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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。４番菊池由紀夫君。 

   〔４番菊池由紀夫君登壇〕 

○４番（菊池由紀夫君）  おはようございます。

新興会の菊池由紀夫です。通告に従いまして一

括方式で一般質問を行います。 

 議会基本条例が制定され、先月には全町で議
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会報告を兼ね市民と議員が懇談する秋の懇談会

が開催され、多くの市民から多様な発言があり

ました。とりわけ人口が減少していく社会の到

来による学校問題や地域コミュニティの問題、

第１次産業である農業の今後を危惧する声も多

く話されました。特に畜産振興にかかわる除染

作業問題は大きな課題であり、このことから発

言していきたいと思います。 

 あの大地震により発生した大津波により、福

島第一原子力発電所の爆発により、全く誰も予

想しなかった放射能の飛散により本市の基幹産

業である農業に大きな打撃を与え、この非常事

態にいち早く対応するため原発放射線影響対策

本部を立ち上げ、また議会においても特別委員

会を組織し、国・県の対応策が明確に示されな

い状況にありながらも必要な対策を講じてきま

した。特に汚染された粗飼料基盤である草地の

除染作業については、安心・安全な畜産を継続

するためいち早く取り組む必要性から農業公社、

委託業者主体の公共牧野の除染作業を５カ年で

実施、あわせて転作田や草地を農家の自力施工

によって３カ年かけ実施することとし、さらに

汚染された放射線物質を含む牧草の焼却につい

ても、周辺市民の皆さんの理解のもと試験焼却

を実施し、安全を確認し本格的な焼却作業が開

始されました。 

 公共牧野を除く1,613ヘクタールの除染作業

参加申し込み状況を見ると、自力で施工が415

ヘクタール、26％です。公社に委託施工が1,19

8ヘクタール、74％で、現在完了面積の集約が

なされておらず、資材配送依頼書をもとに推定

すると295ヘクタールを畜産農家が自力施工し

たものと考えられます。つまり1,613ヘクター

ルを３カ年で除染する計画の初年度295ヘク

タールしか完了していないということです。残

りの約1,300ヘクタールをどのようにするのか

大きな課題となっているわけです。子牛の生産

から一貫した体制整備が急速に図られ、キャト

ルセンターも来年の秋には稼働します。 

 そうした中、風評被害対策を含め畜産振興を

図るためいち早く遠野生まれの遠野育ちブラン

ドを確立するためにも安心・安全な飼料基盤か

ら生産される粗飼料給与を基本とする畜産経営

を再建することが急務です。私自身７ヘクター

ルの草地を除染します。本年度は無家畜農家組

合員との契約転作田を中心に３ヘクタール更新

し、新しい草地に生まれ変わりました。今後除

染が長期化することによるリスクも発生してく

る可能性があります。東電への賠償請求のもと

代替として供給される乾牧草を長年にわたり給

与し続けることが消費者をはじめどのように捉

えられるか、また畜産農家の自助努力について

も徐々に問われてくることも懸念されます。そ

うしたことを早期に払拭するためにも、平場の

残り1,300ヘクタールの除染、草地更新を畜産

農家に呼びかけ、自力施工面積を拡大し、早期

に除染を完了することを強く望むものですが、

このことにどう対応されるのか伺います。また、

除染作業によって農業機械の破損などが発生し

ていることから、これらについて適切に補償請

求が必要と考えますが、その対策についてもあ

わせて伺いたいと思います。 

 次に、生き生きと市民が交流する農業のあり

方についてですが、それはそこで暮らす人一人

ひとりにどれくらいの元気があるかということ

だと私は思います。先日開催された農林水産振

興大会では、頑張る農業者として野菜、葉たば

こ、畜産部門ごとに意欲を持って元気に取り組

んでいることが冊子で紹介されました。そうし

た事例とともに市全体の活性化は、市街地に住

む人と農村部に住む人が生き生きと元気に往来

し、交流することに始まるのではと私は思いま

す。 

 急速に高規格の道路網整備がなされ、広域的

な連携が強化されるとともに、人の流れも大き

く変わります。そうした将来を見越し、市民が

一体感を持って生き生きとした生活ができる自

然環境、文化伝承活動遠野遺産、食文化があり、

そうした財産をフルに活用した市民交流の仕組

みがとても大事で、まず市民がその恵まれた環

境を生かし切ることで、例えば市街地に住む人

が安心・安全で生産される場所がわかり、つく
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る人の顔が見えて、しかも自分も出かけていっ

て野菜づくりができる日常の管理を委託した家

庭菜園があるとか、遠野遺産のマップに食の匠

が掲載されていて、遺産をめぐりながら農村の

景観を満喫して、匠の家に行けばおいしい遠野

に伝わる伝統食を一緒につくって食べれる、い

ろんな話も聞けるとか、四季折々の農村体験が

できて、旬のものが食べれて直で分けてもらえ

るとか。果樹農家と契約して友達や行政区でリ

ンゴの木のオーナーになり、リンゴを収穫して

食べれるなど仕組み、メニューは果てしなくあ

り、そうした交流を求める市街地で暮らす人と

その希望をかなえる農村部の人の関係を結びつ

けていくことが広い意味での市全体の遠野集落

ビジョンとなると思います。 

 特に来年の秋には周辺の牧野整備を含め大野

平地区にキャトルセンターが稼動します。この

施設は家畜を預かって集約管理する施設で、畜

産農家に限らず委託することができます。今必

死に取り組まれている牧野の除染作業は、まさ

に遠野が畜産で生きていくことを目途として取

り組んだ北上山系開発の高大な牧野の草地を蘇

らせ、改めて畜産振興をさらに押し進めるもの

だと思います。 

 こうした振興策を市全体で推進することが重

要であり、キャトルセンターが完成し、市内の

人が預託できる体制になればいろいろなコミュ

ニティがまとまって畜産のオーナーになって参

画することが可能になります。 

 市内の中でも自然景観形成がすばらしいこの

地域で、会社ぐるみ、組織、職場ぐるみで、あ

るいは自治会単位で自然を満喫しながら、そこ

で栽培される高原野菜と一緒に焼き肉を食べる

遠野の畜産祭りがあってもいいと思います。そ

うした遠野でしかできない市民のための市民に

よるグリーンツーリズム、市民が生き生き交流

プロジェクトが遠野で暮らす一人ひとりの交流

を１年、２年と積み重ねることが、やがてとも

に生きる、共生する社会づくりとなって行って

みたい、住んでみたい町となり、ここで生まれ

てよかったとか、嫁いできてよかったと実感で

きる町となるために、市民一人ひとりがこの遠

野の大地に共生する遠野のまち物語を描くこと

だと思います。多様な価値観の中でも遠野らし

さを失わないで、全ての市民がともに生きる市

民協働の共生のまちづくりについて市長の見解

を伺いたいと思います。 

 以上です。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  菊池由紀夫議員の一般

質問にお答えいたします。 

 それぞれきのうからこの一般質問の中で大き

な市政課題として取り上げられております、こ

の放射能汚染物質に係るこの畜産振興について。

そして、また２つ目は生き生きと市民が交流す

るという農業のあり方といったものにつきまし

て、御提案もいただいての御質問を承りました。

特にも非常にただいまの御質問をお聞きしなが

ら、市民一人ひとりが生き生きと交流するとい

う中におけるまちづくりの大切さということを

訴えておったわけでありますけども全く同感で

あります。やはりそれぞれの地域の中において、

この御質問の中にありましたとおり、市民一人

ひとりがこの遠野の大地に共生する遠野のまち

物語を描くことだと思いますというような、私

は非常にこれにつきましては共鳴を覚えたとこ

ろであります。これがやはりまちづくりの一つ

の基本としなければならない。農業だから農家

の方々、畜産だから畜産の農家の方々ではない

わけであります。この連携と交流といったもの

がさまざまな形で大きなキーワードになってき

ておりまして、きのう来広域連携も含めての足

らざるところを補い、特性を生かし合うという

連携と交流が、これからのまちづくりにとって

は非常に必要であると。これは私のまちづくり

に係る一つの信念でもあるわけでもありますけ

ども。これがただいまの菊池由紀夫議員の中に

「まち物語」と、一つの物語としてという言葉

の中にあらわれているんじゃないのかなと思っ

ておりまして。大変我が意を得たりというよう

な感じで今お聞きしたところであります。 
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 さて、この畜産農家に対する一つの対応につ

きまして、きのうもいろいろ議論を重ねたとこ

ろであります。300から100という中における基

準許容値によりまして、この事業対象は4,260

ヘクタールになったということあるわけです。

そのうち公共牧場が2,216ヘクタールという、

それから転作田を含む農家所有草地が2,044ヘ

クタールと、２つの系統に分かれておるという

ことは御案内のとおりであります。公共牧場は

５年、農家所有地のこの草地は３年で除染する

ということを目標として掲げてあることも御案

内のとおりであります。 

 この問題につきましては、この場をお借りい

たしまして議員各位にも御礼とそしてまた御理

解をいただいたことに感謝もしなければならな

いわけでありますけども、汚染牧草につきまし

ても県内では初という中におきまして、本格焼

却に踏み切ることができました。これもやはり

それぞれがきちんと情報を共有しながら課題に

立ち向かったという一つの結果ではないかとい

うように思っております。もちろん市民の健康

不安へのきちんとした対応もしなきゃなりませ

ん。 

 また一方においては、遠野の主たる産業であ

りますこの畜産をきちんと守らなきゃならない

という２つの命題にどう答えるかという部分に

おきましては、大変なそれこそぎりぎりの決断

があったわけでありますけども、県や市だでは

ないという中におきましてタックを組みながら、

そしてまた議員各位も、この問題につきまして

は大変な御理解をいただいたというなかにあっ

て、私は県内初として本格焼却というものに踏

み切ることができたんではないのかなというよ

うに思っておりまして、このことを一つ学ぶと

いうことになれば、ただいまの御指摘のあった

部分についてもやはりさまざまなハードルはあ

るものの、皆さんと情報を共有しながら取り組

んでいけば私は可能ではないかなと思っており

ます。特にも宮守町の風評被害対策を含めた市

内全域、合計4,880ヘクタール、これを５年で

完了するということになっているわけでありま

すけども、このことはいち早く、そして確実な

除染を行い、畜産農家が通常の畜産経営の状態

に戻ると、そして農家の方も安心、消費者も安

心、そういうものを確立しなければ遠野の畜産

振興は成り立たないという中における一つの取

り組みを今進めているわけであります。 

 これは御質問にありましたとおり、自力施工

の申請は26％、24年度の施工面積が295ヘク

タールになったということも事実でありまして、

これはある程度予想されたこととはいいながら

厳しい数値になっていることは事実であります。

これはきのうの菊池充議員の質問にもお答えを

申し上げているとおりであります。農業公社施

工で申請のあった残りの除染、これにつきまし

ても目標達成のために方策をさまざま協議をし

ておるという状況にあります。 

 ただいま菊池議員から御指摘がありましたと

おり、この早期の除染を完了させるには、自力

施工が可能な農家にあっては除染作業に参加を

お願いをしなければならないと。菊池議員も７

ヘクタールの草地を持っておるということであ

ったわけでありますけども、これをお願いしな

きゃならない。ただ、これはまさに我々も初め

てのことに取り組んでいるということなわけで

ありますから、この自力施工につきましては様

子見をしている農家の方もいらっしゃるんじゃ

ないかなと。その辺のところの情報の提供の仕

方あるいはきちんとした環境整備といったよう

なこともまさに急がなければならないかという

ように思っておりまして、この年内には事業実

施主体であります県の農業公社が申請農家に対

し自力施工への案内文書を発送するということ

になっておりまして、この部分におきましては

11月には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し、この農業公社の

チームの増強あるいは建設事業者への参加促進、

そのような方で。それから担い手組織等の作業

チームへの協力要請といったようなものをしな

がら、本来あるべき畜産経営の再生に向けまし

て25年度の体制を整えていきたいというように

思っております。 
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 あくまでも義務ではないものの作業能力のあ

る農家の方々には、自力施工への誘導も積極的

に行っていかなければならないかというように

思っていますので、菊池議員の立場としてもひ

とつ御支援と御協力をまたいただければという

ことを、答弁の中ではありますけどもお願いを

申し上げておきたいというように思っている次

第であります。 

 そしてまた除染作業機械の破損に対する補償

と、これも必要なことと考えているわけであり

ます。ただ、やってくれ、やってくれというわ

けではない。環境整備ということはそういった

ことも入るということでございますので、一つ

御理解をいただきたいと思っております。 

 それから、それにつきましてもこの機械破損

の修理状況などについても、さまざま調査を行

い農業公社あるいは県の担当課のほうとも十分

協議を行い、これに対する一つの体制もつくっ

ていかなきゃならないかというように思ってお

ります。農業公社も懸命に頑張っておりますけ

ども、県もさまざまな形で見えてきたという部

分におきましては、前よりは非常に積極的に対

応するようになってきておりますので。この問

題を承知したころは、それは市長村の問題であ

り後は国の問題だという体制をなかなか崩さな

かったわけでありますけど、これはこの問題に

対しまして県と遠野市がきちんとタッグを組ん

だということが、県当局の担当者の積極的な姿

勢にも大きく影響したんじゃないのかなと私は

そう受けとめているところでございますので、

そのような形での補償問題もあわせて考えなが

ら、一日でも早くそういったような不安なもの

が遠野からなくなり、本来の畜産の姿を取り戻

すということに全力を挙げ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。 

 続きまして、生き生きと市民が交流する農業

のあり方につきまして、本当にこれもさまざま

な提案をいただきました。当市は、それこそ周

囲を牧場があるいは山が、里山が囲む盆地の地

形にあるという中で、中心部には商工業、周辺

部には農林畜産業が一体となった地域づくりを

進めておるという、そのような環境にあるわけ

でありまして、きのうも荒川議員とのやりとり

の中におきましても、そういった広域連携交流

人口の拡大、そのためには地域資源がこのよう

にあるんだという中における議論を交わしたわ

けでありますけども、これなどもこの都市交流

との取り組みもこの遠野が持つ、ただいま申し

上げたような環境といったものは物すごく優位

なと申しますか、大きくインパクトを与える一

つの地域資源としていえるんじゃないかなとい

うように思っております。特にもこういった場

合におきましては、農地・水・環境といったよ

うなものが非常に大切であります。やっぱりこ

れは農村文化として、まさに典型的な中山間地

域にありましては、農家と地域団体、住民が一

緒に地域の環境保全に取り組むという、そのよ

うなことが大事であります。 

 「アドプト」という言葉があります。これに

つきましては宮守町鱒沢の船渡地区、それから

土淵町の蓮池川地区では、こういった地元、土

地改良区でもって農村環境の保全の取り組みを

進めている事例もあるわけでありますから、こ

ういったようなものもどんどん市内に広げてい

くということも大事だと思っております。 

 それから、６次産業化といったようなことは

前から言われていることでありますけども、こ

れも非常に大きなキーワードになってきており

まして、夢産直かみごうは、これを一つ具体化

した拠点施設ということも言えるんじゃないか

なというように思っておりまして、子ども夢産

直とか、かかりつけ産直といったようなものを

一つのキーワードにしながら上郷の夢産直は順

調な経営を続けているということになるわけで

あります。遠野緑峰高校の生徒が開発した商品

の体験販売といったような新たな試みを行って

おるということでございますので、地域の魅力

発信基地としての大きな役割を果たしていると

いうことが、このオープン以来７カ月で７万人

の目標の、当初計画の７万人を上回る10万人を

達成したという数字に私はあらわれたというよ
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うに思っているところであります。 

 さまざまな伝統野菜の取り組みである、緑峰

高校などはそれに取り組んでおります。食育と

しましてもいろんなＰＴＡが大変な活動をして

おると。そしてこの食育推進拠点として、来年

の３月には遠野総合食育センターがオープンす

るということになるわけでありますから、この

ような拠点が文字どおり先ほど申し上げました

とおり地域と、それも中心市街地町場と周辺部

がまさに連携と交流を行うと。その中で一人ひ

とりが一つの物語を持つというこの遠野の大地

に共生する遠野のまち物語を市民一人ひとりが

描くことが大切だということにつきましては、

そのような環境整備をただいま申し上げました

ような中から、行政の立場としても積極的に環

境整備を行いながらそれぞれ先進的に取り組ん

でいる、地域活動に取り組んでいる方々の一つ

の物語を、今度は集大成した中でそれを一つ発

信していくということによって、生き生きとい

う言葉がまさに具体的なものになっていくんじ

ゃないのかなというように思っておるところで

ございますので、よろしくお願いいたしまして

答弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  次に進みます。 

 14番菊池民彌君。 

   〔14番菊池民彌君登壇〕 

○14番（菊池民彌君）  新興会の菊池民彌です。

通告に従いまして大項目３点について、端的に

市長に対しまして質問いたしたいと思います。 

 まず、第１点目、東北横断自動車道釜石花巻

間の有効利用についてであります。 

 地域住民の長年の念願でありました東北横断

自動車道の宮守東和間が23.7キロメートルでご

ざいますが、去る11月25日に開通の運びとなり

ました。開通式及び祝賀会が盛大に行われ、あ

わせて祝賀パレードも行われ、沿線の多くの市

民が参加し、歓迎ムードに沸き返った記念すべ

き一日でありました。この路線の完成の暁には、

本市がいかほどに変化し、発展されていくのか

と思うとき、大きな明るい希望が沸き上がって

くる思いにかられるところであります。本道路

の整備促進に当たりましては、関係する機関団

体、そして沿線住民の並々ならぬ努力や協力の

積み重ねがあってのことと思います。 

 そこで、市長にお聞きいたします。本自動車

道、釜石花巻間の整備促進については、市長も

長年かかわってきておりますが、このたびの宮

守東和間の開通式に臨み、この式典が本市の将

来発展にどのような意義をもたらそうとしてい

るものかについて市長の率直な思いをお聞かせ

ください。 

 遠野市総合計画では、本道路の利用として地

域間交流の拡大や新たな産業立地などに大きな

効果が期待できるもので、今後地域間連携、交

流人口の増加、日常生活圏拡大など活力あるま

ちづくりの動脈とすると表現されているところ

でありますが、このことを考えるとき、抽象的

であって具体性に欠けているような気がしてな

りません。単なる羅列だけで終わるならば、結

果として道路が開通してよかったとぬか喜びで

終わってしまうような気がするのであります。 

 そこで私の言いたいことは、もっと具体的に

掘り下げ、地域経済の活性化に結び着く産業等

を掲げ、それを本市の横断道路の利用する柱と

して、本気になって施策を講ずるべきものと思

うのであります。昨日の同僚議員の質問に答弁

されたように、ストロー現象により吸われるの

ではなく、吸うようにぜひ頑張ってほしいと願

うものであります。 

 そこで私の思いとして、例えば本市は何とい

っても基幹産業は農業であり、現状では衰退傾

向にあると思われますけれども、この農業の再

生を図って首都圏方面に向けて新鮮な野菜など

の出荷や企業誘致による工業製品の出荷等物流

の活発化を促進することが必要と思います。ま

た、釜石港の背後地としての条件のもとトヨタ

自動車と連携し、釜石港から荷積みする自動車

の一時ストックヤードの誘致も物流の一助とな

るものではないかと思います。観光にしてもこ

れに力を入れ、平泉の世界文化遺産との連携を

図って観光客の誘因による往来も大きく利用度

を増すものと考えます。 
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 復興道路としてあるいは命を守る道路として

利用することもよいわけでありますが、何はと

もあれ本市の地域経済に結び着く有益な利用が

あってこそ遠野市の発展につながり、やがては

活性化される元気な町遠野として変貌を遂げて

まいるのではと思います。これから、さらにこ

の道路が整備が進み、平成27年度開通見込みの

遠野、宮守間、今後10年以内に完成見込みの遠

野住田、遠野間が完成されますと、いよいよ本

格的な高速交通時代を迎えることになるわけで

ありますので、この条件を生かし利用拡大を図

ることが肝要と思います。 

 そこで市長に伺います。市長としてこの自動

車道にかける遠野市としての産業の柱をどんな

ものと位置づけをし、市民経済の発展に結びつ

けていこうとしているものかについてお伺いい

たすものであります。 

 次に、第２点目の質問に入ります。市内中学

校再編に伴う空き校舎となる校舎の利活用につ

いてであります。 

 長い間懸案となっておりました市内にある中

学校８校が、いよいよ再編によりまして明年４

月１日から３つの中学校となることが決まり、

新たに遠野中学校、遠野東中学校及び遠野西中

学校が開校されることになりました。開校され

る学校につきましては、それぞれ開校の諸準備

が進められ、教育委員会と関係する地域の皆さ

んとの間で万全が期されるように配慮が進めら

れているものと確信しております。 

 そこで、このことはさておき、私は再編によ

って空き校舎となる校舎はまだ立派な校舎であ

るため、今後の利活用が気になるところであり

ます。 

 まず、この利活用については、聞くところに

よりますと関係する地区の地域づくり連絡協議

会に意見を徴しているとも聞いているところで

ありますが、利活用計画がどのように取りまと

めがなされているものかについて伺います。 

 市としては、この空き校舎となる校舎は平成

27年度まで利活用を図る計画のようであります

が、木造校舎であるがゆえに使用しないで放置

することが長引くようでありますと、校舎が朽

壊してしまうことも考えられるものであり、早

めにその方向性を確立し、利活用をすべき必要

があると思いますが、まだ利活用が固まってい

ないものであるとするならば、市としてこれか

らどのような手法を持ってこの活用方針を定め

利活用してまいろうとしているものかについて

お伺いいたします。また、もしも利活用が定ま

っていないものとするのであれば、大変厚かま

しいことと思われるかもしれませんが、私の提

案を申し述べてみたいと思います。 

 まず学校の体育館や校庭については、地元の

総合型地域スポーツクラブの育成強化を図るこ

とに合わせ、地域住民の健康増進を図ることを

目的にスポーツクラブに利用させ、地域づくり

の一助とする方法があるのではと思います。ま

た、教室として利用している部分は地元の各種

団体のよりどころとして開放してはと思います。 

 これだけでは広いスペースでありますので、

まだまだ未利用となる部分が残ります。そのた

めには古い話となりますが、以前にも触れたこ

とがありますけれども博物公園都市構想なるも

のがあります。その中に農村民族資料館の配置

計画があったところであります。この構想をい

ま一度振り返っていただき空き校舎となる校舎

を活用し、例えば小友町には山地館、 附馬牛

町には牛馬館、土淵町には伝承館、上郷町には

芸能館を配置し、今ある博物館の分館的役割を

果たすとともに、観光の用に供することも利活

用の一策になるのではと思うのであります。 

 今申し上げた私案が、市がこれから計画する

利活用の中に生かすことができないものかにつ

きまして、大変僣越ではありますが市長の御所

見をお伺いいたしたいと思います。 

 次に、第３点目の質問に入ります。児童虐待

についてお伺いしたいと思います。 

 毎年11月は児童虐待防止推進月間となってい

るところであります。本市でも遠野広報11月号

に「児童虐待みんなで防止、悩みがあったら相

談を」として、市民の皆さんに呼びかけている

ことは御案内のとおりであります。 
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 去る11月22日の岩手日報の紙面に県警の児童

虐待に関する記事が掲載されておりました。そ

れによりますと県警が児童虐待に関する相談、

通報を市長村や児童相談所に通報した件数は、

ことし１月から10月までで52件もあり、過去最

多となっているということであります。もっと

も信頼を寄せるべき両親や身近な大人からの虐

待は、子どもの心に大きな傷を与えるものであ

ると思うと、心の痛むところであり、非常に残

念なことと思わずにはおられません。願わくば

児童虐待はあってはならないことと思うところ

であります。 

 この防止に当たっては、平成12年５月児童虐

待の防止等に関する法律が制定され、同年11月

に施行されているわけでありますが、残念なが

らせっかくの法律が無視され、年々増加の傾向

にあるということは、ざんきにたえないもので

あります。ついては、このことが本市の場合、

どのような状況となっているものか気になると

ころであります。幸いに新聞などに取り上げら

れるような大それたこともなく推移してきてい

るものの、しかしながら市の資料によりますと

年々相談件数などが増加傾向にあると伺うとこ

ろであります。 

 そこで市長に質問するものであります。本市

の児童虐待の実態については、どのような傾向

となっているものか、ここ二、三年ぐらいの状

況について、市長の把握しているところをお示

し願います。 

 次に、本市として児童虐待防止に当たっての

市の組織体制は十分なものとなっているものか。

また、人的体制も整っていると言える状況なの

かお伺いいたします。また、この案件において

本市と関係機関、団体等の連携はそつなくとら

れているものかについてもお伺いしたいと思い

ます。 

 最後に市総合計画によれば児童虐待の防止対

策については、児童相談所、児童民生委員など

連携して早期発見、早期対応による防止対策を

推進するとしておりますが、現実として相談件

数の増加傾向にあることは何か欠落しているも

のがあるような気がしてならないところであり

ます。防止対策について、手の届かない不備な

点があるのではと感じられますが、この対処の

仕方について市長はどのように取り組みをして

まいろうとするのかについてお伺いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  菊池民彌議員の一般質

