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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。10番瀧澤征幸君。 

   〔10番瀧澤征幸君登壇〕 

○10番（瀧澤征幸君）  おはようございます。

遠野市議会会派、緑風会の瀧澤征幸でございま

す。通告に従い一般質問を行います。 

 まずもって、あと１週間で３.11大震災から

ちょうど丸２年が経過いたします。しかし、今
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なお仮設住宅での生活を余儀なくされている

方々の御心情を思うとき、復興の早期実現を願

わざるを得ませんし、改めまして多くの犠牲に

なられました方々に対しまして謹んで哀悼の意

を表したいと思います。 

 また、大震災については、遠野市としてのこ

れまでの経緯、後方支援への対応等について検

証作業等も大分進んでいることと思われますの

で、引き続きその完成に向けてよろしくお願い

いたします。 

 一方では、復興道路としての横断道釜石秋田

線の東和から宮守間が完成し、遠野につながる

まであと３年ほどと聞き及んでおります。さら

には、国道340号線立丸峠に向けたかっぱロー

ドも順調に整備され、５年以内のトンネル化が

確実となりました。このことを受け、過日、立

丸峠トンネル整備決定住民大会が開催され、宮

古市、大槌町、住田町の関係者、そして多くの

市民が集い、大きな期待を膨らませたところで

あります。 

 しかし、このことばかりに期待をするわけに

もまいりません。高速道のストロー現象をどう

プラスに転じさせていくかが、今後の遠野市の

大きな課題となっているからです。 

 平成25年度一般会計予算には「託された責任

を未来につなぐ」というタイトルがついており

ます。この言葉の意味をかみしめるとき、遠野

市におけるさまざまな課題山積に対しての本田

市長の大いなる思いが伝わってまいります。 

 さて、遠野市議会新田勝見議長のもと、議員

全員で議会改革を進める中で、市民との懇談会

開催や広聴広報常任委員会の設置など、着々と

実績をつくってまいりました。市民の議会への

関心度を大改造ビフォーアフター形式ではかる

と、どの程度のものかわかりませんが、市長と

語ろう会の人気を追い越そうと、さらなる議会

改革に向けて議員みんなで思案中です。 

 そんな改革の中の一つ、一般質問の一問一答

方式導入に取り組んでまいりましたが、今回の

一般質問に当たり、当初、私は一括質問方式で

行う予定でした。しかし、新田議長から喝が入

りました。「一問一答方式をやってみろ」とい

うことで、通告書を一問一答方式にて出し直し

をしたところでございます。 

 したがって、この一問一答方式にて一般質問

を行うのは、私にとっては初めてのことであり、

戸惑いの中での一般質問ということになります

が、質問及び答弁を合わせて、長くても１時間

以内というのが私の持論でございます。どうか

当局側といたしましても御理解、御協力を賜り

ますようお願いいたします。 

 質問項目は３つです。１つ目は、公共施設等

における危機管理に対応した情報提供等につい

て。２つ目は、中学校再編成後の課題について。

そして、３つ目が、行政区域の見直しについて

です。 

 それでは、質問に入ります。 

 公共施設等における危機管理に対応した情報

提供等についてであります。この課題について

質問を進めるには、少々専門用語が多くなるこ

とをあらかじめお許しください。 

 市役所やその関係施設、駅などの公共交通施

設、観光施設、レジャー施設、宿泊施設等にお

ける情報関係のユビキタス、このユビキタスと

は、いつでもどこでも誰でもが恩恵を受けるこ

とができるインターフェース、環境や技術のこ

とを言いますが、このユビキタスの現状につい

てお聞きします。 

 最近では、インターネット接続の手段として、

公衆無線ＬＡＮ、このＬＡＮというのは誰もが

無線でインターネットなどのデータに接続でき

るということをＬＡＮと言いますが、このサー

ビスが着実に進められており、当然ながら公共

施設や店舗などでも無線ＬＡＮルーターが設置

され、このルーターというのはデータを複数の

異なるネットワークに接続する通信機器のこと

を言いますが、このルーターが設置されて、パ

ソコンやスマートフォンのワイファイ機能で、

ワイファイというのは無線で多くのインターネ

ットルーターに接続する技術ですけれども、こ

のワイファイ機能でネット接続するといったこ

とが可能となってきております。市内において
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もワイファイ接続が可能なお店が数店舗ござい

