなことが遠野としてきちんと対応できる

という一つの見通しのもとに踏み出したという
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ことでございますので、御理解をいただければ

というように思ってるところであります。 

○議長（新田勝見君）  ９番菊池充君。 

   〔９番菊池充君登壇〕 

○９番（菊池充君）  畜産農家との話し合いを

経てという部分が今市長から話ありましたけれ

ども、いつどのような形でなされたのか、宮守

支部だけなのかわかりませんけれども、キャト

ルセンターについての組合なり支部の中では、

話題にはなっておりましたけれども、具体的な

ものが示されたことは一度もないというふうな

理解に至っているのがほとんどではないのかな

というふうに私としてはそのように思っている

わけですので、なかなか農家サイドからの考え

方によるものではなくて、モデル事業というお

話されましたけれども、しかし、先ほども話し

たとおり、農家あっての施設であり、経営形態

ということが出てくるんだろうと思いますけれ

ども、もう一度ですね、どの辺まで畜産農家と

の話し合いの中で、その必要性、重要性をアン

ケートをとったのかもしれませんけれども、そ

こら辺がいまいち私には、今までの畜産農家の

方々からお話を聞くと、踏み込んだといいます

か、建設に向けてのいろんな部分から、先ほど

も話したとおり、利用形態、最終的には利用料

の部分まで入ってくるわけでございますので、

それで希望はしても、その料金であればなかな

かできないというようなことも過去には、今ま

で他の施設でもあるんですけども、ですからそ

の部分がどの程度まで踏み込んで、農家の意見

が集約されてるのかという部分がちょっと私に

は、まだ今の答弁ではわかりにくかったので、

もう一度お願いしたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この計画、あるいはプ

ロジェクトに対する一つの周知という部分にあ

りましては、ただいま御質問にありましたとお

り、あるいは地域差、あるいは温度差というの

も全くないとは言い切れない部分があろうかと

いうように思っておりますので、その辺はきち

んと正面から受けとめながら、それぞれの関係

者、畜産農家の方々、関係機関、団体に対する

説明会をこの年度内に、さらに徹底して行うと

いう中における準備を進めておりますので、た

だいま御指摘のあったことがないような形で、

まさに情報を共有し、課題を共有し、そしてま

たそれこそ総合力でもって遠野の畜産を活性化

するという中における取り組みを進めてまいり

たいというように思っております。 

○議長（新田勝見君）  ９番菊池充君。 

   〔９番菊池充君登壇〕 

○９番（菊池充君）  私は今まで奥州市、二戸

市、洋野町のキャトルセンターの施設を研修し

てまいっております。運営形態はそれぞれ違い

ますけれども、いわゆる生産者の組合を組織し

てやっているところもあれば、いわゆる第三セ

クターでやってるところもございますし、形態

はいろいろでございます。 

 しかし、基本はそれぞれの管内の畜産農家、

生産者の牛という部分なわけでございますので、

そういう部分をやはりきちっとしたものを組み

立てていく必要があるだろうというふうに思っ

ています。 

 そして、補完として広域連携とか、企業連携

というものが出てくるわけですので、最初から

広域あり、企業ありじゃなくて、やはり農家の

部分というものをやっぱり大事にしてもらいた

いというふうに思うわけでございます。当然市

長が話したとおり、いわゆる農家の経営の維持

と拡大という部分が大きな前提に立っているわ

けでございますので、ひとつよろしくお願いし

たいと。 

 先ほども質問の中からお答えいただきました

が、いわゆる整備後の経営主体は畜産振興公社

が当たるということなようでございますけれど

も、今まで放牧採草事業を担ってきた畜産振興

公社、それに対する事業負担金という部分で、

経営支援を図ってきてるわけでございますけれ

ども、今回のこの事業を運営するに当たって経

営上の部分でそのような形のものも考えられる

のか、それとも全く独立採算だという考え方な
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のか、その部分についてお聞きします。 

○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）  この周知を図るという

部分につきましては、それぞれ広域連携、ある

いは企業連携の中でという部分で、それはそれ

として、個々の畜産農家の方々を大事にと。全

くそのとおりで、認識は一致しているところで

ございますので、それを基本としながら、この

プロジェクトに取り組んでまいりたいというよ

うに思っております。 

 御質問にありましたとおり、キャトルセン

ターの運営そのものにつきましては、畜産振興

公社をという中に位置づけまして、その人材養

成も含め、マンパワーの確保も含め、さまざま

な準備を進めているところでありますので、い

ろんな実は成功例もあれば、失敗例も多いとい

うのがこのプロジェクトであるわけであります

ので、失敗例からもさまざまなことを学びなが

ら、それを教訓としながら、それを生かしたよ

うな形での畜産振興公社をその中で、特にも

リーダーとなる人材の育成も大変必要でござい

ますから、その辺もきちんと一定の時間をかけ

ながら、特にも一気に進めるんじゃなくて、先

ほど申し上げましたとおり、段階を踏んでこれ

は形づくられていくものでありますから、人材、

あるいはマンパワー、さらには運用形態として

の畜産振興公社のありようにつきましても、い

ずれ進化という言葉があるわけでございますけ

ども、その状況状況に応じながら、皆様からの

さまざまな意見、あるいは提言といったものを

踏まえながら慎重が上にも、もう一つは、挑戦

するという気概の中における取り組みとして進

めてまいり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いたします。 

○議長（新田勝見君）  ９番菊池充君。 

   〔９番菊池充君登壇〕 

○９番（菊池充君）  経営に対する部分につい

て、当然独立採算という考え方でよろしいのか

なというふうに、今市長から答弁がいただけま

せんでしたけども、ひとつそのような形で取り

組んでいただきたいと。本事業のいわゆるモデ

ル事業でございますけれども、本事業の導入が

遠野牛のブランド化に資することを期待申し上

げまして、次の質問に入らせていただきます。 

 汚染牧草地の除染及び支援対策事業について

でございます。 

 いわゆる補助事業をもっての県事業による除

染事業の対象面積は、今までも示されてござい

ます。公共育成牧場で2,216町歩、農家所有分

で2,044ヘクタールと、合わせて4,260ヘクター

ルという数字でございますけれども、当初は公

共牧場については、10年後の平成33年度に供用

開始という計画でありましたけれども、見直し

されたようでございまして、農家分を含めて、

平成28年度までに工事を終了するということで、

今年度から560ヘクタールの目標を設定して、

工事が進められてございます。 

 しかし、現在、進捗率が75％にとどまってい

るとお聞きしていますけども、その原因はどこ

にあるのかということをお聞きしたいと思いま

す。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  原因はということでお

尋ねでありました。この原因について、私ども

の一応捉えている中における状況をちょっと答

弁を申し上げたいと思っております。 

 御案内のとおり、300から100という形で、暫

定基準許容量が厳しくなったわけであります。

そのことによりまして、除染面積が大幅に拡大

するという中にありまして、この大幅に300か

ら100になった時点で、ただいま数字が上げら

れましたとおり、非常に広大な面積を除染しな

きゃならない。 

 その中にあって、市町村のもちろん実力にも

限度がある。この主体となる県のほうで位置づ

けました岩手県農業公社にも文字どおり一つの

限界が、当然当初から実行能力には不安があっ

たというように私は実は捉えているわけであり

ます。 

 そして、農家の自力施工の困難さ、あるいは
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実行力確保のための建設業協会の作業参加など

も踏まえながら、いうところの作業単価の見直

し、県の農業公社による貸付用機械購入の重要

性を本当に再三再四にわたり、議員各位からの

御理解のもとに県のほうにかなり強力に申し入

れをしたということを続けてきたわけでありま

す。 

 しかし、これに対する対応は、非常に、はっ

きり申し上げまして動きは鈍いものがありまし

た。そういった危機感の中から、３月末の臨時

議会におきまして9,600万円ほどの予算を議決

いただきまして、市みずからトラクターやプラ

ウなどの除染作業用機械を購入するという体制

もとらせていただきました。 

 また、６月議会におきましても、対策に必要

な機械等を購入するという中にございまして、

これも大変議員各位のこの課題に対する共通認

識というものが私あったんじゃないかなと思っ

ておりますけども、この5,000万円を機動的、

要するに予算として位置づけて、これも可決を

いただいたという中で取り組んできたわけであ

ります。 

 そして、そういった予算を活用しながら、本

当に遠野方式とまで言われるほどさまざまな対

策に取り組んできたわけでありますけども、や

はり除染作業のそのようなことはあったとして

も、スタートがおくれたということ。また先ほ

ど申しましたとおり、農業公社をはじめとする

実行力の確保もままならなかったというのも一

つの認めなきゃならない事実であります。 

 そして、石れきや岩などが作業の進捗を阻む

原因ともなったということで、これらをいろい

ろ申し上げますと、想定されていたことではあ

りますけども、作業体制の不備も含め、さまざ

まな予期せぬようなそのようなものが出てきた

という部分も含め、24年度施工目標の560ヘク

タールの75％、422ヘクタールにとどまったと

いうような状況でございますので、これは言い

わけじみた話にはなりますけども、ちょっとく

どいようでございますけども、３月臨時議会、

６月における機動的予算という中におきまして、

私は他の地域に比較いたしますと、遠野はある

意味においては一定のスピード感の中で、議員

各位の理解のもとに、この問題には取り組むこ

とができたのではないのかなというように承知

してるところでございますので、そのことも一

言つけ加えて答弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  ９番菊池充君。 

   〔９番菊池充君登壇〕 

○９番（菊池充君）  私、先ほど和牛子牛価格

のお話をしましたけれども、安定した価格、予

想外に高い、12月の県南市場は想定外と思われ

るくらい高いです。 

 ですから、中央市場、これから遠野の分が出

ますけども、恐らく過去にないくらいものが出

るんじゃないかというくらい価格的には申し分

ない価格で推移してきてございます。 

 ですから、あとは一日も一年も早い除染対策

が求められているということだろうというふう

に思います。で、来年度、25年度は1,300ヘク

タールを工事予定されてございます。今年度の

残ってる面積は、台風被害によっての再施工を

しなければならない場所も出ておるわけでござ

いまして、そうしますと、ことしの約３倍ぐら

いの面積になるわけでございますが、先ほど話

の中ではスタートのおくれがあったと、実行力

の確保の問題があったと、それから予定外の石

れき除去の問題もあったと。この辺については、

スタートのおくれは、スタートはすぐできると

いうふうになれば、まずその部分については実

行性は出てくるのかなというふうに思いますけ

れども、何にしても３倍近い部分が本当にやれ

るのか。公共牧場もそうですけども、農家とす

れば一日も早い部分を待ってるわけでございま

して、そうじゃないと、常に除染のための作業

を、無駄な作業ということにはならないんです

けども、そういうのもしていかなければならな

いと。その部分の経費というのは、これは当然

見てもらえるわけでございますけれども、それ

よりも安定した形の中で、粗飼料の供給をした

いというものが本音でございます。 

 ですから、これが本当に来年できるのか。来
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年度で終わるわけじゃないわけですので、その

部分の見通しについてあればお願いします。 

○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）  ただいま申し上げまし

たとおり、560ヘクタールの75％、422ヘクター

ル、75％にとどまったということでありまして、

25年度の1,300ヘクタールというものと24年度

の部分となればという形で、今それぞれ数字を

上げてお話があったわけであります。そのとお

りであります。 

 ただ、この除染作業の困難さ、それから実際

作業を経験したということによって、我々も、

あるいは県もそれから農業公社も、この中でい

ろんな課題を共有できたという一つの実績は持

ったわけであります。 

 したがいまして、この事実をきちんと総括し

ながら、除染作業の実行体制を再構築し、着実

にそれを達成に向けて取り組むという一つの一

定の時間、これから本格的にはまた来年に向け

ての除染作業もあるわけでありますから、これ

を行うということが今本当に求められているん

じゃないかなと。 

 県では、全県の除染作業を３年で完了すると

いうことを発表しておりますけども、とても今

の状況では、はっきり申し上げまして、これは

希望的というよりも、かなり困難な数字である

ということは私から申し上げるまでもないかと

いうように思っております。 

 したがって、最低でも遠野市の５年以内をク

リアできる方策を県なり、農業公社とも、また

いろいろ課題を共有しながら考えていくという

ことが大事じゃないかなと思っておりまして、

早速この11月に遠野、県の農業公社と農林振興

センターと第１回目の協議を行っております。 

 そして、農業公社の除染チームの増強を行う

と、建設事業者の参加の促進を促すと、それか

ら農家所有草地への担い手組織等の作業チーム

の協力依頼も行う。これも非常に大事なあれだ

と思っていますので、このようなことについて

話し合いを持っておりまして、今後もあるべき

こういった体制の再構築に向けまして、こうい

った関係者が協議を重ねて、25年度の体制をき

ちんと整えながら、少しでもスピードが上がる

ような中における一つの体制を整えてまいりた

いというように思っておりますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  ９番菊池充君。 

   〔９番菊池充君登壇〕 

○９番（菊池充君）  初年度ということもあっ

て、さまざまな壁があったというふうに思いま

す。それを乗り越えてスタートするという、い

ろんな課題を整理されながら取り組むというこ

とだというふうに認識しましたけども、個人で

自力でやられてる方等からもお話聞いてるんで

すけども、石れき除去ですか、転石除去、この

部分というのは大変想定外の部分が多いという

ことで、大変苦労されておるようでございます

し、その部分については当然その部分の施工工

事負担金単価として計上されてるわけですけど

も、なかなかそれでは何ともならないという部

分があるそうですが、確定されてる金額ですの

で、その部分については大変苦労されるという

のは、これは個人であっても、今までやってき

た分もそのとおりだというふうに思ってござい

ます。 

 牧場以外の平場についてちょっとお聞きした

いんですけれども、検査結果にかかわらず、遠

野市はほとんどが除染対象だと、それから宮守

町については検査結果にかかわらず対象外とい

う部分が出ているわけであります。 

 そうした中で、いわゆる牧草の再検査はでき

ないのかという部分が多くの農家から聞かれま

す。というのは、隣の方は対象になったけども、

うちのところは検査もしないし、対象外だと、

検査をしてもらえないだろうかという声がござ

います。 

 それから、逆にうちらのところは以上だから、

範囲に指定されてしまってるけども、長年里山

として蹄耕法で整備してきた放牧場だと。それ

を検査しないそうだけど、検査してもらえない

でしょうかというような話も聞こえてございま
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す。いわゆる改めて、もう指定されてしまって