問にお答えいたします。 

 それぞれ項目が３つほどでありましたけども、

いずれも大変大きな市政課題の中における御質

問と承ったところであります。 

 まず、この東北横断自動車道釜石花巻間の有

効利用ということで、宮守東和間が去る11月25

日供用開始ということになったんだけども、率

直な思いとこの道路というものを単なるその道

路じゃなくして、いうところの遠野の地域活性

化のために役立てるという部分の中におけるど

のような考えを持っているのかということのお

話でありました。この東和宮守間も含めてこの

釜石自動車道、遠野までと、遠野から釜石まで

ということは全く決まっておらなかったわけで

ありますけども、整備計画路線として平成８年

に決定をした路線であるわけであります。 

 そして道路公団がさまざまな問題の中で、い

うところの有料道路としての高速道路の整備に

ついては、東和から遠野まで、これいかがなも

のかという大変な議論が平成16年にあったわけ

であります。平成16年、これは東和インターま

で開通したときなわけでありますけども、まさ

に盲腸のような路線として整備された道路であ

りまして、その東和から遠野までという部分に

つきましては、当時いうところの高速道路とい

いますか道路公団の有料でもっての有料道路と

して整備するのか。それともそのときに出てき

たのが新直轄方式ということで整備するのはい

かがなものかと。新直轄でもってやると税金で

整備することになるから、15年、20年かかって

遠野までたどり着くんじゃないかなという話が、

平成16年ごろにあったわけであります。 
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 しかし当時、もう道路公団の中における有料

道路としての道路整備というものについては、

とてもじゃないが通行量等を考えてみた場合に、

それを選択するわけにはいかない。もう道路公

団もそれはとらないだろうというのが、平成16

年ごろのいろんな議論であったわけであります。

そして当時の知事、増田さんが知事であったわ

けでありますけども、新直轄方式で遠野まで整

備をするということを早々と決断をしたという

中にあって、国が進める路線として整備されて

きたということであります。この新直轄方式は

国が４分の３、事業費を持つと、県が４分の１

を事業費を持つという中における道路整備であ

りますから、御案内のとおり無料の、料金のな

い高規格自動車専用道路としての整備というこ

とになるわけでありまして、今般この東和から

宮守まで整備されたわけでありますけども、17

年から本格的に着手いたしまして、総事業費も

距離にしますと23.7キロ、通常は24キロ、24キ

ロと言ってますけども、宮守インターまで23.7

キロ。それに要した費用は542億円という形で1

1月25日を迎えたということになるわけであり

ます。 

 私も式典に参加いたしました。そして、この

インターのある東和インター、花巻市、奥州市、

それから宮守という中における遠野市というこ

とで、花巻市長、それから奥州市長、それから

遠野市長、釜石市長も住田町長も北上市長さん

もと、それぞれの沿線の方々がみんな参加して

おりましたけども、記念式典があったわけであ

ります。 

 その中で、私も改めて感じたところなわけで

ありますけども、文字どおりこの東日本大震災

といったもの、何にもかえがたい命といったも

のとがあってということがあるかもしれません

けども、いずれ急速にこの全通ということにつ

ながり、もう一方においては国道340号の立丸

峠もトンネル化ということも、これも決まった

と。それは平成30年までですから後６年でもっ

て立丸峠もトンネル化されるということも決ま

ったというわけでありますから。 

 ただいま菊池民彌議員が御指摘されましたと

おり、この道路の整備といったものを遠野の産

業振興にどうするのか。これはきのうの荒川議

員とのやりとりの中でも、かなりの部分は私の

思いと考えは申し上げたつもりでありますけど

も、多様な人的交流とあるいは物的交流のネッ

トワークが、ここ10年以内にかなりの部分とい

うよりも大きな課題としてあったものが全て整

備されるということにもなってきたということ

が視野に入ってきたわけであります。 

 したがって、先ほど質問の中で、ぬか喜びと

いう言葉がありました。非常に印象的だったわ

けでありますけど、ぬか喜びになってはだめだ

ぞという部分は大きな警鐘として私も受けとめ

なきゃならないかと。道路が通った、よかった、

よかった。沿道に一杯の市民が出て、笑顔で迎

えてくれた、よかった、よかった。本当によか

ったんですよ。だけどもやっぱり一方において

は、この道路といったものをどのように生かす

のかといったことがまた一つの大きな課題とし

て、いわゆる立ちはだかっているということに

もなろうかというように捉えているわけであり

ます。 

 そこで、一定のハブ機構を持ちながら、さま

ざまな形での遠野といったものの役割、何度も

申し上げてますとおりハブ機構という中におい

て道路といったものは283号線から396号線ある

いは107号線、340号線と、骨幹道路が４本も入

っているところに、今度は釜石自動車道といっ

たようなものが、遠野に後２年で入ってくると

いうことになるわけでありますから。これだけ

の一つの幹線道路が遠野に集中し、それからま

た沿岸各地に広がっていくという一つのハブと

してのこの機能といったものは物すごく産業的

にも、まさにこの地域の活性化のためにも非常

に大きなウエートを占めるというかインパクト

を与えるんじゃないのかなというように思って

おります。 

 実は式典には、東日本トヨタ、関東自動車で

すね、前の関東自動車でありますけど、トヨタ

の関係者の方もかなりの人数の方が参加されて
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おりました。それはやはりストックヤードとい

うお話もありましたけども、遠野にとってはや

はり大きな産業振興の面、人口減少に歯どめを

かける部分、そしてまた一方においては交流人

口の拡大といったものに、この道路の果たす役

割といったものはかなり大きいものがある。そ

れはきのうの荒川議員とのやりとりの中でも私

の思いもいろいろお話し申し上げましたので、

それは重複することは避けますけれども、いず

れ、遠野が持っているこの地域資源に磨きをか

けることによって、交流人口の拡大もそれこそ

ふやすことができる。 

 きょう「生き生き」といった、農業の中の

「生き生き」という言葉でってことで、先ほど

菊池由紀夫議員からも御提案ありました。そし

て、まち物語をつくれという話も御提案をいた

だきました。私は、ただいまの菊池民彌議員の

御質問を聞きながらも思ったわけでありますけ

ども、決して厚かましいわけでもないし、決し

て僣越でもないと。どんどんそのような提言を

行っていただきたいというように私は思うわけ

であります。それでこそ、まさにかみ合い、こ

うしようと、ああしようというような知恵がや

はり出てくるんじゃないのかなと思っておりま

して、それぞれを申し上げれば、これ時間のあ

れもありますから切りがありませんけど、やは

り若者定住、そして人口減少にも歯どめをかけ

るとなれば、一つの企業誘致の大きな優位性と

いったものは、遠野にもこうして出てくるとい

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。受け皿としての用地は、ま

ずある程度は遠野としては持っているわけであ

りますから、そこに高速インフラというものが

整備されることによって、物流といった人と物

の動きが非常にこれまで以上に便利性が高まっ

てくるということは、一つのこの企業誘致の受

け皿として遠野も大きな環境が整うんじゃない

かなと思っておりますので、こういった点には

まず柱と、あえて柱ということはなんだとなれ

ば、やはり雇用の確保、若者定住というよりも

人口定住といったところに一つの柱を持ってい

くということが、私は一つ大事ではないのかな

というように思っておりますので。ひとつこれ

からもさまざまな形での御指導をまたいただけ

ればというように思っているところでもありま

す。 

 さて、２番目の中学校再編に伴う空き校舎と

なる校舎の利活用。これの中に非常にこれはや

はりさまざまな形でゴールが見えなくなってき

た、山に登るときに道に迷ったときには戻れば

いいと、また戻って、そしてまたそこから出発

すればいいんだと、無理して道のない道を歩い

てしまって迷路に入ってしまって大変なことに

なるよりも、思い切って引き返せということが

登山家とか山登りの一つの鉄則だということが

あるわけでありますけども、私どもの地域づく

りにあっても、この中学校再編、８校を３校に

するというのは、これは大きな、大きな本当に

事業であったわけであります。 

 私いつもお話いたしますけども、閉校になる

５校、上郷町、そして土淵町、附馬牛町、綾織

町、小友町、それぞれの中学校がなくなるとい

うことにつきましてのこの問題に対しての地域

住民の方々の本当に思いといったものを受けと

めた場合においては、大変な事業であったわけ

であります。議会のほうでも特別委員会を設置

しながら、この問題にきちんと向き合っていた

だきました。 

 そういったこともありまして、４年半ほどの

時間をかけたわけでありますけども、３校に集

約しようというような一つの合意形成がなされ

たわけであります。これは本当に地域住民の

方々にそれこそ御礼を申し上げなきゃならない。

理解をいただいたということに対して感謝を申

し上げなきゃならないかというように思ってい

るわけでありますけども。 

 前にもお話しましたけども、来年３月には閉

校になるという最後の文化祭などは、子どもた

ちは、生徒たちは、本当に前向きに、この閉校

問題に取り組んでいるという姿を見たわけであ

りますから。もう一方においてはそのような中

で、校舎整備も着々と進んでおりますので、今
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度はこの閉校になった跡地をどう利活用するか

という問題に、やはりきちんと答えを出してい

かなきゃならないかというように思っておりま

す。 

 御提案の中にありました、先ほど迷ったとき

は引き返してみるのも一つの大事な対応である

というお話をしたわけでありますけども、かつ

て遠野には博物館公園都市構想というものがあ

ったという提案の中にありました。まさに、こ

れは引き返してみれば、かつて先人たちはその

ような構想を持っていたじゃないかということ

を思えば、小友町を山地館というような一つの

切り口の中で少し今風に夢をというか構想を膨

らませてみることもいいじゃないだろうかと。 

 この附馬牛といったような場にあっては牛馬

館、これまた膨らませてみてもいいよな。今こ

れを考えれば、例えばホースセラピーなどは、

かつての30年、40年前の牛馬館となれば、今21

世紀であれば、平成の時代であればホースセラ

ピーという言葉がすっかりかぶさってくるとい

うことになるわけであります。 

 そしてまた一方においては土淵町の伝承館。

これは着実に一つのそこに佐々木喜善という、

そしてこれは世界的な中における日本のグリム

であれば、ドイツのグリムと遠野との同じグリ

ムの縁でもって伝承館をさらにスケールという

か、中身を充実させてみてはどうかという中に

なってくるということになるわけでありますし。 

 そして、上郷町は芸能館と。この間、上郷町

のしし踊り協議会の団体の方々の30周年記念式

典がありました。すごい立派な記念誌が出てお

りまして、あれを読ませていただきまして、ま

さにこの郷土芸能といった深さと申しますか、

それをみんな上郷町の皆さんも含めて郷土芸能

はかかわってる方々のこだわりの中で支えられ

ているんだなと、これは次の世代にもきちんと

やっぱり伝えていかなきゃならないなと。30年

だから記念誌を出していいんじゃない、それを

まさに知る、見る、聞くといったような中にお

いてのこの芸能館といったようなものを、また

これこそ、交流の時代、そしてこの道路インフ

ラが整備される時代にあって魅力を、不思議な

力といったものをさらにパワーアップするため

に、この芸能館というのもまさに平成の時代に

即したものとして、さらに構想を膨らませるこ

ともいいんじゃないのかなというようなことも、

先ほどの御質問を聞きながら思ったわけであり

ます。 

 それから、市民センターが管理する体育施設

として位置づけ、地域のスポーツ活動に利用す

ると。これも非常に大事な切口だと思います。

今実は健康年齢といったものが盛んに言われて

おります。平均寿命とか様々なことありますが

健康年齢、要するに介護を必要としない状態に

いるんだということをいかに、それをそういう

環境づくりするかということが医療費の抑制に

もなるし、地域の活性化にもなる。健康年齢と

いったものを今72歳だから、男で72歳だから女

性がちょっと高いようにちょっと記憶してまし

たけど、今ちょっと数字を持ち合わせておりま

せんけども、いずれ健康年齢ということを考え

れば、やはりこのような提案のあったようなも

のも、子どもたちのスポーツ振興も含めながら、

私もその団塊世代の典型的な世代なわけであり

ますけども、予防という中において健康という

切り口の中から、そのような拠点をそれぞれの

地域の中に整備していくというようなものも、

非常に私は大事な、大事な検討の一つの切り口

ではない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。 

 ただいまの私案と、菊池民彌議員の私案とい

うことでありましたけども、これまでの各町の

地域づくりに基づく活用策の一案といたしまし

て、今後の検討に当たっての参考にさせていた

だきたいというように思っております。 

 ただ、来年の３月にはもう閉校ということが、

カウントダウンが始まっておりますから、この

検討作業も急いでいかなきゃならないかという

ように思っておりますので、それぞれの地域づ

くり連絡協議会、あるいはＰＴＡの皆様もこの

問題に対して非常に関心持ってますし、また地

域住民の方々も非常に関心持ってますから、皆
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さんと一緒になって考えるという一つの基本姿

勢を崩さず、行政でもって一方的に提示するこ

とじゃなくして、必ず双方向の中で議論を深め

て、そしてやれるところからと。５校をいずれ

も同時スタートというわけには、これはちょっ

と財政的にも含めさまざまな要因がありますか

ら、具体的にやれるようなところから、そのよ

うなところを進めていくという一つの工程表を

市民の皆様にもお示ししながら、対応してまい

りたいというように思っております。よろしく

お願いいたします。 

 それから、３つ目の質問であります児童虐待

の実態、これについての御質問がありました。

これにつきましては全国的に増加傾向にあると

いうことで報じられておりまして、当市として

もこの問題には関心を持たざるを得ないという

ような。で、今状況はどうなのかというお話が

ありました。この状況につきまして申し上げま

すと、前年度からの継続相談者を除く新たな相

談、これが22年度は21件、23年度が24件と、22、

23と比較いたしますと、３件ほど23年度はふえ

ておるということであります。そのうち、県の

福祉総合相談センターへの一時保護、それから

長期施設入所といったものの対応になったケー

スは22年度が３人、それから23年度は４人とい

う状況であります。 

 保護の事例といたしましては、これは個人保

護にもかかわることでありますし、十分に注意

してお話をしなきゃならないことでありますけ

ども、母親の再婚相手からの身体的虐待により

一時保護となったケースも出てきております。

その後改善が見られないために、この子どもは

児童養護施設に入所したという、そのような

ケースも起きております。それから保育園から

の情報で発覚したケースでありますけども、こ

れは連絡が早く早期に対応ができたということ

で事なきを得たということでありますけども、

万が一相談がおくれていれば、ケースとすれば

深刻な事態になっていったんじゃないのかなと

いうような事例も起きておるということであり

ます。したがって、相談、早めに相談する、早

めに発見するというような鉄則、これは非常に

大事なことじゃないかなというのが、この２つ

の事例が、それを物語っているかというように

思っております。 

 身体的な虐待、または横文字ではネグレクト

と育児放棄ですね、これも今出てきております。

暴言や拒絶的な対応をとると、心理的虐待、性

的虐待も含め、このような形で分類されておる

のが児童虐待ということであります。この育児

放棄なども、ネグレクトという育児放棄なども

都市部だけじゃないと、やはり地方のほうにも

このような事例も起きてきているということも、

それこそ素直に受けとめなければならないかと

いうように思っておりまして。実務者会議とい

うことで、これ相談ということでありますが、

要保護児童の個々の状況を定期的に確認する、

情報共有を図っておると。それから、個別ケー

ス検討会議は22年度は22回、23年度は24回。こ

の検討会議でさまざまな詳細な状況把握を行い

ながら、この危険度や緊急性を判断し、対応方

針とか問題解決のための具体的な支援活動を行

っておるということでありますし。家庭相談員

なり婦人相談員を配置して、常時相談可能な体

制を整えると。これも非常に大事なことである。

関係機関、団体との連携も非常に大事でありま

す。これにつきましては、遠野市要保護児童対

策地域協議会といった組織を立ち上げておりま

して、この中で情報の共有と個別ケースの相談

に当たっておるということであります。 

 例えば保育園などで不自然なあざを見つけた

場合は子育て総合支援センターに直ちに連絡が

入るといったようなこと。あるいは、いろんな

キャンペーンなども積極的に行っておりますし、

それからやはり心理的なという部分におきまし

ては、これは本当にケース、ケースによって、

それぞれものすごく内容が異なるわけでありま

すから、やはり専門的な知識といったものも必

要なわけでありますので、県内で開催される研

修会には、積極的にこういったものに参加しな

がら、相談員等の研さんにも努めておるという

ことであります。いずれ、わらすっこ条例をも
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って遠野を、子育てするならば遠野であるとい

うことを標榜しながらのまちづくりを行ってい

るわけであります。 

 そういったことを踏まえれば、児童虐待防止

のＰＲといったもの、そして、わらすっこ条例

で保障されている虐待、暴力、いじめを受けな

い権利、子どもにはそれがあるわけであります

から、これを守るためにも、まさに総合力とし

て関係機関団体、それぞれ連携をとりながら、

この防止に真っ正面から取り組むという体制を

整え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して答弁とさせていただき

ます。 

○議長（新田勝見君）  14番菊池民彌君。 

   〔14番菊池民彌君登壇〕 

○14番（菊池民彌君）  それでは、懇切丁寧に

答弁はしていただきましたけれども、ちょっと

聞きたいことがありますので、またよろしくお

願いしたいと思います。 

 この道路利用の関係では、新しいようで古い

ことではございますけれども、例えば企業誘致

あるいは雇用拡大というのは以前からもたびた

び聞かされる言葉ではございますが、例えば上

郷に工業団地があるわけですけれども、看板は

立ってますが、そのままという状況でございま

す。これを何とかどこかの企業が入っていただ

ければいいなというふうにいつも思っているん

ですけれども、なかなかその姿が見えてこない。

逆にＳＭＣの工場が拡大されるというふうな部

分では、これはいいことだなと見ておりますけ

ども、手のつかない部分の敷地の整備を図って

誘致を図るということを、ひとつ真剣に考えて

いただきたいものだなというふうに思いますが、

いかがなものかと思います。 

 それから、これが市長が今しゃべったような

企業誘致の意味も指しているのかわかりません

が、総合計画では「この道路を利用するに当た

って、地域間交流の拡大や新たな産業立地など

に大きな効果が期待ができる」と、こういうふ

うな表現しておりますけれども、今新たな産業

の立地という部分は何を指しているのか、どう

いうものを指しているのかお聞きしたいと思い

ます。 

 それから、学校の校舎の利用につきましては、

私の提案も何となく認められていたのかなとい

うふうに思いますけれども、将来に私の提案が

残るような形でぜひ取り上げていただければ私

も幸せだなと、こう思いますけれども。そう簡

単にいってもあれなんですが。 

 それはそれといたしまして、例えば上郷の芸

能館というふうなものを提案しましたけれども、

これは地元からもかなり強い要望があります。

例えばしし踊り、あるいは神楽、虎舞というふ

うな部分が伝わってきているわけですけれども、

その伝承活動あるいはまた観光に要するという

ふうなものも大事なものであるために、地域の

方々もそういう場が欲しいということを述べて

いる方々もおるわけでございますので、新たに

建設するということも大変だろうと思いますん

で、こういう学校の空いている部分を活用させ

ることもいいことではないかなと、このように

思いますので、ぜひ考えていただきたいなと思

います。 

 それから、児童虐待につきましては、今22年

が21件、23年が24件というふうな形で、増加が

少ないと言えば少ないものかもしれませんけれ

ども、岩手県の県警の報道からしても50何件が

最多だというふうな表現もされておりますので、

遠野にしては少ないわけでもないんではないか

なというふうな思いがします。特にもこのよう

な数字の中で、県の児童相談所入所も３人なり

４人もいるということは、やっぱりこれは真剣

に対応していかなければならない大事なもので

はないのかなというふうに思うところでござい

ます。つきましては、こういう部分について県

から、県警からあるいは児童相談所からという

ふうな形での市のほうにも報告がなされている

ものかどうか。逆に市から報告ではなく、県の

ほうからの報告があるのかないのか、その実態

がどうなっているのかお聞きしたいと思います。 

 以上、３点ほど、よろしくお願いします。 

○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）  菊池民彌議員の再質問

にお答えいたします。 

 まず、１つは、この道路利用に係る問題とし

ての、私先ほど雇用というものを生み出す、一

つの減少一方の人口減少に一定の歯どめをかけ

る、その中から一つの活力を生み出すという部

分におきましては、やっぱり雇用の場としての

企業誘致が非常にやっぱり、この道路ネット

ワークといったようなインフラ整備と、社会資

本としてのインフラ整備がこうしてここ10年以

内にきちんと見えてきたという部分にあっては、

一つの大きな柱としてやっていいんじゃないか

なというような考えを持っているというお話い

たしました。 

 その中に市が持っております市有地としての

遠野東工業団地が、ＳＭＣ遠野工場の隣接地に

約９ヘクタール持っているわけであります。こ

れは幸いにも市が持っておるということであり

ますから、金利負担もなく土地を有していると

いうことの中にありまして、これは決して被災

というもの、東日本大震災といったものの中に

おいて、ある程度の、程度問題はありますけど

も、やはり雇用といったようなもの、沿岸被災

地の本格復興にも、やはり雇用といったものは

大きな一つの要件としてあるわけでありますか

ら。そういった意味におきましては、30分、40

分の距離にある東工業団地も被災地の本格復興

に向けての雇用の場。また遠野市としての一つ

の地域活性化を行うためにも大きな一つの雇用

の場としてあっていいんじゃないかなと思って

まして、これはいずれは議員各員にも御相談申

し上げなければならない一つの事案というよう

に私自身は認識しておりますけども。 

 例えば、この遠野東工業団地は遠野の活性化

にもつながるんだと、それがまた本格的な復興

に向けて、被災地の皆様の雇用の場にもつなが

るんだということになれば、例えば土地代につ

いてはそれなりのことを考えてもいいというよ

うな一つの施策を打ち出してもいいんではない

のかなというようなことも思ったりしてるわけ

であります。何ぼでなければだめだと、これは

ビジネスでありますから、一つそういったこと

は当然ありますけども、市民の皆様と議会の皆

様の理解をいただくという中にあっては、そこ

に雇用が例えば300人生まれる。あるいは200人

がそこで雇用が生まれるということになれば、

この土地代問題についてもある程度の一つの施

策としてもう一歩踏み出した対応をしていいん

じゃないかなというように思っているわけであ

ります。 

 ただ、これは非常に大きな、一つのあれを抱

えているわけですね。何十年前でしたか、22年

以上前でありましたか、30年ぐらい前でありま

すか、三重県のかつての知事やった北川さんが

シャープに100億円といったお金を出して、大

規模な工場をつくったわけですね。それが今は

シャープがあのような状態になってるというこ

とを考えるとですね、その辺のところもいろい

ろ見極めながら、慎重にという部分にあっては、

この企業誘致といったものを前に進めるという

部分にあっては、そのような切り口も考えてみ

てもいいんじゃないのかなというようなことも

さまざま検討しているということであります。 

 それから、新たな産業立地ということを１点

だけでもと。企業誘致ということになれば、い

うところのものづくりという一つの中における

生産工場といったイメージになるわけでありま

すけども、間もなくこれも正式発表できるんじ

ゃないかなということで、今最後の詰めに入っ

ておりますけども、出版社が遠野にこの光ファ

イバーの中にあって、遠野においても編集作業

ができると。そしてまたもう一つ大きな、なぜ

遠野に拠点をという中における一つの要素は、

いわゆるリスク分散なわけですね。膨大なデー

タを首都圏直下型が来てしまったらば、瞬時に

して失ってしまうことになりかねないと。した

がって、膨大な量のデータをまさに遠野であれ

ば、そんなに大きな地震が来ても被災を受けな

いで済むので、そのリスク分散と企業としての

信頼度を高めるために、遠野のほうに拠点を移

し、そこで編集構成作業を、まさに東京と遠野
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の600キロ離れた中にあっても、まさにリアル

タイムで作業ができるというような、そのよう

な中における企業進出も、間もなく正式決定が

するかというように思っておりますので、その

ようなことも。 

 リスク分散ということから、このデータの二

極化ということも、今各企業はさまざまもう、

本当に前へ前へと考えているんですよね。その

会社などは、明治以来の六法全書のデータを全

部持っているというんです。まず国家財産なわ

けです。そのようなものも遠野に持っていけば、

きちんとそれこそデータを失わないで済むとい

うようなことも社長さんは考えておるというよ

うな話を聞きますから、新たな産業立地という

のはそのようなものがやっぱり出てくるという

ことも想定した、あるいは情報産業も含めての

そのようなものが出てくると。だから、ものづ

くりとしての雇用の場ばかりじゃなくして、そ

のようなものも出てきているということにもな

ろうかというように、一つの事例であります。

これは間もなく、細部にわたっての詰めを行っ

ているところでございますので、いずれは正式

発表できるかというように思っております。 

 それから、この利活用の件ですね。これは決

して、私先ほどお話し申し上げましたのは、そ

ういう一つの過去にそういう原点があったんじ

ゃないか。それを今風にどんどん膨らませてい

けば、まさに利活用としてできる。菊池民彌議

員のアイディア丸ごと頂戴ということじゃなく

して、やっぱりそれをきちんと組み立てていく

という。先ほどそれでホースセラピーなどの切

口もそうじゃないかとお話したのは、そのよう

なお話であるわけでありますので、これはぜひ

地域の要望も非常に高いということであります

し、そのとおりだと思ってますから、真っ正面

にこれも向かって取り組んでいきたいというよ

うに思っております。 

 それから、虐待、これは私は数字が少ない、

多いというよりも、本来はあってはならない数

字なわけですね。でもこういう数字があるとい

う中で、県警なり児相との関係も、やはりこれ

は非常にデリケートな問題でありますから、い

ろんな風評が立っても困る、うわさが立っても

困る、非常にデリケートな問題を抱えながらで

ありますから、もう県警にしろ、児童相談所に

しろ、この情報管理といったものについてはか

なり慎重な対応をしておると。 

 しかし、情報をやっぱり皆でちゃんと共有も

しなければならないという部分で、必要な情報

をもらえるし、もちろんこっちは、それこそ県

警なり児相にもケースがあった場合においては

きちんと報告すると。で、県警とか児童相談所

のほうから定期的に、ケースごとに情報がある

かというんじゃなくて、大体件数とかこのよう

な状況にあるとか、傾向とかそういったような

ものについては、きちんと我々ももらっておる

と。後は個々のケースによって情報がこうなっ

たり、あるいはかなり慎重が上にも慎重にケー

スとして取り扱うような形で児童相談所預かり

になるケースもあれば、警察預かりのケースに

もなるという中におきまして、これはケースバ

イケース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、よろしくお願いを申し上げ

たいと思っております。 

○議長（新田勝見君）  14番菊池民彌君。 

   〔14番菊池民彌君登壇〕 

○14番（菊池民彌君）  最後にいたしますが、

もう一度児童虐待の関係につきましてお伺いし

たいと思います。 

 今件数で22年が21、23年が24というふうな形

での数字が出ているところでございますけれど

も、これを小中というふうな形で分類した場合

は、どのような形になっているのか。その実態

をお聞かせ願いたい。保育園も幼稚園も中には

あるかと思いますが、実態を。 

○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）  ただいまの児童虐待に

関する小中という部分の中における内訳であり

ましたけども、具体的には今この中には小中ご

とでの件数は持っておりませんけども、年齢で

申し上げますとこういう状況になってます。年
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齢で言うと、小中高ということはわかるかとい