ます。 

 ところで、遠野市は、825平方キロという広

大な面積を有しておりますが、御存じのとおり、

周囲を山々に囲まれ、物見山からの電波だけで

はテレビを満足に見ることができない難視地域

が多いのも事実であります。 

 そのため、遠野市は、遠野テレビのケーブル

を活用してテレビ番組や遠野市独自の番組、告

知端末や防災無線を活用しての緊急情報、福祉

関連双方向データ通信など、さまざまな情報提

供やその共有を行ってきております。 

 そこで、私は３.11の大震災とその後の１週

間を思い起こすとき、電源がもし確保されるの

であれば、公衆無線を各地区センターをはじめ

とする公共施設に設置しワイファイ接続できた

なら、災害に係るさまざまな情報の共有や発信

ができるのではないか、遠野テレビからの情報

を映像、文字、言葉で伝えられるのではないか

と考えました。 

 もちろん、民間携帯電話会社各社でも、３.1

1を教訓とした対応策を講じているようですが、

実際のところどこまで機能するのか不明であり

ます。災害用伝言板サービスなども充実してき

てはおりますが、現在のところ全くの未知数な

のであります。 

 しかるに、市役所内をはじめ各地区センター、

観光施設、レジャー施設においては、一般市民

誰もがという観点からすると、情報のユビキタ

ス、いわゆる情報インフラが十分に整備されて

いるとは言えない状況です。 

 そこで、一つの事例を紹介いたします。 

 赤羽根スキー場については、携帯電話の電波、

テレビの地上デジタル波が届いておりません。

遠野テレビももちろんありませんから、イン

ターネット接続はできないという状況ですし、

聞くところによると発電機も備わっていないよ

うでございます。 

 赤羽根スキー場への入り込み数を聞き取りに

て調べましたところ、冬場が主ではありますけ

れども、最近では夏場の利用客も微増傾向にあ

り、23年度は１万2,000人の入り込み数であり、

24年度も１万人は間違いなく超える入り込み予

想となっております。 

 私は、赤羽根スキースポーツ少年団として昭

和60年から毎年この赤羽根スキー場を団活動の

ホームゲレンデとして使わせていただいており

ますが、最近ではスノーボーダーの方もふえ喜

ばしい限りです。 

 しかし、若者が携帯やスマホで情報交換しよ

うにも、電波が来ないために使えないと大勢の

来客者が嘆いております。自衛隊が３.11で駐

屯したときも、隊員の皆さん方は家族との連絡

に大変な苦労をされたと聞き及んでおります。 

 上郷町には大きな観光施設はありませんが、

唯一、沿岸地域からも恒常的に集客できる赤羽

根スキー場は上郷町民の自慢の施設でもありま

す。スキー場運営には、遠野施設管理サービス、

上郷協力会、アクティブマミー食堂の皆様方が

携わっており、遠野市スキー協会が主体となっ

て沿岸地区からの誘客などを行い、この前の市

民スキー大会の際にも大船渡のスキースポーツ

少年団を御招待いたしました。このときにも、

大船渡の指導者の方々から、携帯が通じればい

いのにと言われ、どうも済みませんとつい謝っ

てしまった次第です。 

 冷静に考えてみますと、このような状況は費

用対効果の問題でも財政上の問題でもない、非

常に大きな課題、生命にもかかわる課題ではな

いかということです。 

 市民との懇談会で出された要望の中に、市内

に携帯電話が通じない地区が点在しているため、

通信事業者にその解消を働きかけてほしいとい

う要望があり、市の答えは、通信事業者の採算

上の問題から整備が進まない状況にある。小友

町、附馬牛町、土淵町及び宮守町に一部不感地

域が残っている。現在、通信事業者へ地域の産

業、交流人口及びスクールバス運行路線等も考

慮した基地局の設置を要望しているとのことで

したが、不感地域の中に上郷町唯一のレジャー

施設、赤羽根スキー場が入っておりません。 

 私は、公共的な施設には、利用客数の多寡に
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かかわらず、誰もが利用できる情報のユビキタ

ス、情報インフラが整備されるべきで、特に大

災害を想定したとき、遠野テレビを活用したさ

らなる対策が必要不可欠と考えますが、市長の

御所見をお伺いいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  瀧澤征幸議員の一般質

問にお答えいたします。 

 震災のこの丸２年となろうとしている東日本

大震災に対する瀧澤議員の一つの思い、そして

また一方においては、この道路ネットワークと

いったのは加速的に整備されているというよう

な、そういうような現状認識。さらには、議会

改革という中に、あえて一問一答という中で質

問をという中における意気込みを強く感じたと

ころであります。 

 そういった中におきまして、この情報といっ

たような課題につきましては、非常に片仮名語、

専門用語が多いという中においての質問であっ

たわけでありまして、私も正直、この片仮名語、

そして専門用語については、職員からいろいろ

レクチャーを受けるときに、戸惑いというのも

ある意味においては一つの現実でもありまして、

ただいまの質問をお聞きしながらも、一方にお

いては、このような時代の中でいかにそれこそ

さまざまな情報を得、そしてまたいろいろな知

識を得、そしてまたその中における技術的なこ

ともきちんと、何と申しますか、学んだ上で、

この問題にどのように対応していくのかという

のも遠野市にとっては大きな市政課題ではない

のかなと認識したところでもあります。 

 ユビキタス、いつでもどこでも誰でも恩恵を

受けることができる。そういった環境や技術の

ことをいうということになるわけでありまして、

これをそれぞれ今のような言葉で全部言ってお

ったのでは、これはなかなか大変なことである

わけでありますから、ユビキタスというような

中における形でのそれぞれの仕組みとして言わ

れておるということなわけでありまして、ただ

いまの質問からも、そのことの大切さというこ

とを改めて私も知るところとなったわけであり

ます。 

 その中にございまして、公共施設等における

危機管理に対応した情報提供、これは非常に大

事じゃないかと。赤羽根スキー場の例の中にも

ありましたけども、この今の携帯電話の不感地

帯の対応、これは議会地域懇談会の中でも、た

だいま御質問にありましたけれども、議会での

地域懇談会の中でも４つの項目の中に、この部

分の環境整備をきちんと行えというような形で

の要望も、これは市民の要望として議会が吸い

上げたという中におきまして受け取ってるとこ

ろでございますので、そのような点もきちんと

受けとめながら整備していくという中にござい

まして、３.11でもって情報といったものの大

切さ、またその必要性、何しろ普段何事もなく

使っておった携帯電話がもうほとんど使えなく

なってしまった。もちろん有線は使えない。そ

してまた、電力がダウンしたので、完全な情報

の孤立化に置かれてしまったという一つの現実

がつい２年前にあったわけであります。 

 この21世紀の時代に、まさか本当に信じられ

ないことでありますけども、我々遠野市も後方

支援という中に大きくかじ切ったその一つのポ

イントは、土坂峠と立丸峠を越えて、あの山火

事の中、必死の思いでこの２つの峠を越えてき

た佐々木さんという方が対策本部に飛び込んで

きたことによって、やはりラジオで言ってるこ

とは本当だったんだなという中で後方支援活動

に大きくかじを切ったと。それは、携帯でもな

ければインターネットでもなかったと。まさに、

その危険を冒して飛び込んできたそのときに、

こういった情報通信といったものがきちんとネ

ットワークとして構築してれば、まだまだス

ピーディーな、もっとそれこそタイミングを失

しないような支援活動もできたのではないかな

というものが大きな教訓として我々は得てるわ

けであります。 

 大規模な停電、それからその収集が困難を極

めたと。ラジオと防災行政無線に頼らざるを得

ないというような状況がかなりの長期間にわた
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って続いたと。そのような反省も踏まえまして、