るわけですけども、基準以上、基準以下という

部分が除染されてますけども、そういう部分を

改めて検査をしなくても区域が決まってしまっ

てるわけですが、そういう部分で検査をしてほ

しいと。そして基準値以下だったらば、そのま

ま使いたいと、逆に検査して基準以上だったら

ば対象に含めてほしいというような考え方が結

構持ってる方々が多いわけですけれども、その

部分の検査というのは対応できるのかどうかと

いう部分についてお聞きしたいんですが。 

○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）  ただいまの再検査とい

う部分とそれに対する取り組みということにつ

きましては、今、菊池議員の再検査を必要とす

る草地といったものの定義はどのような形とい

うことを、あるいは踏まえなきゃならないかも

しれませんけども、基本的には、当市の場合は

全ての草地を除染するという基本方針で、この

問題に取り組んでいるわけでありますので、再

検査というよりも、着々とこの除染作業のス

ピードを上げていくということに全力を挙げる

ということに尽きるのかなというように思って

おりますので、このスピードを上げることによ

って安全安心な、そういった環境を一日も早く

取り戻すということに全力を挙げたいというよ

うに思ってるところでございますので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  ９番菊池充君。 

   〔９番菊池充君登壇〕 

○９番（菊池充君）  お聞きしたいことを先に

回答いただきました。いわゆる、県が基準以下

の市町村が実施する場合には２分の１を補助す

るということで、遠野市もいち早く全部やるん

だということで手を挙げているわけでございま

すので。そうした場合に希望する方だけじゃな

くて、全てやるというふうに理解してよろしい

ですね、そのことについてですが。 

○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）  そのとおりでございま

す。 

○議長（新田勝見君）  ９番菊池充君。 

   〔９番菊池充君登壇〕 

○９番（菊池充君）  それでは、基準値以下の

部分でございますけれども、市の計画とすれば

基準以上を実施してから次の段階に入るのだと

いうことと理解してますけれども、前倒しをす

るという考えはないのか、基準以下の部分につ

いても。要はそれは、いわゆる自力施工という

部分に限定すると。じゃないと、ほかの作業工

程、いろいろな部分に当然進行上の問題が出て

きますので、自力施工を希望する部分について

は前倒しをするというような考えはないのかに

ついて。 

○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）  この自力施工の中にお

ける前倒しという一つの取り組みについてであ

ります。実は風評被害といったものもいち早く

遠野の中から消すという部分におきましては、

基準値以下の事業実施年度の前倒しということ

についても取り組んでいかなきゃならない、そ

のような大きな課題であるわけであります。 

 そのような中におきまして、「いわて型牧草

地再生対策事業」、９月28日付で、岩手県の事

業として制定されたということでありまして、

これは県と市が２分の１ずつ補助をしながら、

農家が除染作業を行う事業として位置づけられ

たところであります。 

 したがって、ただ、これも東電の損害賠償に

対するその対応が非常にはっきり申しますと、

どこまで自治体のこと、あるいは畜産農家の

方々を考えてるのかということがわからないほ

ど全く動きが鈍いわけであります。 

 しかし、それをぼやいていても始まらないわ

けでありますから、これをもって除染が、基準

値以上の草地の除染は、これは当然優先される

ことは当然であります。これは当たり前のこと

です。 

 そしてまた、これを進めていくということで
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すけど、基準値以下でも自力施工でいち早く除

染したいという農家の方もいらっしゃるわけで

あります。これは多分菊池議員もいろいろ聞い

てると思いますけども、いらっしゃるわけであ

りまして、こういった農家の方々の要望にもき

ちんと応えていくという部分で、自力で施工す

る場合の予算を３月議会におきまして25年度予

算に計上し、そのような農家の方々を支援して

いくという体制を今構築しているところであり

まして、農家周知などは、ちゃんと議決してい

ただいた後で、速やかに行いますけども、実は

自力施工の中におきましては、宮守町の方々が

大半だということも聞いておりますので、この

部分における周知と、それから組み立てと、そ

れが予算で議決がされてとなったら直ちにもう

取り組むと。３月議会でありますから直ちに取

り組むという体制を今のうちから準備をしなが

らということで、議員各位にも御理解をいただ

ければというように思っておりますので、その

ようなことにもひとつ、これが前倒しというこ

とにもつながるかというように思っております

けども、取り組んでまいりたいというように思

っております。 

○議長（新田勝見君）  ９番菊池充君。 

   〔９番菊池充君登壇〕 

○９番（菊池充君）  ぜひ前倒しでお願いをし

たいと。実は基準値以下の方が今年度から自力

でやってございます。そういう方々のお話を聞

くと、やはり一度にはやれないと。それはなぜ

かと、いわゆる代替粗飼料の確保というのは補

償されないわけでございますので、自分で確保

しなければならないと。それから工事費も、い

わゆる事業の着工の年度がいつなのかわからな

いということから、自分の負担でしなければな

らないと。工事費の自己負担、代替飼料の自己

負担、こういう部分で、何とかという部分でい

ろいろ話が出てるわけでございますけれども、

今市長は前倒しをするということでございます

ので、これは25年度からの対応は十分可能だろ

うというふうに思いますけれども、そうした場

合のいわゆる代替の支援が必要となると思うん

ですけれども、その部分、これは100％しなさ

いということではないんですが、やはり代替の

支援策も考えないと、いわゆる自分で確保しな

きゃならないというのは、お金を出せばなるん

でしょうが、現在、すごい部分で外国から今草

が来てるわけでございますけれども、要請して

そういう方々に供給されてるわけですが、対象

外の部分というのは全然関係ないというような

状況なわけでおりますので、そういう部分のい

わゆる粗飼料確保、除染した場合に確保ができ

ない状況の支援も必要ではないかというような

考えするんですけども、考えをお聞かせ願いた

いと思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この代替飼料の支援策

と申しますか、これも非常に「いわて型牧草地

再生対策事業」の中においても、一つの課題だ

というように承知しております。 

 実は東京電力による損害賠償の担保ができて

いないという状況なわけであります。これは、

私は非常におかしいというように思っておりま

す。政府がもってして、この福島原発事故につ

いては、国会という場において人災だとまで言

い切ってるわけであります。それに対しても何

ら手だても講じられない、東電も全然我々に対

する意思表示もないという中におきまするもの

は、例えばそれの話を始めると、本当にぼやき

の連続になってしまうわけでありますけども、

私は非常におかしいというように捉えているわ

けであります。 

 その中に代替飼料の問題についても、きちん

と措置されていないというのが状況であります。

ただいま御指摘ありましたとおり、除染作業を

行う農家に対して代替粗飼料は支給されないと

いうような一つの、これはあくまでも基準値以

下ということが前提になるわけでありますけど

も、そういったことになってるわけであります。 

 当然のことながら、東京電力に対しましては

県とも連携とりながら、被害市町村と一緒にな

って訴えていく必要があるわけでありますけど



－ 38 － 

も、今のところ、これからさまざま検証をする

と、先ほど言いました。前倒しにするというこ

とを言いました。 

 その中で、いろんな事例もシミュレーション

しながらやっていかなきゃならないかというよ

うに思っておりますけども、どうしても一つは

草が足りなくならないように、牧草が足りなく

ならないように農家の採草利用地と除染作業地

を区分しながら、そして複数年で除染に取り組

むなど計画的な一つの仕組みもつくっていかな

きゃならない。 

 それからまた、もう一つは、どうしても足り

ないという場合においては、公共牧場の除染の

進みぐあいにもこれはよりますけども、先ほど

75％という話をいたしましたけども、進みぐあ

いによりますけども、牧場の採草地から牧草供

給も視野に入れた対応もひとつ考えていかなき

ゃならないのかなというように思っておりまし

て、公共牧場においては、放牧地はもとより、

採草地の除染も、これも急がなければならない

と。それこそ急がなければ代替飼料も手当でき

ないといったときに打つ手がなくなるわけであ

りますから、そのようなことを関係者とさまざ

ま協議しながら、すみ分けをする、あるいはス

ピードを上げる、放牧と採草地のすみ分けをす

るという中における確保策もいろいろ検討して

いかなきゃならないかというように思っており

ますけども、一つにも二つにも東電、あるいは

県がもう少しこの問題に対しても、それこそ前

倒しに、前のめりになって、さまざまな対策と

いったものをもう少しきめ細かく示してもらえ

ればなという部分もあるわけでございますけど

も、なかなかそれが期待できないとなれば、

我々ができることとなれば、今のような中にお

ける対応もしていかざるを得ないんじゃないの

かなというように思っております。よろしくお

願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  ９番菊池充君。 

   〔９番菊池充君登壇〕 

○９番（菊池充君）  安定的な供給体制の早急

な確立をぜひとっていただきたいということと、

そういう部分で支援策が検討されることがある

のであれば検討していただきたいというふうに

思います。 

 それでは、最後の質問に入らせていただきま

す。 

 シイタケ生産に対する、これも除染と支援対

策ということでございます。干しシイタケは出

荷制限され、流通ができない5,680キロについ

ては農家から集荷され、集中保管されてござい

ますし、生産に利用できないなどのほだ木10万

7,000本につきましても、年内に集中保管し、

チップ化、そして堆肥化するという方針が示さ

れてございますので、課題は山積しております

けども、一歩前進というふうに捉えているとこ

ろでございます。 

 今後の支援対策についてでございますけれど

も、まず市では県及び関係団体と連携し、東電

賠償の早期解決に係る生産者支援の実施を掲げ

ておりますけれども、その検討されている内容

についてどのようなものなのかお聞かせ願えれ

ばと。 

○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）  このシイタケ生産に対

する対応も非常に深刻な状況になってきている

わけでありまして、ただいまお話ありましたと

おり、市内生産者のほとんどはシイタケを出荷

しておったＪＡ花巻、遠野地方森林組合などの

系統に委託して、それぞれ損害賠償請求を行っ

ているわけであります。 

 また、産直等で販売しておった生産者は、個

人で請求も行っておるという中にございまして、

このことにつきましては、損害賠償請求は生産

者が東京電力に行うという中にありまして、そ

ういう仕組みでございますから、こうむった損

害を適正に賠償されるように市は支援するとい

う、そういう仕組みであります。 

 具体的には、それぞれの損害賠償請求手続に

つきましては、説明会を県と協力しながら、４

回開催しておりまして、それぞれ昨年より多く

収穫されたことを証明するための市の施設に集
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中保管している乾燥シイタケの量を生産者の要

望に応じて資料提供するなど、そういった支援

を行っているところでもあります。 

 ただ、なかなかこの部分につきましても、先

ほどの除染、あるいは粗飼料の問題、代替飼料

も含めてでございますけども、明確な一つの対

応が示されないという場面におきまして、この

シイタケ問題につきましても遠野方式として、

原木は全部チップ化すると、それから乾燥シイ

タケは全部市が責任持って集中的に保管すると

いう中における対応をしながら、一方において

は東京電力のほうに損害賠償をきちっと行うよ

うに徹底した支援体制を構築するという今状況

にございますので、ひとつ御理解いただければ

というように思っております。 

○議長（新田勝見君）  ９番菊池充君。 

   〔９番菊池充君登壇〕 

○９番（菊池充君）  市の財産である草地等の

除染については、市が請求するわけでございま

すけれども、シイタケ等については個人の請求

ということになりますので、なかなか市からと

いう部分は難しい部分があるわけですけれども、

実は先週の情報でございますけれども、それ以

降変わっていなければでございますけれども、

東電からのこのシイタケの部分でございますが、

東電からの賠償についての支払いの関係ですけ

れども、23年産の風評被害に対する部分の賠償

支払いが今月ということです。23年度の風評被

害の分ですよ、これ。24年の春に生産されたも

のは、いまだどのようになるのかははっきりし

ないと。年度内といっても、生産者は何といい

ますか、再生産のために緊急支援資金を受けて

いる方もございます。 

 これも資金に限度額がありますので、100％

の資金の供給は受けられないわけでございます

ので、受けられない方のほうが多いです。なん

ぼしても年内には支払いあるだろうという。と

ころが、今の情勢では、年度内にも支払いは見

通しが立たないということであります。農家も

困るんですが、系統も困るということです。系

統は、県から基金を借りて、この部分を充てて

るわけですが、この基金は３月、年度末で県の

ほうに返さなければならないというような状況

でございます。東電からは入ってこない、農家

も入ってこないということの実態でございます。 

 ただ、市に何とかしてくれといっても、これ

は難しい部分はあると思いますけれども、遠野

市だけではないわけでございますから、県内の

市町村長を含めて、自治体から力強い東電に対

する、国に対する要請行動といいますか、速や

かな支払い体制がとれるように。恐らくはどん

どんどんどんふえてきてるんですよ、賠償請求

の内容が。金よりも何よりも手続上で難しい。

判断基準がないものが、また出てきてるという

状況の中ですので、なかなか決定して支払いの

時期が定まらないということで、25年３月まで

に支払うということは、確定はできないという

ことの状況のようでございます。 

 ですから、この部分についてはぜひ──早く

されてる県南のほうについては、これは終わっ

てるのかもしれませんけれども、遠野地方の部

分についてはそのような状況でありますので、

ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、次に遠野市しいたけ産業推進協議

会を通じて、ほだ木を処分し、再植菌する生産

継続者に対して、原木、種駒購入費の一部助成

を検討してるということのようですけれども、

どの程度な部分の助成を検討してるのか、もし

お話いただければと思いますが。 

○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）  先ほどシイタケ生産農

家の方々に対する補償の問題につきましては、

東京電力のそのとおり23年産はあれしたんだけ

ども、24年産の春の部分はまだだと。それから

25年３月まで補償するとは、まだ全然見通しが

立ってないと、そのような状況ということを私

も承知しております。全くといっていいほど誠

意がないのが東京電力の対応であります。これ

はシイタケのみならず、大がかりな、先ほど来

議論を交わしております牧場の除染、あるいは

汚染された物質の処分の問題等も含めてです。 
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 したがって、ただ、お願いしている、要望し

ているというだけではいけませんので、今の現

状をもう少しきちっと把握して、何らかの形で

というよりも文書でもって東京電力にきちんと

申し入れをするというような行動も必要かとい

うように思っておりますので、そのことも含め

て検討してまいりたいと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 それから、ただいまありました原木等の一部

助成の内容についてということでありました。 

 これにつきましても、一部の助成を23年度か

ら、遠野市しいたけ産業推進協議会におきまし

て会員の生産拡大のためにということで、一部

助成を行ってきておりまして、一応２万円を上

限としながら、30名の会員の皆様に対象として

おります。 

 したがって、この協議会に属さない生産者の

方のダメージも非常に大きいわけであります。

これも非常に大きいということもありますので、

生産継続に不安を感じてる生産者の方も多いわ

けでありますから、協議会会員に限らず、生産

継続のための助成策もやっぱり検討しなきゃな

らないのかなというようにも思っているところ

でございますので、対象者と助成額の拡大を図

っていきたいと事務的に検討しておりますので、

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）  ９番菊池充君。 

   〔９番菊池充君登壇〕 

○９番（菊池充君）  ぜひ協議会会員以外の部

分も広げていただきたいというふうに思ってご

ざいます。 

 それでは、原木の確保についてでございます

けれども、基準値以下で使用可能となっている

市所有山林から、昨年に引き続きあっせんを行

うということで、今現在あっせんされてるわけ

でございます。 

 ただ、ことしは、いわゆる10万7,000本とい

うほだ木が大量に処分されるというところから、

従来よりも非常に量的な希望が多いのではない

かというふうに思うわけでございますけれども、

十分な供給量が確保できるのか、その点につい

てお聞きしたいと思いますが。 

○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）  十分な供給体制が確保

できるかという部分における御質問でありまし

た。これはさきの定例議会でも答弁の中で申し

上げてるところでありますけども、大出の牧野

内に市が所有するナラの木につきまして、検査

を実施した結果、基準値以内であるということ

で、ほだ木として活用できるというようなこと

が確認できておりまして、市内生産者の方々に

優先的に必要量は提供できるんじゃないかなと

思ってます。推定で１ヘクタール当たり6,000

本ほどが生産できるというようなことを確認し

ておりますので、今の御質問に対しては対応で

きるということになろうか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）  ９番菊池充君。 

   〔９番菊池充君登壇〕 

○９番（菊池充君）  10町歩で６万本、20町歩

で12万本ですか、20町歩あれば、そっくりその

まま希望されても10万7,000本は対応できると

いうことだというふうに理解しました。 

 最盛期の10分の１以下におりているシイタケ

でございますけれども、今地域資源を生かして、

遠野の林産物としてやっぱり振興を図っていく

ということが私は重要だろうと思います。今言

ったような市の資源も活用しながら、その希望

する部分については、私は供給をしていく必要

があるのではないかなと。これがオーバーする

のであれば、これは難しい部分があると思うん

ですけども。やっぱり、被害にかかわらず、振

興を図っていく必要があるんだろうと。タフ・

ビジョンで計画されていましたが、ちょっと23

年、24年先送りになってきております原木しい

たけ主産地化事業の実施が私は重要だろうと、

振興上思うのですけれども、25年度に向けて、

もしお考えがあればお聞きしたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 
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○市長（本田敏秋君）  この原木シイタケ生産