うように思ってますけども。 

 年齢で言いますと、一時保護で見ますと22年

度は４歳・５歳児がそれぞれ１人、１人で２人

でありました。一時保護から施設入所に移って

いったケースは４歳のお子さんが１人というこ

とであります、22年度は。それから23年度は、

一時保護されたのは16歳の男の子が一時保護さ

れておりますし、一時保護から施設入所のほう

に移ったという形のケースは３歳児、５歳児、

８歳児といずれも女の子でありまして、この子

どもたちが一時保護と施設入所入れて４人とい

うことになっております。それから、24年度は

11月30日現在での数字でありますけども、一時

保護は12歳の女の子が１人、一時保護という形

で対応しておるということであります。 

 ちなみに、身体的虐待、それからネグレクト、

心理的虐待、性的虐待といったもの、これらの

内訳を見ますと、22年度は身体的虐待は９件、

23年度は８件でありますね。ネグレクト、育児

放棄は22年度は６件、23年度は９件、心理的虐

待は22年度が８件、23年度は７件、性的虐待の

ほうはケースとしてはないということで、先ほ

ど申し上げました23件、24件の内訳は以上のよ

うな状態として数字として把握してあると。 

 繰り返し申し上げますけども、これはあくま

でも数字としての把握でありまして、ケースに

よってそれぞれ本当に大きな問題を抱えている

ことでありますから、慎重が上にも慎重に、こ

ういったケースに立ち向かわなければならない

というように承知しているところでございます

ので、御了承いただきたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午前11時14分 休憩   

────────────────── 

   午前11時25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。 

 ２番瀧本孝一君。 

   〔２番瀧本孝一君登壇〕 

○２番（瀧本孝一君）  本日３人目の質問者の

新興会所属の瀧本孝一です。通告にのっとり市

長に対し、２つの大きな項目で質問をいたしま

すが、今回は一問一答方式で行わせていただき

ます。 

 質問の前に、先日４日に公示され16日の投票

日に向けて衆議院議員選挙の真っただ中にあり

ますが、原発の存廃や消費税増税、ＴＰＰ交渉

参加の是非、そして経済、外交問題など、この

国の行く先を左右する大きな転換期になるかも

しれない意味を持つ国政選挙において、一昨日

のある新聞に、県内13市に滝沢村を加えた14市

村長の個人としての立場と公人としての市村長

の立場での候補者への支持度合というかスタン

スが取り上げられていましたが、政権がどう変

化しようとも国民の幸福と東日本大震災大津波

からの復興再生、福島原発事故の収束、復旧が、

政局争いに忘れることのないように被災地被害

者の願いが届いて、安定した国づくりに希望を

託したいと、私を含め多くの市民が願っている

のではないでしょうか。 

 そのような折の４日前に、あの３.11を思い

起こさせるような強い地震があり緊張が走りま

したが、２週間ほど前の地元新聞の「ばん茶・

せん茶」というコーナーに、震災のとき釜石で

津波に飲まれ、旦那様を失いながら九死に一生

を得て本市の仮設住宅に住まわれている御高齢

の女性の方が、「選挙に思うこと」と題して投

書され、被災者の切なる願いが今回の選挙に届

いてほしいとの思いがつづられていましたが、

くしくも本日は震災から１年９カ月の月命日に

当たり、２回り目の冬や正月を仮設住宅で迎え

なければならない方々の御心情を思うとき、最

重要課題である復興の早期実現と被災された皆

様の御健勝を心から願うばかりであります。 

 それでは、最初の質問に入ります。昨日の先

輩議員のタフ・ビジョンに係る１次産業の振興

についてという一般質問に関連する部分もあり

ますが、農産物特産品の振興についてというこ

とで、市内から生産・販売される農産物などで、

遠野市を代表する特産品の現状と振興策にかか
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わって見解をお尋ねいたします。 

 ところで、特産品とは何ぞやということにな

るわけですが、ある辞典によると「特産品」と

は「特定の国や地域でのみ生産されたり、収穫

される物品のことで、その地域を代表し、その

土地の気候風土を生かした物品のことをいう。

俗に名物ともいう」と定義されており、誰しも

これに異論はないと思われます。 

 特産品はその名のとおり、特定の地域で生産

される、その地域の産品であることがほかにも

よく知られているものであり、代表的な特産品

の例としては農産物や海産物や、それらを加工

した加工食品や工芸品など、また郷土料理を含

めたお菓子や食品、衣服や玩具、装飾品など、

その種類は多岐にわたり、ミカンやリンゴなど

のように気候風土と密接に結びついたもの、ま

た京野菜、芋焼酎、古酒などのように土地の文

化・風土と深く結び着いたものなど、その成立

過程もバラエティーに飛んでおり、これらは主

にその地域を訪れた観光客によって消費された

り、輸送手段を用いて消費地や他の地域に向け

て輸送され、消費者の手に渡ります。 

 こういった特産品が発達する背景には、現地

の気候や風土といったものから特定の産業とし

て発達する歴史的な経緯あるいは流通の都合な

ど、近隣地域との地理条件などさまざまな要因

が上げられ、観光や雇用、収入源などを創出す

る産業として特産品の新規開拓や生産を大いに

奨励し、観光客との相乗効果で主要な産業へと

発展を遂げているところも、全国そちらこちら

に見受けられます。 

 先般、私はインターネットで全国の特産品に

関するあるサイトを検索してみたところ、岩手

県の特産品に上げられていたものは、果物・野

菜では江刺りんごと胆沢ピーマン。肉類、乳製

品では前沢牛にいわて奥州牛、郷土料理部門で

はわんこそばに南部せんべい、工芸品・民芸品

では南部鉄器、岩谷堂箪笥に秀衡塗、海産物に

いたってはなしとのことで、全部で９品目が上

げられておりましたが、岩手県をイメージする

特産品はこの程度なのかとがっかりした反面、

これ以外にもまだまだ隠れた名産品、特産品が

あることは衆目の一致するところだと思われま

す。 

 翻って、我が遠野市において名物や特産品と

言えば何をイメージするのでしょうか。遠野物

語や民話、かっぱや座敷童子に曲り家をはじめ

ジンギスカンに暮坪かぶ、シイタケ、ホップ、

ワサビ、タラの芽、はたまた馬肉にブルーベ

リー、どぶろくとそのなりわいに携わっている

人々の思いはもちろん、一般の市民あるいは市

外、県外の方々の思いと人それぞれにイメージ

するところは違うと思われますが、ここは範囲

を広げないで、特に農産物の特産品に絞って順

次質問に入っていきたいと思います。 

 最初に、行政として遠野市の特産品に対する

考え方や本市を象徴する特産品はどのようなも

のがあるかなど現状をどう捉えているのか、そ

の認識について伺います。 

○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）  瀧本孝一議員の一般質

問にお答えいたします。 

 冒頭、きょうは12月11日ということで、東日

本大震災の月命日であるということでお話があ

りました。私も新聞目を通しまして、ただいま

御紹介のあったような記事を読み、本当になか

なか遅々として進まないこの復興といったもの

に、どのように立ち向かっていったらいいのか

という部分におきましては、新聞あるいはテレ

ビで報じられるニュースなどを見ながら考えさ

せることばかりでありまして、そのようなこと

とも逃げずに、それこそ真摯に向かっていかな

きゃならないのになというようにも思っている

ところでありますので、ひとつよろしくお願い

申し上げたいと思っております。 

 さて、農産物に絞って特産品ということで、

岩手にあっては江刺りんごであるとか前沢牛で

あるとか、あるいはわんこそば、南部せんべい

と、岩谷堂箪笥、そういうようなものが上げら

れている、インターネットで検索するとそのよ

うなものだと。なかなかちょっと寂しいなとい
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うようなお話もあったわけでありますけども。 

 特産品、その地域でしかないものという中に

おいて、地域や国でしかないものという中にあ

って、いろいろ特産品といったことが、この言

葉を変えれば名物だということもあったわけで

ありますけども、私自身この問題につきまして

もいろいろ議論もしているところでありまして、

やはり当市の現状といったことの中における認

識ということで申し上げれば、一つの遠野市の

特産品として、この特定の地域を代表するとい

う一つの定義の中から導き出せば、やはり生産

量東北一のホップ、あるいは宮守ワサビのワサ

ビとしての非常に評価が高いワサビ、あるいは

これは東京の市場でも非常に評価が高まってい

るということを聞いておりますけどもトルコギ

キョウ。それから、かつての勢いはちょっと高

齢化という中でないわけでありますけど、やは

りこれも特産品として大きな、まさに遠野なら

ではというヤマメ。それから今は放射能汚染問

題で大きく課題に立ち向かっているシイタケな

ども一つの特産品としては位置づけられるのか

なと。あるいは実はこのタラの芽、ブルーベ

リー、県内栽培面積では県内一だというタラの

芽あるいはブルーベリーといったようなものも、

これはいうところの遠野ならではの特産品とい

う中に、位置づけるところにまで近づいている

んじゃないのかなというように認識していると

ころであります。 

○議長（新田勝見君）  ２番瀧本孝一君。 

   〔２番瀧本孝一君登壇〕 

○２番（瀧本孝一君）  ただいまホップ、ワサ

ビ、トルコギキョウ、ヤマメ、シイタケ、タラ

の芽等の品目が、シイタケ等の品目が上げられ

ましたが。 

 次に、日本全国各地に名産品、特産品と言わ

れるものは数多くありますが、それでは当市の

地形、気象条件、自然環境に適合したいわゆる

地域特性を生かした農産物の特産品と言われる

ものは、先ほどの答弁の中のものが全て含まれ

ると捉えて差し支えないでしょうか。そこを確

認いたします。 

○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）  特産品と、その地域な

らではという、その地域を代表するということ

でありますから、この自然環境、特にもこうい

った生産、栽培ということになりますと、この

自然環境といったものが非常に大きくウエイト

を占めるわけでありまして、先ほど申し上げま

したこれの品目は、いずれも寒暖の差が激しい

気象条件にあるということ。それから、豊富な

良質な水も一つの背景にあるといったようなこ

とは、やはり当市の自然環境に適した作物であ

るということになるわけでありますから、特産

品ということになれば、やはり遠野における自

然環境に適した品目というものが一つの特産品

かということになっていくということは、これ

はある意味においては一つの当然なあれではな

いのかなというように思っているところであり

ます。 

 以上であります。 

○議長（新田勝見君）  ２番瀧本孝一君。 

   〔２番瀧本孝一君登壇〕 

○２番（瀧本孝一君）  ワサビ栽培は、静岡県

や長野県の代表的な特産品としても知られてい

るところであります。その中で東北地方では、

特にも稲荷穴名水に象徴される清冽で豊富な水

の流れのもとで、先見の明を持った１人の先駆

者がはじめたワサビ栽培が旧宮守村時代から達

曽部の涌水、白石地区を主体として、今日まで

脈々と受け継がれ、生産が続けられているとこ

ろであります。 

 この品質に優れ、歴史あるワサビ栽培が合併

後の本市の農産物における特産品としての認識

として位置づけは、先ほどもありましたけれど

も、果たしてどの程度の位置づけ、認識となっ

ているのか、そこをお尋ねいたしますが。残念

ながら私はワサビ栽培に適した地形や水に恵ま

れていないため生産者ではありませんけれども、

市内の沢伝いには清い水の流れが豊富にあり、

まさにワサビ栽培の適地が多いのではと推測さ

れ、この自然環境を最大限に生かして普及拡大



－ 85 － 

を図るべきではないかと考えますが、いかがで

しょうか。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  特産品の中に、先ほど

ワサビという品目も上がったところであります。

これは私は、ある意味においては良質な水、寒

暖の差といったようなことも含めての、一つの

静岡県、そこも水というふうに富士山から湧き

出る湧水がそのワサビといったものを生み出し

てきたということがあるわけでありますから、

この稲荷穴の名水、名水百選に入る稲荷穴の名

水がこのワサビを、これまで一つ遠野の特産品

として明確に位置づけている。ただ、これはき

のう、きょう始まったわけじゃないと。この達

曽部の宮守ワサビは大正４年でありますから、

大正４年にもうワサビ栽培といったものが始ま

ったという歴史があるわけでありますから、も

う既に100年違い歴史を刻んでおるという一つ

のまさに歴史があります。 

 また、一方においては、本格的にということ

になると、昭和33年ごろと、戦後はまだ終わっ

てない昭和33年ごろに、稲荷穴地区の国有林を

借り受けてワサビ田を造成し始めたという、一

つの歴史も持っているわけであります。 

 したがいまして、50年代に入って寒冷地の悪

条件といったものを克服するという努力もされ、

ビニールハウスによる独自の改良方式、これが

いうところの宮守方式ということにつながった

という、それぞれの先人たちの思いと努力が、

このワサビといったものをこのように位置づけ

るということを考えれば、まさに遠野の特産品

として行政としても積極的に関与しながら、こ

の特産品といった地位を名実ともに確立してい

くということも大事な地域活性化の一つではな

いのかなというように位置づけているところで

あります。 

○議長（新田勝見君）  ２番瀧本孝一君。 

   〔２番瀧本孝一君登壇〕 

○２番（瀧本孝一君）  合併前の旧宮守村時代

は、ワサビ生産に対する行政の熱意や理解も深

く、わさびバイオセンターの設置や村のイメー

ジマスコットであるワサビのミーちゃんをシン

ボルキャラクターとして、さらにはミスワサビ

を認定してのＰＲ活動など、村内はもとより対

外的にもワサビの宮守村として積極的に周知を

図り、生産者組織とともに村全体で盛り上げて

きた経緯があります。 

 ワサビの生産者は決して多くはありませんが、

本市を代表する特産品としての価値は十分にあ

りながら、しかし合併後かっぱのカリンちゃん

にその座を奪われてから、市長が毎年遠野産ホ

ップを使ったビールの仕込み式や試飲会などに

出席していることなどが注目され、ニュースに

なることなど比較考慮するとき、行政の特産品

へのワサビにかける熱意や本気度が希薄になっ

てしまった感がありと思われ、そのあたりはど

う捉えているのでしょうか。 

○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）  宮守ワサビとしてミー

ちゃんがおり、それからミスワサビもおったと

いう中において、村ぐるみとして取り組んでき

たということはそのとおりで、私もそういった

ことは平成何年でありましたか全国大会あった

とき、まだこういう立場には立っておりません

でしたけども、すごい勢いだなということは感

じたことがありまして、そういったことが合併

といったものの中にあって、今議員から御指摘

があったとおり、いうところの行政のてこ入れ

と申しますか関心が、万が一といえば失礼でご

ざいますけど、薄れているというようなことで

捉えられているのであれば、私も非常にそれこ

そ考えなきゃならないかというように思ってお

りますので、やっぱりワサビ、不動のものであ

ります。先ほども申し上げたとおり100年の歴

史があります。先人の汗があります。そしてま

た遠野ならではの名水が生み出した一つの特産

品であるということもあるわけでありますから、

それこそ「ぴりっとワサビをきかして」という

部分が言葉としてあるわけでありますから、私

もぴりっとワサビをきかした宮守ワサビと申し
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ますか、ワサビの特産品化というものに対しま

して、もう少し前のめりで立ち向かっていきた

いというように思っておりますので、よろしく

お願い申し上げたいと思っております。 

○議長（新田勝見君）  ２番瀧本孝一君。 

   〔２番瀧本孝一君登壇〕 

○２番（瀧本孝一君）  ぜひ、そう願いたいと

ころであります。先般の議員全員協議会で、遠

野市進化まちづくり検証委員会から指摘されて

いた第三セクター等の経営改革の取り組み状況

について説明がなされましたが、検証を受けた

10団体のうち抜本的見直しの８団体の中に社団

法人宮守わさびバイオテクノロジー公社が入っ

ており、改革の取り組みの最中にあると認識を

いたしているところであります。 

 公社の前身である宮守わさびバイオセンター

が、良質なワサビ苗の研究、育成、供給を目的

に平成２年７月に発足して以来、営利追求では

ない試験研究機関としての位置づけにより職員

の人件費等は行政からの支援を受けてきていま

すが、行財政改革の中で検証委員会や遠野スタ

イル自立・連携行動プランにより見直しや自立

の提言を受け、本来は昨年度までに改革の実現

を求められているところでありました。 

 改革の実現が困難な場合、平成24年度をもっ

て市の関与は廃止することとされておりました

が、公社の理事長さんを先頭に経営内容の見直

しと安定収量確保による販路の開拓や販売価格

の上昇につながり、生産者の意欲も再燃したと

聞いております。また、遊休ハウスを借り上げ

て、公社みずから根ワサビの育成栽培の取り組

みとさらなる拡大、生産者への啓蒙、指導など、

若い職員２人の方とともに精力的に改革に挑ん

でおり、確実にその成果が見えてきているとこ

ろであります。 

 このわさびバイオ公社の改革と生産者の意識

改革に必死に取り組んでいる理事長さんをはじ

め職員に、私からも改めて感謝と敬意を申し上

げるところであります。ワサビの収穫は寒くな

ってきたこれからがシーズンではありますが、

根ワサビは植えてから２年から３年たたないと

売り物にならず、結果が現れるのもこれからで

ありまして、もう少しこのわさびバイオ公社の

現状と改革の行方を見守っていただくとともに、

生産地の振興のため、そしてさらなる特産品拡

大のため、このわさびバイオ公社を核とし、ふ

るさと公社との関係も含めた連携が必要と強く

思いますが、市長の見解はいかがなものでしょ

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）  このわさびの特産品化

ということを名実ともに確立するためには、こ

のわさびバイオテクノロジー公社の位置づけが

極めて大事だというように思っております。先

ほど理事長、スタッフともに、この経営改革に

取り組んでおるという中におけるお話がありま

した。私もこの進化まちづくり検証委員会にお

ける一つの公社等の見直し、機関団体等の見直

しの中におきましてわさびバイオテクノロジー

公社、これがさまざまな形で今御質問にありま

したとおり頑張っているということはよく承知

しております。 

 したがって、この販路というものをきちんと

持つことが大事でありますから、御質問があり

ましたとおり、ふるさと公社といったところと

うまく連携を図りながらという部分で、わさび

バイオテクノロジー公社の位置づけといったよ

うなものも、さらに進めていくということも大

事であるわけでありますけども。少なからずこ

の進化まちづくり検証委員会の中における第三

セクターの一つの見直しの中においては、やっ

ぱりわさびバイオテクノロジー公社におきまし

ては一定の経営改革と申しますか前進を見たと

いうことは、それこそ客観的にそのように評価

もし、捉えているところでありますから、なお

これをまさに次のステップに踏み出すような形

でとなれば、いうところのこの出荷主体なども、

特にこの市場開拓を行う。週２回の周年出荷体

制を整えた。それが価格安定にもつながったと

いうようなことも結果としてもう既に出ており

ますので、この苗の供給が中心の公社が販売に
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かかわるといったことは、やっぱり見直し検討

の大きな成果ではなかったのかなというように

も思っておりますので。 

 そういったような中で、生産者に対する苗の

販売収入ではない。そのときは経営がすでに厳

しかったわけですね。その部分をみずから栽培

面積を拡大しながら、収入の確保に取り組むこ

とを始めたということでありますから、これこ

そ経営改革であるわけでありまして、このよう

な手応えを感じながら今取り組んでいるという

ことを今後ともきちんとまさに支援をしてまい

りたいというように思っているところでござい

ますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  ２番瀧本孝一君。 

   〔２番瀧本孝一君登壇〕 

○２番（瀧本孝一君）  平成22年３月に策定さ

れたタフ・ビジョンの冊子の中にも記載されて

おりますけれども、生産振興と産地化、ブラン

ド化の推進の項目の中で地域特性を生かして生

産拡大を目指す特産品目に位置づけられ、全国

有数の産地であるホップやヤマメとともに特産

品としてのワサビの主産地化やブランド化の推

進を図るとうたわれております。 

 昨日は移転新築されたＪＡいわて花巻の宮守

支店が営業を開始し、式典祝賀会も行われまし

たけれども、行政との連携で支店内に農家支援

の係も設けられるということで、宮守町の営農

拠点として生産者やアストと一体となったさら

なる取り組みに大きな期待をしているところで

あります。 

 前に述べた宮守わさびバイオ公社への補助・

支援は別として、特産品全体に対する強力なサ

ポートを含め、直接的、具体的な取り組みをも

っと明確な形で打ち出すべきではないかと思わ

れます。パンフレットなどはどこにもあります

けれども、例えば前に述べたミスワサビとかミ

スホップあるいはワサビガール、ホップガール

を選出したり、ワサビのミーちゃんの着ぐるみ

人形などを活用してインパクトのある対外的Ｐ

Ｒを活動してもらうのも一つの方法であると考

えますけれども、当局の立場から民話やかっぱ

に加え特産品としてのさらなるイメージアップ

や地位確立のための振興策をどのように考えて

いるのかをお尋ねをいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいまの御質問は非

常に、これから考えなきゃならない一つの課題

提起だというように思っております。イメージ

戦略というのがあります。遠野という中におい

て一定のイメージは持っているわけであります。

それを売り込むあるいは発信をするという部分

については、まだまだな部分はあるなというこ

とは私自身もいつも感じているところでありま

して、この特産品のさらなるイメージアップあ

るいはまさに宮守ワサビだという中における地

位確立のための対応といったものにつきまして

は個々に取り組むんじゃなくして、本当にさま

ざま今まで取り組んできたことも含めながら特

産品のイメージアップを図るために、今どきで

言えばインターネットを活用した情報発信、こ

れも非常に大事でありますし、ゆるキャラとい

ったものも今や大変な勢いで全国にある。 

 この間新聞を見ましたらば、全国のゆるキャ

ラが集まったならば大変な数であったというこ

とも聞いておりまして、そのような中でそれぞ

れがブランドイメージの定着を図る取り組みを

しておりますので、こういった取り組みを、い

つも言ってますけども、縦糸横糸に結ぶという

部分の中における取り組みを、先ほどきのうの

ＪＡ花巻宮守支店の落成式の祝賀会の話があり

ましたけども、私もきのう出席いたしまして、

まさに農家の方々、それを取り巻く我々行政も

含め、関係者の皆さま、それが総合力の中でそ

れぞれの立場の中で取り組めば、かなり強力な

発信といったもの、あるいはイメージといった

ものを打ち出すことができるんじゃないかなと

思っておりますので、これも大きな市政課題の

一つとして捉えながら、昨日来さまざまな道路

整備に伴うストロー現象という中における取り

組みの、まさに事が大きな課題として議論交わ

されておりますので、そういった認識のもとに
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このようなものも再構築を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

います。 

○議長（新田勝見君）  ２番瀧本孝一君。 

   〔２番瀧本孝一君登壇〕 

○２番（瀧本孝一君）  そこでワサビに限らず、

特産品全てに共通する振興策に通じることでは

ありますが、全国への周知や発信が重要である

ことから、遠野市の特産品の発信と生産者の意

欲を高めるためにも、全国ワサビ品評会及び全

国ワサビ生産者大会なる全国規模の大会の招致、

開催を強く要望したいところであります。 

 平成元年６月に関係者の熱意により旧宮守村

で第４回の全国品評会と第23回全国生産者大会

を開催した経緯があると聞いております。それ

から約四半世紀の年月がたち、合併もしたこと

であり、宮守わさびバイオ公社の名称も来年４

月には一般社団法人遠野わさび公社に変更予定

とのことで、この際本市の特産品ワサビとして

のこの全国大会をぜひとも招致して開催するこ

とを提案するものであります。 

 ワサビの品評会は毎年全国大会は３年に１回

の開催で、品評会はことしは神戸、来年は東京

で開催され、情報では再来年の生産者の全国大

会の開催地は山陰島根県に内定しており、その

次の開催地は未定であるとのことで、ワサビ生

産の県は全国でも限られており、生産者大会は

持ち回りで全国大会の開催は可能性が大きくチ

ャンスであると思われます。幸いにも当市には

県のワサビ生産者協議会の会長も生産者の１人

として在住しており、次の全国生産者大会の招

致に向けて今から計画を立て、予算の裏づけも

しっかりと図っていただき、生産者への励みと

特産品の向上につながるよう全国大会の開催を

重ねてお願いをし、その意向を伺って１項目目

の質問とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  情報発信、そしてまた

ブランド化をしながらの、特産品化をしながら

のイメージ戦略の中で発信をしながら、それを

売り上げにつなげていく、いわゆる商売にする

と、それだけ収入がふえるという一つの方程式

がそこに成り立ってくるわけでありますから、

ただいま御提案のありましたとおり、もう全国

大会、平成元年に旧宮守村で行われたと。先ほ

ど答弁で申し上げました私この平成元年に、実

は全国ワサビ大会にあそこの体育館でやったの

に出席したことを記憶しておるわけであります

けど、大変盛り上がったったなあと思っておる

ところであります。 

 時を経て、もう既に平成24年ということで、

26年度島根県開催後の開催地が決まってないと

いうことでもありましたので、これはきのうき

ょうからさまざま議論しております広域連携、

そしてネットワーク、その中から一つの発進力

を高めながら地域の活性化を図るという部分に

あっては、この全国大会の誘致というものに本

格的に取り組み、このわさびバイオテクノロ

ジー公社が遠野わさび公社ということになって、

イメージを一つ大きく前に踏み出すことになる

わけでありますから、タイミング的には非常に

いいタイミングではないかなと思っております

ので、早速検討させるように対応したいという

ように思っているところでございますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  午後１時まで休憩いた