直ちに議会、議員のほうからも御理解をいただ

きまして、当面の改善策といたしましては、地

域防災計画を見直しをし、そして情報収集等の

地域防災拠点となる各地区センターに地元市職

員を配置するという初動体制をとると。それか

ら、電源あるいは投光器、それから反射式ス

トーブあるいは電灯付ラジオといったものを非

常時の応急対策としてとりあえず配置をしなが

ら体制を整えたと。これは、あくまでも当面の

対応なわけであります。 

 そしてまた、この防災センター、消防庁舎、

総合防災センターでございます。ここには衛星

携帯電話、これを４台、それからさまざまな防

災行政無線やら音声告知放送やら消防団による

広報、全国瞬時警報システム等によりまして、

災害時においては、多様な情報伝達手段を並行

して用いるということをエアポケットがないよ

うな中における体制も総合防災センターの中に

可能な限り組み込んだということであります。 

 しかし、一方においては、ただいま御指摘が

ありましたとおり、公共無線ＬＡＮ、ワイファ

イ、この分についても、地区センターへの、公

共施設への配置については、御質問にありまし

たとおり、これについては現時点においてはま

だ整備をしていないと。 

 そういった中にございまして、この震災によ

る一つの教訓という中におきまして、公共施設

における災害時の情報提供という一つの切り口

の中から、総務省の所管の独立行政法人であり

ますけども、情報通信研究機構が遠野市をフ

ィールドに実証試験を行ってます。この実証試

験のキーワードは、非常時につながる、もう一

方には、使えるという一つのこのキーワードの

中から、耐災害、災害に耐える、耐災害ネット

ワークの実現をテーマといたしました実証実験

を行っております。その中で、この地区セン

ターなどの拠点施設にアクセスポイントを設置

して、市民が緊急情報の入手ができる仕組みに

ついても実験を行っているところであります。

これは総務省の外郭団体としての独立行政法人

の一つの実証試験でありますから、これが遠野

という中においてのフィールドでもってして考

えておりますので、これがやはり効果がある。

まさに成果が上がる。これは絶対に必要だとい

うことが一つ得られれば、遠野がモデル地域と

してそのようなネットワークを構築するという

ことも可能になってきておりますので。 

 この３月の17日に、実は市内の福祉弱者と言

われる寝たきりの方の避難所とかっていう部分

の場にあっては福祉施設の方々にもいろいろ協

力してもらわなきゃなりません。今度の震災で

大きくあれしました。それから、日常品、スー

パーとか量販店からも協力してもらわなきゃな

りません。何もライフラインだけじゃないわけ

であります。多くの市民の皆様、関係者の皆様

に協力してもらわなければ、大規模災害のとき

には対応できない。 

 あるいは、これから心配される首都圏直下型

であるとか、東海、東南海、南海といった連動

型の大規模な災害が起きたときに、文字どおり

ネットワークとして遠野市の果たす役割となれ

ば、やはり遠野の関係者も文字どおり今回の教

訓の中からいろんなことを一つの仕組みにしな

きゃならないということで、包括防災協定を締

結するという一つの今準備を進めておりまして、

その中でこの総務省の実証試験の状況について

もデモンストレーションしてもらうというよう

な予定で今準備を進めているところでございま

すので、こういったものにつきまして一つ一つ

言うなれば検証しながら、ただいまの御質問に

ありましたとおり、公共施設でも情報がきちん

と入手できるような中における取り組みといっ

たものをやっぱり少し前のめりになって構築し

てまいりたいというように思っております。 

 御質問にありました赤羽根スキー場の問題、

これは確かに赤羽根スキー場、シーズンだけを

使うということになるわけでありますから、そ

の部分で不感地帯になっておると。しかし一方

においては、私はちょっとあれしたのは、大出

のほうにも、大野平のほうにも大規模なキャト

ルセンターというプロジェクトが進んでるわけ



－ 24 － 

であります。そうしますと、大出地区の世帯数

が何世帯だから携帯電話は、これはいうところ