は、遠野市のような典型的な中山間地域におい

ては非常に取り組みやすい品目であるというこ

とは御案内のとおりだというように思っており

ますので、今後とも生産継続のために原木の安

定供給を図る、それから栽培技術向上のために

それぞれの岩手県、あるいはさまざまな指導機

関の協力をいただきながら、栽培研修といった

ものを深めながら、一つのタフ・ビジョンに定

める目標に近づくような生産環境整備にこれか

らも当たっていきたいというように思っている

ところであります。 

○議長（新田勝見君）  ９番菊池充君。 

   〔９番菊池充君登壇〕 

○９番（菊池充君）  それでは、最後に25年対

応についてお聞きします。 

 恐らく25年産についても、ことし同様に１人

の生産者でも基準を超えれば出荷はできないと

いうふうに理解してよろしいでしょうか。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  これは食品の安心安全

といったものにつながるわけでありますから、

やはりそのような数値が出たという場合は、今

のような認識の中で取り組まざるを得ないんじ

ゃないのかなというように思ってるところであ

ります。 

○議長（新田勝見君）  ９番菊池充君。 

   〔９番菊池充君登壇〕 

○９番（菊池充君）  市長に言ってもなかなか

答えが難しい部分だろうと思うんですけれども、

いわゆる県から出ます出荷自粛要請であれば、

全戸検査をし、基準値以下であれば出荷可能な

わけでありますけれども、出荷制限指示となり

ますと、以下であれ、ゼロであれだめだよとい

うことなわけですよね。それに対してゼロであ

ってもだめだよという部分の明確な答えが幾ら

聞いても私には返ってこないんですけれども、

これ、例えば罰則規定があるんでしょうか。恐

らく来年度ゼロ、誰からも出なければいいんで

すが、例えば私から出れば、遠野市内の生産者

全てがだめということになると思うんですよ。 

 そうした場合に、出ない人が出荷する場合に

は罰則規定はあるのか、ちょっとわかりません

けども。なぜそうなのかですね。ゼロのものを

だめだよと、ちゃんと検査結果を表示して売る

のであれば、私は問題ないと思うんですけれど

も、その部分について考えを。 

○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）  ただいま御指摘にあり

ましたとおり、ゼロという数字が出れば、当然

それは安心安全なものになるということにつな

がるわけでありますけども、この部分につきま

して非常に抽象的な言い方になって恐縮なわけ

でありますけども、25年産の生、干しシイタケ

の検査体制、現段階では国、あるいは県から来

年度の指針がまだ示されていないんです。 

 したがって、先ほど非常に曖昧な表現をいた

しました。いいとも言えない、しかし、だめだ

とも言えないという部分の中で、非常に微妙な、

そして何よりも恐ろしいというか、影響が大き

いのが一つの風評被害なわけであります。これ

を起こさないような一つの体制をとっていかな

きゃならないわけでありまして、まだ指針は示

されておりませんけども、25年春において、出

荷規制の解除に向けたシイタケの検査を県が実

施するというような情報もいただいております

ので、これがきちんと一つの権威のある検査の

ところでやって、安心だよ、大丈夫だよという

ことになれば、今の問題は一挙に解決するとい

うことになるわけでございまして、今こういっ

たそれこそ300から100になったというのもいき

なりだったわけですよね。 

 したがって、こういったような問題につきま

しては数字がひとり歩きしても困るので、先ほ

ど非常に微妙な表現をしたというのは、そのよ

うなまだ指針が示されていないと。 

 ただ、私どもの情報によると、これはいつま

でもほっとかないと。25年産の春のあれからは

ちゃんとした指針を出して、ちゃんと検査をし

て、ちゃんと安全宣言をするというような方向
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に持っていくんじゃないのかなというように思

っておりますので、それをまず期待をしたいと

いうように思っております。 

○議長（新田勝見君）  ９番菊池充君。 

   〔９番菊池充君登壇〕 

○９番（菊池充君）  除染対策に絡めて一般質

問をさせていただきました。安全安心でありま

すし、関わる生産者も一日も早い除染対策が解

除される、そして通常の経営形態で経営ができ

ると、一日も早いそういう日が来ることを待っ

てるわけでございますので、ひとつ行政、市に

おかれまして、その努力を期待申し上げまして、

私の一般質問を終わらせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後１時59分 休憩   

────────────────── 

   午後２時09分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 次に進みます。11番小松大成君。 

   〔11番小松大成君登壇〕 

○11番（小松大成君）  通告に従いまして、日

本共産党遠野市委員会を代表し、一般質問を行

いたいと思います。 

 １つ目には、政党の離合集散など政治不信を

助長する現状に対する市長の見解について伺い

ます。２つ目には、改正介護保険について、３

つ目には、保育行政について、４つ目には、再

生可能エネルギー普及の取り組みについて、以

上、大項目４点について市長の見解を伺います

けれども、午前中からの一般質問では、一問一

答形式で、私が10年間議員をやってきましたけ

れども、本会議も大分変わったなといったよう

な印象を受けました。10年間も同じパターンで

やってきたものですから、私の頭の中には一括

で質問すると、それも最初に市長の政治姿勢を

問いただし、それから個々の課題について市長

の見解を問うと、このパターンが決まっており

ますので、一問一答式なかなかできませんので、

これで進めてまいりたいと思います。よろしく

お願いします。 

 また、きょうは午後４時から大事な事業が入

ってるということですので、質問もできるだけ

簡潔にと、答弁もできるだけ簡潔にお願いして

も構わないので、よろしくお願いします。 

 それでは、質問に入ります。 

 突然の衆議院解散で、現在16日投開票の日程

で、衆議院選挙が戦われております。本来であ

れば、前回総選挙におけるマニフェストに反し、

さきの国会で成立した消費税引き上げ、年金支

給の削減法案などの政策が市民生活にどのよう

な影響が及ぼすのか議論したいのでありますけ

れども、まさに衆議院選挙の争点であり、私の

意に反して、本会議を利用した選挙のための日

本共産党の政策宣伝と受けとめかねられません

ので、選挙終了後、３月定例会でじっくりと議

論したいと思っております。 

 はじめに、政党の離合集散など政治不信を助

長する現状に対する市長の見解を伺います。 

 野田首相が衆議院を解散して以降、所属政党

を離脱し、その後各党間を浮き草のごときさま

よい続ける国会議員もいれば、現在の選挙区か

ら立候補すれば再選は見込めないと、いわゆる

国がえと称し、かつての支持者を見捨てて他の

選挙区から立候補しようとする議員、政党その

ものも離合集散を繰り返し、今現在、国会議員

を有する、いわゆる公党と言われる政党がどれ

ほどあるのかわからなくなってきている状況で

す。できたと思ったら５日でなくなった政党が

ありました。極端な言い方をすれば、きょうで

きた政党が次の日にはなくなっている。日本政

治における公党が幾つあるか答えよというほう

が無理な質問ということが言えます。 

 政党の選挙公約を信じて投票したら、やるこ

となすこと公約に反することばかり、自分が投

票した政治家が当選したら、自分の考えと相入

れない政党にくらがえしたとか、投票した政党

が次の選挙時には消えてしまったなどというこ

とでは、国民の政治不信も頂点に達するのは当

然のことだと思います。 

 今特定の政策だけで党を解散し、新しい党に

合流しようといった流れがあります。反原発、



－ 43 － 

反ＴＰＰ交渉、反消費税増税などを掲げた政党

があります。個別の政策では共感できても、そ

してそれがどんなに大事な課題であっても、そ

れでもって政党を立ち上げるなどといったこと

になれば、選挙のたびに党を解散し、つくり直

さなければなりません。そこには、今後日本が

進むべきビジョンを示すことができない大きな

問題を抱えることになります。 

 事実選挙が始まってみたら、公約にあったと

かなかったとか、公約に対する見解の相違とか、

党内でも統一されない公約でもって選挙を戦っ

ている政党があります。私とすれば、無責任に

もほどがあると言わざるを得ません。これらの

政党は、選挙後には存在するのかも危ぶまれま

す。この危うさが少なくない国民には新鮮に映

るのか、世論調査で一定の支持を得ていること

は、正直複雑な思いがいたします。 

 単一の政策で政党を立ち上げることの問題の

ほかに、選挙において単一の課題だけを掲げて、

その是非を専ら争う。これではそれ以外の問題

では、国民に白紙委任状を求めることになって

しまいます。国政選挙において、それぞれの政

党が内政、外交、国の進路についてまとまった

公約を示し、その全体像を国民に信を問う、こ

れがまともな選挙の姿ではないでしょうか。 

 いずれにせよ、二大政党制の構築を掲げて成

立した小選挙区制のもとで、その狙いとは裏腹

に、政党乱立と離合集散に東日本大震災で被災

した人々が発するインターネット上の書き込み

には、政党の離合集散に対し、「被災地を顧み

ない国会議員の自己保身、被災地に何カ月も来

てもいないのに、今さら震災復興第一などとよ

く言うわ」、「○○党の人が来たけど、瓦れき

をバックに写真を撮って帰っていった。次の選

挙に使うんだろう。ああ嫌だ」といった書き込

みがあふれています。被災地の政治不信きわま

りといったところではないでしょうか。このよ

うな政党の離合集散に対し、市長はどのような

見解をお持ちでしょうかお尋ねします。 

 次に、介護保険事業について伺います。 

 介護保険制度が始まって丸12年経過いたしま

した。この間、介護事業所や介護サービスのメ

ニューなど量はふえましたけれども、経済的理

由で介護を受けられなかったり、利用を控える

高齢者が少なくありません。家族の介護負担は

今も重く、仕事をやめたり、介護を苦にした痛

ましい事件も全国各地で起きています。 

 遠野市でも、ことし４月から第５期介護保険

事業計画が実行され、年金から天引きされる保

険料は基準額で月4,360円になりました。これ

だけ高い保険料を払いながら、実際に介護認定

を受けているのは、平成23年時点で1,685人、6

5歳以上の市民のうち６人に１人、さらに介護

認定を受けているにもかかわらず、サービスの

提供を受けれない状況にある人や利用料の支払

いに困難を来し、サービスそのものを諦めてい

る人などを差し引けば、サービス利用者の数は

さらに低いものと考えられます。このような状

況にあるにもかかわらず、介護保険事業にお金

がかかると言って、国は法律を変えるたびに認

定基準を高くし、サービスを削ってきています。 

 現在の介護保険は、サービス利用がふえたり、

介護職員の労働条件を改善すると、それが保険

料や利用料に連動して値上げされるという大き

な問題を抱えています。介護費用に対する国の

負担、以前50％だったものが、今や20％台、遠

野市では25％だそうですけれども、引き下げら

れています。介護保険に責任を持つ国の負担を

ふやさなければ、高齢者の生活と権利を守るこ

とはできません。 

 サービス削減の先取りが、訪問介護での生活

援助の時間短縮です。ことし４月から、ヘル

パーによる洗濯、掃除、食事づくり、買い物な

ど生活援助の時間区分が１回当たり60分から45

分に変更されました。これに対し、60分でもあ

っという間なのに、人間らしく生きる支えを奪

うなと、全国的に抗議の声が広がりました。 

 あるヘルパーさんの話しを伺いました。「掃

除や洗濯に忙しく、利用者さんのほうを振り向

く余裕がない。話しができないため、体の変化

や不安を見逃してしまわないか心配」と言い、

「生活援助にとって大切な会話の機会が奪われ
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ているのが実態」と話されました。このような

声に押されて、厚生労働省は従来どおりのサー

ビスを継続することは可能との見解を示してい

ます。 

 そこで、事業者によって一律的に利用時間が

制限されないよう、遠野市が周知を徹底するよ

う求めますけれども、利用者や事業者からの問

い合わせにどのように対応しているのでしょう

か。また４月以降の生活援助の状況をどのよう

に把握しているのかお伺いします。 

 介護保険は、制度が改定されるたびに複雑に

なり、理解しづらくなっています。介護サービ

スを受けるにはどうすればいいのかといった基

本的なことがわからないという声も聞かれます。

こうした制度周知への行政の役割がますます求

められており、介護事業者やケアマネジャー、

ヘルパーにその役割を押しつけてはならないと

思います。 

 現在、社会福祉協議会と連携し、各地で福祉

懇談会などを開催し、周知に努めているようで

あります。さらに、地連協老人クラブ等の集会、

学習会を積極的に開き、介護保険を含む市の高

齢者福祉サービスの理解を深めるよう求めたい

と思います。 

 私は、地域のひとり暮らし高齢者に、「自宅

での日常生活で不便なことは何ですか」と伺い

ました。小友町という地域柄か、買い物、市役

所での手続、掃除や洗濯と話しておりました。

外出や家事を支える介護サービスの充実や除雪

などを含む地域の見守りを望んでいることもわ

かります。 

 しかし、必要な介護サービスを受けたくても、

原則１割の利用料負担が重く、やむなくヘル

パーの回数を減らしている高齢者も少なくあり

ません。 

 そこで、所得の低い方に対する介護サービス

利用料の軽減制度が大きな役割を果たすものと

思われます。遠野市としても、それ相当の支援

策はとられてきておることは私も知っておりま

す。必要な介護サービスがきちんと受けられる

よう、さらなる軽減拡充を求めます。市長の見

解を求めます。 

 次に、保育行政について伺います。 

 修正子ども・子育て新システム関連法案は、

消費税増税のための取引材料として、民主、自

民、公明の３党合意で修正され、可決されまし

た。子ども・子育て新システム法は、公的保育

を守れと、大きく広がった運動で、削除しよう

としていた児童福祉法第24条、市町村の保育実

施義務の規定は残ることになりました。 

 しかし、保育を市場化する骨格は残されたま

まです。小宮山洋子厚生労働大臣自身が当初の

８割を実現したと語っているとおり、新システ

ム制度の根幹をほとんどそのまま受け継いでい

ます。 

 新システムでは、子どもの発達を保障する保

育ができなくなる危険性が明らかになっていま

す。それは、保育所などに入所するためには保

育の必要量が認定されなければならないからで

す。長時間、短時間の２区分とされ、認定時問

を超える保育の利用は、市町村の独自補助がな

い揚合、全額利用者の自己負担、保護者の負担

に確実にふえます。 

 また、現行では、市町村に入所を申し込み、

あきがあればすぐに入れます。新制度では、保

護者は保育の必要量の認定を申請し、認定書を

得てから、初めて保育所など各施設に入所を申

し込むという二段構えの手続になることになっ

ています。介護保険と同様の仕組みが持ち込ま

れることから、介護保険のように、認定される

まで何十日も待たされることにもなりかねませ

ん。このような問題があります。 

 子どもの在園時間はばらばらになりかねず、

生活のリズムが保てないばかりか、行事の準備

など集団保育が保障されなくなってしまいます。

時間認定は、施設運営にも大きな影響を及ぼし、

認定された時間の分しか施設にお金が入らず、

短時間の子どもを受け入れることは、施設に経

営の不安定をもたらすといった問題です。職員

配置もばらばらに来る子どもに合わせた体制が

迫られ、現行以上に非正規、短時間の保育士を

ふやさなければ対応することはできなくなるこ
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とも懸念されます。現在でも高い非正規の保育