します。 

   午前11時59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。 

 ２番瀧本孝一君。 

   〔２番瀧本孝一君登壇〕 

○２番（瀧本孝一君）  昼食時間を挟んで、ワ

サビの辛みもちょっと飛んでしまったような感

もありますけれども、午前中に引き続き質問を

続けさせていただきます。 

 大項目２点目の質問に移ります。市内の空き

家対策についてと題し、現在全国で増加してい

る空き家の問題に関し、当市におけるその実態
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の把握や条例制定の必要性などについてお伺い

をいたします。 

 「廃屋になった空き家が点在し、地域が静か

に壊れていく、そんな近未来が地方で、ニュー

タウンで、都会で現実になろうとしている」、

こんな衝撃的な文章で始まる新聞記事が私の頭

から離れません。老朽化した放置空き家が全国

的に大きな社会問題になっていますが、総務省

の調べによると全国の空き家は2008年の数字で

757万戸に上り、それまでの10年間で180万戸ふ

えたと言われています。過疎化、高齢化が進む

地方都市ばかりでなく、人口の多い大都市でも

マンションなど集合住宅の供給過剰も一因とな

って増加の一途をたどり、放火による火災発生

やごみの不法投棄、建物の倒壊のおそれから周

辺住民の安心・安全を脅かす存在となって、最

近大きくクローズアップされるようになりまし

た。 

 永遠の日本のふるさとを標榜する我が遠野市

においても、中心市街地の店舗閉鎖によるシャ

ッター通りや俗に「在」言われる農村地帯にも

見受けられる廃屋同然の空き家など、自然豊か

なふるさとの情景や景観、美観上芳しくないと

思われる建物がふえているのではないかと思わ

れますが、当局の認識はいかがでしょうか。 

 そこに至る要因としては、後継者難による商

売や事業の廃止、少子高齢化による人口減と都

会への流出あるいは管理や解体まで手が回らな

い高齢や独居世帯の増加、相続人の不在などで

所有者、管理者が不明だったりと、いろいろな

ことが考えられますが、昨今全国各地で深刻な

事態に陥る前に手を打とうと空き家対策の条例

制定の動きが見られることは、私から申し上げ

るまでもなく把握されていることと存じます。 

 そこでまず、本市における空き家や廃屋の現

状について、どのように把握され、どれぐらい

の数があるものなのか、最初にその実態を伺い

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）  この空き家対策という

ことについてのこの背景、あるいはその状況と

いったものにつきまして、ただいま質問の中に

も触れられてあったわけであります。 

 当市におけるこの空き家と、あるいは廃屋と

いう定義の中における現状でありますけども、

私どもが把握している数字は72戸という形で把

握いたしております。じゃあ、空き家とあるい

は廃屋といったものを具体的にきちんと定義づ

けていく、一つのそれがあるとなれば、なかな

かきちんとしたものがまだ明確にはないわけで

ありますけども、いずれ空き家だと。とても廃

屋の状態になっているという中における把握と

いうことになりますと、今言ったとおり。 

 これちなみに、各地区センターで調査したと

いう中における数字で、ちょっと申し上げてみ

たいと思っております。遠野町が33戸、綾織が

１戸、小友町が８戸、附馬牛が６戸、松崎が１

戸、土淵が４戸、青笹も同様４戸、上郷が９戸、

宮守が６戸ということで、計７月現在で把握し

た数字が72戸ということになっております。空

き家と、これは居住可能だと。希望者がいれば

再利用も可能ですよという部分の中における定

義として、この空き家と。それから、廃屋はも

うこれは住むことができないと。ただ住むこと

はできないけども、まさにいろいろ交わされて

おります議論のとおり、遠野ならではという部

分にあっては景観上も、この廃屋といったもの

は放置するわけにはいかないわけでありますか

ら、そういった部分においては居住不適であり、

廃屋といったものがそのような定義づけをされ

る。 

 それから、もう一つは、危険家屋という一つ

の概念もあるわけであります。強い風が吹いた、

雪が大量に降ったという場合におきましては、

この積雪で倒れるというか潰れるという家もそ

の中にあるわけでありますから、このような部

分の中で解体するなり危険排除という部分の中

において、ある程度規制をかけなきゃならない

というようなのもふえてきておるということが

実態でありまして、一応72戸ということで捉え

ておるということでありますので、以上答弁と
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させていただきます。 

○議長（新田勝見君）  ２番瀧本孝一君。 

   〔２番瀧本孝一君登壇〕 

○２番（瀧本孝一君）  市内の空き家や廃屋は

72戸あるという御答弁でしたが、空き家と言っ

ても所有者、管理者がしっかりしていて、管理

がされているものから、その逆の管理されてい

ない放置状態のものまで多様なものだというふ

うに思われます。 

 しかし、幾ら空き家や廃屋と言っても個人の

財産、資産でありまして、所有者や管理者がい

るはずであります。それらの実態はきちんと調

査、把握されているものなのか。また、管理人

や所有者の不明、相続人不在等の事案はないも

のなのか、お尋ねをいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  空き家という中におき

まして、ただいまお話あったとおり72戸あると

いうお話申し上げたわけでありますけども、こ

れにつきましては、いうところのただいま申し

上げたとおり市民生活にも、あるいは防災上も

そのような形でいろんな影響を及ぼすというこ

とになるわけでありますから、これを放ってお

くわけにはいかないという部分の中における認

識は持っておりまして。ただ、今これをそれぞ

れの所有者あるいは状況、その権利も含めて、

状況についての詳細な形で72戸そのものをきち

んとフォローしているという体制まではまだい

っておりません。 

 いろんな空き家の活用に関する国の助成制度

もあるわけでありますが、活用を前提とした事

業実施のためでありまして、いうところの個人

財産の維持管理、困難者に対する対策とは今の

ところなってないわけでありますね。したがい

まして、その辺のところをきちんと踏まえなが

ら、やはりこの72戸あるという一つの現実を踏

まえてみた場合に、先ほど瀧本議員からさまざ

まなこの問題に対する背景、またいろんなまち

づくりに対する一つのこの影響といったものが

御指摘されているわけでありますから、やはり

詳細にきちんと把握をし、その実情をまずきち

んと捉えるということが極めて大事かと思って

おりますので、これにつきましてはそういった

調査を急ぎたいというように思っております。 

○議長（新田勝見君）  ２番瀧本孝一君。 

   〔２番瀧本孝一君登壇〕 

○２番（瀧本孝一君）  詳細な実情調査を急ぎ

たいという答弁でありましたけれども、本市の

空き家の現況を把握しているのは、都会から移

住者の受け入れや空き家提供希望者との橋渡し

役の窓口である「で・くらす遠野」が主体だと

思われますけれども、今後は管理不十分な空き

家や放置状態の危険な空き家などを把握するに

は、関係する商工観光課、連携交流課、都市計

画課、建設課、地域生活課、地域と密接な関係

の地域センターなどオール遠野で取り組まない

と、全体像の把握や対応については難しいので

はないかと思われますけれども、そのあたりは

いかがでしょうか。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  全くそのとおりと認識

いたしております。「で・くらす遠野」という

中にありまして、Ｕターン、Ｉターンも含めて

の受け皿として、この空き家情報を持っている

わけでありますけども。その詳細にわたっての

今申し上げましたとおり権利がどうなっている

のか、もう解体せざるを得ないあるいはそのよ

うな状態にまで持っていくようなという分にな

りますと、ただいま申し上げましたような一つ

の担当と申しますか組織が連携を図らなきゃな

らない。 

 したがって、いうところのワンストップ化と

いうことがよく言われるわけでありますし、ワ

ンフロア化という言葉もよく使われているわけ

でありますが、ワンストップ化の中で情報を共

有しながら、じゃあこの空き家に対してはどう

アプローチしていくのかというようなところに、

どういうシナリオを持つのかということを個々

に、やはり情報共有という中からそれの方向性

を見出していくということは行わなきゃならな
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いと考えておりますので、ただいま御指摘のあ

りましたとおりだというように認識いたしてお

ります。 

○議長（新田勝見君）  ２番瀧本孝一君。 

   〔２番瀧本孝一君登壇〕 

○２番（瀧本孝一君）  秋田県や青森県では、

空き家が朽ちかけ、雪の重みで倒壊したり、隣

の家や道路上に落雪したりしている事例もある

と聞きます。 

 本市では、そこまで至らずとも倒壊や崩落の

危険度が高かったり、周囲等への落雪、火災や

不法侵入の危険あるいは当該空き家の庭木など

樹木の枝や葉が隣の家や公道上にはみ出て迷惑

をかけているなど、そのような事案の有無の確

認や報告はされているのかどうかをお尋ねいた

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）  ただいま秋田県の例な

どもお話しながらの対策についての必要性につ

いての御質問があったわけであります。実は空

き家条例といったような形でこの問題に踏み込

んでいる基礎自治体が今全国的にふえてきてお

ります。 

 先般、国交省の都市局で、私も呼ばれまして

意見交換ということで、25年度の概算要求に向

けてという一つの意見交換の場に私も臨みまし

た。その中でのテーマは、空き家、空き地対策

についてということについてのテーマであった

わけであります。その中で、ことしの７月１日

現在でのデータでありますけども、全国の基礎

自治体では空き家条例を施行している自治体が

70市町村にもう上っておるというような数字が

示されました。 

 そのようなことも踏まえまして、ただいま議

員から御指摘のあったようなことの中において

の対策も必要であるという中におきまして、秋

田県の大仙市が、かなりあそこも豪雪地帯であ

りますから、やっぱり空き家あるいは廃屋とい

ったところが潰れたりする例も出てるというこ

とで、代執行も含めて、いうところの行政がそ

この空き家等に対応するというような事例の中

で職員を派遣いたしまして、さまざまな形で調

査・検討も既に進めているところでございます

ので。 

 その中から遠野としての一つの方向性もきち

んと、これも余り遅くない時期にきちんと提示

し、条例化するということであれば議員各位に

もその経緯なり背景なりも申し上げながら、そ

ういったきちんとした仕組みとしてこの問題に

も対応するということも、遠野もそういう状況

じゃないのかなということで承知しております

ので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  ２番瀧本孝一君。 

   〔２番瀧本孝一君登壇〕 

○２番（瀧本孝一君）  条例化についてはもう

少し後でお尋ねをしようと思っていたところで

ありますけれども、迷惑的な事案がないかどう

かの確認をちょっと聞いたのですが、あるかど

うかわかりませんけれども、そのような事例が

ないことに越したことはありませんが、例えば

親は田舎暮らし、子どもや孫は都会住まいと、

そして年老いた親は介護施設や福祉施設へのお

世話になって空き家になる。と、前段で申し上

げたとおり、少子高齢化や独居高齢世帯の増加、

さらには管理人や相続人がいないなどの理由で、

空き家や管理の行き届かない建物が今後ますま

すふえていくと予想されています。 

 個人の財産である住宅や建物を所有者の同意

もなく勝手に処分することは無理であり、相続

や権利も複雑やっかいなものであることは承知

をしておりますが、管理が行き届かず倒壊の危

険や廃屋になる前に、そしてまた誰もいなくな

ったとなる前に、これまでの「で・くらす遠

野」の空き家のあっせんに加え、関係部署連携

での適切な管理対策や指導はもちろんのこと、

維持管理の困難な方や撤去解体を臨む方への一

定の解体費用の補助など、公平なルール策定の

もと行政としても手を打つべき時期が到来して

いるのではないかと思われますが、そのあたり

はいかがでしょうか。 

○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）  先ほど70近い市町村が

条例化をしながらこういった問題にもう踏み込

んでいるというお話を申し上げました。ただい

まの質問の中におきまして、そのような形で、

もう遠野市も取り組まなければならないのかな

というような状況にあるんではないのかなとい

うように思っておりまして。ただいまいろいろ、

それぞれ所有者のいろんな事情があるわけであ

ります。 

 本当にそれぞれのケース、ケースによって皆

違うという中にあって、この私権、ここには一

つの代施行なども含めながら、この条例化の中

で一歩踏み込むことになれば、私権の、所有者

としての私権に、大きく行政が関与するという

ことにもなってくるわけでありますから、やは

り慎重な中における議論を重ねて、やはり一つ

の対策という形に持っていくという部分で、先

ほどちょっと申し上げましたのは、全国でもそ

ういった条例化する基礎自治体がふえきている

ということは、みんな置かれている状況は同じ

ような状況にあるという認識の中で申し上げた

わけでございますので。一定の形の中における

対策というまでにいく分にありましては、やは

りそれなりの情勢分析あるいは現状分析、そし

てまたそこに伴う権利との調整といったような

さまざまな課題があろうかと思っておりますの

で、一つの先進事例なども参考にしながら、一

つ議論を深め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）  ２番瀧本孝一君。 

   〔２番瀧本孝一君登壇〕 

○２番（瀧本孝一君）  実は、きのうの先輩議

員の広域連携に関する質問の観光にかかる部分

で、空き家問題に関して市長のサービス答弁が

ありまして、この質問を遠慮しなければならな

いかと一瞬思ったところでありましたけれども、

最後の質問に移りたいと思います。 

 空き家対策条例設置の全国第１号は埼玉県所

沢市でありまして、その中身は管理不十分な空

き家の所有者に適切な処置をとるよう、勧告や

命令を行い、従わない場合は所有者の氏名と住

所を公表する規定も盛り込んだ条例を平成22年

７月に制定し、その後20軒が自主撤去に応じる

などの効果があったとされていますが、東北地

方では秋田県や山形県の自治体が条例を設置し

ているようであります。その後、先ほどの市長

の答弁にもありましたが、全国各地に制定の動

きが広まり、本年３月までの２年弱で31自治体

が制定し、先ほどでは70自治体までになってい

るということであります。 

 過疎に悩む地方だけでなく、住民の高齢化が

進む首都圏や関西のベッドタウンや都会の住宅

密集地も含まれ、ほとんどの自治体が条例に勧

告や命令を盛り込み、８割の自治体は命令に従

わない場合、所有者の氏名や住所などを公表す

るとしていることであります。最終的に建物撤

去の行政代執行を定めている自治体もあり、撤

去費用は所有者に請求され、隣の秋田県大仙市

では、全国で始めて今年３月雪で倒壊のおそれ

がある５棟を行政代執行で撤去した事例もある

とのことであります。 

 ということで市長、永遠の日本のふるさと遠

野が、美観景観上朽ちる家屋がふえ、人口面で

弱る地域とならないためにも、少しでもその危

険を回避するためにも、次世代への負の遺産と

ならないよう空き家対策条例の制定が急がれる

と考えますが、もう一度見解をお尋ねし、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）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  きのうも、この一般質

問の中で、こういったような問題で、交流人口

の中における空き家、空き地対策という中で答

弁を申し上げました。ただいま瀧本議員のほう

から全国の事例、それから遠野のまちづくりに

とっては、これは放っておけない一つの大きな

課題であると認識のもとに、条例化といったも

のを急ぐべきではないかというような御質問あ

ったわけであります。 

 これは私もやはり、もう条例化という中にあ

って、遠野の景観、そしてまた交流人口の一つ
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の環境整備といった部分におきましても、

「で・くらす遠野」という一つの組織が、いろ

んな意味においての受け皿にもなっているとい

うことで、一つの事例ももう既に持っているわ

けでありますから、そういったところを一歩踏

み込んで、この空き家問題には代執行も含めた、

視野に入れた、一つの条例化といったものはも

う遠野も持たなきゃならないんじゃないのかな

というような認識でいるところであります。 

 先ほど来申し上げてますとおり、この空き家

問題については、一口に空き家といってもいろ

んなバリエーションがあるということが一つあ

るわけであります。それから周辺への悪影響が

非常に多岐にわたるというのも、これも防犯・

防災上も含めていろんな課題が横たわっている

と。 

 そして、地域によっても異なるということも

あるわけで、町の中と在のほうではやっぱり違

うということもあるわけであります。それから、

あいているということじゃなくして、管理がど

うなっているかということも一つ大きな問題が

あると。そしてまた一旦空き家ということにな

ると、もうなかなか手の施し用がなくなって、

議員から御指摘があったような状況になるとい

うことでありますから、まずこの実態把握を急

ぐと。 

 そして、先ほど来答弁で申し上げましたとお

り、議員からも御指摘ありましたとおり、ワン

ストップ化の中で情報をちゃんと共有するとい

う中において、そして他の事例なども参考にし

ながらという中における対応もしなきゃならな

い。また、条例化ということになりますと、先

ほども答弁で申し上げましたとおり、私権と、

そこに公権力といったものとの中のバランスを

とっていかなきゃならないわけでありますから、

他法という中における規制措置がいろいろある

から、建築基準法による規制もあれば、消防法

による命令もある。 

 それから非常に廃屋になってしまった場合に

おいては、廃棄物処理法による命令も出せると

いうような一つの法律もありますし、道路法に

よる命令もできると。そうした景観法による命

令もできるといった、そのような他法とのバラ

ンスをどうとりながら条例といったものに踏み

込むかという部分につきましては、もう少し他

の大仙市等の例なども参考にしながら。 

 と申しますのは、この70近い中で条例を持っ

ている70市町村で、代執行まだ定めているのは

16団体しかないわけであります。ほとんどが勧

告、命令といったところでとどまっていると。

70のうち勧告が62団体でありますから、ほとん

ど勧告と。じゃあ、この勧告がどこまでとなれ

ば、ほとんど余り効力を発してないというのも

事実でありますから、私はこの問題につきまし

て積極的に公表する中において、やっぱり罰則、

さらには代執行というところまで視野に入れた

条例といったものを検討するということも必要

ではないかなというように考えているところで

ございますので、よろしくお願いを申し上げた

いと思ってます。 

○議長（新田勝見君）  次に進みます。 

 18番石橋達八君。 

   〔18番石橋達八君登壇〕 

○18番（石橋達八君）  通告に従いまして、一

般質問を行います。ただいま衆議院選挙の真っ

ただ中であります。これまでの様子を見ますと、

私一つの言葉を思い出します。それは方丈記の

一節であります。「よどみに浮ぶうたかたは、

かつ消えかつ結びて、久しくとどまることな

し」と、このような一節でございます。政党の

乱立は自由でございますが、揺るぎのない思想

哲学を根本に市民のために発言をしていきたい

と、私はこのように思っております。 

 ことしも師走であります。未曾有の大災害で

被災され、故郷を離れ、仮設住宅等で生活され

ている皆様には、ことしの冬も健康で乗り越え

てほしいと、こう祈るものであります。また、

この慌ただしい年末になりますと、手口が巧妙

化したオレオレ詐欺をはじめ還付金詐欺、訪問

販売、架空請求、融資保証金詐欺など悪質商法

や悪質な詐欺も出てまいります。消費者教育の

点からも市民生活を守る点からも注意を喚起し
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ていかなければなりません。お互いに細心の用

心をしていきたいと思います。 

 最初の質問は子育て支援で、幼児の保育及び

教育体制について質問をいたします。 

 私が東京にいたころ、子育て中のお母さんが

「子育てをするなら江戸川区内」と話しており

ました。そのわけは、「さまざまな点で江戸川

区が子育てサービスが進んでいるから」、こう

語っていたのを記憶いたしております。市長も

子育てをするなら遠野市と言われるようにと、

わらすっこプランをもとに施策を展開している

ところでありますが、私もそうありたいと願う

１人であります。 

 過日、幼児の保育や教育にかかわり、考え方

について遠野市の状況や課題、今後の方針など

の報告がありました。おおむね理解をいたしま

したが、さきの通常国会で子ども・子育て関連

３法の新制度が成立いたしております。不確定

なところもありますが、平成27年度をめどに取

り組まなければならないことがあると思います。 

 その一つは、子ども子育て会議の設置であり

ます。地方版子ども子育て会議の設置は努力義

務であり、自治体の裁量にゆだねられておりま

すが、設置に遠野市としてはどう取り組まれる

かをお尋ねいたします。また、立ち上げるとな

れば、早急な予算確保や来年度予算に会議開催

のための経費計上も必要であります。 

 また、これらの意見をもとに平成26年度半ば

までに地域の実情にあった事業計画を策定しな

ければなりませんが、新制度の移行に当たり膨

大な準備が必要のようであります。速やかに準

備組織を立ち上げるべきと考えますが、どうさ

れるかをお考えをお伺いいたします。 

 また、新たな制度の移行に向け、利用者の中

にさまざまな心配や不安が既に寄せられており

ます。利用者に対して新たな制度の情報提供、

相談体制が求められます。子育て総合支援セン

ターを中心に、今後利用する方が気軽に相談で

きる体制や身近な場所に相談できる場所は必要

ないでしょうか。 

 加えまして、不育治療への公費助成について

伺います。遠野市の合計特殊出生率は、県内市

町村でも上位にありますが、比較上であり少し

でも合計特殊出生率を伸ばすことが願いであり

ます。 

 不育症は、治療すれば９割の方が出産可能と

言われております。全国の年間出産数は約106

万人、流産する確率は一般的に15％と言われて

おりびっくりしたのですが、年間19万件近い、

そうした流産が発生してると推計されておりま

す。２回以上流産、死産を繰り返す不育症、こ

の不育症の治療は保険が適用されないため経済

的負担が問題となっております。これからお母

さんになる方々のためにも公的助成を求めたい

と思いますが、いかがでしょうか、お考えをお

伺いいたします。 

 次に、循環型社会の構築にかかわり、新たな

資源回収について伺います。 

 携帯電話やデジタルカメラなどの小型家電に

はアルミニウム、貴金属、レアメタルなどが含

まれており、この回収を進める小型家電リサイ

クル法が本年８月に成立、来年４月から施行に

なります。現在小型家電に含まれるレアメタル

や貴金属の多くは輸入に依存しておりますが、

大半がリサイクルされず燃えないごみとして出

され、埋め立てされているようでありますが、

遠野市内から排出される小型家電もリサイクル

業者に回らない限りそうなります。 

 新制度では消費者や事業者に負担や義務を課

す、これまでのいろいろなリサイクル法とは違

い、自治体とリサイクル業者が連携して地域の

実情にあわせた形でリサイクルを進めることが

目的になっております。制度導入は自治体の任

意であり、回収業務の中心的役割を担う自治体

の参加、取り組みが鍵となっております。遠野

市としてはどう取り組まれるか伺います。 

 次に、ＬＥＤ照明の公共施設への導入であり

ます。ＬＥＤ照明のリース方式による公共施設

等への拡大を求めたいと思います。日本は多く

の電力を消費する国であり、逼迫する電力事情

を共有しなければなりません。省エネ対策とし

て公共施設へＬＥＤ照明の切りかえを積極的に
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進めるべきと考えます。 