の基地局を設けるだけの状態ではないというの

がまさに事業者の一つの基準なわけです。しか

し、そうじゃないと、やはり世帯数だけじゃな

いと、そこに住んでる人だけじゃないと。例え

ば、キャトルセンターのような大規模なものが

できるとなれば、携帯は必ず通じさせなければ

ならないというのは、一つの環境も整えなきゃ

ならないわけでありますから、赤羽根スキー場

なども、特にも冬期間だけだという話を、冬期

間だけじゃないと。夏はキャンプにも来てると

いう話もあるわけでありますし、そのようなこ

とを考えれば、そういった交流人口あるいは通

行車両、そしてまたその持っている機能をどの

ようにさらに生かしていくかという部分にあっ

ては、この情報通信といったものの環境を、そ

れこそユビキタスのような環境をきちんと整え

るということは、まさにこれは時代が求めてる

ことだというように思っているところでござい

ますので、この問題には真摯に、そしてどうし

ても費用というものがかかるわけでありますか

ら、そのような総務省のようなモデル事業とい

ったものの中におけるものとして、少しでも環

境を整えるということで最善を尽くしてまいり

たいというように思ってるところでございます

ので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（新田勝見君）  10番瀧澤征幸君。 

   〔10番瀧澤征幸君登壇〕 

○10番（瀧澤征幸君）  総務省の地区センター

における実証実験、これにつきましては私も存

じ上げております。そこで使われてるパソコン

がちょっとすごい安いのを使ってるのはちょっ

と聞いておったですが、どういうふうな実証の

方法をやってくのか、私もちょっと期待してる

ところがございますので、やはりそういったこ

とを通じて、できるだけ早く大災害に向けた情

報の共有ということをこれからも進めていって

いただきたいなと思います。 

 それでは、次に中学校再編成後の課題につい

てに入りたいと思います。 

 通算７年の歳月をかけて検討、協議を重ねて

この４月、いよいよ再編成となる市内中学校の

今後の課題についてお尋ねいたします。 

 遠野市立中学校再編成計画の策定に当たって、

教育委員会としては、児童生徒の減少が続く中、

中学生にとってよりよい教育環境を整備してい

くことを中心に取り組んできたとのことですが、

そこには当然ながら遠野市議会中学校再編成調

査特別委員会の最終報告を尊重する立場での再

編成への取り組みがなされたものと考えます。 

 その中から導き出された結論は、平成25年４

月に再編成をすること、統合校は全て新設校と

すること、市内８つの中学校を３校に再編成す

ることであります。 

 学校づくり協議会では、学区部会での意見や

要望を踏まえながら、学校の教育方針等将来展

望に関すること。校名に関すること。校歌、校

章、制服等に関すること。部活動に関すること。

スクールバス等の運行体制や通学の安全確保に

関すること。生徒、ＰＴＡや地域の交流に関す

ること。学校の歴史や伝統の継承に関すること。

郷土芸能伝承や地域文化の取り組みに関するこ

と。施設整備に関すること。記念事業に関する

こと。地域住民、ＰＴＡ等からの要望事項に関

すること。そして、その他中学校再編成に伴う

学校づくりに関すること。以上の12点について

協議、検討がなされ、現在に至っているものと

思われます。 

 私だけではなく、遠野市民が、この４月から

３校の新設中学校が本当にすばらしい学校生活

をスタートできるよう望んでいるはずですが、

再編成後においてもさまざまな課題は生じてく

るのではないかと思われます。 

 例えば、生徒一人ひとりへの直接指導が希薄

化するのではないか。生徒間のトラブルやいじ

めが発生するのではないか。学校と家庭、地域

コミュニティーとのつながりが希薄化し、青少

年の健全育成や郷土芸能の伝承に陰りが生じる

のではないか。市行政の課題ではありますが、

学校跡地等の今後の活用はどうするのか。そし

て教育委員会と学校づくり協議会という２者の
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つながりや、これまで協議した事項は今後どの