士のあり方が問題視されますけれども、これ以

上の非正規雇用の拡大は許せるものではありま

せん。 

 さらに、施設の新築、改修が難しくなる危険

も高まっています。現行では、新築などの際に

国と地方から４分の３の補助金が出ていますけ

れども、新システムではこれがなくなります。

認可保育所をふやすことは非常に難しく、保育

所での待機児童の解消は期待できませんし、老

朽化してくる多くの保育所の建てかえさえまま

ならなくなってしまいます。 

 市町村は保育の実施義務を負うことになりま

したが、しかし、保育を必要とする子ども全員

を保育所で保育するという原則が崩され、市町

村は保育ママなど地域型の小規模保育を確保す

る措置をとればいいとされ、これでは保育ママ

をあっせんしただけで、市町村が役割を果たし

たなどということになりかねません。 

 市町村は公立保育所をつくる、または私立認

可保育所に委託するなどして、保育に責任を負

い、保育に欠ける子どもに保育を保障してきま

した。保育を必要とする子どもが、どこでも同

じ水準の保育が受けられるように、最低基準を

国が定め、国と市町村が運営費を負担し、施設

整備にも補助することで、公的保育制度を確立

してきました。 

 遠野市は、わらすっこ条例を制定し、「子ど

もは遠野の宝であり、希望です。市はこの認識

のもと、子どもの権利が尊重され、健やかな育

ちを支援するまちである」と高らかにうたい上

げています。このことから、まさに保育は福祉

であり、権利でもあります。保育を守ることは、

すなわち子どもたちの人権を守ることだと思い

ます。権利としての社会保障をどう守っていく

のか、保育は子どもの人権を守る仕事ですから、

保護者の選択のみに任されるのではなく、公的

に保障されるべきだと考えます。そういった点

からしても、修正子ども・子育て新システムは

余りにも問題のある保育行政システムと言わざ

るを得ません。遠野市として子育て新システム

をどう捉え、今後公的責任をどう守っていくの

か、見解を求めます。 

 また、このような状況において、子どもを大

事にするという観点から、国に対してこのよう

な制度を中止するよう求めるべきではないでし

ょうか。 

 次に移ります。 

 再生可能エネルギー普及の取り組みについて。

この表題からして、私は、昨日遠野広報によっ

て回答を得たような気がいたしております。こ

の原稿の調査が行われたときに担当課が私に言

ったのは、むしろ小松議員の発想は、私たちの

考えているよりは小さいんじゃないかというよ

うな態度で話されました。その原因が、きのう

やっとあの広報を見てわかりました。 

 がしかし、私の主張もさせてください。東日

本大震災以降、政府のエネルギー政策の基軸に

再生可能エネルギーが位置づけられました。政

府のエネルギー政策について、国民的議論に関

する検証会合は、国民の過半数は原発ゼロを望

んでいることを８月29日に総括案として発表し

ました。寄せられたパブリックコメントの中で

も、８割が再稼働に反対し、原発を即時ゼロに

するよう求めていることが明らかになりました。 

 今原発に依存しない、地球温暖化対策にも有

効な再生可能エネルギーが注目を集めています。

先般、教育民生常任委員会視察で、北海道伊達

市にある北海道電力伊達発電所内にあるソー

ラー発電施設を視察してまいりました。原発依

存体質にどっぷりつかっている電力会社施設説

明だから、原発の必要性を強調するのかなと思

いきや、再生可能エネルギーに対する並々なら

ぬ情熱といったものを感じることができました。 

 さて、我が国の再生可能エネルギーが大きな

可能性を持っていることは、環境省などによっ

て明らかになり、太陽光、中小水力、地熱、風

力だけでも、20億キロワット以上と推定されて

います。また、固定価格買い取り制度も実施さ

れ、今後の再生可能エネルギーの普及が期待さ

れています。 

 このような状況下、９月定例会において同僚
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議員から小水力発電の構想が述べられました。

エネルギーの地産地消といった観点から十分検

討の余地がある事業だと思います。 

 遠野市は既に再生可能エネルギーである太陽

光発電施設に対する助成、遠野北小学校、改築

される遠野中学校など公共施設への太陽光発電

設置など再生可能エネルギーへの取り組みは大

いに評価できます。 

 我が家の話で大変失礼でございますけれども、

原発事故発生以前の2009年12月に設置した太陽

光発電から今日までの３年間で1,600キロワッ

トの電力を生み出しました。1,800キロワット

の消費電力に対し、200キロワットほど不足で

はあります。ほぼ電力は自給した状況です。 

 しかし、それでも200キロワット分の不足を

何とか自給し、光熱費ゼロを目指して600ワッ

トの小型風力発電設備を設置しました。正直金

がかかった割には、まさに風任せで、200キロ

ワット分の不足を補うには心もとない感じです

が、それでもお日さまが照れば家計が助かり、

今までは厄介者の風が吹けば家計が助かりと、

まさに自然の恩恵を受けている実感です。 

 私自身このような経験から、国が本気で再生

可能エネルギーに取り組めば、原発などは不要

だと感じています。原発が安価なエネルギーな

どというのは、この原発事故の惨状と遅々とし

て進まない除染作業や原発事故被災者の補償を

考えたとき、軽々しく発してはいけない言葉だ

と思っています。にもかかわらず、いまだ原発

廃止は日本の経済にマイナスなどと発言する経

団連など、財界とそれに結託する政治家にはほ

とほとあきれてしまいます。 

 さて、今回私が提案したいのは、森林を保全

するために木質バイオマス利用による再生エネ

ルギーへの取り組みを提案したいと思います。 

 森林が市の面積の大半を占める遠野市におい

て、木質バイオマス利用は有力な再生可能エネ

ルギーであることは間違いありません。バイオ

マスは、世界の再生可能エネルギー利用量の半

分以上を占めていると言われます。日本国内に

おけるバイオマス発電は、経済産業省のエネル

ギー白書2011によれば再生可能エネルギー電力

供給量全体の37％という高い比重を占めていま

す。バイオマス発電の中における木質バイオマ

スの比重も高まっており、電気事業者による新

エネルギー等の利用に関する特別措置法が施行

された2003年ころから急速に伸びています。 

 先般、遠野市森林組合の組合長さんと懇談を

する機会がありました。遠野市の林業は、木材

価格の低迷から販売実績のある経営体が少なく

なってきており、非常に厳しい状況にあるとの

お話しをなされました。手入れが行き届かない

森林がふえており、間伐をしなければならない

森林が手つかずの状況であることや、松くい虫

の被害拡大は遠野としても深刻な問題になるな

ど短時間ではありましたけれども、有意義な懇

談会となりました。 

 その中で、森林の間伐材の有効利用としての

観点から、木質バイオマスによる多様なエネル

ギー生産の話に及びました。木質バイオマスに

よる再生可能エネルギーの取り組みは、単にエ

ネルギーを生産するのみならず、再生可能エネ

ルギーの中では木質バイオマスが一番雇用を生

み出します。つまり、太陽光発電パネルや風力

は、機械を設置するときには設置する事業者の

人たちの雇用はありますけれども、しかし、そ

の後設置してしまえば、メンテナンスのための

多少の雇用はあるとしても、後はエネルギーを

ずっと生み出し続けます。それはそれで有効な

再生可能エネルギーの創造ということになりま

す。そこには限定的な雇用しか生まれません。 

 一方、本質バイオマスに関しては、発電設備

やボイラー、ストーブなどの機械を設置しただ

けではエネルギーを生み出しません。そこにバ

イオマスを供給する人が必要です。山から木を

切り出し、製材所から出たくずを集め、工場に

持っていく人、そして今度はペレット、まき、

チップ、誰かがそれを生産しなければいけない

ので、生産をする人たちが必要になり、それを

輸送する人が必要になります。 

 遠野市では、昔からの馬搬といった山林の木

材搬出といった馬を利用した文化というものが
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技術というか、現在でも受け継がれています。

この馬搬は、まさに森林に優しい間伐材搬出に

は最も有効な手段であり、この馬搬文化を末永

く継承し、発展させるといった観点からも、木

質バイオマスによるエネルギー生産の取り組み

は検討の価値があると思います。 

 本来であれば、ただ単に利用価値のない木材

として捨てられていた間伐材が、馬搬技術によ

り山林から排出され、その間伐材が木質バイオ

マスとして、さまざまな再生可能エネルギーと

して市民に還元される。このようなサイクルが

回り始めたら、農山村振興、馬搬文化の再興、

エネルギーの生産など、これらの事業に携わる

雇用の拡大といった新たな可能性を生み出すこ

とも考えられます。 

 繰り返しになりますが、市の面積の９割を占

める山林資源をいかに活用するか、今問われて

います。その一つの方法として木質バイオマス

によるエネルギーの生産を提案いたしますが、

ぜひ検討していただきたいと思います。検討し

ているようでありますから、よろしくお願いし

ます。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市町本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  小松大成議員の一般質

問にお答えいたします。 

 大きく分けて４項目でありました。今の政党

の離合集散の中における現状に対する私の見解、

改正介護保険の内容につき、あるいは保育行政、

これは先般の一般質問でいただいております。

それから、再生可能エネルギーの問題について

ということで、それぞれ見解をお聞きしたいと

いうことでありました。 

 それぞれの項目の中で、これから順次答弁を

してまいるわけでありますけども、第１項目目

の政党の離合集散における市長の見解はという

ことでありました。これはまさに言うまでもな

く、私は、政治に最も必要なことは国民からの

信頼であるということに尽きるのではないかな

というように思っております。 

 東日本大震災、昨年、遠野も議員各位の御理

解のもとに３万市民が一丸となって、文字どお

り心を一つにしながら、被災地の皆様、そして

避難所にいる方々、全てを失ってどこにもやり

場のない無念さ、悲しみ、怒りの中で、私ども

も、その心といったものを届けるという中にお

きまする対応をしたわけであります。３万人の

遠野市であります。この震災がなければ、私も

遠野市の市長として、３桁を超える国会議員の

先生方と名刺を交換するということはまずなか

ったわけであります。被災地を通って遠野に立

ち寄り、いうところの永田町に戻っていく。あ

るいは遠野に立ち寄り、さまざまな情報を確認

しながら被災地のほうに入り、そしてまた遠野

を通って帰っていくという議員の数が、国会議

員の方々がたくさんおりました。それぞれ名刺

交換した方々の名刺もきちんと私もファイルし

ております。その中で思うのは、いずれも、こ

の現場という一つの中にあって、基礎自治体と

いう市町村が、それぞれ住民の皆様、市民、町

民、村民の皆様と向き合っている。職員もその

限られた状況の中でさまざま頑張ってると。も

ちろん、地方議会と言われる基礎自治体の市町

村議員の皆様もさまざまな形で頑張っていると。

そういった中にありまして、皆様がそれぞれ発

した言葉は、この復興、この東日本大震災にあ

っては与党も野党もないんだという話をいずれ

も申して帰っていったわけであります。みんな

一生懸命になって国難と言われる被災地に向き

合わなきゃならないんだと。復興を確実に進め

なきゃならないんだということは、私は、それ

ぞれ発した議員さんの顔と、そしてまた述べた

言葉はきちんと鮮明に記憶しております。しか

し、いまだもって、この外気とほぼ変わらない

プレハブの仮設住宅の中で、職もなく、また住

宅もいつできるのかわからない。そしてまた、

それぞれの被災地の町づくりがどのように進む

のかということもわからないといった今の状況

にあるということなわけであります。 

 また一方、これから、子ども保育園の問題で

すか、介護保険の問題から、さまざまな、介護

保険あるいは保育行政、さまざまな問題がある
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わけでありますけども、依然として地方分権で

あり、基礎自治体としての市町村、頑張れとい

うのであれば、一つのメッセージが明確に伝わ

ってこそ、私は、政治というものが成り立つの

ではないのかなというように思っております。

それがなかなか示されない。または、示すこと

ができないというこの部分に、今のこの国の現

状が、政治の現状というものがあるんじゃない

のかなと。 

 離合集散というのは、それぞれの思いの中で

気持ちを一つ、あるいは政策を、あるいは考え

方がという中における取り組みであるでしょう

から、それに対する言及は私は避けなきゃなら

ないし、それぞれの皆様の信念のもとに基づい

てなされていると。ただ、どうしてもやはり理

解できないのは、本当に、まさに国民、住民、

そしてまたさまざまな形での課題を負いながら

懸命に頑張っている方々に対する思いとか、あ

るいは気持ちといったものが全く見えてこない

という部分にあっては憤りといったようなもの

を感じざるを得ないというのが正直な気持ちで

あります。やはり政治というのは、一つ一つの

思い、あるいはその気持ち、そういったものに

対して、やはり丁寧に、そしてまたきちんとし

た信念のもとに答えを出し、答えまで出なくて

も、一つの方針という中におけるメッセージと

して国民に発するというのが私は一つの政治の

役割ではないのかなというように思っているわ

けでありますけども、それが全く見えないとい

う、残念であるということに尽きるのかなとい

うように思っております。 

 皆様が被災地に向けていったときに、あの言

葉といったようなの、重さといったものはどこ

までわかった上での行動なのかなということも

感じるわけでありまして、ただ、それを一つ一

つ取り上げて、あなたこう言ったじゃないかと、

あなたこのようなことを言ったじゃないかとい

うことを問い詰める必要は全く私はない。それ

は、いずれは国民が国民の目線でもって、しか

るべき判断をするということに私はなるし、ま

た国民はそれをきちんと見ておるということに

私はなるんじゃないのかなというように思って

おりますので、それをもって答弁とさせていた

だきます。 

 さて、改正介護保険についてであります。 

 改正介護保険につきましては、これは、いろ

いろ質問の中にもさまざまな課題といったよう

なものが提示されました。生活援助の時間短縮

といったものがある。それから、この制度の市

の事業・計画を周知する取り組みについて、あ

るいは低所得者の介護サービス利用負担の軽減

の拡充についてといったような中で、一つの提

案を含めての御質問等を承ったところでありま

す。 

 まず、時間短縮についてであります。訪問看

護、いうところのホームヘルプのサービスであ

りますけども、買い物や、あるいは調理、さら

には掃除といったような生活支援を行うという

ことにつきましては、これまではホームヘルプ

の時間は30分から60分未満、もしくは60分以上

ということに決められて、２つの区分であった

ものであるわけであります。これが、ことしの

４月の制度改正によりまして、20分から45分未

満というのが１つ、それから45分以上というも

のが２つとして、この区分に改定されました。

この時間だけを見ますと、15分ほど短い時間で

のサービス提供単位ということになったわけで

あります。しかし、この中におきまして、この

15分ほどという中にばっかりを捉えることはな

いということに、ひとつ御理解をいただきたい

わけでありますけれども。サービス利用者の利

便性向上、利用者負担を軽減する、そして訪問

介護事業者がより多くのサービスを提供するこ

とが可能になることを目的として行われたとい

う背景があるわけであります。この改正に対し

ましては、時間が短くなるという、確かにその

とおり時間は短くなる、20分から45分というこ

とになります。そして、45分ということになり

ました。短くなってくる。そして、長時間サー

ビスの利用を希望する人が、言うなれば制限さ

れるのではないかというような一つの問題が出

てくるのではないかなというような一つの御指
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摘であったかというように思っております。ま