 その際、照明器具が高いことや初期費用がブ

レーキとなりかねませんが、その解消の一つの

手法として、リース方式による導入があります。

これは初期費用が抑えられ、財政的負担も軽く

導入後の電力消費料も抑制され、節電とコスト

ダウンに期待されております。調査研究の価値

があると考えますが、いかがでしょうか。 

 次に、俗に言うところの迷惑施設について考

えを伺います。地方自治体にとっては自治体運

営、住民福祉のためにはどうしても必要な施設

があるわけでありますが、その中で一般的に歓

迎される施設と、どちらかと言うと余り歓迎さ

れない施設があります。ノット・イン・マイ・

バック・ヤードというようであります。私の裏

の庭には持ってきてほしくないと、こういう施

設をいうようでありますが、現在綾織町日影に

はごみ焼却場があり、11月29日から汚染牧草の

焼却が始まり、保管庫も建てられております。

周りの環境モニタリング調査を徹底し、何か危

惧されることが発生した場合には直ちにストッ

プをお願いしたいなと、このように思います。 

 また、平成27年には遠野のごみ焼却場は役割

を終え、岩手中部広域に移りますが、そのかわ

りに遠野市から北上市に運搬するポイントとし

て集積施設が計画されております。現在のごみ

焼却場では余熱を利用して清養園保養センター

として地域の方々はもちろん、市内外の方々か

ら愛され利用されてまいりました。担当課から

は施設の継続の希望は示されましたが、継続自

体希望は希望であります。決定的な話ではなか

ったように感じております。 

 東には太陽光や水力エネルギーの水光園、西

には風力やバイオマスの自然エネルギーをフル

活用した清養園があってもいいのではないかと、

このように考えます。条件とかは嫌な言葉であ

りますが、一般的に迷惑施設と言われる施設を

建設する場合の明確な方針とか考え方が整理さ

れておられるのかを伺います。 

 次に、地域活性化について伺います。 

 観光振興策であります。近い将来岩手県営運

動公園に展示されていたＪＲ東日本の蒸気機関

車が解体修理され、復活し、釜石線を走ること

が報道されました。遠野市にとってはビックな

ニュースであります。 

 けさの新聞には復元が始まり、来年の12月ま

でには完成するという記事が載っておりました。

震災復興の一助として走るわけでありますが、

その際このＳＬに乗って遠野に来られる人は、

どのような目的で来られるのかを想定されてお

られるのでしょうか。復興支援とともに遠野物

語の世界を求めて来るのか、遠野の郷土芸能を

求めて来られるのか。遠野のおいしい郷土食を

食べに来られるのか、豊かな自然に触れに来る

のか。女性なのか、子どもたちなのか、高齢者

の方々か。こうした分析の上から新たな受け入

れ体制、企画を今から構築していくべきと考え

ます。そのときのため、どのような取り組みを

されているのかをお伺いしたいと思います。 

 次に、とおの昔話村の敷地内に新たにとおの

座の立ち上げが計画されておりますが、私はこ

のとおの座が成功するか失敗するかで、どのよ

うな役割を果たすかで、とおの昔話村そのもの

の生死を決定づけるほど重要な位置づけがされ

ると考えております。具体的な内容、進捗状況

をお示し願いたいと思います。 

 また、新たな交流人口の拡大について伺いま

す。東京には遠野市出身で組織する遠野郷人会

があり、そのメンバーで大きく故郷のため貢献

されておられる方もおります。同じく遠野出身

者で世界を舞台に活躍されている方、日本全国

津々浦々で政治や経済、教育、学問、芸術、文

化、趣味など、さまざまな方面で、また各学年

で何か遠野のために役立ちたいと熱い思いを抱

いておられる潜在的な人材がいるはずでありま

す。行政が音頭をとって、故郷ネットワークの

ようなものを立ち上げられないものか。有名な

絹の道のトルファンのように、遠野市出身者の

人と人との交流点をつくることが遠野市の発展

や交流人口の拡大になるのではと思います。こ

れも100年の縁が100年の絆になろうかと思いま

すが、いかがでしょうか。 
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 農業振興にかかわりお伺いをいたします。同

僚議員には農業の専門家や見識の深い方々がお

られますが、度がつくほど素人の身であります

が、それを顧みず少しだけお伺いしたいと思い

ます。 

 遠野市にとりまして第１次産業は、これまで

も今も将来も最重要産業であることは誰も異論

を挟みません。しかしながら、これまで国で打

ち出す農政に農業者は翻弄されてきたのが実態

のようであります。現在ＴＰＰへの参加の是非

や東京電力福島第一原子力発電所の事故による

放射能汚染と間断のない問題であります。遠野

の農林畜産業も放射能汚染が解決しなければ生

産力向上につながるはずもなく、さらにリタイ

アも心配されております。 

 それでなくても採算制の問題、高齢化、後継

者不足と楽観できない背景ばかりであります。

こうした背景をもとに昨年地域農業マスタープ

ラン、人・農地プランが打ち出されました。農

業各関係機関、農業者の皆さんで地域の未来を

開く青写真を描いてもらう、仕上げてもらうこ

とを期待するしかありませんが、前定例会で同

僚議員から青年就農給付金制度の活用と成果に

ついて質問がありました。市長もこの制度の有

効性を認めており、７形態が参入されているこ

とを伺いました。これを聞いて新しい人たちが

就農されていることは、遠野農業に明るいもの

を感じたところでありますし、来年度も事業は

継続されるようですが、ことしの実績を踏まえ、

さらに新規就農者の増加、定着を図らなければ

なりませんが、そのための市としての工夫があ

るのでしょうか。 

 次に、経営資源、畜産タイプと農産タイプが

あるようですが、この経営資源有効活用対策事

業についてお聞きいたします。タフ・ビジョン

の目標値にも位置づけされておりますが、未耕

作地とか耕作放棄地の解消なども必要でありま

す。農業者の減少は直ちに遠野地域経済の衰退

になります。農業をやめる農家や後継者がいな

い農家の農地や設備の経営資源を有効活用して

いかなければなりません。私の知っている若い

人で、やめた農業施設を借りて農業に挑戦して

いる方もおりますが、経営資源を円滑に継承で

きる体制はできているのでしょうか。また、ど

のようなものになるのかを伺います。 

 次に、６次産業についてであります。地域資

源を活用した農林漁業者等による新事業の創出

や利用の促進を図る６次産業化の制定や金融面

での支援、ファンド法も整備されました。これ

まで大手企業との連携で遠野牛ブランドの取り

組みや新しい産直の開業もありました。今後と

も６次産業の確立に力を入れていかなければな

らないのではないかと思います。その前提とし

て何を生産し、どう加工し、どう流通にのせる

かが課題であります。ブランド化、農商工連携、

産学官連携と全て関連すると思いますが、特に

大学や農業試験場や工業試験場等による新しい

製品や品種開発の依頼、独自の生産方法の確立、

海外向けの優れた製品の開発、大手企業との連

携や外国との連携、例えば友好都市のイタリア

サレルノ市にある、そこにだけある技術を習得

派遣、こうしたことも考えられます。今後の取

り組みをお聞かせ願います。 

 次の質問は、公共施設の長寿命化についてで

あります。施設の長寿命化には従来のようにふ

ぐあいがあったときに、保全・修繕する事後保

全型の管理と計画的に施設設備の点検・修繕を

行い、ふぐあいを未然に防止する予防保全型の

管理があります。 

 過日担当課の案内で新遠野中学校建設の進捗

状況を視察させていただきました。体育館の屋

根のさびが気になったところであります。雨漏

りなどが発生したら多額の費用がかかるのでは

ないのかなと、さびないうちに手入れができな

いものかと感じた次第であります。 

 遠野市では幸いにも学校施設は耐震化のみな

らず大規模改修や新築改良により整備されてお

りますが、学校施設以外の施設でも同様であり

ます。全施設の劣化診断と状況把握は必要ない

でしょうか。また、長寿命化のための中・長期

的計画策定が必要ないか、遠野市として維持管

理施設の長寿命化にどう取り組みをされるのか
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をお伺いいたします。 

 教育長に３点お伺いいたします。 

 １つは、消費者教育推進法と学校現場でのあ

り方であります。消費者基本法では、消費者の

権利として位置づけた消費者教育が推進法では

明確に国や自治体の責務が課せられ、教育の対

象が幼児から高齢者まで全ての年代が対象にな

っておりますが、特にも若い世代から学校現場

での体系的な教育の実施を求めております。現

行の学習指導要領でも小学校から高校までの社

会科や家庭科などでも学習することになってい

るものの、不十分であるとの実態から充実した

指導が求められております。そのために専門的

な知識や教材も必要になり、こうしたことが教

師の負担だけが重くなるのではとも心配されて

おります。児童・生徒の消費者教育の指導と教

師自身への研修や指導等も必要と思いますが、

どうバックアップしていくのかをお聞きいたし

ます。 

 次に、平和教育について、遠野市教育の取り

組みを伺いたいと思います。この夏、ユネスコ

が主催する平和の鐘を鳴らそうという行事に、

小中学生のスポーツクラブの子どもさんたちと

ともに参加をさせていただきました。その催し

の中で、被爆体験者であられる遠野市在住の伊

藤宣男氏のお話を伺いました。 

 当時は軍国主義時代の教育であります。旧制

遠野中学校から四国小豆島にある船舶隊に行っ

たようでありますが、途中から広島の宇品のほ

うに通信員の訓練のため赴き、そこで被爆され

たとのことであります。爆心地から４キロ離れ

ており、防空壕にすぐ飛び込み、九死に一生を

得たようであります。米軍機Ｂ-29は、地上１

万メートルから原爆を投下させ、地上700メー

トルまで落ちたところで閃光を放ち、炸裂する

ようであります。半径２キロメートルは、その

爆風によって一瞬で全てが倒壊してしまうよう

であります。当然そこで生活していた人たちは

亡くなられ、生き延びたとしても長い長い苦し

みが続いたことは誰もが知るところであります。

伊藤さんは機会あるごとに平和の尊さ、戦争の

悲惨さ、原爆の脅威を訴えておられるとのこと

であります。 

 また、本年７月25日に広島原爆ドーム以来２

例目として長崎市立城山小学校の被爆校舎が、

国指定の文化財として保存され平和の取り組み

を発信する拠点になったようであります。この

小学校では原爆投下で児童ら約1,400名が命を

奪われております。 

 未来を担う子どもたちに今こそ核兵器や戦争

の非人道性を伝えていかなければと強く感じる

のであります。核爆弾の脅威、戦争の悲惨さを

教え、生存の権利を守るのは教育しかないと断

言したい、教育しかそれをやれるところはない

と思うのであります。これまでもさまざまな角

度で平和の大切さに取り組まれてはおりますが、

さらなる取り組みを求めたいと思います。教育

長の決意と思いを伺いたいと思います。 

 次に、子どものネット社会についてでありま

す。一般社会や経済の分野はもちろん、教育分

野や子どもたちの生活でも情報通信の必要性は

日々増しております。その中で、子どもたちが

携帯電話やネットのトラブルに巻き込まれてい

るケースが増加しております。遠野市の子ども

たちの実態を調査されておられるのか、どのよ

うな傾向にあるのか、また、どう指導されてい

るのかお知らせをいただきたい。 

 携帯やパソコンは便利ですが、使い方や使用

方法が大事であります。ネット犯罪などから子

どもを守るため、保護者も含めネットの注意点

やマナー、フィルタリングの利用など安全教室、

安全指導はどうされているのかを教育長にお伺

いしたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後１時54分 休憩   

────────────────── 

   午後２時04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。 

 10番瀧澤征幸君。 

○10番（瀧澤征幸君）  今同僚議員の質問の中

に、「迷惑施設」という言葉が出ましたけれど
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も、その施設は御本人はごみ処理場というお話

されましたけれども、恐らく言ってるのは遠野

市清養園クリーンセンター、このことなんだろ

うと思います。「俗に言う」という前置きをし

ながらも、なぜあの施設が迷惑施設と言われな

ければならないのか。遠野市民としても非常に

憤慨します。 

 あの施設というのは御存じのように、旧宮守、

旧遠野市のときから厚生施設組合としてどうし

ても必要な施設だということで、遠野市民の

サービスのために建てられてきた経緯がありま

す。それで、さまざまなサービスをセットで提

供してきました。しかし、３.11の福島の第一

原発によって、確かにあそこには汚染された牧

草を混ぜて燃やさなきゃならないという意味で

は、そういう呼び方もされるかもしれません。

しかし、本来の原因は３.11の福島第一原発で

あって、あれを遠野市民みずから迷惑施設とい

うことになれば、これはいろんな誤解を招きか

ねないと思うんですよ。 

 したがって、これは訂正されるか、削除され

るか、その辺は議長にお任せしますけれども、

その辺の対応をお願いしたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  ただいま議事進行が上

げられましたけれども、質問者は俗に言うとい

うことで迷惑施設、火葬場とかいろいろなそう

いうごみ処理場、一般的にそういうふうに言わ

れる場合がありますので、私はそのまま質問者

の意を酌んで、そのまま継続したいと思います。 

 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  石橋達八議員の一般質

問にお答えいたします。 

 それぞれの市政課題につきまして、多岐にわ

たって提案も含めての御質問と承ったところで

あります。順次お答えを申し上げます。 

 まずもって、この子育て支援、非常に大事な

遠野にとってもわらすっこ条例を制定し、その

中において一つ一つ形にということで、総合子

ども支援センターといったようなものを立ち上

げるなど、いろんな形の取り組みをしているわ

けであります。 

 その中にございまして、大きく分けてこの子

育て支援につきましては、３つの項目に分けて

の御質問と承りました。 

 １つは、この子ども子育て会議、これは国の

ほうにおきましてもそれぞれの審議の結果を経

まして、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として、平成24

年、この６月22日に国会に提出され、この８月

10日に成立し、交付されたという経緯があるわ

けであります。 

 この中におきまして、新制度の中におきまし

ては、企画立案から執行まで一元的に内閣府が

所管しながら、内閣府に子ども子育て会議を置

くということに定めておるというように承知を

いたしております。これも国もこの問題には放

っておけないという部分の認識もあったかとい

うように思っておりますけれども、そのような

位置づけをされ、そしてこの子ども子育て当事

者のニーズに則したものとして、効果的かつ効

率的な制度運用を行うという一つのもって、そ

の中におきましては我々基礎自治体という地方

公共団体または事業主、子育て当事者、ＮＰＯ

等の支援当事者等が、この政策プロセスに参画

あるいは関与できる仕組みも持ったということ

でありますから、私は非常にいいことではない

のかなというように、そのように承知している

わけであります。そして、都道府県とか市町村

にも、この審議会、その他の合議制の機関を置

くように努めるものとしたと。いうところの、

地方版子ども子育て会議を立ち上げるというよ

うなことも求めているわけであります。 

 この中におきまして、計画を定め当事者等の

意見を反映させながら、自治体におけるこの施

策を、地域の子どもあるいは家庭、そういった

ものの中に重要な役割を果たすという中におき

まして、メンバーにつきましては有識者、事業

主あるいは子育て当事者、支援する当事者と、

そういった方々が地域の子どもや子育て家庭の

実情を十分に踏まえた会議としろというような
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位置づけもしているわけであります。 

 そういった一つの国の大きな動きの中にあっ

たわけでありますけれども、私はこれは石橋議

員の質問の中にありましたとおり、遠野市はも

う平成19年度に遠野市遠野わらすっこプランを

策定しております。少子化の流れを変えるとい

うことを目指しながら、未来の遠野を担う子ど

もたちが健やかに、この生まれ育った遠野で育

ち、そして環境を整えることによって、文字ど

おり遠野人としての自信と誇りを持つような、

そのような子どもたちに育ってもらいたいとい

う形で多岐にわたる支援施策を市民の皆様の御

協力をいただきながら、また議員各位からも御

理解をいただきながら、それを進めているとこ

ろなわけであります。 

 こういった中におきまして、市の責務として

当然のことでありますけども、全体的な事業と

いたしましては、25年、来年の４月には中学校

が８校から３校になるという中におきまして、

大変な予算を投じまして、この教育環境整備に

も今整えているところでありまして、先般遠野

中学校の新築現場も、議員各位にも御視察いた

だいたというように思っておりますけども、順

調に工事が進んでおるという中に今取り組みを

進めております。 

 そしてまた、午前中の菊池民彌議員の質問の

中にありましたけども、児童虐待やら体罰やら

いじめなど、こういったようなものも一つ今日

的な大きな課題でありますから、これの防止。

あるいは未然にそれを防止すると申しますか、

起きた場合にはそれを助けると申しますか、救

済すると。 

 そして、家庭の支援としての保育料の軽減あ

るいは小中学生の医療費の給付事業や病児保育

等なども行うというようなことも行ってきてい

るわけでありまして、私日ごろから口癖のよう

に言っております身の丈の中で、議員各位から

の御理解もいただきながら、このような環境整

備には取り組んできてるというように承知いた

しております。 

 そして、６年目になるわけであります。24年

度は子どもの成長とどうように、わらすっこプ

ランをステップアップをしていかなきゃならな

い。定めたからいいというわけにはいかない。

どんどん環境は変わってきてるわけであります

から、ステップアップを図るという部分で、こ

の部分の中におきまして、遠野市教育委員会、

それから子育て総合支援課や関係団体である遠

野保育協会、それからそういったような市役所

西館に移りまして、そういった総合的な体制を

とったという中にあります。 

 拠点を設けたという中におきまして、情報を

共有するということがそこで可能なわけであり

ますけども、わらすっこ支援委員会と、これは

21年度に施行しておりまして、条例を具体化す

るという中における支援委員会を立ち上げてい

るわけでありまして、この中でそれぞれの支援

委員会のほうにおきましても、さまざまな形で

の施策の充実のための意見提言を積極的に行っ

ていただいているところでもあります。 

 そして、これにつきましても、ただ基金を助

成する審査だけの委員会にしちゃだめだと私は

そのように言っております。上がってきたもの

を審査して交付するというんであれば、今まで

と何ら変わりはないと。それよりも、このわら

すっこ条例の具体化あるいはわらすっこプラン

のさらなる進化ということを考えれば、具体的

に意見提言をするような委員会として位置づけ

てもらいたいということで、そのような形で委

員の皆様にはお願いをしております。 

 ちょっと余談になりますけども、この委員会

があったときに挨拶が終わりましたならば、終

わった途端に市長は次の用務がありますので退

席いたしますと話されたもんでありますから、

私は退席しないと、このまま残るという形で委

員の皆様には、この委員会は単なる形式的な委

員会でないと。本気になって、遠野の子どもた

ちのために意見、提言を提案するような委員会

としてなってもらいたいということで、私の思

いをその中で述べさせていただきました。やは

りどうしてもいつの間にか、さまざまなものが

立ち上がったといっても、ちょっと気がつくと
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もう形骸化してしまって、マンネリ化してしま

っているというようなことが現実にあるわけで

ありますから、やっぱりそういったものに対し

ても私自身も一つの緊張間を持って、やっぱり

そのようなものにも一つ対応していかなきゃな

らないかといったことが、一つのエピソードと

してあったということはまた答弁ではあります

けども、お話を申し上げておきたいと思ってお

ります。 

 なお、このわらすっこ支援委員会は、２名定

員をふやしておりまして、その中には教育、防

犯、事業主といった有識者もあり、それから児

童を持つ子育て世代あるいはボランティア。そ

のような中で、冒頭申し上げました国が立ち上

げた、この子ども子育て会議のメンバーと同じ

ような構成にもう遠野は既にしておるというこ

とも、一つは御承知いただければというように

思っております。いうところの先取りした委員

会だというところで、さらには子ども子育て会

議が目指す形が、もう既に遠野は立ち上げてい

るということになろうかというように思ってお

ります。 

 わらすっこプランのステップアップという中

において、わらすっこ世論調査を実施し、遠野

スタイルの子育て支援を充実させるということ

に位置づけております。25年度に予定としてい

るわけでありますけども、国が示す調査項目の

ほかに、まさに遠野におけるこの課題といった

ようなもののニーズを把握するための一歩を踏

み込んだ調査も行いたいと。国が示したからそ

れをそのまま調査すればいいんだじゃなくして、

やっぱり遠野はすでに19年からそういうのを取

り組んでいるということありますから、その中

でいろいろ学び、また教訓と得たこと、それを

一つこの調査にも反映させたいというようにも

思っているところであります。 

 やはり例えば、総合子ども支援センターを立

ち上げたといっても、なかなか知らない、そう

いうものがあるということもわからないという

のも、現実あるわけでありますね。これは私ど

もも本当に謙虚に反省しながら、やっぱり積極

的に情報周知を図るというようなことも行って

いかなきゃならないかというように思っており

ますので。それにあわせながら、こういった新

制度が立ち上がるということになるわけであり

ますから、これに対する相談体制などもいろい

ろ、一つ遠野テレビとか市の広報などを通じな

がら充実を図ってまいりたいというように思っ

ているところでもあります。 

 それから、いろんな形で就学前の親子が自由

に遊んだりという中で、子育てサークルの活動

場所になっている、いうところの市役所西館の

わらすっこセンター、これはちょっと数字を把

握してみました。11月末で1,100名の方が利用

しておりまして、当初は１日平均５人程度であ

りましたけども、この10月から１日平均は親子

で12人になっておりまして、リピーター率が非

常に高いということになってますから、やっぱ

り繰り返し繰り返しやっていくことが大事なん

だなと思っておりまして、着実にまだまだＰＲ

が足りないというお話をしましたけども、この

中におきまして数字的には、このような形での

数字も確保しているところでありますから、こ

れに一つの自信を持ちながら、このセンターが

有効に機能するような形での対応をもっともっ

と積極的に展開してまいりたいというように思

っております。 

 いずれ、子どもの笑顔が一番の活力のもとだ

というように私は思っているわけであります。

そして子どもの泣き声、笑い声、はしゃぐ声が

聞こえないという町は本当に寂しい町なわけで

ありますから、やはりこういったようなものの

中で、元気をという中における遠野の子どもた

ちのそのすこやかな成長を願うという部分にお

ける施策は、充実を図っていきたいというよう

に思っております。 

 これも一つの例でありますけども、12月３日

にハッピーバースデーゆりかご＆元気わらすっ

こ暖らん会といったものを開催いたしました。

もうねっと・ゆりかごも５年経過したわけであ

ります。その中におきまして、多くの市民の皆

様が参加して、この市内15の全ての幼稚園、保
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育所の年長児239人がチャンピオンベルトの中

央に、「遠野に来てありがとう」、そして「遠

野のことを忘れないで」という形で、かっぱや

おしらさま、しし踊りなどイラストを描いた手

づくりのチャンピオンベルトを、このハッピー

バースデーゆりかごに駆けつけましたジャガー

横田御夫妻にそのベルトを差し上げたと。格闘

技で有名なジャガー横田氏がまさに目を潤ませ

てそれを受け取っていたと。旦那さんの木下先

生、これはお医者さんなわけでありますけども、

これも本当に遠野に来てよかったということを

早速ブログで発信しているんですね。したがっ

て、それはあれだけの発信力のあった方々が、

すぐ反応したというのは、それは全て子どもた

ちがそれをやってくれたわけであります。私は

やっぱりそういったものを素直に受けとめなが

ら、保育士の先生方やそれから保護者の皆様と

地域の大人たちが見守るからこそ、健やかに育

ちましょうというような、そのような環境づく

りに、これからも努力をしてまいりたいと思い

ます。 

 国は確かに組織を立ち上げます。組織を立ち

上げます。そして我々もそれにまず呼応するわ

けでありますけども、それだけではない。やは

りその中に中身といったことを充実させていか

なければならないというように思っているとこ

ろでありますので、ひとつよろしくお願いいた

します。 

 一人ひとりの持つ子どもの可能性を引き出す、

それを笑顔にするというような遠野市でありた

いものだなと、常に私は思っているところでご

ざいますので、よろしくお願いいたします。 

 それから、不育治療についてのお話がありま

した。これはやはり不育治療と、公費助成とい

ったものはどうなのかというような形での提案

でありました。これも不育治療という分につい

ては、不妊治療という言葉は一つは一般化して

いる言葉なわけでございますけれども、「不

育」という一つの定義は、流産や死産あるいは

生後１週間以内の早期新生児死亡を２回以上繰

り返すという中における定義で言われている、

定義されているものであります。これがいわゆ

る不育症だと。ただ病体が多様であり、非常に

難解な一つの疾患であるということも専門の先

生方言っているわけでありまして、直ちに不妊

治療と同じような切り口の中で、取り組めない

と。岡山県の真庭市の例も議員からは指摘され

ました。22年度に全国初の不育症治療助成制度

を立ち上げているということであったわけであ

ります。 

 国のほうにおきましても20年度から22年度に

かけまして、この治療法の開発に関する研究と

いったものが出され、ことしの３月には相談対

応マニュアルなども作成をし、提示しておると

いう部分がありますけれども、やはりその形態、

形態によっては非常に違うという部分がありま

すから、まだきちんと確立されてないというこ

とであります。 

 ただ、県内の状況を見ますと、岩手医大のほ

うの産婦人科の講座に業務委託し、不妊専門相

談センターにおいて、不育症相談にも対応して

いるというのが岩手医科大学のほうにそういう

ような窓口は設置されております。また、この

部分におきまして、医療関係者が不育症治療の

専門医の確保、養成、環境といったものを整え

るべくいろいろ努力もされておるというように

聞いておりますので、まだこの部分においては

一つの未確定と申しますか、まだまだ検証しな

ければならない分野があるんではないかなとい

うように承知をしております。 

 ただ、不妊治療費の助成は、32市町村中13市

町村が実施しておりまして、不妊症はそうであ

りますけども、不育症のほうについてはまだ実

施している市町村はないということも申し上げ

ておきたいというように思っております。いず

れ、この問題も、少子化という問題の中で、本

当に悩んでいる方がいらっしゃるわけでありま

すから、ほっとけない、一つの課題ではあろう

かというように思っておりますけども、ケース

バイケースによっての対応という中で、不妊治

療という部分の中にも不育といったようなもの

を一つ包含できないだろうかななんて話は、個
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人的には私は思っているわけでありますけれど