ように新設中学校に生かされていくのかという

ようなことが考えられます。 

 さらには、大災害を想定した避難、誘導計画

の策定、ＰＴＡ活動のあり方、スクールバス運

行計画の修正、クラブ活動の調整、地域活動や

伝承活動の推進など、再編成後においても時間

がたつにつれて見直しを図っていくべき作業が

あるのではないかと思われます。郷土芸能伝承

や地域文化の取り組みに関することについては、

コーディネーターを配置するとのことですが、

いつ配置するのか、どのようなことをコーディ

ネートしていただくのか、現状ではさまざまな

想定論や憶測が飛び交い、地域では混乱してい

るといっても過言ではありません。 

 このように、中学校再編成後においてもさま

ざまな課題が考えられることから、平成25年度

の初年度が中学校再編成後の本当の正念場にな

ると考えます。 

 そして、当然ながら、３校案に落ちつくまで

の間、子どもたちの将来や地域のことを思う多

くの方々の貴重な御意見や切実な要望、そして

行動があったことをいま一度思い返し、その思

いを無駄にしてはならないと考えます。これだ

けのエネルギーを費やしてなし得た中学校再編

成です。地域も学校も老若男女一緒になって、

新たな学校づくりに邁進していくときが来たと

私は思っております。 

 学校跡地の利活用については、昨年12月、閉

校予定の５地区全てに学校施設等の活用等につ

いて検討する組織が立ち上がり、地域でも検討

が進められてきたということで、各地区の活用

案もまだ決定事項ではありませんが、その方向

性が示されました。私は、このことについては

あまり拙速にことを進めなくてもいいのではと

考えております。このことは、中学校再編成後

の課題としては大きいものの、学校教育とは別

枠で考え取り組むべき課題であると思うからで

す。 

 以上、学校跡地の利活用を除いて、教育委員

会として再編成後の一年をどう捉え、どう学校

現場をリードし、遠野市教育についてどのよう

な将来展望を切り開こうとされているのか、お

伺いいたします。 

○議長（新田勝見君）  藤澤教育長。 

   〔教育長藤澤俊明君登壇〕 

○教育長（藤澤俊明君）  瀧澤議員からの御質

問にお答えをいたします。 

 現在の８校の中学校がその歴史に幕を閉じ、

本年４月１日に、遠野中学校、遠野東中学校、

遠野西中学校の３校に新たに誕生するときが、

あと１カ月に、まさに目の前に近づいておりま

す。 

 これまで、議員各位、そして市民の皆様方に

は、多大なる御理解と御協力を賜りました。こ

こに改めて感謝を申し上げる次第でございます。 

 平成17年３月市議会定例会における遠野市教

育行政推進の基本方針において、中学校再編成

の検討を進める方針を示し、平成18年２月には

中学校のあり方を検討する内部組織を立ち上げ

てから７年、中学校再編成に関しての一般質問

に教育委員会としてお答えするのは、今回で33

回目となります。 

 この間、教育委員会では、生徒数の減少や学

校の小規模化が年々進行する中、生徒一人ひと

りの個性や能力を十分に発揮することができる

よりよい教育環境をつくることを第一の目的と

し、市議会中学校再編成調査特別委員会の最終

報告を尊重しながら、説明会等を通して市民の

皆様からいただいた御意見や御提言を中学校再

編成に当たって配慮すべき事項として中学校再

編成計画に盛り込み、その推進に当たってまい

りました。 

 計画に盛り込んだ中学校再編成に当たっての

配慮すべき事項は、大項目として、教育環境の

充実、通学対策の整備、地域との連携、新しい

学校づくりに向けた対応の４項目であり、これ

らの項目は、議員がおっしゃる学校づくり協議

会の12項目の検討事項に組み込まれ、学校づく

り協議会及び内部組織である学区部会、教職員

による新設中学校運営計画案作成チームと教育

委員会が一体となり、再編成に係る具体的な事
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項に関する検討及び協議を行ってきたところで

あります。 

 既に、新設中学校ごとに、学校経営目標、学

習や生活の決まり、部活動、ＰＴＡ活動などを

決めた学校運営計画が作成され、学校では、子

どもたちへの説明がなされるほか、平成25年度

新設中学校新入学生及び在校生保護者説明会を

開催してきております。 

 また、生徒間においては、去る２月の13日、

新設遠野中学校で、３校の１、２年生が集まっ

て、生徒会スローガンや各種活動の目標などを

決める生徒会年間方針大会が開かれるなど、新

設校３校とも、４月の開校に向けて、さまざま

な集まりを持ちながら、新しい中学校の生徒と

しての自覚を持ち、前向きに未来に向かって力

強く歩み始めています。 

 議員各位も御出席された新春１月５日の市民

新年交賀会の席上で、中学校８校の代表の生徒

一人ひとりが述べた新年の決意や意気込みの言

葉一つ一つが、その証しでもあります。 

 教育委員会として、子どもたちがその心の中

に持つ未来への希望に応えるため、その個性や

能力を十分に発揮することのできる教育環境の

実現に全力で取り組んできたところであります。 

 議員が危惧されている生徒一人ひとりへの直

接指導、生徒間のトラブルの発生などへの対応

としては、万全を期すため、既に、岩手県教育

委員会に対し、臨床心理士の資格を持つスクー

ルカウンセラーの配置、教員定数を超える加配、

学校生活サポート等の県事業による非常勤講師

の配置について要望し、その結果は明るい見通

しに立っております。 

 さらに、環境の変化による生徒の不安や動揺

を解消するよう、生徒に対する精神的なサポー

トとして、教員配置、学級編成等において最善

の配慮を行う方針で事務を進めております。 

 また、議員各位も遠野テレビや新聞紙上を通

し御承知のこととは思いますが、新しい学区内

における児童交流、生徒間における授業、レク

リエーション、部活動交流などを盛んに行い、

子どもたちの新しい友だちとの出会いに最大限

努めてきたところでもあります。 

 もう一点、地域活動や郷土芸能の伝承につき

ましては、平成23年12月市議会定例会での瀧澤

議員からの一般質問に対する答弁で申し上げて

おりますが、再編成に当たって配慮すべき事項

に、地域の連携を掲げ、地域の誇り、ひいては

遠野の誇りである地域の文化や郷土芸能が継承

される仕組みづくりを進めていくことにしてお

ります。 

 子どもたちは、地域の中での交流や触れ合い

を通して、心の豊かさを育てていくことができ

るものと考えております。 

 地域の文化に触れたり、郷土芸能の継承活動

に携わったりすることも、その一つであるとい

うことができると思います。 

 また、地域にとっては、子どもたちが地域の

活動を支える上で大きな存在であるということ

を十分承知しております。 

 このことから、さきに申し上げました、新設

中学校の運営計画の中にも、地域との協働を掲

げ、郷土芸能や地域の文化を大事にしながら学

校運営を進めていくという方針としております。 

 今後、学校運営の中において、これまで各中

学校が行ってきた取り組み全てを、全く同じ形

で継続するということは困難であると思われま

すが、それぞれの地域が大切に育んできた文化

や郷土芸能を子どもたちに継承していくという

取り組みについては、大事にしていきたいと考

えております。 

 例えば、遠野まつりや地域全体で取り組む祭

りなどの行事が行われる際には、地域の中での

練習体制が組みやすくなるよう、部活動の日程

等を調整するなどの対応を行い、地域ぐるみで

伝承活動を支援してまいりたいと考えておりま

す。 

 これらの取り組みを円滑に進めるため、地域

と学校とをつなぐ重要な役割を担っていただく

のが、地域コーディネーターであります。 

 新設中学校の開校後、各町の地域づくり連絡

協議会を通して、各町から１名を選出していた

だき、学校との定例の会議等を開催しながら、
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地域の伝統を大切にする、遠野らしい、遠野の