た、そういう声もあるということも私も聞いて

おります。しかし、ただこの中で、一つはこの

45分のサービスを２単位連続利用することも一

つ可能だと。45分を２単位ということになれば

90分ということになるわけであります。したが

って、この２単位連続利用ということの中によ

りまして、これまでと変わらず長時間のサービ

ス利用ができるといったようなことが厚生労働

省から通達によって、社会福祉協議会をはじめ

とする市内の訪問介護事業所に、いうところの

通達が出ておりましたので、現場における大き

な混乱はなく、サービス利用を継続していただ

いているという認識でおるということをまずも

ってお答えを申し上げたいと思っております。 

 ただ、そうはいうものの生活支援サービスの

提供、特にも、きょう１番目の質問の中で交通

弱者、買い物支援の問題が佐々木議員のほうか

らも提起されたわけであります。遠隔地である

がゆえに移動の時間がかかるなどの課題もあり

ます。そういった課題解決に向けて、私は、交

通弱者、買い物弱者なども含めまして、この

ホームヘルプという一つの中における一つの支

援活動といったものが、関係機関が連携して、

一つの改定を受けて、これを前向きに受けて、

新たな仕組みといったものをこの中でつくって

いくということも一つの課題ではないのかなと

いうように思っているところでございますので、

２単位連続で使えるからいいんだじゃなくして、

その部分をどのようにうまく組み合わせをしな

がら、こういった方々に対する生活支援サービ

スといったものを充実させるかということにつ

きましては、社会福祉協議会をはじめとする各

関係機関団体と十分な連携を図りながらの、新

たな仕組みといったことも考えていきたいとい

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。 

 ２つ目のこの制度の市の事業・計画を市民に

周知する取り組みにということについてであり

ます。この介護保険制度は、御案内のとおり、

平成12年からこの制度が施行されているわけで

あります。その後、もう12年でありますから、

12年、13年、14年と、もう既に年数を数えてる

わけでありますけども、高齢者のニーズも多様

化してきておるということはそのとおりであり

ます。社会保障制度としての公平性をどう確保

しながら、持続可能な制度となるように、この

介護保険制度も制度改正を重ねてきているとい

うのも一つの事実としてこれは受けとめなきゃ

ならないかというように思っております。制度

がまさに多層化かつ複雑化してきておるという

のは私もそのとおりでありまして、そのような

認識の中で、なかなか一般の方々がこの制度を

きちんと、言うなれば理解をする。介護保険制

度全体をきちんと理解をするということがなか

なか難しい状況になってきた。そういったもの

を専門として行政が難しいなんて言っていいの

かと言われるかもしれませんけども、本当に難

しくなってきているということが現実でありま

す。 

 そのようなことも踏まえまして、健康福祉の

里、あるいは市内６カ所にある在宅介護支援セ

ンター、それに社会福祉協議会、介護支援事業

所のケアマネジャーなどが、市民の方々からの

相談、あるいは一人ひとりの状況に合わせなが

ら制度や事業の説明を行い、介護サービス等に

ついての必要な情報を提供するように努めてお

ります。また、窓口の設置についてもパンフレ

ットを作成しながら市内全世帯に配付すると。

そして、地域福祉懇談会なども通じながら、こ

の地域福祉懇談会も市の行政だけじゃない、社

会福祉協議会も参加しながら、連携をとりなが

ら、そういった地域福祉懇談会に臨んでおると

いう中において、周知の徹底も図っておるとい

うことであります。 

 何でもそうでございますけども、我々のこう

いった地方自治体と申しますか、基礎自治体、

それも３万人規模の基礎自治体にあっては、私

は、バリアがあってはならないと、全て総合力

でもって、ひとつ市民の皆様と向き合っていか

なきゃならないという一つの考え方でいるとこ

ろでありますので、これからもそのスタンスを
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崩さず、それぞれの連携を図りながら、市民の

皆様にきちんと周知を図るというような努力を

してまいりたいというように思っております。 

 それから、低所得者の介護サービス利用者負

担軽減の拡充ということにつきまして、先ほど

申し上げましたとおり、介護保険サービスの利

用者負担の軽減を、特にも低所得の方がサービ

スを利用できないという事態が生じないよう、

いろいろ配慮もしてきているということも行っ

てきておりまして、ホームヘルプやデイサービ

スの利用時の自己負担については、国の事業で

2.5％の軽減を行っているものに対してまして、

遠野市では、これに対しまして2.0％の軽減上

乗せを行い、4.5％の軽減策を講じておるとい

うことであります。また、訪問看護や訪問入浴

については4.5％全てを遠野市独自の施策とし

て負担軽減を行っておりまして、この軽減適用

により通常は10％の利用者負担が5.5％に軽減

されておると。この軽減を受けてる方は市内で

約220名。これは遠野市の在宅高齢者支援策の

一つとして定着もしてきておるということでも

あります。 

 また、先ほど、この第５期遠野市介護保険事

業の中で、介護保険料の一つのいろんな問題も

御指摘されております。ハートフルプラン2012

におきましても、この軽減策を継続実施するこ

ととしておりますけれども、引き続き、いうと

ころの低所得者の方々への支援としてのこれを

継続するとともに、どのような新たな支援策を

講じたらいいのかということも、引き続き新た

な検討課題として考えていきたいと、検討して

いきたいというように思っております。 

 なお、東日本大震災の被災者の皆様に対しま

しては、今、申し上げました減免とは別に、介

護サービスの利用者負担を全額免除をしておる

というような対策もとらせていただいているこ

とも申し述べておきたいというように思ってお

ります。 

 続きまして、保育行政についてであります。 

 修正子ども・子育て新システムの関連法が可

決されたと。そして、これは先般の議会でも、

この法律は保育行政にかかわる重大な問題を抱

えていると。で、私の見解といったようなもの

も問われたというようなことを記憶しているわ

けでありますけども。非常に課題が大きい、市

長の見解を伺うということでありました。また、

あわせて国に対しては、この対応につきまして

中止をするよう求めるべきではないかというよ

うな御質問であったように受けとめたわけであ

ります。 

 この法律の制定につきましては、この24年３

月２日に、少子化社会対策会議におきまして決

定され、子ども・子育て新システムに関する基

本制度等に基づき、子ども・子育て支援法案や

総合こども園法案などの法案を閣議決定し、国

会におきまして与野党の修正協議が行われたと

いう背景があります。そして、それぞれの修正

協議の中に、新たな議員立法として、就学前の

子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の

推進に関する法律の一部を改正する法律案、こ

れはいわゆる子ども・子育て関連３法案という

ことになるわけでありますけども、６月26日の

衆議院社会保障と税の一体改革に関する特別委

員会及び衆議院本会議で可決され、さらに８月

10日には参議院社会保障と税の一体改革に関す

る特別委員会及び参議院本会議で可決、成立し、

８月22日に公布されたという、そのような経緯

があるわけであります。 

 この中におきまして、去る23年、昨年の９月

議会におきましても、小松大成議員の一般質問

に対して私もいろいろ答えているわけでありま

すけども、ただいま申し上げたそのような国の

議論の中から一定の法律として公布されている

という状況なわけであります。したがいまして、

こういったことを踏まえまして、小松議員の指

摘されておりますとおり、27年度の施行を想定

しているものの、本格施行の時期について、実

際の消費税の引き上げ時期を踏まえ検討すると

いう一つがある。依然、未確定の部分があるわ

けであります。 

 さて、そういった中におきまして、遠野市に

おきましても、最近では３歳未満児の保育所入
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所希望が増加してきております。そして、一部

の保育所では、年度途中での入所希望にも応じ

られない状況といったのも出てきておりまして、

平成25年度には、市内初の認定こども園が誕生

することはお示ししているわけでありますけど

も、子ども・子育て関連３法の詳細については、

私も大変注目をしているところであります。 

 未確定の部分が多い中でありまして、議員が

課題とする内容についてちょっと触れさせてい

ただきますけども、さまざまな課題が、保護者

は市町村に申請すると同時に、希望する施設名

などを記載した保育利用の申し込みを行うと。

市町村は、保育の必要性を認定及び認定書の交

付を行い、保護者からの申し込みに応じて施設

との調整を行う。また、市町村は、施設に対し

て利用の要請を行い、確実に利用できることを

担保すると。その後、私立保育所を利用する場

合は、保護者と市町村の契約となり、その他認

定こども園や公立保育所等の施設を利用する場

合は、保護者と施設事業者の契約となるといっ

たようなことが、それぞれ定められているわけ

でありまして、この中におきまして、いうとこ

ろの保護者が保育の必要性の認定申請と保育利

用の申し込み手続を同時に行うことが可能であ

りまして、認定まで何十日も待たされることは

ならないというように思っておりますし、保育

料につきましても、保育料助成制度の継続によ

りまして、保護者の負担にならないように、こ

れも負担増にならないというように認識もして

おります。利用時間の区分も、そのように細切

れではなく、長時間、短時間の大くくりの中で、

延長保育なども現在と同様に行うことができる

仕組みとなっているということでありますので、

経営が不安定になるということは考えられない

というように、今の時点ではそのように捉えて

おります。 

 それから、施設整備につきましても、それぞ

れ４分の３の補助もある。新制度においては、

さまざまな保育の方法が考えられることから、

それぞれの給付費、委託料に組み込みながら、

長期にわたって平準化した形での施設整備を支

援することというようになっているというよう

に承知しておりますし、耐震化といったような

問題につきましても、児童福祉法の中にある交

付金による支援が規定されてるということにも

なってるわけでありますから、これからのさま

ざまな詳細にわたっての議論を注目しながら、

特にも現在の補助水準を維持するように検討し

てもらわなければならないかというように思っ

ております。 

 いずれ、子どもを取り巻く環境や国の施策は、

先ほど冒頭にありましたとおり、本当に目まぐ

るしく変わってきております。その中において

は、拙速という言葉は本当は使いたくないわけ

でありますけども、どこまで現場といったもの

のニーズを踏まえた議論を深めているのかとい

うことがわからないといったようなものも一つ

その中にあるということもあるわけであります

から、これまでどおり、遠野市としては、わら

すっこプラン、そして、わらすっこ条例の理念

に基づきまして、遠野の宝であります子どもた

ちが安心で健康で元気で育っていけるような、

そのような子育て支援の環境づくりに、またな

お一層力を入れてまいりたいというように思っ

ております。いずれ、そうは言いながらも、国

の動向にも当然注目をしながら発言し、行動も

してまいらなければならないかと思っておりま

す。 

 ４つ目であります。再生可能エネルギーの普

及の取り組みについてであります。 

 これも、いろいろ提案を含めてお話をいただ

きました。遠野広報の12月号を読んでわかった

ということでありましたので、本当にうれしい

評価をいただいたというように思っております。

単なるお知らせ広報ではないというのが遠野広

報の一つの特徴でもあります。私は、広報の企

画にはほとんどと言っていいほど、100％関知

しておりません。でき上がった広報が机の上に

上がって初めて、今月号はこういうことを取り

上げたんだなということがわかる仕組みになっ

ております。ある首長さんが言いました。市長、

もっともっと広報にあなたの顔写真を上げるよ
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うにやらなきゃだめなんだよということを言わ

れました。それが広報なんだと言われたことが

あります。私は、全くおかしい認識だというよ

うに思っております。誰のための広報なのかと

いうことを考えれば、市長のための広報ではな

いわけであります。 

 したがって、今回の12月号も、循環型産業振

興という中における山の森林資源、未利用資源

としての遠野のこれからの今取り組んでいる内

容。そしてまた、馬搬も含めて、文字どおり宝

であります遠野の地域資源を生かした一つの産

業振興を興そうと。その中には、被災地支援も

ちゃんと組み込もうといったことが、何と申し

ますか、企画記事として掲載されておりました。

私もあれを見て、ああ、そうかと、これに取り

組んでいるんだなということも私も改めて知っ

たところでありますので、こういった仕組みの

中におきまして、特にも当市の豊富な森林と木

工団地といったようなまさに大きな拠点性のあ

るプロジェクト、その中における有意性を持っ

てるわけでありますから、木質系バイオマス発

電事業などは非常に大事な大事な取り組みの一

つではないかなというように思っております。 

 国と民間企業と、それから「学」といわれる

学者の方々、産学官で、それもそうそうたる顔

ぶれの形のメンバーがそろっておりますロー

カーボン研究会といった組織があります。これ

は私も、ことしの８月に行きまして、８月の３

日だというように記憶しておりますけども、

ローカーボン研究会に呼ばれまして、そこで遠

野の取り組みのプレゼンテーションを行いまし

た。その結果、10月の15日でありましたけども、

このローカーボン研究会の皆様が大挙して遠野

に参りまして、木工団地を視察してまいりまし

た。その後、釜石にも入りまして、さまざまな

遠野の調査をしていったわけでありますけども、

遠野市のチップボイラー等の取り組み事例、あ

るいは木造の学校あるいは市営住宅、そういっ

たものにつきましても大変な関心を持って、そ

の中で、このいうところのバイオマス発電ある

いはバイオマスにおける熱源といったようなも

のを利用しながらという一つのプロジェクトに

取り組むべきではないかというような提言をい

ただきまして、それで、これはさきの議会でも、

再生可能エネルギーに水力発電も含めて、再生

可能エネルギーにもうタイミングを失しないで

取り組むべきじゃないかというような提言をい

ただいてるわけでありまして、10月10日付の人

事異動で、経営企画部のほうに、再生可能エネ

ルギーを担当する職員の２人の配置も早速行っ

たところでありまして、小松議員のこの御質問

の中にあり、また提言をいただきました、特に

もこの木質系のバイオマスにつきましては、一

つの雇用にもつながる。さらには、一つのいろ

んな地域の活性化にもつながる。単なる物をつ

くるだけじゃないと、循環型になっていくとい

うような一つの大きな大きな特徴がそこの中に

あるわけでありますから、これはまさに遠野な

らではという部分における取り組みとして十分

認識を持ちながら、前向きに、積極的に、この

課題にも挑戦してまいりたいというように思っ

ておりますので、そのことをもって答弁とさせ

ていただきます。 

○議長（新田勝見君）  11番小松大成君。 

   〔11番小松大成君登壇〕 

○11番（小松大成君）  それでは、２回目の質

問をさせていただきます。 

 まず最初の、今の選挙の情勢の中で、私は市

長にお世辞を言うわけではないのですけれども、

まさに東奔西走しながら市民の命と暮らしを守

るという姿勢が、お世辞じゃなくてあると思う

んですよね。その中で、今度の選挙の中におい

て、ある首長とか県知事がどうも、私は全然信

じられないのですけども、それほど暇なのかと、

首長というのは。ましてや、今は12月議会の真

っ最中で、本来であれば、そういうことをやる

のであれば、市長職とか知事職をやめて、具体

的な名前は出しませんけれども、とは言いなが

ら、２人しかいませんのですぐわかると思いま

すけど。そんなに首長というのは暇なんでしょ

うか、市長。まず、そのことを一つ聞いておき

たいと思います。 
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 それから、先ほど説明がありました介護の問

題です。 

 介護の中で、45分の時間設定。まず、今まで

は30分から60分、それが20分から45分というこ

とで短縮されたと。これは、私は、短縮された

ことも問題ですけれども、例えば遠野市の中で、

サービスの時間が設定されたことに何が問題が

起きてるかというと、小友地域、附馬牛地域、

いわゆる遠隔地にある人たちが２こまを使わな

ければサービスを受けられないという不平等、

こういう不平等があるわけですよ。ちょこっと

来て、ちょこっとやってくだったらいいですけ

れども、移動にかなりの時間がかかって、それ

に対するこま数を潰されるということは、結局

は自己負担の増になるということなんです。こ

れも一つの、同じ地域に住んで、同じ保険料を

払いながら、サービスは減らされる。これが大

問題だと思ってます。 

 それから、先ほど、その前にもあれなんです

けれども、介護保険料。まず、介護保険制度が

始まる前は、ほとんど措置制度であって、かな

り国からお金が出てて、それに多少市町村が上

乗せすれば、それなりの介護ができたというよ

うな時期がありました。しかし、介護保険制度

ができてから、およそ平均すれば25％レベルの

国からの補填でもって市町村でやりなさいとい

うことになる。で、私が調べてみましたところ、

ある市町村においては、国からの補助が、いろ

んな市の持ち出し、町村の持ち出しでもって、

介護保険料の国の負担割合が20％を切ってる自

治体も出てきたという、こんな変な事態になっ

てるんですね。ですから、これは市町村として

も、この負担を少なくするということでもって

国にきちんと要望するべきだと思います。先ほ

ども伺いましたとおり、例えば距離的な不平等

の改正をすると。それから、介護保険料、そも

そもが高いんだといった認識でもって国へ申し

入れすることが必要だと思っています。まず、

この広大な遠野市においての時間設定というの

は、私は、ただ単なる45分の問題ではないとい

うことを指摘しておきたいと思います。 

 それから、保育に関しては、これは、党レベ

ルにおいてはかなり認識が違いますし、当局に

おいても具体的な政策がまだはっきりしてない

というような部分があるようです。これに関し

て言えば、私は私のこの主張で、これからも研

究しながら、私の主張が間違っているというこ

ともあると思うんです、もちろん。それなども

検証しながらいきたいと思うんですけど、いず

れ27年度から一応はやるということになってい

ますので、きちんとした情報提供をお願いした

いと思います。 

 あとバイオに関しては、広報、それから今の

市長の決意をもってよしといたしますので、こ

の３点になりますか、答弁をお願いします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市町本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  小松大成議員の再質問