も、いずれ不育症治療といったようなものも、

一つの大きな今の今日的な課題であるというこ

とも言えるか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います。 

 循環型社会についてということで、リサイク

ル問題が取り上げられました。レアメタル、こ

れは本当に小型家電リサイクルなどには、この

レアメタルといったものは含まれておるという

ことで、実はこのレアメタルについての使用済

み小型家電からのレアメタル回収モデル事業と

いうのが既に進められているわけであります。 

 2008年から、ですから平成20年から進めてや

られているわけでありますけども、2009年度は

秋田県は全域、茨城県は日立市、東京都江戸川

区、愛知県名古屋市、京都府京都市、福岡県大

牟田市、熊本県水俣市、７地域がこれに参加し

ながら使用済み小型家電の回収実験が行われて

いると。廃棄物、いわゆる２次資源から効果的

に金属を分離回収するには、その資源を相当量

確保するということが一つの課題であるわけで

ありまして、ただ回収すればいいというわけに

はいかない。 

 この部分はあるわけでありますから、やはり

ただいま申し上げましたとおり、秋田県などは

もともとあそこの同和鉱業の一つの大きな鉱山

があるわけでありますから、もともとがこの資

源回収については非常に先進地域でありますか

ら、秋田県はそのようなものに取り組んでいる

ということになるわけであります。 

 世界的な需要拡大で供給難が懸念されている

ということで、大きく政治問題にもなっている

ということも私も承知しているわけであります

から。特にも使用済みの携帯電話、大変な数な

わけであります。この携帯電話などは都市鉱山

という言葉でも表現されてますとおり資源とし

て再利用する技術の開発が急がれている。膨大

な使用済みの携帯電話、そこにはレアメタルと

いったものも一つある。それをもってして都市

鉱山というような言葉で言ったということであ

るわけでありますから、都市を鉱山に見立てて

天然資源に乏しい日本にとっては重要なリサイ

クル資源として位置づけられておるということ

になるわけであります。 

 我々の身の回りにありますそのような携帯電

話、デジカメ、ビデオデッキ、電子レンジ、そ

ういったようなものの中に希少金属と言われる

レアメタルが使用されているわけでありますか

ら、ただただ一般廃棄物として対応するんじゃ

なくして、このリサイクルによる安定確保とい

ったものにも、遠野としても何らかの形でのま

ず対応をしなきゃならないのかなというように

も、私自身は思っているわけでありまして、い

かに安定的に確保するか。 

 したがって、これから市といたしましては、

こういったただいま申し上げましたような認識

に立ちまして、日常生活におきまして、市民の

皆様の協力をいただきながら、この資源循環が

できるような意識を市民の皆様にも持っていた

だくと。したがって、引き続きごみの分別ある

いは回収といったようなリサイクルといったも

のに、市民総参加の中で御協力いただくという

ことに、まず取り組んでまいりたいというよう

に思っておりまして、ことしの７月からスター

トいたしましたプラスチック製容器包装の収拾

の徹底を図っておりまして、そういった中に、

この使用済み小型電子機器等の資源回収に向け

て、それぞれの団体あるいは市民の皆様の御協

力もいただきながらの資源回収に取り組んでま

いりたいというように思っているところであり

ます。 

 それから、ＬＥＤ照明の公共施設への導入と。

これは実はリース方式でというような形での御

提案であったというように受けとめたところで

あります。この部分におきましても、電気や燃

料使用量の削減に取り組むというのも市といた

しましては大きな課題であります。メリットと

すれば従来型の照明に比べ長寿命、寿命が長い

ということ、それから省電力であること、熱く

なりにくいといった特徴があると。したがって、

節電対策や温暖化対策には一応のメリットがあ

るということは、もう既にこれは言われている
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わけでありますけれども、一方、価格が高い、

さらには光の量、光量や色合いなどの特性にば

らつきがあるということも言われておりまして、

統一価格がないといったような理由もありまし

て、導入がなかなか進まないというようなのも

一つの声としてあるということも聞いていると

ころであります。 

 そして、そういったこともあるわけでありま

すけれども、従来の蛍光灯と同等の性能を持つ

商品であるということも踏まえまして、西館の

庁舎、消防庁舎、綾織小学校などの一部にはこ

のＬＥＤ照明を採用したという対応をしている

ところであります。 

 それぞれ導入している施設からのただいまデ

メリットと申しますか、デメリットというより

も言われている特性にばらつきがあるといった

ようなことにつきまして、きちんと既に導入し

ている中から検証し、他の施設の拡大について

も検討していきたいと思っておりますし、財政

も非常に厳しいわけでありますから、やはり

リースという方式についても有力な方法の一つ

じゃないか、というようにも承知しているとこ

ろでございますので、よろしく、これもまたお

願いを申し上げたいというように思っておりま

す。 

 商店街の街路灯のＬＥＤ化につきましては、

いろいろ取り組んでいる自治体も出てきており

ますけれども、これにつきましてはこの現状に

あった補助事業がきちんとまだないと、整備さ

れていないという状況でございますので、その

辺の動向もきちんと踏まえながら、街路灯にお

けるこういった導入を進めるについても、その

実施時期等についてはそのタイミングを見てま

いりたいというように思っております。 

 それから、次の先ほどひとつの何と申します

か、循環型社会に対する環境モニタリング調査

を徹底して、何か危惧されることが発生した場

合は直ちにこれはストップすべきじゃないかと。

今、進めている汚染牧草の問題も含めての対応

というように承知したわけでありますけれども、

これは私も何度もいろんな形で市民の皆様にお

話し申し上げておりますけれども、慎重が上に

も慎重にこれはすると。 

 ただ、試験焼却を当初は３日であったのを５

日間に、８月６日からのやつを５日間に延ばし、

そこでデータを完全に分析しながら、専門家の

意見を聞きながら、安心・安全が確保できると

いう中において本格焼却ということに踏み切っ

たわけであります。８月６日から10日までの試

験焼却は、これはこの５日間で約５トンの試験

焼却を行ったわけでありますけれども、いずれ

も基準値を大幅に下回ったという結果を得てい

るわけでありまして、現在も本格焼却に入りま

して29日から入っていますから、もう大体10日

以上たっているわけでありますけれども、基準

値に、焼却する前の数値に比較して変化が見ら

れないという中に安定的に焼却作業が進んでお

りますので、このままという中におけるものと

して期待もし、また望んでいるところでもあり

ます。 

 ただ、お話にありましたとおり、一部数値が

となったときにおきましては、基準値を超えた

という場合においては、これははっきり市民の

皆様にも約束しましたとおり、それは直ちに中

止をするという方針には変わりはないというこ

とは、またつけ加えさせておきたいというよう

に思っております。 

 それから、ごみ焼却場の余熱を利用してとい

う部分につきましては、もう中部広域行政組合

におきまするプラントが、ごみ焼却プラントが

もう業者も決まりまして本格的に動き出してい

るわけでありますから、この遠野市におけるク

リーンセンターの位置づけといったものにつき

ましても検討を急いでいかなきゃならないとい

うことで、中部広域行政組合のほうにおきまし

ても、中間処理施設としてのストックヤードも

含めてのそれのあり方についてさまざま検討が

加えられておりますので、そういったような中

でいうところのここのクリーンセンターの今後

のありようにつきまして、真剣に、そしてまた、

今までの歴史、それから今まで地域の皆様にい

ろいろ御協力いただきながら対応してきたとい
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うことをきちんと踏まえた上で、この問題に対

しても真摯に立ち向かっていきたいというよう

に承知しております。 

 それから、最後の地域活性化につきましての

お話もありました。地域活性化、これは本当に

大事なことでありまして、今議会もその議論に

かなりの部分が費やされているということであ

りますけれども。来年度ＳＬ運行をされるとい

うひとつの朗報が飛び込んでまいりました。釜

石線で土日祝日を中心に運行すると。これは全

国のＳＬファンにとってはまさに大変なひとつ

の情報でありますし、遠野にとっても非常に大

きな、まさに朗報であると。 

 高速自動車道が開通し、ストローという中に

おけるさまざまな議論が交わされているわけで

ありますけれども、このめがね橋という、それ

こそ宮沢賢治の銀河鉄道に代表されるようなめ

がね橋というロケーションの中にあってＳＬが

走るというものは、まさに大変なひとつの活性

化の起爆剤として、私は、したがいまして、年

明け早々にはこの今話したようなめがね橋、恋

人の聖地、銀河鉄道の夜といったようなもの、

そしてまた、佐々木喜善、宮沢賢治、井上ひさ

しといったようなもので283号線を民話ロード

のようなものの中で再構築しながら、一つでも

人が集まり、楽しむようなひとつの物語をその

中につくっていきたいというように思っており

まして、このソフト面の企画が非常に重要じゃ

ないかなというように思っておりまして、市の

観光協会とも中心になりながら、文字どおり民

間の方々、市民の方々の貴重な意見といったも

のを踏まえながらにおける、このソフト面の多

面的な切り口からによるひとつのメニューをつ

くっていくということが大事じゃないのかなと

いうように思っております。 

 「とおの昔話村」のリニューアルも順調に工

事が進んでおります。「とおの座」、これの対

応が一つ大きな鍵を握るぞというような話があ

りました。「とおの座」これはまさに市民の皆

さんの発想なわけであります。昔話を聞く、し

し踊り、それから神楽なども練習している風景

というか、その場を観光客の皆様も一緒に楽し

む。場合によってはもう一緒になって稽古をす

るというような場があってもいいんじゃないか

というのが、ひとつの「とおの座」という中に

位置づけられるわけでありますから、この年度

改めて25年度のしかるべき時期に昔話の世界を、

あるいは郷土芸能の世界を、柳田國男先生の世

界を、それを話者として語りかけた佐々木喜善

さんの世界を、といったような、そのようなも

のをこの昔話村の中にきちんと位置づけた中に

おける対応をしたいというように思っておりま

す。 

 この「とおの座」というのも、私は「とおの

座」でいいんじゃないかなという話をしている

わけでありますけれども、この部分の昔話リニ

ューアルのひとつの「とおの昔話村」をある意

味においてはちょっと目先を変えた中において、

これだけの予算を投じ大幅なリニューアルをし

たんだから、目先を変えようということで、こ

としの４月ごろから多くの方々に公募をしなが

ら、あそこをどのような名称にするかという中

における作業を進めてきております。圧倒的に

アンケートでも、それから関係者からの何と申

しますか、中においても、遠野物語という中に

おけるこの全国的にも圧倒的な存在感を持って

いる遠野物語といったものをひとつのテーマに

添えたひとつの名称でいいんじゃないかなあと

いう中にございまして、今般の条例の中でもそ

のことを提案を申し上げておるわけであります

けれども。遠野物語のその「館」、それを「や

かた」という形で呼んでもらい、「遠野物語の

館」という中において、来内川が走り、そこに

いろんな「とおの座」がある。今、話したよう

なさまざまなものがそこにあるという中におい

て「遠野物語の館」という中で一つ再出発をし

ていいんじゃないかという中で、大体議論がま

とまり、多くの皆様もそれを支持しておるとい

うことでございますので、その名称でもって再

出発を図り、いろいろお話しいただきましたこ

の中身をまさにソフトという中における知恵を

その中に入れて、文字どおり魂を入れていきた



－ 105 － 

いものだなというように思っているところであ

ります。 

 そのほかの提案といたしましても、この遠野

出身者に限らず、さまざまな人的なネットワー

クをも再構築してみてもいいんじゃないだろう

かと。郷人会だとか、高校の同窓会だとかとい

うのがあるんだけれども、そのほかにも首都圏

在住のあるいは地方の中にもさまざまなノウハ

ウを持っている方々がいっぱいいるんだから、

そういったネットワークを構築すべきではない

かという提案がありました。これも私は非常に

大事なことだというように思っておりますので。

遠野郷人会にも積極的に関与しているわけであ

りますけれども、「で・くらす遠野」市民が1,

432名という人数を数えているところでもあり

ますので、これのさらなる拡充とこのようなさ

まざまな形で政治、経済、文化などで多方面な

分野で活躍している方々、遠野出身者あるいは

遠野ファンがおりますので、そういった方々と

のネットワークも構築してまいりたいというよ

うに思っております。 

 続きまして、この地域活性化の中における新

規就農者あるいは６次産業への大胆な挑戦とい

うひとつのお話をいただきました。新規就農者

に対する支援につきましては、これもいろいろ

さまざま手だてを講じているわけでありますけ

れども、非常に模索するという中にありますけ

れども、非常に反応がいいということで、特に

も青年就農給付金などは非常に何と申しますか、

活用してみたいという方々が出てきております。

先般の農林水産振興大会においても若い方々が

チャレンジしたいという方が来ておりました。

普通であれば表彰するということは功績とか実

績に対する表彰なわけでありますけれども、私

は今このことに新規就農者として取り組んで、

これからやるんですよという方を表彰する制度

もあってもいいんじゃないか、頑張れという表

彰もあっていいんじゃないかということで、あ

あいう形で表彰制度の中で、若い方々がそうし

て出てきているということは非常に喜ばしい現

象では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、そういったものも充実

させながら、この新規就農者あるいは就農希望

者に対する支援策をさらに強化してまいりたい

というように思っているところであります。 

 それから、もう一つ、これは最後になります

６次産業。これは地域資源を活用しながら新事

業の創出の中におきまして、よくいう１掛ける

２、２掛ける３の６次と、１足す２、２足す３

で６という中における６次産業化ということで

ありまして、これもさまざまな事例が出てきて

おります。「いわて遠野牛」もその一つの事例

であります。それから、宮守川上流生産組合を

中心とした、これも一つの取り組みであります。

また、「夢産直かみごう」もこれの中における

取り組みの一つではないかなというように思っ

ておりますし、６次産業という部分の中におい

て少しでも付加価値をつけながら発信をし、そ

の中で少しでも収入というか、雇用の場、収入

の向上と、また雇用の場といったことも大事な

切り口でありますので、これまでの実績といっ

たものをよく踏まえながら、これにも果敢に挑

戦する方々を全面的に、アストを中心にバック

アップを図ってまいりたいというように思って

いるところでございますので。 

 それぞれ多岐にわたる質問でございましたけ

れども、以上をもって。（「４番、答弁漏れで

す」と呼ぶ者あり） 

 失礼しました。公共施設。余りにも多岐にわ

たって、頭の中で整理できずにおりまして、座

る前に御指摘をいただきまして、大変ありがと

うございました。 

 公共事業の長寿命化という問題であります。

これにつきましては、皆様も御案内のとおり、

先般、文字どおりあってはならない中央自動車

道の笹子トンネルの天井板の落下事故があって

９名の方々が尊い命をなくしたという。それか

ら、これも私はこの市長という立場の中で本当

にほっとしているわけでありますけれども、そ

れこそ先般市民プールのボルトがさび付いて落

下をし、泳いでいる中学生の頭をかすめたとい

う、本当ぞっとするような事故もあったわけで
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あります。また、以前には運動公園の門扉が突

然倒れ、それの下敷きになったというような、

そして、またこれには命にかかわるところまで

いかなかったわけでありますけれども、本当に

ぞっとするような事故もあったわけであります。 

 そういったことの中におきまして、この公共

施設の劣化診断、そしてそういったために長寿

命化のための中長期的計画を持つべきじゃない

かということについては、全く御指摘のとおり

であります。市が保有しているといいますか、

施設管理している、行政財産として管理してい

る施設は約400施設あるわけであります。結構

な数になるわけであります。そして、その中に

は市民センターの関係施設あるいはそれぞれの

中における取り組みしなきゃならない橋なども

そうであります。 

 そういったようなものの中でどのような形で

となれば、今年度から公共施設耐震化等整備事

業によりまして、市民センター、青少年ホーム、

市民体育館、上郷地区センター、これは耐震補

強設計と老朽化が、ただいま申し上げましたの

は耐震化等整備事業によりまして調べるという

ことと、それから綾織地区センター、附馬牛地

区センター、土淵、宮守体育館につきましては、

施設改修設計に取り組んでおります。 

 耐震補強、それからこの長寿命化のためには

きちんとした現状把握をしなきゃなりません。

それからまた、もう一方においては学校施設、

これもそれこそ子どもたちが使うのですから、

メンテナンスが非常に大事でありまして、耐震

化、耐用年数等を考慮しながら計画的に大規模

改造や改築を行っていくということにもありま

す。 

 遠野中学校の体育館につきましては、現在進

めております校舎の新築工事等にあわせて改修

工事を行うということにしておりますし、橋梁、

これにつきましては修繕計画を策定いたしまし

て、市道にある15メートル以上の橋が193あり

ます。これにつきまして点検を実施しておりま

して、21年度に88、22年度は43、23年度62とそ

して25年度からこれに基づいての改修工事に順

次とりかかってまいりたいというように思って

おります。 

 従来から傷んでおることを修繕する事後保全

型と、我々どうしてもそういった事後保全型に

なってしまうわけであります。しかし、それで

はそれこそ何か起きたときには大変なことにな

るということになるわけでありますから、損傷

が小さいうちに修繕を行う。いうところの予防

保全型といったような管理に我々も移っていか

なきゃならなんじゃないのかというようにも認

識しているところでございます。 

 いずれいい意味での緊張感を持ちながら庁舎、

小中学校、地区センター、観光施設、それから

橋梁、そういったようなものにつきましては本

当にきちんとした調査、日ごろの調査活動、そ

れを行うひとつタイミングを失しないような形

での維持補修、修繕といったことに、なおこれ

まで以上に留意しながら取り組んでまいりたい

というように思っておりますので、よろしくお

願いいたしまして、答弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  藤澤教育長。 

   〔教育長藤澤俊明君登壇〕 

○教育長（藤澤俊明君）  石橋議員の一般質問

にお答えをいたします。 

 最初に消費者教育をどう進めているかについ

てでありますが、議員がおっしゃるとおり学校

においては小学校の家庭科、中学校の社会科及

び技術家庭科、高等学校においては公民科及び

家庭科において消費者教育を実施しております。 

 国においては平成22年度から消費者教育推進

事業を実施しており、消費者教育実践の手引き

の作成、ホームページ上における教材の提示、

消費者教育フェスタの開催等を実施している現

状にあります。 

 また、議員御指摘のとおり消費者教育を推進

するための基本方針等の必要な措置を定め、消

費者教育を総合的に推進するため本年８月22日

に消費者教育の推進に関する法律が公布されて

おります。学校においては、発達段階に応じた

体系的な教育機会を確保すること及び教職員に

対する消費者教育に関する研修を充実させるこ
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とが求められております。 

 今後、消費者庁は文部科学省と連携し、基本

方針を策定することになっており、県教育委員

会においても施策を策定することになっており

ますので、その動向を注視しながら児童生徒へ

の消費者教育の指導及び教師への研修や資料等

の支援について考えてまいります。 

 ２点目の平和教育の取り組みについてであり

ます。教育基本法改正により、教育の理念とし

て新たに他国を尊重し、国際社会の平和と発展

に寄与することが規定されており、このことは

道徳教育の目標として追加されております。そ

の中に世界の平和と人類の福祉の向上に貢献す

ること、これは日本国憲法において定められて

いる国民の決意であり、平和は人間の心のうち

に確立すべき道徳的課題でもあります。あらゆ

る時と場所において自他協同の場を実現してい

く努力こそ、民主的で平和的な社会及び国家を

実現する根本であると記載されております。 

 また、広島・長崎への原子爆弾の投下につき

ましては、小中学校の社会科の内容として取り

扱うことになっており、国民が大きな被害を受

けたことがわかるようにすること、戦争が人類

全体の惨禍を及ぼしたことを理解させ、国際協

調と国際平和の実現に努めることが大切である

と教えることになっております。これらの取り

組みに東日本大震災による岩手県全体で新たに

取り組んでいる復興教育を加え、命の大切さ、

人と人とのきずなの大切さを児童生徒に伝えて

いきたいと考えております。 

 最後に、児童生徒とネット社会のあり方につ

いてであります。本市では、平成24年当初に、

今年度当初に児童生徒のインターネット利用に

かかる緊急アンケート調査を実施しております。

主な調査項目は、携帯電話を所持している児童

生徒の数、インターネット利用による問題行動

の有無、学校での情報モラル教育の実施の有無

についてであります。結果として、市内全ての

学校は携帯電話を所持している児童生徒の把握

をしておりますし、掲示板等に悪口や個人情報

を書き込んだというインターネット利用にかか

る問題行動に対しても、該当する生徒に対する

指導はもちろん掲示板等の書き込みを削除する

など、適切に対応しているところでございます。 

 次に、ネット犯罪などから子どもを守るため

の安全教育、安全指導の実態についてでありま

す。市内全ての小中学校において、携帯電話や

インターネットの正しい使い方やネット犯罪か

らの危機回避等にかかる情報モラル教育を実施

しており、児童生徒に対しても指導していると

ころでございます。 

 また、県教育委員会と県警察本部が作成した

フィルタリング利用のリーフレットを市内全て

の学校と生徒指導主事等が参加する生徒指導推

進協議会で配布をし、児童生徒及び保護者に対

しての周知と指導を実施しているところでござ

います。今後におきましても時機を捉え、実態

の把握及び指導を実施してまいりたいと考えて

おります。 

○議長（新田勝見君）  18番石橋達八君。 

   〔18番石橋達八君登壇〕 

○18番（石橋達八君）  再質問を行います。委

員会で質問をするのもよかろうと思いますが、

あえて質問をさせていただきます。 

 子ども子育て会議につきましては、わらすっ

こプランで先駆けて平成19年度から展開されて

いる。また、内容につきましても支援員をふや

して意見等を収集したり、市民の声を受けて、

その内容の充実を期しているということで了解

をしたところでございます。 

 それから、不育治療につきましては難しい点

もあろうかと思いますが、今後の課題としてい

ただきたいとこのように思います。 

 それから、こだわりたいのは、地域の活性化

でございますが、とおの昔話村が新たな名称で

「遠野物語の館」ということで出発がされるよ

うでありますが、私はその中にある座、とおの

座というものにこだわりたいなと常に思ってい

るところでございます。このネーミングにつき

ましては、私は個人的には好きなのでございま

す。それは私の好きな言葉に銀座というのがあ

ります。歌舞伎座というのがあります。私がわ
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らすっこのころは砂場に多賀座というのがあっ

たんです。この座というのは人が集まると、ど

んどん集まって活性化といいますか、元気を出

す場所が座ではないかなと、このように思いま

すので、何とか「とおの座」が施設、柳田國男

さんや佐々木喜善さんの資料を見学する。目で

見るというのもいいかもしれないですけれども、

先ほど市長が話された昔話を聞く、またしし踊

りに触れ合う、また、さまざまな郷土芸能に触

れ合う、それがこれからの時代の観光の姿では

ないかな。このように思うわけでありまして。

そういう形であそこの場所が、その場所が人と

人との触れ合いの場として思い出に残る観光地

として発展してくれればいいんではないのかな

と、このように思うわけでございます。 

 いろいろございますが、時間の都合上もござ

いまして以上で再質問を終わりたいと思います。

もし、「とおの座」で市長のほうからの何かコ

メントがございましたらよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  再質問にお答えいたし

ます。子育て、子どもの子育てのさまざまな取

り組みにつきましては、当市がそのような形で

石橋議員からも再三再四にわたりまして提案を

いただいた中におきまして、そのようなものを

確実に身の丈の中で実施してきているというこ

とについては御理解をいただいたということに

思っておりますので、今後ともさらにそれを充

実させるような、そのような形で不育といった

ような問題にもやはり取り組んでいかなきゃな

らないかというように改めて思ったところであ

ります。 

 さて、この昔話村を全面リニューアルする中

において「座」というものの中のこだわりと、

私も全くそのこだわり同じ認識であります。こ

の「とおの座」という中において倉を利用して

70人、80人規模なんだけれども、あそこで神楽

を練習、稽古をしていれば観光客も来るよな、

それを一緒になってやろうじゃないか、一緒に

やってそれを、稽古を見てもらおうじゃないか

というような発想は、この郷土芸能をやってい

る関係者の皆さんから出てきた発想なわけであ

ります。一方的に見せるんじゃない、完成した

のを見せるんじゃない。そういった稽古の場と

いったもの、練習している場、そこであそこの、

まさに「とおの座」から普段でも太鼓や笛の音

が聞こえてくるというのも、またこれも遠野に

とっては大変重要なひとつの観光資源にもなり

得るという部分におきましては、この「とおの

座」ということにこだわっての、あそこの遠野

物語の館の中における中心的な一つのポジショ

ンとして「とおの座」を位置づけて、いろんな

切り口からそこの中から遠野ならではの情報を

発信していきたいというような中における気合

を込めて、今、さまざま検討してもらっており

ますので、ぜひまた、いろんな提案がありまし

たら、ぜひお願いを申し上げたいということを

お願いいたしまして答弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後２時58分 休憩   

────────────────── 

   午後３時08分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 次に進みます。３番多田勉君。 

   〔３番多田勉君登壇〕 

○３番（多田勉君）  清風会の多田勉でござい

ます。今回は１問１答によりまして、大項目２

点の質問をさせていただきます。 

 なお、本定例会での一般質問10名中の９番目

でございます。若干の前の質問者と重複する点

があったかのように感じておりますので、その

点は御了承いただきながら質問をさせていただ

きます。 

 最初に、拡大する松くい虫被害に対しての市

長の考えをお伺いをいたします。日本国土の6

7％が森林で占められ、岩手県の森林比率は7

7％を示しておりますが、丸太やチップの輸入

関税がゼロという中で、木材の自給率は４分の

１という状況にございます。このような伸び悩
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む木材需給率を林業界と産業界が連携して森林