子どもたちにふさわしい中学校をつくりあげた

いと考えております。 

 中学校再編成は、中学校を新たに３校設置す

ること自体が目的ではなく、今後、その中で、

子どもたちをどう育てていくかが最も重要であ

ると考えます。 

 再編成を行うことによって、全ての問題が即

時に解決されるというわけではないのも十分承

知しております。 

 議員がおっしゃるように、再編後も見直しを

図っていかなければならないことや、新たな課

題が生じてくることもあるかもしれません。そ

のような場合にあっては、皆様から御意見をい

ただきながら、早期解決に向け全力を尽くして

まいる所存でございます。 

 そのためにも、市民の皆様で組織した学校づ

くり協議会及びその内部組織である学区部会に

ついて、再編後も当面継続して設置し、今後の

新設中学校の運営について検証していただきな

がら、御意見等を賜りたいと考えております。 

 地域の皆様の思いを確実につなぎながら、生

徒一人ひとりが新しい中学校での活動を通して、

充実感や達成感を味わい、個性を磨き、確かな

学力を身につけ、豊かな心と体を育んでいくこ

とができる、活力ある学校づくりを目指して、

今後とも誠心誠意、全力を挙げて取り組んでま

いりますので、さらなる御支援、御協力を賜り

ますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（新田勝見君）  10番瀧澤征幸君。 

   〔10番瀧澤征幸君登壇〕 

○10番（瀧澤征幸君）  今、御答弁いただきま

した。今、きょうのラジオでしたか、ちょっと

忘れましたけど、岩手県が35人学級でこれから

も進めていくというふうな報道を聞きまして、

ちょうど教育長から、カウンセラーの問題とか、

加配とか、それから非常勤教師の配置とか、そ

ういったことのお話ありましたけれども、やは

り教育環境を充実させるということで、ぜひそ

の辺をこれからすぐ取り組んでいただきたい部

分でございますし、それから私は、地連協を通

してというお話でコーディネーターのお話あっ

たんですが、地域教育協議会というものをもう

一度再構築する時期に来てるのかなと最近思う

んです。そういったようなことも含めまして、

より以上、子どもたちの環境は当然ですけれど

も、老若男女という観点からしますと、地域で、

むしろ私たちのほうが行動していかなきゃなら

ない部分は多いのかなと今お話聞いてそう感じ

ました。ありがとうございます。 

 次に移りたいと思います。行政区域の見直し

についてであります。 

 遠野町第13区が地域づくり総務大臣表彰を受

賞されました。これは、おにぎり11,486個を沿

岸被災地に届けたことや、自治会館を岩手県職

員、ＪＩＣＡ、法政大学など4,800人以上の

方々に宿泊施設として提供し、沿岸被災地復興

活動の支援を行ったということが高く評価され

たものです。本当におめでとうございます。 

 遠野13区だけではございません。各行政区、

自治会ではそれぞれ、地の利を生かした活動、

人海を生かした戦術活動、施設を生かした活動、

既存組織活用など、さまざまな角度から３.11

の後方支援に当たりました。 

 このことについては、どうしても本田市長の

後方支援への強力なリーダーシップを評価せざ

るを得ませんが、市長を筆頭として、市職員関

係、消防団、行政区自治会、市民の皆さん等々、

後方支援のために一つになって行動をともにし

てきた、まさに市民協働の姿がここにあり、遠

野市民の底力が示されたと思っております。 

 このように、行政区、自治会の被災地への支

援等については、すばらしい活動の原動力とし

て評価されましたが、今、本当に行政区域が、

そして行政区機能が、このままでいいのかとい

う議論が交わされ始めております。それは議会

と市民との懇談会においても出された課題でも

あります。過疎地域ではない行政区にあってさ

えも、例えば民生委員のなり手がないとの悲鳴

が聞こえてまいります。 

 行政区域の見直しについて、私はこれまで３

度ほど質問しておりますが、前回の質問の際、
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市長は、行政区の合併について、隣接する行政