にお答えいたします。 

 市長は、そんなに首長は暇かというお話があ

りました。全く暇ではなく、まさに市民の安

心・安全、福祉の向上、さまざまな課題が文字

どおり山積しているわけであります。いずれも

待ったなしなわけであります。 

 ある市長さんに、それそこ同じ県の市長さん

が給与の返額を求めたという新聞報道がありま

した。私は、ある意味においてはうなずける。

まさにそういういたたまれない気持ちで、その

ような行動にその市長さんは出たんじゃないの

かなというように思っておりまして。どうして

も政党という中で、まさに公党として活動をす

るのであれば、やはり職を辞して、党首として

の、何と申しますか、活動に専念するというの

が私はあるべき態度ではないのかなというよう

に思っております。確かに市町村長、小さな市

町村長でも、勤務時間とかそういったものに拘

束されないというような一つの定めはあります。

しかし、市町村長という仕事は、市民の皆さん、

町民の皆さん、村民の皆さん、住民の皆様と、

まさに正面から向き合う立場の中にあるわけで

ありますから、やはりそのような活動をすると

いった場合においては、一定のけじめのもとに
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活動するというのが本来あるべき姿ではないの

かなという認識は私は持っております。以上で

あります。 

 それから、介護保険、これは時間制限も含め

ましてでありますけども、移動時間もありまし

た。どうしてもこのような仕組みになりますと、

私、いつも違和感、あるいはなぜかどうもうま

く地方のことをわかっていないなということを

思うわけでありますけども。24時間サービスと

いうこともありました。でも、とてもじゃない

が、夜に訪問介護、ヘルパーさんが行かれても

本当に困るというような地方の状態なわけであ

ります。あれはまさに都会の一つの実態に即し

た仕組みであるということを考えれば、この時

間の設定など、サービスの時間制限の問題など

も、やはり移動といったものも考えながら、同

じ保険料の中でサービス、同一のサービスを受

けるのであれば、やっぱりその地域の実情に合

った一つの仕組みといったものも、我々も考え

ていかなきゃならないんじゃないのかなという

ように思っておりますから、先ほど申し上げま

したとおり、事業者と社会福祉協議会と行政が

さまざまな形で新しい仕組みといったものにも

ついて一つの情報を共有しながら取り組んでお

るというような、今のような問題もあるという

ことも含めて検討課題ではないのかなというよ

うに思っておりますので、ひとつそれでもって

答弁とさせていただきたいというように思って

おります。 

 それから、３つ目の保育の問題につきまして

は、先ほど、それぞれ経緯から背景から申し上

げました。27年度までということになっており

ますし、こういった大きな問題に対して、国が

どたばたと決めたというのはちょっと、ある意

味では言い過ぎかもしれませんけども、先ほど

ちょっと詳しく衆議院でこういうことがあった、

それから参議院でこういうことがあったという

ことをお話いたしましたけども、そのようなこ

との中で、かなり慌てふためいたという中にお

ける議論も一つあったのではないのかなという

ようにもちょっと考えられるところはあります

ので、それぞれこの問題に対してもう少し情報

を分析しながら、そしてまた、その中で課題を

ひとつ我々も一つ一つ整理をしながら、いろい

ろな形で、申し入れすることは申し入れする、

発言することは発言すると、きちんと追及して

いくことは追及していくというような形での対

応をしてまいりたいというように思っておりま

すので、ひとつそれをもって答弁とさせていた

だければというように思っております。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後３時14分 休憩   

────────────────── 

   午後３時23分 開議   

○議長（新田勝見君）  引き続き会議を再開い

たします。 

 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ご

ざいます。通告に従い、一般質問をいたします。 

 あすで、東日本大震災から１年９カ月になろ

うとしていますが、被災地の復興は遅々として

進まずという状況です。そうした中で、復興道

路、命を守る道路としての認識のもと、横断道

釜石秋田線の東和・宮守間が開通をし、宮守・

遠野間も３年のうちに開通する予定であり、さ

らには甲子から三陸縦貫道への接続も10年待た

ないと聞きます。また、国道340号線立丸峠の

トンネル化がこの５年以内で完成予定となり、

命を守る道路として、被災地と内陸を結ぶこと

ができるようになります。このことは、被災地

の復興に大きく寄与することは当然とし、遠野

市にとっても天恵であり、長年の懸案事項であ

った遠野を取り巻く道路網の整備が一気にこの

10年のうちに進みます。今まで、遠野市総合計

画にあります遠野市を中心とした広域経済圏構

想や広域連携について、何回か議会で議論され

てきた経緯があるけれども、およそ道路網の整

備の完成時期の姿が見えていなかった次元の議

論ではなかなかその具体像が見えてこなかった

と思います。歴史的に、遠野市は、遠野七十七

里と言われて、沿岸と内陸の交易の中心であり
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ました。また、そのことにより、沿岸地域の幾

度かの地震、津波被害に、遠野はその都度に救

援の手を差し伸べてきた歴史があります。この

ように、人と人のつながりが歴史をつくってき

たのであり、人と人との交流が広域経済圏や広

域連携をつくってきたのだと思います。そこで、

現実にこの10年前後に道路網の完成が確実に見

えてきた今日にあっては、この人と人との交流

をどう活性化したらよいのかを考えなければな

らないときであると思います。同時に、道路網

の完成により、遠野市の産業経済に与える影響

について、どのように認識し、捉えているのか、

広域経済圏、広域連携という考え方について、

順次、具体的な要件を示しながら、市長の見解

を伺います。 

 というのも、都市間の交通網が整備されます

と、都市に地方の資本や人口が吸い寄せられる

というストロー現象が起きることが懸念されま

す。こうしたマイナスのことが起きないような

対策が必要であるとの思いから質問をいたしま

す。 

 まず最初に、第１問でございますけども、最

初に、今述べたように、およそ遠野市を取り巻

く道路網というハードが整備されるめどがつい

たわけですから、市長が描く広域経済圏、広域

連携とはどのようなものなのか伺います。早急

に、その構想に基づいて、具体的計画、政策を

考えるべきと思います。それを計画として後期

計画に追加記載しなければならないと思うもの

です。市長の見解を伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市町本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  荒川栄悦議員の一般質

問にお答えいたします。 

 広域経済圏という一つの中における広域連携

のあり方についてということでの順次質問をと

いうことでありますので、これからさまざまな

課題につきまして、順次質問があろうかという

ように思っておりますけども。 

 この中におきまして、広域経済圏構想や広域

連携について何回か議論してきているけども、

見えないという話でありました。私は、そんな

ことはないと。今までの中におきまして、総合

計画の中におきましても、議員各位とさまざま

な課題につきまして、それこそ共有をしながら

議論をしてまいりました。 

 そして、さまざまなこの道路ネットワークと

いったものにつきましても、道路がもう見えて

きたけどもなかなか具体像が見えてこないとい

うよりも、私は逆に、遠野の示している地勢的

に、地理的に、歴史的に、文化的に、産業的に、

遠野が占める役割、そしてまた、その機能とい

ったものを、何らかの形で、それは強弱はあり

ます。一つの濃淡はあります。しかし、３万市

民が文字どおり心を一つにしながら、それぞれ

の立ち位置におきまして取り組んできた中に、

遠野広域経済圏と、あるいは遠野を拠点とする

広域連携といったもののあり方が、それぞれの

中で模索され、そして一つの形となってさまざ

まなものが進んできた。が、あるがゆえに東日

本大震災における一つの遠野の役割といったも

のが、まさにきちんとそれぞれの理解のもとに

示すことができたということに私はつながって

るんじゃないかなというように思っております。 

 遠野市総合計画の、震災前に定めた一つの計

画なわけであります。そこには100年の縁が、

次の100年につなぐ絆だという一つの言葉がき

ちんと示されているわけであります。これは震

災前の言葉として、遠野市が、まさに議員各位

も含めて共有してたがゆえに、総合計画の中に

そのような言葉がきちんと私は位置づけられた

と。そういったものの中に、広域経済圏あるい

は広域連携といったもののあり方が、一つそれ

ぞれの関係者の中に、というよりも、市民等し

く共有しておったということに私はなるんじゃ

ないのかなというように思っておりますので、

それをもって答弁とさせていただきます。 

○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）  次の質問に移ります。 

 まさにそのとおり、遠野市が行われた震災に

おける緊急支援、後方支援ということでは大変
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これは評価できると思うし、遠野の人たちは大

変頑張ったと。これはもう市民も等しく認める

ところであると思います。ただ、やはり現実に

道路網が完成するということにおいて、市長も

言っておりますストロー現象ということも言っ

ております。やはりこれが目に見えて出てくる。

午前中でしたか、同僚議員の発言の中にも出て

きた中で、もうストロー現象に似たようなこと

が起きていると。であれば、このストロー現象

というのはどういうこととして捉えるのか。ま

た、それを防ぐ対策はどのような対策を考える

のかということを２点目に伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市町本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ストロー現象と、吸い

込まれるか、吸い取るかという。ストローは吸

い込むためにあるんだなんて話もあるわけであ

りますけども、そのようなストロー現象という、

道路といったものは、そのようなもろ刃のもの

の要件を持っておるというのが道路なわけであ

ります。 

 最近の例でありますと、山形市の市長さんが

よく言います。仙台と山形が高速道路で結ばれ

たと、本当に喜んだと。そうしましたら、ほと

んどが仙台に集中してしまって、山形がこれほ

どまで寂れるとは思わなかったということを山

形市長さんが私に話してくれたことがありまし

た。まさに道路はそのような要素を持っておる

ということは、まさにきちんとした形で私ども

受けとめなきゃならない。 

 したがって、きょうは菊池充議員も一般質問

の中におきまして、冒頭に、283号線、107号線

の交通量がもう３割、４割減ったぞと。もう釜

石自動車道に乗りかえてるぞという話もありま

した。これは、もうまさしく事実なわけであり

ます。えっというようなことではない。そのと

おりなわけであります。これを素直に受けとめ

ながら、だったらばどうしようかという中で、

さまざまな模索をしておるというのが中心市街

地の活性化、これに大変なお金をかけてきてる

わけであります。そして、駅前の再開発、これ

にも大変なお金をかけてきておるという中にご

ざいまして、市民の皆さんにはいろんな形で我

慢をしてもらってるという部分もありながら、

中心市街地の活性化にもいろんな形での、それ

から柏木平レイクリゾートの再生といったもの

にも、そしてまた一方においては、ふるさと村

をはじめとする水光園、水光園の芸能館。震災

というものもありましたけども、これにつきま

しても約１億円ほどの予算を投じまして、今、

全面改築といったものにも取り組んでおると。

挙げれば切りがないさまざまな対応をしてきて

る。 

 特にも中心市街地の活性化、これは本当に大

きな一つの大プロジェクトであるわけでありま

す。そして、それはなぜかと。これはやはり遠

野としてのストローという中における高速ネッ

トワークが整備されたときに、それぞれ都市部

からも、あるいは周辺市町村からも、いろんな

形で遠野に来てもらうんだと。遠野が来やすい、

そしてまた楽しむ、そしてまた昔懐かしいもの

も含めながら、その文化という一つの切り口、

あるいは風土という一つの切り口、さらには遠

野ならではという部分におけるさまざまな伝統

行事も持っておると。それは、市民の皆さんが

一つ一つ大事にしてると。郷土芸能を含めて大

事にしてる。ソフト、ハードを含めて、たて糸、

よこ糸に組み合わせ、それを魅力というものに

つなげば、私は通過型にはならない、通過させ

ないというような、そのようなまちづくりは可

能じゃないのかなというように思っております

ので、その固い信念のもとに、これからも市民

の皆様と一緒になり、またいろんなアイデアと

提案をいただきながら、遠野に行こうと、遠野

に立ち寄ろうと、そのようなまちづくりを、あ

るいは遠野に住もうと、子育てするならば遠野

だぞといったような、そういうようなまちづく

りに取り組んでいくということこそが大事では

ないのかな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）  ８番荒川栄悦君。 

   〔８番荒川栄悦君登壇〕 
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○８番（荒川栄悦君）  まさしく市長が思うと

ころは私も同じ思いでございます。遠野がやっ

ぱり総合力でもって、やはり遠野に来てもらい

たい、来ていただける魅力あるまちづくり、こ

れこそが大事かなと思います。 

 そうした中で、さらにもう一つ、市長が今ま

でに述べてきた中で、沿岸と内陸、そういった

のを結びながら逆ストロー化を考える。この逆

ストロー化というのは、今言ったストロー現象

を防ぐということがこの逆ストロー化だという

ことで、このことに関してはまず理解をしまし

た。同時に、遠野市の広域経済圏とか広域連携

におけるハブ化構想という、またちょっと聞き

なれない言葉も出てるんですけども、このハブ

化構想の意味するところは何なのかということ

を伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市町本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  逆ストローあるいはハ

ブ化というような一つの言葉があるわけであり

ます。もろ刃というお話をいたしました。この

道路ネットワークの整備というのは、文字どお

りもろ刃ということは、メリット、デメリット

があるということなわけであります。したがっ

て、どんどん吸い寄せられるんじゃなくて、ど

んどん吸い寄せるんだという中における、そし

てまた遠野が内陸と沿岸の中における等距離の

中で、この北上高地という800メートル、1,000

メートルぐらいの山の中に一定の広さを持った

遠野盆地としてあるという、この地勢的な強み

といったものを考えれば、道路ネットワークの

整備ということは文字どおり遠野に行こうと、

遠野に立ち寄ろうと、遠野に行くのに便利にな

ったと、非常におばあさんを連れて、おじいさ

んを連れても乗りかえもしないで遠野に行ける

ようになったというような、ある意味において

は条件も整備されるわけでありますから、その

ような中におきまして、まさに誇るべき地域資

源を遠野は有しておるということに、いい意味

での自信を持って、まちづくり、地域づくりを

行えば、文字どおり一つ遠野を拠点としながら、

じゃあ、宮古、北三陸のほうに、あるいは仙人

自動車道を通ってもって釜石のほうに、あるい

は赤羽根トンネルを越えながら南三陸のほうに

と、世界遺産の平泉まで来たんだけども、じゃ

あもうこの際、遠野まで高速道路が通ってるそ

うだと、であれば遠野に行って、そして遠野で

１泊しようかというような、いい民宿もあるそ

うだとかというようなものがそれぞれ組み合わ

されば、世界遺産と遠野遺産が結びつくといっ

たようなものになるわけでありますから、それ

が逆ストローであり、そしてハブ化ということ

にもつながる。いろんな三陸沿岸、広大な三陸

沿岸の中にあっても、一挙に三陸海岸に行くん

じゃない。三陸は宮古から遠野に入ってきても

いい。そして、花巻のほうに行ってもいい。ま

さにハブ機能というものを遠野の中に持つ道路

ネットワークといったものが、ここ５年、10年

の中で整備されるってことなわけでありますか

ら、この間にもって、この地域資源に、まさに

磨きをかけるというようなことが極めて大事じ

ゃないかなというように思っております。それ

によって逆ストロー、ハブ化といった機能が果

たせるような遠野市になるのではないかなと、

以上に思っております。 

○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）  ハブ化ということでは、

私はもっとこう、もう一つイメージを広げるん

ですけども、やはり遠野にいて、例えばいろん

な交流があると思うんですけども、経済交流と

いうこともあれば、遠野で商売をする人たちも

必要なんじゃないかと。やはり沿岸に各拠点を

つくるよりも、例えば内陸の商売をしてる人た

ちが沿岸に全部拠点をつくるよりは、遠野に拠

点をつくって、遠野から出ていって、その沿岸

地で商売をする。さらに、遠野にそういう資材

倉庫を置く、物資庫を置くという中で、遠野に

進出してきていただく。遠野がまさしくいろん

な商売の中心になるんだということがもう一つ

考えられるべきだと思うし、そういった仕組み、

これは大きな誘致企業を遠野に持ってくるとい
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う考え、これは大変いいことだし、だけども難