資源のカスケイド利用等を通じて木材自給率5

0％を目指し、2010年３月に次世代林業システ

ムが発表されました。 

 その活動の一環としてことし７月19日、遠野

市を会場に次世代林業東北サミット会議が開催

され、森林再生の起爆剤となることを願うとと

もに、東日本大震災の甚大な被害により地域の

木材を活用した復興住宅と森林資源を生かした

建材・加工費やバイオマス事業を発展させ、長

い歴史の中で育まれてきた木の文化をよみがえ

らせ、森林を再生させようというものでありま

した。日ごろ、思いを膨らませてきた遠野の森

がサミットの趣旨を訴えているかのようにも感

じられました。これこそが永遠の日本のふるさ

と遠野に描かれる本来の情景であると確信をい

たしたところであります。 

 しかし、森林の再生を願う一方で、被害とな

って将来の森に大きな不安を与え続けてきたも

のがあります。それは衰えることもなく、さら

に拡大し続ける松くい虫被害の現実であります。

先日の議会主催の秋の市民との懇談会で参加さ

れた市民から、このままでは遠野の山に被害が

拡大するのではないかと心配している、赤く枯

れた山はみたくない、切実な訴えを伺ってまい

りました。 

 岩手県では県民の貴重な財産でもある南部ア

カマツを枯らす伝染性松くい虫被害の早期終息

を図るため、昭和61年８月に岩手県松くい虫被

害対策推進大綱を策定いたしました。総合的な

対策を推進してきたものの、近年の夏の高温、

少雨傾向とアカマツ材の需要や市況の低迷によ

るアカマツ林の手入れ不足と相まって、被害地

域の拡散と被害量の増加が著しく、蔓延が懸念

され続けてまいりました。 

 また、岩手県は平成23年度に松くい虫被害対

策実施方針を定めております。平成22年度方針

と比較した相違点は被害木の利用による駆除を

促進するため、移動制限を被害木を駆除する目

的で被害区域内を移動する場合を除くとしたほ

かに、被害木の利用の促進を明記いたしました。

中でも大変ショックを受けたことは、平成22年

度まで遠野市のうち旧宮守村が先端地域であっ

たものが23年度は遠野市全体が先端地域に追加

されたことであります。 

 小さくて見えないと思いますが、ここが遠野

市でございます。今、全く遠野市が被害地の端

に位置しているということをあらわしておりま

す。ちなみに、花巻市が隣接地域に、そして北

上市、奥州市が高被害地域に変更されておりま

す。 

 さらに、平成23年３月、松くい虫被害防除監

視隊を遠野市東部にも拡幅し、監視体制を強化

するとされておりました。私はこのような現実

を目の当たりにすると、本市の森林は危機的状

況に直面しているのではと思わざるを得ません。

速やかな対策、方向性を示し、取り組む必要が

あると痛感しております。 

 遠野市からその取り組みを発信するぐらいの

覚悟を持って臨む重要課題であるとも認識して

おりますが、本市の現在における状況とそのこ

とへの対策がどのように押し進められているの

か、市長にお伺いをいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  多田勉議員の一般質問

にお答えいたします。大きく言えば林業の再生

ということになろうかと思っておりますけれど

も、拡大の一途にある松くい虫被害に現状と、

それからどのような形での覚悟で取り組むつも

りなのか、所見をということでありました。 

 現状から申し上げますと、ただいま質問の中

にもありましたとおり、この松くい虫被害につ

きましては、平成18年３月に宮守町が被害を受

けているということの連絡を受け、その被害対

策の地域指定を受けたところからこの問題は遠

野にも押し寄せてきたということになっている

わけであります。 

 この18年３月指定を受けたという中にありま

して、遠野市内全域に被害が拡大しないように

ということで、疑わしいこの枯れた木の駆除処

理を行いながら、被害木の移動制限等さまざま
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な対策を講じてきたというひとつの経緯があり

ます。 

 ただ、その結果もむなしく平成22年３月には

綾織町、小友町にもこういった松くい虫の被害

木が出てきたということで、この県で定める松

くい虫被害対策におけるひとつの地域指定を遠

野市内全域に変更し、未被害地域への被害拡大

の防止に努めてきているという今状況にあるわ

けであります。 

 これは質問にありましたとおり、この松くい

虫の活動が非常に活発になる春と秋に、また、

広範囲にわたる山林につきましては21年度から

23年度までの間に、国の補助事業等活用しなが

ら特別対策事業を実施してきているわけであり

ます。この特別対策事業というのは、この駆除

作業を行ってきているということであります。 

 現状ということでございますので、ちょっと

数字的に触れさせていただきますけれども、18

年度から23年度までの間、被害木は約2,400本、

材積にいたしますと約900立方メートルという

ものを処理を行ったということであります。ま

た、24年度においては現在、駆除を進めており

ますが、被害木は約150本、材積約180立方メー

トルの処理の予定であるという、ひとつの状況

に今あるわけであります。 

 以上であります。 

○議長（新田勝見君）  ３番多田勉議員。 

   〔３番多田勉君登壇〕 

○３番（多田勉君）  ただいま市長のほうから

は被害の状況について御答弁をいただきました。

私は従来の対応では困難になってきているので

はないかなと、手をこまねいているような状況

があるのかなというような感を持っているわけ

ですが、今後予測される、いわゆる拡大し続け

ることに対する対応が私を含め、皆さんから要

求されているものでありまして、さきにも述べ

ましたが県の方針の重点的実施事項の被害木の

利用の促進ということがあります。さらには農

水省の松くい虫被害対策事業実施要領の中に、

自主転換実施事業及び被害拡大防止森林やこれ

に対する助成制度があるというふうに以前は理

解しておりましたが、この自主転換に関しては

現在、遠野市内では減少傾向にある再造林の制

度の推進にも並行して考える必要があるのかな

と、それが再生につながるのではないかなとい

うふうに感じております。 

 木工団地をはじめ遠野市は森林とのかかわり

をなくして市民生活の環境、安定、向上は図れ

ないと私は確信をしております。速やかに具体

策を示さなければならない時期に来ているので

はないかというふうに思っておりますが、市長

はどのようにお考えなのか、お伺いをいたしま

す。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいまは現状を申し

上げたわけであります。これは年々というより

も、ますます被害の拡大が予測をされるという

中においての待ったなしの対応という部分にお

いては、この問題にもかなりの緊張感を持った

中におけるスピーディな対応が求められている

ということにつきましては、私もそのように認

識いたしております。 

 この定期的に被害区域を巡回しながら、その

被害木の掌握をしながら、市のほうにもそれぞ

れの情報をもらうようにしております。私はそ

れをもってして、ああ、そうか、そうかじゃな

くして、この委員会の場でも何かやりとりがあ

ったように私も記憶しておりますけれども、そ

れこそ直ちに、それこそ駆除してしまうと申し

ますか、そのようなスピード感もこの対策には

必要ではないのかなというようなことも思うわ

けであります。 

 報告をいただいた、県に報告をする、そして、

県との連絡やら防除員の巡回を強化しながら、

その活発なる春と秋に駆除に努めるというひと

つのことを繰り返しているわけでありますけれ

ども、果たしてそれだけでいいのかなというよ

うな部分の中で、今年度からひとつの県民税を

活用したいわて環境の森整備事業に松くい虫感

染源クリーンアップ事業といったものが位置づ

けられておりますので、この事業を導入するこ
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とによって、いうところの広範囲にわたる山林

について継続的に取り組むと。そして、被害木

の伐採、あるいは時期の制限、そしてさらには

移動の禁止といったものに対して、もうそれこ

そスピード感のある対応を、その中で構築して

いくということがやっぱりまずもって大事じゃ

ないのかなというように思っております。 

 いずれ、今、お話しありましたとおり、市内

の民有林の約２割、面積にしますと7,232ヘク

タールというものがアカマツ林が占めておると

いうこともあるわけでありますから、この影響

を受けたアカマツ材は市外への移動に制限がか

かるということも出てくるわけでございますの

で、これは市内で活用していかなければならな

い、その活用策もという部分の中にあっては、

今、申し上げましたこの木工団地との位置づけ

の中からそれこそ連携を取りながらというもの

の対策といったものを構築していくということ

が必要ではないかなというような認識でおりま

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）  ３番多田勉君。 

   〔３番多田勉君登壇〕 

○３番（多田勉君）  今、松くい虫感染源ク

リーンアップ事業、さまざまなそういった有効

的な事業を導入しながらそれらに取り組んでい

るということでございますが、私は以前に遠野

市では平成16年に遠野市木質系バイオマス活用

推進計画を作成しているというふうに理解して

おりますが、木材の利用促進を基本とした行動

計画としてその計画があるはずでございます。

計画策定時は木質系バイオマス発電事業は採算

性に厳しいという当時の評価がありましたけれ

ども、将来的考慮から見ますとバイオマスエネ

ルギーの活用体制を今後整えるべきではないか

なというふうに私は遠野市木質バイオマス活用

調査でこれが提言されているというふうに理解

しております。 

 こうした中で、24年７月から御案内のとおり

電気の固定価格買い取り制度ができたわけでご

ざいますが、遠野市の松くい虫被害の対象とな

るアカマツは国有林を除いた民有林で人工林6,

087ヘクタール、材積で186万立方、それから天

然林で1,145ヘクタール、材積の40万立方とい

うふうになっておりますが、これらに加えて、

近年山形の鶴岡市ではその木質バイオマス事業

に松くい虫被害木が扱われているということを

伺いました。今までは、被害林、林小班の中か

らそれを動かすということは禁じられておりま

したけれども、これは被害を受ける遠野市内で

あればその利用に供するためには遠野市内であ

れば移動してもいいというふうなことに今回な

ってまいりました。 

 さらに、その意味は被害にあったアカマツの

利用を促進してくださいということが言われて

いることだろうというふうに私は理解しますが、

そのバイオマスエネルギーは気象の影響を受け

やすい風力や太陽光よりも安定供給が可能とさ

れていると。木質バイオマス産業は木材価格の

低迷で荒廃する森林を元気にし、木材産業や農

業の低迷が影響している人口減少、それからコ

ミュニティー衰退が進む中山間地のビジネスと

して新たな雇用を生むとともに、従来廃棄物と

してきた処理のコストを逆に利益に結びつける

というふうな、転換するというような静脈産業

であるというふうに言われております。間伐な

ど森林整備や木質バイオエネルギーの創出は、

エネルギー変換技術と社会システムで出遅れた

日本を変えたのが、先ほど申しました山形県の

資源有利性を発揮できる段階を迎えた状況では

ないのかなというふうに考えております。 

 本市においても、先ほど申し上げました木質

系バイオマス活用推進計画をこの文章にとどめ

ずに現実に向けた、私は行動を示す決断すべき

時期に来ているのではないのかなというふうに

思うわけでございますが、昨日、市長の答弁の

中に10月10日再生可能エネルギーに対する関係

職員の配置等も図ったというふうなことでござ

いましたので、なお一層の積極的な取り組みと

いうものに対しての市長の考えをお伺いしたい

と思います。 

○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）  ただいまの質問の中に

おきましてひとつの何と申しますか、方程式が

できていたような感じがいたしました。非常に

建設的な中における組み立てとして示されたの

ではないのかなというように思っておりまして、

これはきのう小松大成議員におきましてもバイ

オマスの利用という中におけるひとつの構想が

示されて、それでもって取り組んではどうかと

いう中で、私もちょっと触れさせていただきま

したけれども。 

 今、お話がありました、今まで移動が制限さ

れておったのが市内では移動ができるというこ

とになったということになれば、いわゆる被害

木の再利用といったものが、このバイオマス発

電といった中におけるひとつのプロジェクトに

持っていけるのではないのかなというように。

ただ、困った、被害が出てしまった。それは移

動できないってそのまま放置するわけにはいか

ないという部分であれば、それも考えようによ

っては文字どおり物すごい資源になるんだとい

うような一つの発想がその中にあるというよう

に受けとめたわけでありまして、これは手をこ

まねいているわけじゃなくて、いうところの再

生可能エネルギーといったようなものが、この

議会の中でも震災後特にいろいろ取り交わされ

ておるという今ひとつの状況下にあるわけであ

ります。 

 この再生可能エネルギーとなれば、小水力発

電もあれば風力発電もある、さらにはソーラー

発電もあればバイオマス発電もあるという部分

の中で何が一番、それぞれの地域特性によって、

まさに日照時間の非常に長いところなどはソー

ラー発電なども非常にいいということになりま

すし、うちのような典型的な中山間地域の中に

あれば、この木質系のバイオマス発電といった

のも非常に山の手入れにもつながる。そして、

雇用にもつながる。いうところの循環型にもな

るということにもなる。また、小水力発電の中

にあっても遠野のこの地形を利用すれば、それ

ぞれがうまくマッチングするようなプロジェク

トになるんじゃないかなと。風力発電の場合は

もう既にあそこの貞任のほうにかなりの大規模

で民間事業体が展開しておりますから、そうい

った中における風力発電というのはあるという

中にございまして、特にこのバイオマスタウン

構想と、ただこれは実際、御質問にもありまし

たとおり、もう平成16年の策定なわけですよね。

もう８年、９年というような中に経過しており

ますから、これを今の時代の流れの中にあって、

遠野としてのバイオマスタウン構想いったもの

を再度、もう一度、それこそ因数分解をしなが

らある程度の答えをその中で見出していくとい

うような作業を急ぎたいということで、去る10

月10日に９月議会の議論を経て職員を配置し、

早速調査、研究に入っておるということであり

ますから、ただいまそれぞれこのバイオマス発

電の買い取り価格も高価に指定されたではない

かと。これも非常に追い風であります。 

 それから、この移動もできることになったと

いうのもひとつの環境がそこに整ったというこ

とになります。そしてまた、一方においてはこ

の木工団地という一つの全国でも類まれなひと

つの大きなプロジェクトを持っているわけであ

りますから、これらとうまく連携を図りながら、

一つのプロジェクトに持っていき、それがいう

ところの松くい虫対策のスピードアップとまさ

に未然に、直ちにそれを断ち切るという中にお

ける行動として対策として形にすることができ

るんじゃないかなというように考えているとこ

ろでございますので、貴重な御提言とまさにこ

の建設的なプロジェクトとして位置づけること

が見出せるんじゃないかなというように思って

おりますので、今後ともさらに調査、研究を進

め、ただ調査しております、研究しております

じゃなくて、やはり形にもっていくということ

の作業を急ぎたいものだというように考えてい

るところでございます。 

○議長（新田勝見君）  ３番多田勉君。 

   〔３番多田勉君登壇〕 

○３番（多田勉君）  先ほど先輩、同僚議員の

質問の中にもありましたが、私はこのバイオマ
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スエネルギーを生かした遠野の姿というものを

考えると、先ほどクリーンセンターの清養園の

話もありました。実は、このことについては先

般の市民との懇談会で市民の声としても上げら

れた課題でもあります。いわゆる平成27年以降

の同施設のあり方というものがまだまだ示され

ない状況であることに、地域の方々も不安を抱

いていると。それらの活用についてはぜひとも

考えていただきたいという声がありました。 

 そういった中で、私はこのバイオマスエネル

ギーを生かした発電、あるいはお湯をわかす熱

の効果というものに私は非常に、遠野のそうい

った課題を解決する上でも非常に有効的な手段

ではないかなというふうに感じているところで

ございます。 

 そういうことでこの質問については最後にさ

せていただきますが、今後のバイオマスエネル

ギーを活用した清養園クリーンセンターのあり

方について市長の考えがあれば、ここでお話を

していただきたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  バイオマスのプロジェ

クトとクリーンセンターの関連という中におけ

る御質問であったというように受けとめたわけ

であります。このクリーンセンターそのものに

つきましては、この議会の中でもそれぞれ御答

弁申し上げているところでありますけれども、

岩手中部、旧和賀町、後藤野のほうに岩手中部

広域行政組合としてのごみ処理プラントが本格

的な形で着工がもう始まったということであり

ますから、このクリーンセンターの位置づけの

問題につきましても、中継施設としてのストッ

クヤードとしての役割を果たしながら、あそこ

の部分のいろんなこれまで地域住民の方々の協

力をいただきながら進めてきた、あの施設を、

あの環境をどのようにもっていくかにつきまし

て、いろんな角度から検討をもう既に始めてお

りまして、広域行政組合のほうでも中継施設の

あり方につきましても調査をしながらという中

における作業を進めておりますから、そこにお

ける余熱の湯の利用あるいは天然リンクも間も

なくオープンするわけでありますけれども、天

然リンクとしてのアウトドアの拠点としての位

置づけ、さらには施設そのものもかなり老朽化

してきておりますから、そういったようなもの

の位置づけをどうするかということ、まさにあ

らゆる角度から考え、その中においてはこうい

ったバイオマスといったようなものの中で新た

な熱源といったものも検討課題に入ってくるわ

けであります。 

 ただ、それがそうなったからその方向で行く

んじゃなくして、何が一番将来を見誤らないよ

うな形でのプロジェクトになるかということを、

まさに冷静に議論をし、検討を重ね、そして一

定の方向性をその中で議会ともあるいは関係者

とも含めながら合意形成を図るというような作

業を進めてまいりたいというように思っている

ところでございますので、それをもって答弁と

させていただきます。 

○議長（新田勝見君）  ３番多田勉君。 

   〔３番多田勉君登壇〕 

○３番（多田勉君）  それでは、私の第２点目

の質問に移らせていただきます。 

 シイタケ生産継続に対する支援策の周知徹底

という大項目でございますが、先の議会におい

ても放射能汚染に伴う農家の支援について、熱

くなって質問したことをいまだに覚えておりま

す。そういった経緯がありますが、やはりこの

ことも議会主催の市民との懇談会でその対応、

対策についての声が非常に多く寄せられました。 

 11月５日の放射能汚染対策調査特別委員会の

提出資料によりますと、干しシイタケの管理等

については、もう既に集荷をされ、一時保管さ

れているということでございました。10月26日

現在で5,680キロということでございましたが、

その後のホダ木の、今度は中間処理の関係でご

ざいますけれども、10万7,000本を年内に集荷、

１カ所に集めるというその処分の対策も年内に

予定しているということでございました。 

 地元の農地の還元に向けた処理方法の試験を

もう既に終わって十分クリアできるというふう
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な説明をいただいておりますが、私はこれらの

次に心配されていることは、やはりその生産継

続についてでございます。東電の賠償にかかる

支援はもちろんのことでございますが、遠野市

しいたけ産業推進協議会を通じてホダ木を処分

して、そして再植菌を行う生産継続者に対して

は、原木、種コマの購入費の一部を助成すると

いうことでございましたが、その一連の市の考

え方についてはもう既に伺ってまいりました。 

 ただ、私はその後の対応が非常にまだ不透明

なところがあるなというふうな感じを受けてお

りまして、その後の対応はどのように今推移し

ているのか。そういったところの確認を、市長

の考えをお伺いしたいというように思います。 

○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）  このシイタケに関して

の対策につきましては、きのうも菊池充議員か

らもいろいろ御質問を承ったところであります。

現状等につきましては、きのうの答弁の中でも

申し上げているわけでありますけれども。ただ

いま多田議員のほうからもそのような中におけ

るひとつの認識も示されたところであります。 

 この生産物である24年産乾燥シイタケ、これ

は流通できなくなっておるということもこれも

御案内のとおりでありまして、市が生産者から

引き受けまして、青笹町中沢地内の市の施設で

集中保管をして今おります。保管量は約5,700

キログラム、段ボール箱にいたしまして428箱

とビニール袋では22袋を保管中ということに、

今あります。そしてこの全県、岩手県が全県実

施いたしましたシイタケホダ木の検査の結果、

キログラム当たり50ベクレルを超えたというこ

とで、使用自粛となったホダ木、これを市が一

時保管することといたしまして、この生産者23

名、処分量を精査し、約９万7,000本のこの一

時保管を現在進めておるという状況にあります。 

 このホダ木の一時保管は業務委託により実施

しているわけでありますけれども、ホダ場から

ホダ木を収集し、チップ化する、破砕するとい

う中における中間処理を行いながら、この一時

保管をするというようなひとつの対応にしてい

るわけでありますけれども。なかなか生産継続

に向けて新たな一つの課題ということになるか

と思っておりますけれども、実態のもう少しき

ちんと把握した中においての対応も急がなきゃ

ならないかというように思っています。 

 と申しますのは、生産継続に向け、生産農家

の方々が意欲を失わないような環境をやっぱり

いち早くつくっていくということが、私はすご

く大事なことじゃないかなと思っておりまして、

市が所有する山林から原木を安価に安く供給す

る事業などももう昨年度から行っているという

中におきまして、できるだけきめ細かくこの問

題については対応していかなきゃならないか、

というように認識しているところでございます

のでよろしくお願いをいたします。 

○議長（新田勝見君）  ３番多田勉君。 

   〔３番多田勉君登壇〕 

○３番（多田勉君）  今、市長の御答弁の内容

については昨日の答弁との兼ね合いもあります

から、それは理解をいたします。 

 ただ、私は、10月ですか、先ほどの時期のそ

れ以降にいろいろ市民に対応してるわけですが、

そういった中でそのまま、それが進んでいると

いうふうなことじゃなくて、例えば農家のいろ

んなこれからの生活に向けての課題とか、いろ

んな不安な問題が堆積していると思って理解し

ております。 

 そういった中で、市としてそういった課題が

現実として今までの経過の中に発生してこなか

ったのかどうか。私はそういったところをどれ

だけそういったものを市として捉えているのか、

その辺の市長の思いをちょっとお伺いさせてい

ただきたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  生産意欲といったもの

を継続して失うことのないようにという部分は

本当に大事な大事なひとつの取り組みであると

いうことは十分承知しております。 

 先ほど申し上げましたとおり、この原木あっ
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せん、生産者の方に説明、通知をしながら第１

回の締め切りをこの11月20日ということに設定

しておったわけでありますけれども、昨年の6,

000本と比較してみた場合、ことしは1,500本、

４分の１程度と注文量が少ないというひとつの

状況にありました。これがこのきめ細かい説明

といったものが欠けておったがゆえのそのよう

な数字なのか、文字どおりこの問題が大きく生

産農家の方々の意欲といったものを失わせてし

まっているのかという部分はもう少し見極めな

きゃならないかと思っておりますけれども、ア

ンケートやその後の生産者からの相談で原発事

故により見通しが立たないということから、新

たな植菌を見合わせるという生産者が多いとい

うような報告も受けておりまして、これはしか

たがないでは済まされない。やはりそこをきめ

細かくやっぱりアプローチしていかなきゃなら

ないんじゃないかなと思っておりますので。 

 生産継続のための積極的な助成をということ

で、きのうの菊池充議員の質問の中でもいろい

ろやりとりいたしましたけれども、この問題に

つきましてはいうところの組合と組合でない２

系統があるわけでありますけれども、それを関

係なくやはり助成対象といたしまして、助成額

の拡大を図りながらやっぱり生産意欲といった

ものに、生産継続といったものに対する一つの

積極的な働きかけを行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。 

 説明不足ということの中で、うちの職員もも

ちろん関係者も懸命にその分に対する対応では

頑張って、いろいろアプローチしているわけで

ありますけれども、やはりアンケートで感じ取

ったからだけじゃなくして、繰り返し、繰り返

しという部分にあっては全生産者を対象としな

がら、この説明会を開催しながら、この遠野産

の原木シイタケといったものが生産継続され、

まさにきょういろいろ質問がありましたとおり、

特産品としてのひとつの位置づけを失うような

ことがないように、この生産継続への積極的な

かかわりあいを持っていきたいというように考

えているところであります。 

○議長（新田勝見君）  ３番多田勉君。 

   〔３番多田勉君登壇〕 

○３番（多田勉君）  まだまだ、その対策に農

家の期待感が低いんじゃないかなというような、

どうしてもそのように受けざるを得ない状況に

あるのじゃないかなというふうに私なりに判断

をしておりますが。 

 この放射能被害対策に対して、昨日も市長の

答弁がありましたが、機動的予算として5,000

万円、これは予算措置されておりますけれども、

前回の議会の段階で執行額が200万円ほどとい

うふうに伺いました。この機動的予算をもっと

もっと有効的に活用して、今回の生産継続につ

なげるべきじゃないかなというふうに私は思う

わけでございます。そういった環境づくりに資

するべきじゃないかなというふうに思うところ

であります。 

 それは、シイタケは御存知のとおり植菌して

も発生、収穫して利益を上げるまで２年かかる

わけです。今回、来年の植菌をしたにしても再

来年もまた、植菌しなければならない。そうい

った状況の中で農家がどれだけの不安を抱いて

いるかということを考えると、私はもっともっ

と市が措置した予算でもっと救えるところはあ

るんじゃないかなというふうに私なりに考えて

いるんですが、そういったところに対して予算

を執行する当局としてどのようにお考えなのか、

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）  これもまた答弁の中で

申し上げていることなわけでありますけれども、

この放射能汚染物質、特に農産物、農畜産物に

かかる対策についての一定のスピード感を持っ

てという部分におきましては、ただいま御質問

ありましたとおり６月議会で5,000万円といっ

たようなものを予算措置をしていただいている

わけであります。普通、予算を計上し、予算と

して提案するということは、それぞれが積み上

げられた項目があって、総額5,000万とか１億

とか、例えば工事にあってもちゃんと積算があ
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って予算要求するということ。旅費が幾らだと