区とそれぞれの自治会が育んできた地域の歴史

や文化が共有でき、協調して活動できる地域同

士の緩やかな合併への働きかけを行い取り組ん

でいく。また、行政区単位で求めてきた役員等

の選出方法の見直し、その負担軽減方策につい

ても検討を加えていきたいと答弁されておりま

した。その後の検討はどうなされ、どうこれか

ら実践しようとしているのか、お伺いいたしま

す。 

 以前にも触れましたが、遠野市総合計画後期

基本計画によると、昭和60年に３万6,000人あ

った人口は、平成22年には３万人、平成32年に

は２万5,000人になると見込まれております。

高齢人口比率においては、平成22年の34％が平

成32年には41％以上になると試算しており、10

人中４人が高齢者という現実が待っています。 

 さらに、この人口減少は、平成22年を基本に

平成32年を計算すると、10年間で8.3ポイント

も減少することとなり、この数字はもはや看過

できないものとなっております。 

 そのため、遠野市は、地域の特性や資源を生

かすこと、市民が主体性を持つこと、自分たち

のまちをよりよくしようと行動することを基調

にまちづくりを展開し、市民と行政との協働活

動、いわゆる市民協働が不可欠であると説いて

おります。 

 しかし、この遠野スタイルを創造、発展させ

るためには、そのための体制づくりが必要であ

ると考えます。つまり、自助、共助、公助によ

るまちづくりを進めるためには、行政区や自治

会の範囲の見直しも必要不可欠な課題となるの

ではないでしょうか。 

 前回も、上郷町第２区と第３区のお話をさせ

ていただきました。共同事業も増え、合同役員

会の開催や合同による環境美化活動などさまざ

まな行事やイベント、事業などを合同により実

施してきております。その活動内容は、平成20

年４月から発行開始した２区と３区自治会の合

同発行による自治会報、この３月で66号を数え

ますが、この中に５年間の歳月の流れとともに

克明に示されております。 

 しかし、このまま推移しますと、例えば２年

ごとの役員改選について取り上げれば、一応名

前だけ出しておけばという考えになってまいり

ます。結果、自治会の役員は内部的に重複した

形で動くことになり、もう現実的にもそうなっ

ておりますが、結果としてそのことが役員であ

る個人への負担増ともなってきております。 

 また、最近は地域づくり組織が高度化という

か複雑化、共通化したことや、行政側からのさ

まざまな依頼関係が集中し、行政区長や民生児

童委員、保健推進委員といった役職についても、

本来業務を逸脱しているのではないかとの事例

や声も上がっております。 

 このように、役職に追い回されてばかりです

と、弱小な行政区や自治会においては、特にも

高齢者福祉や防災危機管理などの観点から、将

来への強い不安を抱かざるを得ません。 

 繰り返しになりますが、行政区や自治会の区

域の統廃合には、行政主導が欠かせません。そ

れは平成の大合併と同じなのです。市長が、や

わらかい行政区の合併があってもよいとのお考

えなら、次の一手を平成25年度中にぜひ打って

いただきたいと存じます。 

 託された責任を未来につなぐということ、そ

れは予算編成にのみとどまるものではなく、施

政方針演述の中にあるように、進化まちづくり

検証委員会の中で大いに検証し、議論を重ね、

未来につなぐ確かな、そして新たな仕組みづく

りを、その託された責任において市民にお示し

いただきたいと考えます。 

 地方公共団体の役割とは、秩序を維持し、住

民及び滞在者の安全、健康及び福祉を保持する

ことであり、まさに市民の生命、財産を守ると

いうことであります。 

 どうか、遠野市における今後の行政区、自治

会のあり方について展望が切り開かれるよう、

さらに踏み込んだ御所見をお伺いいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  瀧澤征幸議員の３点目
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の質問にお答えいたしますけども、一問一答と

いう中での今議論をしてるわけでございますの

で、先ほど１問目の情報管理におきまして、御

質問にありました遠野テレビの件につきまして、

具体的にちょっと取り組みの状況を答弁の中で

申し上げなかったかなというように先ほどちょ

っと気がついたところでございますので、遠野

テレビの情報基盤、これはやはり生かさなけれ

ばならないというように思っておりまして、今

この遠野テレビの情報基盤として地上デジタル

放送、それからブロードバンド、これは世帯カ

バー率100％になってますし、携帯電話の不感

地域の解消、この世帯カバー率が98％に取り組

むという中で、先ほど質問にありましたユビキ

タスネットワークの環境は、おおむね大体整備

されてはきているという状況にあるんじゃない

かなというように思っておりまして、現在加入

率が82.6％になっておりますので、この防災対

策を含め、市民の安心安全のため、安全安心の

ためということになりますか、このためには非

常に重要な情報ネットワークとして位置づけら

れるということになってるわけであります。 

 ただ、会社そのものはもう11年目に入りまし

た。この情報社会におけるさまざまなこの機器

といったものは、機械といったものというか、

設備といったものは、設備した次の日から陳腐

化が始まるという言葉がよく使われているわけ

でありますけども、急速な勢いでの技術革新の

世界なわけでありまして、それにどうついてい

くかという部分も大きな課題となってきており

まして、いうところの東日本大震災で有効な防

災行政無線も、一方においても老朽化も進んで

るということでございますので、これらの設備

更新という中で、遠野テレビの、何と申します

か、先ほど言いましたユビキタスネットワーク

の環境といったものを、もうちょっと前のめり

になってやっぱり整備していかなければならな

いかという一つの課題になりますので、それは

十分認識しておりますから、それをもってひと

つまた御了承いただければと思っております。 

 さて、この行政区域の見直しをどう進めるか

ということであります。これは昨年の３月議会

におきましても、この一般質問で私が答弁した

というようなのにつきましては御質問の中にも

触れておりました。改革あるいは見直しと、私

もこの部分におきましては、この市長という職

をいただいて、この４月が参りますと12年目に

入る中にございまして、やはり改革は本当にい

いことなんだと。Ｂ／Ｃという費用対効果の中

でやっぱり効率的な財政運営はしていかなきゃ

ならないんだという部分で、一方においてはす

ごく大事なことなんですけども、一方において

は失ってきたものはあるんじゃないかというよ

うなことが、この東日本大震災の中で、ややも

すれば勝った負けたの世界、あるいは費用対効

果という中で効率性を重んじるばっかりに、人

と人とのつながりや、あるいは地域と地域のき

ずなをいつの間にか失ってきたのではないのか

なということが、一つの反省事項として、今、

全国各地でそのことが問われているわけであり

ます。 

 土曜日でありましたけども、静岡県で400人

規模の災害ボランティアの方々の集まりがあり

ました。静岡県は遠野市を拠点に支援活動を大

規模に展開したわけでありますから、私も参り

まして、その集会に参加してまいりました。そ

のときに、これは具体的な地名、今の13区の方

であるとか、さまざまな行政区の方々が本当に

懸命な支援活動をしてくれたわけであります。

したがって、それが総務大臣表彰になったり、

それぞれの親類づき合い以上のつき合いになる

というような、きずながどんどん生まれてきて

るという中にありまして、これは静岡で実際あ

った話でありますけども、上鱒沢地区センター、

地区集会場ですか──の話が写真入りで出まし

て、たまたま釜石に向かう途中にトイレ休憩と

いうところでちょっと寄ったんだと。そうした

らば、地域の方々が本当に懸命に受け入れてく

ださった。そして、次には泊まってもいいよと

いう中にあって非常に交流ができて、そこを拠

点にしながら支援活動できたんですよと。ぜひ

市長、帰ったらばよろしく伝えてくださいとい
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う話を実は受けてきたわけでありますけど、行