しさがある。そういったときには、県内の商売

をやってる人たちが遠野に支店なり営業所を設

ける。こういったことの魅力づくりも一つあっ

ていいんじゃないかなと。そのことによって、

やっぱり交流人口がふえると。そういう思いも

ありますので、ぜひこういうところも参考にし

ていただきたいと思うし、取り組んでもらいた

いなとは思います。 

 次の質問になりますけども、横断道が部分開

通しただけで、宮守町にあるめがね橋産直、さ

んさろ産直が既にやはり売り上げが落ちてると

いう影響が出てるということも聞きましたが、

このことも私の質問項目にありましたので伺い

ます。まず、この部分に行政が本当にどのよう

に対応していこうとするのかということでござ

います。宮守総合支所では３年前からこうした

ことを予想して、ｍｍ１、めがね橋産直、恋人

の聖地、めがね橋の一帯を観光交流ゾーンとし

て捉えて、いろんなイベントメニューをしかけ

てきているようです。が、効果の判断は先のこ

とだと思います。さらに、横断道が完成し、人

や物が遠野市を素通りするようなことが起きて

くるのは間違いないと思いますし、そうなると、

風の丘も上郷産直も大きな影響を受けることに

なると思いますが、その対策は行政としてどう

取り組もうとしてるのかを伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市町本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  宮守地域におけるめが

ね橋産直、あるいはさんさろ産直、そういった

ことも含めて、道路の供用開始が宮守地域に影

響をという部分は、菊池充議員がきょうの一般

質問の冒頭でも申し上げておりました。これは

繰り返しになりますから申し上げませんけど、

間違いなく通行量の減少ということで影響が出

てきてるわけであります。しかし、これは全く

想定外かということになれば、想定外じゃない。

言うなれば、言葉としては、それこそ宮守町地

域の皆様の心情といったものを、この現状から

見る心情を考えれば、言葉は選んで述べなきゃ

ならないかと思っておりますけれども、これは、

私は一つの現実であるというように捉えており

ます。しかし、それを、何度も申し上げますと

おり、仕方がない、道路ができたからもう単な

る寂れてしまったじゃないわけであります。宮

守町の皆さんの、ただいま荒川議員が申し上げ

ましたとおり、恋人の聖地であるとか、めがね

橋産直とか、それこそ与えられた環境の中で懸

命に頑張ってまいりました。私は、それがやは

りＪＲ東日本といったものを、私、動かしたん

じゃないかなというように実は思っておるわけ

であります。何とＳＬが本格運行でもって、土

日、祝日、定期運行を盛岡から花巻、そして宮

守、遠野、釜石と通すということが正式決定を

したわけであります。めがね橋、宮沢賢治、そ

してまた、そこをＳＬが走る銀河鉄道。そのま

さに宮守町のｍｍ１なり、めがね橋産直がある

わけでありまして、全国のＳＬファンといった

ものは、もう何百万人、何千万人という形で言

われているわけでありまして、まさに宮守、遠

野、宮守というところからＪＲのこういった一

つの、復興支援という名ではありますけども、

ＳＬを本格運行するという一つの決定が、こう

いっためがね橋であるとか遠野の中心市街地の

活性化というものの取り組みが、それをＪＲの

一つの事業として位置づける大きなまさに後押

しになったということでありまして、ＪＲ遠野

駅もあのままの状態で、耐震性には問題はある

けども、やはり駅舎は残しましょうと、残しま

すというような、そのような返事もいただいて

おると。これは陳情とか要望がそのような決断

を促したわけじゃないわけであります。恋人の

聖地という中から可能性を見つけながら、さま

ざま取り組んできたことが、あるいは中心市街

地の活性化で一つ一つ駅前再開発も含めて対応

してきたことがＪＲの決断につながったという

ことが紛れもない事実でありますから、これを

いい意味での自信にしながら、この宮守町の活

性化にも一つの大きなプロジェクトと位置づけ

たいと思ってまして、早々に、年明けになろう

かと思っておりますけども、このＪＲのＳＬ運
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行に備えた一つのプロジェクトチームを市民の

皆様と関係者の皆様と行政とが一体となって、

あるいはそこには観光協会とか、いろんな関係

者にも入っていただきまして、そのようなプロ

ジェクトチームを立ち上げて、この部分におけ

る活性化を促してまいりたいというように思っ

ているところでありますので、よろしくお願い

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）  わかりました。宮守町

における部分では、今のような大きな動きがあ

る。このＳＬに関しては、もうちょっと後段に

行って私も質問する部分に入りますからですが、

あとは上郷産直とか風の丘ということの産直の

意味が、その部分に関してのもう一つそこを答

弁いただければ。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市町本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ストロー現象という中

における道路ネットワークが整備されるという

中における一つの課題として、風の丘とそれか

ら夢産直かみごうのお話も出ました。遠野イン

ターまではあと２年。それから、全通というこ

とになれば、大体前倒しになっても７年という

ことになるわけでありますから、立丸峠も平成

30年、あと６年ということになってますから、

この10年の中に、そういった一つのまさにスト

ローとしての道路がちゃんと整備されるという

ことが、これがはっきりと見えてまいったわけ

でありますから、その中で風の丘も夢産直かみ

ごうも、そういった事態にどのように対応して

いくかとなれば、魅力といったものをどのよう

にそこに付加価値をつけるかという中における

やはり一つの活動が大事じゃないのかなという

ように思っておりまして、風の丘も一定の一つ

の存在感はあります。 

 この17日には、全国道の駅連絡協議会といっ

た全国で約1,000近いある道の駅のネットワー

クが遠野から発信されるということが決定いた

しておりまして、その主たるあれは風の丘の存

在がすごく大きかったわけでありますから、全

国のネットワークの中で、遠野の存在をきちん

と示しながら、風の丘もあれば、ともちゃんも

あるよと、夢産直かみごうもあるよと、ｍｍ１

もあるよといったような中におけるものを、そ

れぞれ遠野地域の中でうまくネットワークをつ

くるという中にあって、夢産直かみごうも風の

丘も一つの生き残りという一つの知恵は私は出

せるし、また出さなければならないというよう

に思っております。 

 ただ、これはもっと長期的に考えれば、それ

ぞれ、それこそ30年後、40年後ということを考

えれば、文字どおりいろんな社会情勢から、経

済情勢から、さまざま変わってくるわけであり

ますから、例えば長期的に見れば、風の丘も全

面移転といったようなものも考えるというよう

なこともある程度視野に入れた夢のあるプロジ

ェクトにもっていかなければならない。現状維

持ということは後退なわけでありますから、現

状維持ということは退くことになるわけであり

ますから、やはり現状維持じゃないんだと、常

に前なんだと、挑戦するんだという中における

意気込みは持ちながら、その意気込みさえ持っ

ておれば、私は知恵も出てくるというように信

じておりますので、ぜひそのような取り組みを

強めてまいりたいというように思っております。 

○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）  今、大変力強い言葉が

ありました。これで、いろいろ悩んでる人たち

も幾らかはほっとする部分もあるかと思います。

やはり道の駅の大会が遠野で開かれる。そのこ

とはやっぱり大きな刺激になると思います。こ

れをやはり遠野として捉えて、さらに、やっぱ

り市長の言う魅力ある店づくり、遠野づくりと

いうことを、そこにどう進んでいくか、それは

やはり行政だけではだめであって、民間も入っ

て、いろんな人たちの知恵が集まらなきゃだめ

だと思います。また、そういった中で、次の遠

野市の魅力がどんどん外に発信される。これが

大事かと思います。 
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 次の質問に移ります。 

 去年の災害で、遠野市は被災地への後方支援

ということを大変頑張りました。そのとき遠野

市には自衛隊、警察隊、消防隊、取材陣やボラ

ンティア等が多く来ていただきました。その経

済効果は、言うまでもなく大変大きいものがあ

ったと。ここに、遠野市に交流人口がふえれば、

それがもたらす経済効果は、そのとおり大きな

ものがあるんだということは認識されたと思い

ます。であれば、またはその受け入れただけの、

相当の大きな人を受け入れた、それだけのキャ

パはやはり遠野にはあるんだと。これは必要な

部分で入ってきていただいた交流、人でござい

ます。これを今度は、そういうものがない、そ

ういう状況の中で、今言ったような魅力あるま

ちづくり、遠野を発信しながら、それと同じぐ

らいの人を、交流人口をいかにして遠野に呼び

込むか、ここが一番大事かと思います。やはり

市長はもう大変ここには力を込めています。魅

力あるまちづくり、遠野を発信する総合力だと、

こういうことを言ってます。交流人口をふやす、

どのようにふやしていくかと、これもちょっと

私も、もう答えを聞いてるんですけども、改め

て伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市町本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  既に答えはという話も

ありましたけども、ただいま荒川議員のほうか

らも御質問の中にありましたとおり、この東日

本大震災で、遠野市民、それぞれ３万人が心を

一つにしながら大きな支援事業に取り組んだと。

その中で、自衛隊、警察隊、消防隊、医療隊、

何とボランティアに至っては７万人とも８万人

ともいわれる方々を受け入れた。受け入れたの

は、それは何かと申しますと、144カ所にも上

るコミュニティーセンター、集会場、自治会館

を市民の皆様が快く提供してくれたということ

がそれを可能にしたわけであります。そこでつ

ながりができたわけであります。つながりがで

きたものをもってして、これからの交流人口の

拡大に一つの仕組みとしてもっていくというこ

とは、これは本当に大事なことであります。 

 魅力という言葉が、先ほど来から出ておりま

す。魅力という言葉を広辞苑で引きますと、人

を引きつける不思議な力というものを魅力とい

うんだそうでございます。不思議と、そのよう

なものは、遠野はもう至るところにそのような

ものを持っているわけでありますから、人を引

きつける不思議な力、それはまさに遠野じゃな

いかと。であれば、それはイコール魅力だとい

うことになったのであれば、我々はそういう一

つの大きな資源を有していると。 

 そこに、東日本大震災で大変多くの犠牲者の

皆様を、命といったものと引きかえにといえば

言い方が変でございますけれども、多くの方々

が遠野の中から被災地支援というものに向かっ

ていったという部分の中において、一つの共通

する文化をまたそこに持ったということである

わけでありますから、これを交流人口の拡大に

もっていくということは、ある意味においては

犠牲者の方々、そしてまた被災地の本格復興に

向けての一つの支援活動としても、私は大事な

大事な切り口の仕組みづくりだというように捉

えておりますので、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）  ８番荒川栄悦君。 

   〔８番荒川栄悦君登壇〕 

○８番（荒川栄悦君）  それでは、次の質問に

移ります。その交流人口をふやすための方法論

について質問いたします。 

 交流人口といいましても、さっきも触れまし

たけど、観光交流、地域間交流、経済交流、そ

ういったものがあるし、私はさっき、ハブとい

う中では、商売上においては、やはりそういう

ハブ化というのは遠野がやっぱり商売の中心に

なるんだという部分が必要だと思います。 

 それから、その後は、そのことによって遠野

市を訪れる人たちの動機はさまざまですが、そ

れでもこの人たちに共通していることはやっぱ

り遠野市を何らかの形で知ってるということ。

遠野市の全てを発信する仕組みが、いろんな形

で発信されてます。ホームページでも発信され
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てる。遠野市のホームページの中には、観光課

のホームページもあり、何のホームページもあ

りというようになってます。そういったことを、

やはり遠野市に行くという人たちは、そういっ

たものをやはりちょっとはのぞいて──今の時

代ですから──来ます。そういった中に、先ほ

ど来言ってます魅力というのを感じられれば、

じゃあ、ちょっと寄っていこうかというのが、

いや１時間ぐらいもうちょっと時間をとって、

仕事の都合がここにあるんだったら１時間早く

出かけていって、１時間遠野市を観光しようか

とか、さまざまな動機が生まれると思います。

そういうことが観光に関して言えば、そのこと

をどんどん発信しながら、遠野市観光協会を中

心として、いろんな旅行プランを考えて発信し

てはどうかなということを提案したいと思いま

す。今までもあった遠野お遍路物語、遠野三山

めぐり、遠野七観音めぐり、あとはこれから考

えなきゃないと思っているのはアウトドア系の

アクティビティーとしてカヌーとか、釣りとか、

シャワークライミング、サイクリング、スポー

ツ合宿等の開発途中や未開発のメニューがいっ

ぱいあると思います。 

 また、遠野市観光協会は、この10月に法人登

記をされまして、一般社団法人となりました。

来年の４月から実質的な活動に入るということ。

そうであれば、そこからまたさらに自立を目指

さなきゃないんだということになると思います。

やはり観光協会も自前で稼ぎ出す仕組みが必要

だと思います。いろんな、そこに観光協会を中

心にした観光にかかわる事業者、個人が集結を

し、いろんなアイデアを出し合い、観光メニ

ューや食やお土産品などの開発に取り組むこと

が必要だと思います。ここにおいて行政、特に

も商工観光課はそのバックアップをするという

ことが必要だと思いますが、そのバックアップ

の仕組み等について、市長の見解を伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市町本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  プラットホームという

言葉があります。議員各位も御案内のとおり、

プラットホーム、その中にそれぞれの立場の方

が乗って、思い思いの車両に乗り、思い思いの

座席に座りながら旅をすると。プラットホーム、

流行歌にもなって、プラットホームでは別れが

あれば出会いもあるという中における、そのよ

うなあれがあるわけでございますけども。この

プラットホームという言葉は、私は非常に大事

な言葉だという認識をしております。その中に、

観光地域づくりプラットホームモデル事業とい

ったものに取り組もうということで、さまざま

な、それこそいろんな関係者の御指導もいただ

きながら立ち上げたわけであります。立ち上げ

た昨年の３月に、３月11日が参りまして、この

地域づくりプラットホームモデル事業が、言う

なれば足どめを食ったという一つの背景があり

ます。 

 ただいまの荒川議員の御質問は、私は、この

地域づくり、観光地域づくりプラットホームモ

デル事業、これをきちんと再構築しようという

形で、今商工観光課を中心に、そこに観光協会

も入り、さまざまな地域づくりの関係者もそれ

に参加しております。要するに、プラットホー

ムに皆乗っております。あとはどこに向かうか。

まさに遠野としての一つの列車をきちんと用意

して、そこには、こういうコースがありますよ、

こういうコースがありますよ、こういうメニ

ューもありますよと、このようなものを合わせ

てというような車両を用意すれば、プラット

ホームと客車と間がまさに行ったり来たりする

中で、来る方々にいろんな意味で楽しんでもら

えるというような一つのメニューなり、商品開

発なり、そういったものができるんじゃないか

なと思っておりまして、これがまだ一つのタコ

つぼとして、点でしか今ないんじゃないかなと

思ってますので、これを総合力として、そして

プラットホームとして、そしてまた、それを

コーディネートするのは観光協会もその役目を

きちっと担いながら、行政は全面的にそれをサ

ポートすると。そこに多くの市民の関係者、関

係団体、それがまさに価値観を共有しながら、

それぞれの立場で活動すると。そういうような
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ものをつくり上げたいというように思っており