かさまざまなものが積み上がって予算というも

のは成り立っているわけでありますけれども、

この６月議会におけるこの5,000万円につきま

しては、機動的、機能的という部分があるわけ

でありますけれども、何があるかわからないか

ら、それは直ちに対策をするというための予算

として認めてほしいということで議員各位から

も御理解をいただいたという。これはまさに

我々執行部と議会との間にあってはそのような

ひとつのこれは非常に乱暴な言い方になるわけ

でありますけれども、つかみ金としての予算と

いったものは本当はあり得ないわけであります

から、そういった点をきちんと受け入れてくれ

たというのは、スピード感を持ってやれよとい

うひとつのメッセージであったわけであります。 

 したがいまして、先ほど執行ゼロであったと

いう部分あったわけでありますけれども、やは

りなかなか現状といったものをうまく把握でき

なかったという部分の中から、うまく制度設計

と申しますか、支援するための、助成するため

の制度設計がきちんと組み立てられないできた

のではないのかなということを思っているわけ

でありますので、予算というものにこだわらず、

適宜、適切に対策を講じるという部分にあって

は、やはり今、話したとおりこの生産を継続す

るという中におけることを大前提といたしまし

ての対策を講じるように担当のほうにも強く命

じたいというように思っておるところでござい

ますので、御理解をいただければと思っており

ます。 

○議長（新田勝見君）  次に進みます。13番菊

池邦夫君。 

   〔13番菊池邦夫君登壇〕 

○13番（菊池邦夫君）  新興会の菊池邦夫です。

東日本大震災から本日でちょうど１年９カ月と

なりました。月命日に当たる多くの方々にお悔

やみ申し上げます。 

 寒さの厳しい遠野は本格的な雪の季節になり

ました。今の雪が根雪となるのでしょうか。冬

季は特にも交通安全に一層の注意が必要であり

ます。最後の質問者となりますと、これまでの

質問者の内容と重複することもあろうかと思い

ますが、できるだけ心がけてお尋ねしますが、

あらかじめお許しをいただきたいと思います。

大分時間も押していますので答弁のほうもよろ

しく御協力をお願いします。 

 それでは、通告に従いまして順次、１問１答

方式で質問いたします。 

 市民の生活の安心・安全、利便性の向上を確

保するための道路基盤の整備について。早瀬川

北側市街地、八幡地区についてであります。総

合防災センターに通じる道路整備について、平

成21年９月に一般質問しておりますが再度お尋

ねするものです。 

 市長は当時、消防庁舎の移転計画といったも

のが具体化するわけで、総合計画の後期基本計

画に登載しながら整備はやはりこれは検討して

いかなけりゃならない場所と認識しているとお

答えをいただいております。ただし、都市計画

決定道路とはいえ、今、少子高齢化社会あるい

は郊外型になってくるというさまざまな社会情

勢によって全国的な大きな問題になっている。

したがって、県や国の意向を受けながら計画道

路の見直し検討をあわせて行わなければならな

い内容でもあるということを触れておりました。 

 ことしの７月に総合防災センターが立派に新

設されましたし、それにあわせて消防本部庁舎

の閉庁式が行われ、これまでの旧建物が解体工

事に着手されております。跡地利用計画につい

ても地域の皆さんの要望を聞きながら進められ

ており、感謝いたします。 

 ついては、私は都市計画、いわゆる計画され

ている幅員12メートルで整備すべきと申してお

りませんし、現状は幅員３メートル弱の路面で

あり、車が容易にすれ違う道路に整備できない

かとの思いなのです。道路はつながりがあって

初めて効果があるわけですから、道路整備計画

で十分検討していただきたい。 

 なお、都市計画マスタープランの策定は、平

成８年３月に策定されているが、見直しのため

基本計画では本年度の事業期間でありますが、



－ 117 － 

どのような状況で進められているかであります。 

 それから、11月の初旬に市民と議会との秋の

懇談会を開催した中で、いわゆる地域課題にお

いて参加者からの市長と語ろう会でもお願いし

たと。いわゆる道路整備でありました。即対応

していただいたものもあるが、それぞれの案件

について全体的にどのような対応策をして検討

されているのか見えない、という話が多くあり

ました。地域住民の要望を丁寧に酌み取り、ま

た、迅速かつ柔軟な対応を講じることが重要で

あります。 

 私は議会は意思決定や行政を監視するという

点ではある程度機能してきたと思いますが、地

域住民の声、民意の集約、そして政策立案とい

う点では十分なものではなかったと思います。

どうか地域住民の切なる要望でもあり、道路が

つながらないと本来の道ではありません。地域

の実情に応じた自由度の高い効果的な内容で整

備することを検討してほしいのですのが、いか

がでしょうか。 

○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します。 

 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  菊池邦夫議員の一般質

問にお答えいたします。地域内道路の整備とい

うことで、この旧消防庁舎跡地の利活用を含め

て、そこに接続する消防署北線というこの整備

の必要性といったことについての御質問だった

と受けとめました。 

 ひとつは前回答弁したとおりの内容であると

いうことをまずもって確認をしていただければ

というように思っております。 

 そしてまた、この同市道に重複しながら都市

計画決定をしておる都市計画街路、これは下早

瀬踊鹿線ということになるわけでありますけれ

ども、街路事業での整備が補助事業の採択要件

のいうところの費用対効果、Ｂ／Ｃといったよ

うな費用対効果等から事業実施は困難という形

での認識も既に示しているところでございます

ので、それには変わりはないという形で御理解

をいただきたいと思っております。 

 それから、平成７年に策定したこの都市計画

の見直しにかかるマスタープランにつきまして

は、平成25・26年度を予定をいたしております。 

 そして、このつながって道路だということに

つきましては、市道等の整備手法といたしまし

て道路幅員に縛られない生活に身近な道づくり

事業といったものの中を位置づけながら、一方

においては地権者との用地提供者との約束もあ

るわけでありますから、その合意形成が基本で

あるという中におきまして、社会資本整備総合

交付金等の事業の制度を活用するということも

今検討しているところでありますので、よろし

くお願いを申し上げたいと思っております。 

 なお、この語ろう会のその部分において見え

ないというお話でありました。見えないはずは

ありません。全部全て公表しております。見て

ないというだけではないのかなというように私

は思っているところでございますので、その辺

のところはよく議員各位もただ見えない、見え

ない、わからない。膨大な作業を行ってそれを

一つ一つ分析をしながら文言にして全部示して

いるわけでありますから、よく読んでいただき

たいということを強い形でお願いを申し上げた

いと思っております。ぜひ見ていただきたいと

いうように思います。 

○議長（新田勝見君）  13番菊池邦夫君。 

   〔13番菊池邦夫君登壇〕 

○13番（菊池邦夫君）  質問の中で実情を話し

たのであって、私の感情的な部分で申し上げて

いるものではございませんので、その辺は御理

解していただきたい。 

 それで、今の住宅地の環境整備や防災、いわ

ゆる機能向上という道路があったことによって

防災、さまざまな役割があるわけですけれども、

そういう目指した事業着手ができないかであり

ます。本当に。市長が言うように、私も理解し

ているように、基幹道路を整備しろとかじゃな

くて、いわゆるあそこの地域の市街化の傾向が

強い中でも国道283号線のバイパス、それにつ

いては商業施設や業務施設などが張りついてい
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るんですけれども、現実に八幡、新張地区のそ

の他の用地は、当時の圃場整備された区域でも

あるので、道路そのものは結構入っているんで

すけれども、生活道路としてのなじみが少し薄

いと。 

 あそこの土地利用はいわゆる住宅地で利用さ

れる、いわゆる居住環境のすぐれた住宅地を目

指さねばないのではないかという思いが私は強

いんですが、その地域の道路整備については、

これまでも市長も今お話しされたように地権者

との約束等もありまして、１メートルバックし

ながら、そして建物を建てる際にはそれを市に

寄附してという行為までもやってきている環境

にありますので、ぜひ、担当課のほうにでも何

でしょうが、真剣な取り組みで一生懸命やれば

知恵が出てくると思うし、いい加減にやると言

いわけばかりになってしまいますので、その辺

はよろしくお願いします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この問題につきまして

は、先ほど申し上げましたとおり何度も何度も

私の認識を示し、そして一つの環境整備をする

という形で地域の皆様とのいろんな話し合いも

進めているところでございますので、誠心誠意

そのようなひとつの約束といったことも踏まえ

ながら、いうところのやれるところ、もしどう

してもできないところといったような中におけ

る合意を形成するという中における環境整備を

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）  13番菊池邦夫君。 

   〔13番菊池邦夫君登壇〕 

○13番（菊池邦夫君）  ひとつよろしくお願い

いたします。 

 それで２項目めの消防の広域化推進計画の動

きについてお尋ねいたします。 

 消防の広域化は消防庁が2006年の消防組織法

改正に打ちだされています各消防本部の管轄す

る人口目安30万人以上が大きな柱、市町村合併

と財政難、地方の人口減少が背景にあります。 

 岩手県の計画では陸前高田市、遠野市の両消

防本部が広域化の対象となっていますが、しか

し、全国的に再編は足踏み状況のようで、岩手

県でも東日本大震災のかかわりもあり、計画は

棚上げとなっているのではないかと思うが、現

状はどのようになっているのでしょうか。消防

本部は広域化よりむしろ大震災の教訓をもとに

小規模な消防本部への支援を考え、連携を強化

するほうが効果が大きく感じますが、あわせて

お尋ねいたします。 

○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）  消防の広域化について

の動きが今どうなっているのかという中におき

まして、一つの問題意識といたしまして小規模

消防本部への支援とか連携強化のほうがむしろ

大切じゃないかというような、そのような形で

の御質問と承りました。 

 市町村、いうところの震災前は合併前、合併

後という中においてさまざまな仕組みづくりが

行われてまいりました。この消防の広域化も阪

神淡路大震災を踏まえながら、いうところの広

域的な中において情報通信も道路ネットワーク

もどんどん整備されてきているので広域化を図

るべきだという中にございまして、ただいま菊

池邦夫議員からありましたとおり、この消防広

域化検討会議を開催いたしまして沿岸南部地域、

内陸地域、内陸地域と沿岸南部地域を組み合わ

せた三つのパターンの中で計画案といったもの

が示されたという過去の経緯があります。 

 その中におきまして沿岸南部地域として沿岸、

高田、大船渡、それと釜石、大槌も含め、内陸

にあっては遠野と花巻、花巻と北上といったよ

うなもの、それから内陸と沿岸にあっては遠野

と釜石、大槌、さらには釜石、大槌に大船渡、

高田を入れるというようなひとつのパターンが

示されて議論した経緯があります。これはまさ

に一長一短があるわけでありまして、すべてこ

の組み合わせの中であれをすれば、何か解決す

るかとなれば決してそうではならないと。 

 この案が提示されたときは、県のほうからで
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ありましたけれども提示されたときは私のほう

ではこれについては賛成しかねるというひとつ

の意見を述べておきました。それ以降、何らの

具体的なアプローチもありません。これは東日

本大震災といったものがあったがゆえに、今こ

の議論はとまっておるという状態なわけであり

ます。 

 そして、この中におきまして東日本大震災が

何を我々に突きつけたのかということになれば、

やはり広域的な連携の中でそれぞれの役目を果

たすという部分がひとつ突きつけているわけで

ありまして、このただいま申し上げましたとお

り、阪神淡路の際も緊急消防援助隊というもの

が創設され、4,300名を超える部隊が登録され

たということになりますし、今度の東日本大震

災では大阪府の部隊、さらには愛媛県の部隊、

大分県の部隊などなんと700名の消防職員が遠

野を拠点にして、そして迅速に釜石、大槌とい

った被災地に入り、不眠不休の人命救助、消火

活動を展開したというひとつの実績もあるわけ

でありますから、このような東日本大震災で

我々が学んだこと、さまざまその中で教訓とし

て得たことなどを踏まえながら、この広域化と

いったものに対する、何と申しますか議論を深

めていかなきゃならないのじゃないのかなとい

う。提示された案があるからそれをもっていい

か悪いかではないのじゃないのかなというよう

な。それだけこの東日本大震災ということが本

当にいろいろなことを我々に突きつけてきたと。

普段考えていること、想定外のことがいっぱい

あったわけでありますから、それきちんと素直

に検証してみるということも私はすごく大事な

プロセスとしてその議論が大事じゃないのかな

と思っております。 

 総合防災センター、本当におかげさまで立ち

上げることができました。本当は難しいのじゃ

ないかなと、あの状態であれば難しいのじゃな

いかなと思ったわけでありますけれども、立ち

上げることができました。その中におきまして、

もう既に５回、緊急搬送にヘリポートが利用さ

れております。それから、訓練棟につきまして

も沿岸被災地の釜石、大槌、大船渡、陸前高田

といった消防本部が合同であそこの訓練棟で訓

練を行い、最近では宮古、北上、それから釜石、

大槌の地区消防本部が定期に合同訓練を行うと

いう中における一つのあそこの訓練棟がそうい

ったよりどころになってきている。もう広域的

な仕組みができる前に、実践的でもうそういっ

たような仕組みができつつあるということであ

りますから、これを踏まえた議論を進めてまい

りたいというように思っているところでありま

す。 

○議長（新田勝見君）  13番菊池邦夫君。 

   〔13番菊池邦夫君登壇〕 

○13番（菊池邦夫君）  時間も大分押し迫って

いますので、第３項目の住民の足を確保する課

題について交通空白地域などの対策はどうなっ

ているかであります。昨日も佐々木大三郎議員

からも交通弱者対策について質問がありました

が、大方の点は私も理解しました。しかし、思

いがちょっと違う点もあるので質問します。 

 買い物や通院をはじめとする生活に必要な商

業、医療などの立地が希薄となり、加えて市街

地の空洞化が進行して買い物難民が増加してい

ます。近年は高齢者の多くが運転免許を持って

いるし、マイカーが生活交通のほとんどを賄う

ことが可能なように見えます。高齢者が高齢者

を送迎しているのが実態であります。しかし、

高齢ドライバーの増加が安全面で大きな問題を

はらみ、実際にはもう運転したくない、あるい

はやめたいと思っている高齢者が少なからず存

在する現実にあります。 

 町のにぎわい、活性化にとって大切なことは、

そこに人が集まり、歩き回り、滞在して何かを

することです。マイカーでの移動に頼っている

と、人は所要の場所に直接行きまして用事が済

むと帰ってしまいます。これまでは、戸数の少

ない末端の集落までもバスを通すことが住民の

要望であり、行政の責務と受けとめてもいまし

た。しかし、広域な我が遠野市ではバスの限界

を超えた小規模需要しかない地域も少なくない

のです。 
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 そこで、必ずしもバスという形態にこだわら

ず適材適所の交通手段を選択することも視野に

入れ、遠野市公共交通会議において協議され実

施している市内の公共交通の運行条件について

伺うものです。 

 空気を運ぶバスへの財政支援では、住民コン

センサスは得られないと思うのです。地域に適

した仕組みづくりを上げてこそメリットが発揮

できるということ。かかるコストや規模などが

身の丈にあったシステムでなければ続かないと

いうことを忘れてはならないと思います。これ

からも少子高齢化が進むことでしょうし、地域

に存在するスクールバス、福祉バス、各種送迎

バスなど、総合的に関連の可能性等検討すべき

と思うがどうでしょうか。遠野ならではのこの

方策を期待するものです。市長のお考えをお尋

ねいたします。 

○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）  住民の足を確保する課

題という中における交通弱者の方々に対するア

プローチとして御質問がありました。 

 この問題につきましても、きのうの佐々木大

三郎議員との中でさまざまこの課題につきまし

て議論を交わしたところでありまして、ただい

まの菊池邦夫議員もそういった部分においては

かなりの部分が同じ問題意識の中における御質

問ではないのかなと承ったところであります。

いうところの交通空白地域などの対策、それか

ら公共交通会議でどのような議論をしながら公

共交通といったものをどのように確保していく

のか。そしてまた、一方においてはスクールバ

スあるいは福祉バス、各種送迎バスなど総合的

な関連の中での住民の足を確保するという仕組

みをつくるべきではないだろうかということで

あったわけでありまして、そのように受けとめ

たわけであります。 

 いずれもそのとおりだということになるわけ

でありますけれども、バスの限界を超えた小規

模需要に対応し、公共交通空白地区の解消手段

としてエリア運行が可能なデマンド交通などは

ひとつ効果的なやり方ではないのかなというこ

とは、そのように私もこれまでのひとつの流れ

の中からそのように承知しているところであり

ます。 

 ただ、こういった部分におきまして新たな仕

組みをつくるという場合にあっては、既存の権

益と営業という中における２次交通としていろ

いろやっている方々もいらっしゃるわけであり

ますね。そういった方々とどう使い分けをする

のか、住み分けをするのか。また、この間の臨

時議会ではスクールバスあるいはスクールワゴ

ン車の導入も認めていただいているわけであり

ますけれども、この部分とどのような連携をと

っていくのか。 

 ひとつは新たな仕組みをつくる、新たなシス

テムをつくるということについては、今の状況

下からすればタイミングではないのかなという

ように承知しておりますので、それぞれ研究会

の中でいろんな市民の皆様からの意見、あるい

は事業者や福祉関係者の専門的な知識に基づく

意見、そのような中における検証と議論を通し

て総合的な効率的な運用方法というものを検討

しながら、空白といったものはできるだけなく

すようなきめ細かいシステムとしての、そして

また、いうところの持続可能な新たな交通シス

テムの構築を目指した検討を進めてまいりたい

というように思っておりますので、ひとつこれ

からも御理解と御支援をまたいただければとい

うように思っているところであります。 

○議長（新田勝見君）  13番菊池邦夫君。 

   〔13番菊池邦夫君登壇〕 

○13番（菊池邦夫君）  スクールバスなどはこ

れからも利用動向を検証しながら、学校の行事

等々のかかわりもあって私はやっぱりそれはそ

のとおりと理解しておりますし、言いたいのは

いわゆる有効な目的外活用で総合的な利便性を

高めていただきたいと、今後のさまざまな場面

で検証していただきたいという思いであります。 

 次の質問に移ります。４項目めの要介護状態

にならないための介護予防の推進について伺い

ます。 
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 介護が必要となった高齢者を介護できるもの

が少なくなってきております。加齢によりさま

ざまな機能が低下してきます。岩手日報の報道

で認知症高齢者300万人、65歳以上10人に１人

という見出し記事でした。介護が必要な認知症

高齢者が全国で300万人を突破し、02年の149万

人から10年間で倍増したことが厚生労働省の推

計でわかった。65歳以上の10人に１人が認知症

を患っていることになります。65歳以上の人口

が12年推計で約3,800万人と10年間で約700万人

ふえるなど、高齢化の進行であります。 

 岩手県は昨年10月１日時点で介護が必要な認

知症高齢化は３万7,838人、65歳以上の人口に

占める割合は10.6％のようです。対策を急ぐた

め、厚生労働省は在宅ケアを柱とした認知症施

策５カ年計画を年内に策定し、来年度から実施

する方針のようです。遠野市は高齢者福祉計画

と介護保険事業計画が一体となった計画、いわ

ゆる遠野ハートフルプラン2012を策定し、本年

度から平成26年度までの取り組みでありますが、

遠野市の高齢者等の現状は基準日が平成23年３

月31日現在において人口が３万35人に対し、65

歳以上人口が１万51人、高齢化率33.5％、そし

て要介護などの認定者は1,703人、割合は何と1

6.9％であります。現時点では認定者の17.4％

になっていると伺っています。 

 ついては要介護状況にならないための介護予

防の推進でありますが、健康はさまざまな要素

が絡み合い、維持、増進させるために健康チェ

ックや趣味、スポーツ活動など外出の機会を設

けることにより、閉じこもり予防や生きがい活

動を推進するため、いろいろ組み立てられてお

りますが、健康寿命の延伸には日々の健康的な

生活習慣の継続が不可欠であります。しかも、

無理なく取り組まなければ習慣になりません。 

 どのようにして進めていくか。私案としてま

ずは歩くことから始めよう。特別な器具を必要

とすることなく、それなら無理なく始められま

す。健康づくりの一環として住民に歩いてもら

うウォーキングマップを作成されないだろうか。

地区の特性をいかしながら、このマップは地区

ごとに数本のコースを用意し、距離や所要時間

を選べるようにし、そして仲間と一緒に行動す

ることによって体と心の健康づくりができるの

ではないかと思うのです。 

 健康寿命、一生涯のうち、市長も答弁の中で

話しされていましたけれども、健康で自立して

暮らすことができる期間を、ということのよう

ですが、身体もやっぱり施設ばかりじゃなくて

予防保全型に力を入れるべきだと思うのですが、

１日も多くやっぱり寿命が伸びることを期待し

ているのです。ぜひ取り組んでほしいものです

が、いかがでしょうか。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この介護予防の推進と

いう切り口の中から健康づくりということでウ

ォーキングマップのようなものも作成をしなが

らと、気軽に取り組める環境を整備すべきじゃ

ないかということでありました。高齢化率がも

う33.5％、介護が16.9％と、そのような今数字

も出たわけでありますけれども、これは少子高

齢化という中におけるひとつの地方における現

状であるということもそれは率直に認めざるを

得ないという中におきまして、健康年齢という

言葉が今、盛んに国も言い始めてきております。

ただいまの菊池邦夫議員の質問はまさにそれに

ちゃんとした環境を整備してはどうですかとい

う中における御質問と承ったわけでありますけ

れども、一つはより身近な中における地域での

健康づくりということで、ＩＣＴ健康塾といっ

たものを国のモデル事業の中から今は議員各位

の御理解をいただいて市の単独事業として行っ

ているわけでありまして、このＩＣＴ健康塾の

参加者の中には血圧あるいは血糖値などにおい

て改善傾向が見られ、一定の成果を得られてお

ると。 

 そして、この健康づくり総合プログラムとい

ったものの中で、それぞれの各自が健康維持、

健康長寿に関する意識を持ちながら予防といっ

たものに取り組んでいるというひとつの結果が

出てきておりまして、これは実はあさってにな
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りますけれども、この取り組みが医療費の抑制、

さらには健康年齢の引き上げといったもの、そ

してまた一方においては人づくり、地域づくり

にこの国のモデル事業が３年で打ち切られた中

で単独で、本当に単費でこういったものの中に

事業費を取り込むというのは非常に今、我々の

状況からしますと、菊池議員も御案内のとおり

かなり難しい判断を迫られるわけでありますけ

れども、予防、そして介護を要する人をこれを

以上ふやさない、病院にかかる人をこれ以上ふ

やしちゃならないという中における取り組みが

ひとつの市民の皆さんの協力をいただいて一定

の手応えを感じているということで、ぜひその

取り組み状況を発表してほしいという中でそこ

に対応することにしておりますけれども。 

 この今提案されましたウォーキングあるいは

そういったみずからのペースにあわせての健康

づくり、そういったものをひとつの大きな、そ

れこそまちづくり、地域づくりのキーワードと

して位置づけながら、なお一層、その環境整備

に取り組んでいきたい。ウォーキングなども本

当に多くの方々が活動しております。アル中じ

ゃなくして、歩きという気の中からという部分

も出てきているわけでありますから、歩こう中

毒だとか、歩きだとかというような言葉も出て

きているとおり、かなり市民の皆さんには定着

してきておりますので、これをさらに加速させ

るような、そのような環境整備に努めてまいり

たいというように思っております。 

○議長（新田勝見君）  13番菊池邦夫君。 

   〔13番菊池邦夫君登壇〕 

○13番（菊池邦夫君）  理解しました。 

 ５項目めの最後の項目に入りますけれども、

早瀬川緑地公園のトイレ施設整備について質問

いたします。 

 早瀬川緑地公園の左岸側にグランドゴルフや

マレットゴルフに利用されている広場があり、

大会も開催されたりして結構利用がふえ、市民

には大変喜ばれている施設です。しかし、トイ

レの整備が不十分ではないでしょうか。 

 堤防外側の地続きにこれまで材木町の児童遊

園として利用されていた市の用地があり、トイ

レもあるが古くなって、現在は有効活用されて

いない環境にあります。高齢者社会においてそ

の変化にあわせた施設づくりや利用方法の検討

が必要と思われます。ついては、地元住民の要

望を取り入れながらスポーツを楽しむ人たちの

利便性を配慮すべきと思うがどうでしょうか。

健康づくりの一環としての環境整備にぜひ急が

なければならないと感じますが、市長はどのよ

うに対処するかお考えでしょうかをお伺いいた

します。前向きな誠意ある答弁を求めて質問を

終わりたいと思います。 

○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）  前向きな誠意のある答

弁ということを求められましたので御答弁を申

し上げます。 

 先ほど健康づくりといった環境整備、それと

一環するもののその流れの中の延長線上にある

問題だというように承知いたしておりますので、

さまざまな河川敷であるといったような課題で

あるとか、あるいは施設管理サービスとのひと

つの関連であるとか、清掃はどうするのか、さ

まざまな課題があるわけであります。しかし、

そういったものにつきまして、それなりの対応

をしてきておりますので、トイレ、遊具につい

ても老朽化してきておるというようなひとつの

現実もありますから、スポーツ振興、健康づく

りの視点からトイレ整備を検討を要する課題で

あるというように受けとめているところであり

ますので、隣接する材木町児童遊園とあわせな

がら、わらすっこ子育て環境、そしていうとこ

ろの市民の健康づくり、そういったような視点

の中におきまする整備をきちんとした形で対応

してまいりたいというように思っておりますの

で、誠意のあるところを酌み取っていただけれ

ばというように思っております。 

 なお、冒頭さまざまの見てないんじゃないか

という話もいたしました。これやはり我々も情

報公開ということに徹底してやろうということ

で、職員には盛んにそれを言っております。そ
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ういった部分の中においていうところの得た情

報は、それからまたいろいろいただいた意見や

提言はきちんと返すという中における努力を精

いっぱいやらせていただいておるということの

思いがつい声が大きくなったということでござ

いますので、その点はひとつ菊池邦夫議員にも

御理解をいただきながら、まさに双方向の中で

課題にお互い、それぞれの立場の中から立ち向

かっていくという、そのような、それこそ環境

をつくってまいりたいというように思っており

ますので、そのことも一言つけ加えまして答弁

とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  13番菊池邦夫君。 

   〔13番菊池邦夫君登壇〕 

○13番（菊池邦夫君）  質問じゃなくて確認の

思いで再度立ちました。 

 今のトイレのあり方についてなんですけれど

も、河川敷内には仮設されている分はあるけれ

ども、それは河川敷でもあるし、いろいろな規

制があって好ましくないので、私の提言は外の

ほうの遊園地を利用してそこに整備すべく検討

を求めたわけですので、よろしくお願いします。 

 確認ですからいいです。そういう思いという

ことで。 

○議長（新田勝見君）  これにて一般質問を終

了いたします。 

────────────────── 

   休会の議決   

○議長（新田勝見君）  お諮りします。12月12

日から13日までの２日間は委員会審査のため休

会いたしたいと思います。これに御異議ありま

せんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新田勝見君）  御異議なしと認めます。

よって、12月12日から13日までの２日間は休会

することに決しました。 

────────────────── 

   散  会   

○議長（新田勝見君）  以上で、本日の日程は

全部終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。御苦労さ

までした。 

   午後４時32分 散会   
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