ますので、ひとつ、これもまた荒川議員もその

関係者の１人でありますから、ひとつよろしく

御支援と御協力もいただければということをこ

の場でまた申し上げておきたいというように思

っております。 

○議長（新田勝見君）  本日の会議時間は、議

事の都合により、あらかじめこれを延長いたし

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）  まさしく観光プラット

ホーム、この部分が、去年の大震災の影響によ

って途中でとまってしまったという経緯があり

ます。やはりここを、民間も行政もあらゆる関

係機関の人たちが集まってワーキングをやって

きた経緯があって、それを押し上げようといっ

たやさきに大震災が起きたということがありま

す。ですから、これは時期にすれば遅くなった

ということも言えるかもしれませんが、始める

ことにおいては遅いも早いもないと思いますの

で、改めてやっぱり観光協会を、今度は自立し

た遠野市観光協会が中心となって、そこに集う、

そして知恵を集中するというようなことが必要

だと思います。この辺の働きかけは当然行政の

ほうにもお願いしたいと思います。 

 それでは、次の質問に移ります。 

 基本計画に、その観光と交流のまちづくりの

中で、観光の振興として観光情報の充実、観光

メニューの充実、滞在機能の強化を政策として

いますが、私がさきに述べてきたのは一つの一

例でありますが、より具体的な構想があるのか

を伺います。 

 遠野市の観光振興にとって、さっき市長がも

う言ってしまいましたけども、ＳＬが遠野市、

この釜石線を通るということが一番大きないい

ことなのかなという、これが一つの遠野市の観

光にもインパクトを与えるというふうに思って

おります。さらに、昔話村が４月にグランド

オープンをする。こういった流れの中で、やは

り観光客の受け入れ、その態勢が整備されてる

のかなということが思います。駅前から昔話村、

博物館への観光客の導線。この中で、導線の整

備計画、特にも中心市街地の活性化、これはい

ろいろ頑張ってきて一通りの成果というか、完

成は見てますけども、最後に残ってるのがファ

サードの整備、それから空き店舗対策。やはり

いつ聞いても会議になってないというのがその

中心市街地活性化協議会、ここが機能してない

というようなことがよく聞かれます。この部分

に関して、やはりその受け入れ態勢の整備につ

いて伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市町本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  中心市街地も含め、ど

のような状況になっているのか、具体的な対策

をという中における御質問でありました。それ

ぞれが、先ほど来申し上げておりますとおり、

中心市街地活性化三法を受けまして、農協ビル

の、旧ＪＡとおのの本店ビルをあのような形で

よみがえらせることができました。また、日通

の営業所用地でありましたのも、旅の蔵遠野と

してよみがえらせることができました。また、

一方においては、昔話村、これも中心市街地活

性化三法の中から、伊藤家の町屋のものを再興

することができ、レストランとして一定の役割

を果たしており、この３月には昔話村完全リニ

ューアルという中におけるものとして、中心市

街地の活性化も一定の形を見せることができた

わけであります。 

 そのような中で、議員各位のまさに御理解の

中で、極めて厳しい財源をやりくりしながらと

いう部分におきまして、特にも国交省の旧まち

づくり交付金、今は社会資本総合整備交付金と

いう名に改まっているわけでありますけども、

これが一つ３万の遠野のまちづくりにも一つ対

象になったということで、もともとこの社会資

本総合整備交付金、旧まちづくり交付金といっ

たものにつきましては、中心市街地活性化三法

の中にあっては10万人規模、もしくは20万人規

模でなければという部分の一つのハードルがあ

ったわけでありますけども、遠野には歴史があ
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る、伝統がある、物語がある、したがって、小

さい３万だけども、この交付金を活用するに十

分対応する資源を持ってるので、うまいシナリ

オを書けば対象にするよという中におきまして、

今話したようなプロジェクトがそれぞれ形にす

ることができたわけであります。 

 したがって、具体的なという場合にあっては、

これからはそこにどう魂を入れるかということ

に私は尽きるんじゃないかなというように思っ

ておりまして、この具体的な進め方といたしま

しては、一つは、まず庁内が、先ほど言いまし

たとおり、行政がばらばらであってはなりませ

ん。したがって、行政が一つの情報をきちんと

共有するという一つの対応を庁内的には整備を

いたします。そして、中心市街地活性化市民懇

談会、これを再設置いたします。これは大事な

ことではないかなというように思っております

し、それからやっぱり町屋のということで、町

屋のという一つのコンセプトであれば景観とい

ったものにもやっぱりかなり意を用いた対策を

していかなきゃなりません。空き家、これも放

置しておくわけにいきません。これから雪が降

った、潰れる。強風が吹いた、吹き飛ばされる

ということもあるわけでありますから、まさに

防災上も、このまま放っておくわけにいかない

という中で、この空き家、空き店舗対策にも、

一つ大げさな言葉で言えば公権力ということに

なるわけでありますけども、行政がある一定の

所有者の方の理解というようなもとに執行する

と。言うなれば取り壊すのは取り壊す。そのよ

うなものの方向に持っていきたいと思っており

まして、これも条例化を図りたいというように

思っておりまして、担当のほうにはいろいろ今

調査をさせております。国交省の都市局のほう

の情報によりますと、こういった空き家、空き

店舗対策に条例を持って、一歩二歩を踏み出す

ような形で対策を取り始めてる市町村がかなり

の数になってきております。これはまさに命と

いったのにかかわる問題になってまいりますか

ら、このような問題につきましても、もう一歩

二歩踏み込んで、この景観、空き家、空き地対

策といったようなもの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し、それから平

成元年、２年ごろでありますか、ふるさと創生

資金というのがありました。竹下内閣のときの

１億円創生事業というのがあったわけでありま

す。駅前から図書館、博物館まで、民話通りと

して、さまざまなモニュメントが整備されてお

ります。私はこれにまた再度スポットを当てた

いと。まさに昔話というか民話という中におけ

る遠野ならではの駅前を、その20年前に、二十

二、三年前に整備したモニュメントをもう一度

光らせたいというように思っておりまして、た

だいま申し上げましたような一つの手順を踏み

ながら、具体的な形をさらに膨らませていきた

いというように思っているところでございます。

よろしくお願いいたします。 

○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）  やはり駅前の整備、駅

前通りが相当今のような形で整備されるという

ことは、観光客にとってみてもいい感じになる

と思うし、交流人口がふえて、駅、それからい

ろんな場所に人が、何ていうんですか、歩くと

いう、まちに人があふれると、ここですね。や

はりここがうまくできればいいと思うし、これ

を早急にやはり立ち上げていただきたいと思い

ます。 

 それから、次の質問に移ります。 

 この基本計画には、交流から定住への推進と

して、遠野ツーリズムの充実を上げています。

ここで、私のこれも提案になりますけども、遠

野遺産などの地域資源を有効に活用してはどう

かと思います。市内には、伝承芸能としてのし

し踊りや神楽等の団体が各地にいっぱいありま

す。ここには、芸能団体がある場所というのは、

大概そこの集落には神社があって、そこの集落

自体の小さなお祭りがあります。その集落の皆

さんに相談をして、そこに伝承芸能の体験をメ

ニューとし、10名くらいを募集し、踊りを練習

していただき、覚えた踊りを集落のお祭りに披

露をして、さらにそのお祭りの後、お祭りです



－ 64 － 

から直会があります。その直会で参加をしてい

ただき、当然その直会は有料で参加していただ

く。そして、酒を酌み交わし、郷土料理をいた

だきながら地域の人たちと交流をするというこ

とができます。そうすることにより旅行者と地

元の人たちとの親近感が生まれ、翌年も来るよ

うになると思います。 

 例えば、地域で毎年10名を募集していくこと

により、その地域のファンが生まれ、さらには

農業体験にもつながっていくと思います。お祭

りと年に三、四回の農作業体験に参加するよう

になれば10人の人はリピーターになり、年間、

そこへ30人、40人の人が地域を延べ人数で訪れ

るということになると思います。さらに、その

収穫された農産物はリピーターの人は必ず購入

すると思います。地域が潤います。リピーター

との取り組みがよければ定住も生まれると思い

ます。これが市内の10カ所、20カ所で取り組む

ことになれば、そのリピーターの数は相当ふえ

ます。 

 この着地型のツーリズムをまとめるのが旅行

業の資格を取った観光協会であり、市内の旅行

業者、ＮＰＯ団体等がここに協力をすることに

より、ニーズには十分対応できると思います。

このような取り組みについて、市長はどのよう

な見解をお持ちか伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市町本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  これは先ほど来、荒川

議員の質問に対してお答えを申し上げてるわけ

でありますけども、交流人口をふやす。まさに

遠野が持つ人を引きつける不思議な力、これが

魅力だという中におけるさまざまなものが本当

に数限りなく遠野はあるわけであります。私は、

いろんな方から、あんたのところは本当に恵ま

れてるよな、すごいよなと。あれだけのこだわ

りのしし踊りの集団があり、神楽の集団があり、

この間、実は、小友の外山地域の収穫祭、本当

に戸数からすると、17世帯か18世帯ぐらいであ

ります。若い方々が文字どおり神楽の演目をど

んどんふやそうという努力をしております。神

楽のプロから言わせると、まだまだ踊りは幼い

と。だけども、あの懸命な玉のような汗をかき

ながら、20代、30代の若い方々が一つの挑戦を

しているというあの姿にもう感動というものを。

踊りが上手だから感動じゃないんです。あの玉

の汗のような一生懸命な姿から感動を与える。

まさにこれは魅力、人を引きつける不思議な力

といったものが、彼らは、彼女らは持っている

んだなということを私は痛切に感じたわけであ

りますけれども。 

 観光協会を中心といたしまして、今話が出ま

した、はっきり言えばあれだけのものをただと

いうのはもったいない、有料にするというよう

なのは当然あっていいと思います。それから、

リピーターという言葉がありました。これは、

それこそ先ほどの質問の中でもありました、ま

さにまた遠野に来てもらうというリピーター。

そしてまた、この中で着地型というのがあった

わけであります。着地型として体感していただ

けるようなさまざまな資源をもっと、それこそ

ふんだんに持っておるという中における取り組

みを、ぜひ観光協会、あるいはそれぞれのＮＰ

Ｏも含め、あるいはさまざまな旅行業者も含め、

それこそネットワークをつくって、プラット

ホームにしながらという部分の中に、私は、こ

れは一つの大きな可能性というよりも、実はそ

れぞれやってるんですよね。やってるんです。

みんなそれぞれやってるんです。こうやって見

ると、本当に懸命にやってるんです。それをう

まくもう少し一つの物語として、そのメニュー

と、それからさまざまなコースとか、あるいは

いろんな春夏秋冬に合わせたメニューを豊富化

していけば、本当に交流人口の拡大、地域の活

性化につながるということは、これは間違いな

いというように思っておりますので、ぜひその

ような形での取り組みを強めていきたいという

ように思っております。 

○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）  先ほど来、遠野市の魅

力、遠野物語に醸し出される遠野ということに



－ 65 － 

なると思うんですけども、いわゆる私もいつも

思ってるんですけど、遠野市は昭和35年ごろ、

この遠野物語というものに気がついて、これが

大きな観光資源になるんだということを。そこ

からこの遠野物語の世界の遠野ということを意

識したと思うんですよ。でも、それも普通の観

光地のように急がなかったと。やはり地道に遠

野市を発信してきたと。これの成果が今出てる

んだと。その魅力いっぱいの遠野が今できてる

んだというふうに私は思います。これを、やは

り先人たちがこうやって積み重ねて残してくれ

た部分、これを有効にやはり使うべきだと。ま

た、これが遠野市のためになるんだということ

を、ここを認識しながら、やたら、私も言って

いながらおかしいですけども、急ぐこともない

ということも思います。 

 そういった中で、もう一つ、これは最後の質

問になりますけども、観光における交流人口を

ふやす。遠野に来ていただき、さらに宿泊をす

るということは、ほとんどの観光客は遠野に来

て１日観光地をめぐっても、せっかく遠野に来

たんだから、すぐ隣の沿岸の被災地を見たいと

思うのが多分今だと思います。この状況は当分

続くと思います。沿岸被災地では復興もいまだ

ままならない状態ではありますが、経済も大事

ということで、今被災地の人たちはやはり観光

客、人がいっぱい来てほしい、お金を使ってい

ただきたいというのも被災地の切なる声になっ

ております。 

 ニーズが遠野市の観光と被災地の観光にある

ならば、こうした事態に対応できるのも遠野市

の観光協会であり、地元の民間旅行業者である

と思います。被災地に遠野市の事業者が行政の

バックアップを得ながら観光客を送り込むとい

うことは、被災地の後方支援の新しい形になる

と思います。遠野市にも被災地にもお金が落ち

るということです。また、被災地に行かない観

光客のお土産用にも、遠野市において、やはり

いろんな産直であれ、お土産の販売所であれ、

そういった場所で被災地の水産加工品等を販売

する。より積極的に販売する。これも大事なこ

とじゃないかなと思います。この件について、

市長の見解を伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市町本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  最後の質問ということ

でありまして、このことにつきましては何度も

何度もやりとりしてきたと。荒川議員と私の認

識はまさに共有するものがあるんじゃないかな

と思っておりまして、この最後の質問というこ

とであったわけでありますけども。 

 被災地にもお金が落ちるという中における後

方支援のあり方と、お土産品なども開発しては

どうかと。これもやらなきゃならない一つの課

題であります。それから、それこそ観光客とい

う中において、被災地に送り込むという、これ

は決して否定はしませんし、そういったやり方

も決して間違ってはいないとは思ってはおりま

すけども、私は観光客という一つの切り口より

も、まだ１年９カ月であります。あのとおり、

一瞬にして家族を失い、そして全てを失ったと

いうあの大変な大災害という。その中で、人と

人とのつながりや地域と地域のきずなといった

ものが問い直されている。それを多くの人がそ

の現場を見ながら感じとっていただくというよ

うな中における私はアプローチも大事じゃない

のかなと思ってるわけであります。やはり大自

然の大災害というものが牙をむいたときどんな

状況になるのか。人のおごりといったようなも

のがあったのでは大変なことになりますよとい

うような中における自然との向き合い方といっ

たものも、いろんな形で被災地の中から学びと

るといったようなこともぜひ多くの方々にそれ

を体験していただきたい。 

 今度、道の駅の連絡協議会、実は被災地のほ

うへのコースを高田コースと大槌コースを用意

したわけであります。これが予想を超える方々

の参加がありました。バス５台を用意いたしま

して、そして高田コースと大槌コースのほうに

向かうと。全国の市町村長が約100名近く参り

ますし、関係者も含めますとこのツアーに参加

するという方々が150人を超えたという状況に
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あるわけでありますから、そのようなものが、

ひとつお互い、遠野も元気になれば被災地も元

気になると。これは大事なことなわけでありま

すから、お土産品開発も含め、あるいは観光と

いうような切り口も含め、あるいは防災といっ

たようなことも含め、それは修学旅行であれば

教育といったことも含めながら、いろんな切り

口の中から被災地と向き合い、そしてまた遠野

も交流人口をその中できちっと見出しながら、

後方支援も引き続き行うというような中におけ

る取り組みをしていかなきゃならないかと思っ

ておりまして、今、実はこの新たな後方支援の

あり方につきまして、関係者とさまざま協議を

行っているところでございますので、もう少し

たてばもっときちんとしたメニューとしてお示

しすることもできるんじゃないかなというよう

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。 

────────────────── 

   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４時20分 散会   

 