政区というのは、そのような地域の中で本当に

大事。だから、私は今度の所信表明の中におい

ても、優しいという表現を瀧澤議員は言ってま

したけども、私は、一方においては、ぬくもり

のある改革といったものをしていかなきゃなら

ないという部分はやっぱりあるんじゃないのか

なと。 

 やはり前にも答弁いたしましたとおり、さま

ざまな形での地域の見直し、人口減少、本当に

これは大変な状況になってるわけでありますか

ら、間違いなく見直しをしていかなきゃならな

いという認識には立っているわけであります。

その中において、前にも答弁いたしましたとお

り、歴史、文化、つながり、きずなを大切にし

たコミュニティーを維持していくという部分の

中における、きちんとぶれずに受けとめながら、

であれば、どういう仕組みがいいのかというこ

とをやっぱりもう検討する時期には来ていると

いうようには十分に。 

 したがって、25年度中にという部分はありま

すけども、今市民センターのほうに、その具体

的なプログラムをもって、じゃあ、どのように

進めたらいいかということで、もう既に指示し

てありますので、その今の状況につきましては、

この後、私の答弁の後、市民センター所長のほ

うから、もう少しその経過につきまして、どう

取り組もうとしてるのか、どういうスタンスで

やろうとしているのか、どういう工程表でこの

問題に向かおうとしてるのか。じゃあ、そのた

めには、例えばこういうこともやってるとか、

こんなことも既にやってるというような部分に

ついて御答弁申し上げたいというように思って

おります。 

 いずれ高齢化社会という部分の中にありまし

て、若い世代が高齢者世代をどう支えるかとい

う部分にあっては、かつては日本も勢いがある

ころ、遠野もそうだったわけでありますけども、

みこし型という中におって、若い方々がお年寄

りを支えるという一つの環境がちゃんとあった

わけであります。しかし、これが既にもう人口

減少と高齢者の方がどんどん増えることによっ

て、若い世代がもう、いうところの肩車型、肩

車といっても、若い世代がお一人のお年寄りを

支えるという部分も、これも限界にきてると。

じゃあ、もうおんぶ型だといって、このおんぶ

型ももうできなくなって、若い人がお年寄りの

方々を背負うといっても限界が出てきてるとい

う中で、さまざまなそのような形でいろんな表

現をされてるわけでありますけども、これは各

地域にあっても事実そうなわけです。 

 やっぱり行政区長さん、本当に年とってると

大変だと。本当にそのような方で、じゃあ本当

に先頭に立って行政と地域住民の方々の増すす

き間を埋めるといえばちょっと言葉が悪いです

けども、それをどうするかとなれば、やはりこ

の行政区の一つの望ましい姿、そしてまた、そ

こで従事していただく区長さんの一つの役割と

いったものを、その場合においては、その地域

の中でどういう人材がそれをどう引っ張ってい

くのか。 

 実は、前にも答弁で申し上げましたとおり、

平成19年から総務省の過疎問題懇談会のメン

バーとしてその議論に参加させていただいてお

りますけども、ただただ大変だ大変だじゃなく

て、全国の過疎地域の本当にもう限界集落その

もの、高齢化率が60％といったような地域でも

本当に生き生きやってるところも結構事例とし

てはあるんです。だから、今よく言われてるの

は、地方のほうがまだそういった意味において

はしたたかに生き残るんじゃないかと。急速に

高齢化が進んだならば、大都会ほど大変なこと

になるということが今盛んに言われてるんです。

かつての戦後混乱期から復興に向けて、そして

我々団塊世代が子育てするときにはニュータウ

ンに住むということが一つのステータスであっ

たわけです。公団、住宅公団に住む、あるいは

ニュータウンに住むというのが一つのステータ

スであった。しかし、そこが今や超限界集落に

なりつつあるというのは、都会にもそういうも

ろさがあるわけであります。 

 したがって、その辺のところをやはりしたた
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かに、地方としては、そういったものを直視し

ながら、我々にもまだまだやれるところはある

というような部分の取り組みを見直しの基本に

添えながら進めてまいりたいというように思っ

ておりますので、ひとつよろしくお願いを申し

上げたいと思っております。 

○議長（新田勝見君）  細越市民センター所長。 

   〔市民センター所長細越勉君登壇〕 

○市民センター所長（細越勉君）  命によりま

して、瀧澤征幸議員の質問項目３、行政区域の

見直しをどう進めるのかにつきまして御答弁申

し上げます。 

 行政区域の見直しについての議論につきまし

ては、平成19年度に市区長連絡協議会に検討委

員会が設置され、意見集約がなされましたが、

分区、合区を求める意見は少数で、再編が見送

られた経過があり、現在に至ってございます。 

 現在の市内90行政区の現状は、最大の世帯数

が680世帯、最小は29世帯であります。50世帯

以下の行政区が11行政区、51から100世帯の行

政区が41行政区と、合わせて57％もの行政区が

100世帯以下となっております。 

 ２月13日に開催されました市区長連絡協議会

主催の市長との懇談会におきましても、世帯数

の少ない行政区のみならず、各種役員等の担い

手不足など、さまざまな課題について提言をい

ただきました。 

 市区長連絡協議会におきましても、行政区域

の見直しや自治会活動のあり方などについて具

体的な検討をする意向であると伺っております

が、議員の御指摘にもありましたが、地域での

役職の重複、各種役職における多忙化で、本来

業務に支障が出ることは、当然のことながら避

けなければならないというふうに考えておりま

す。 

 加速する少子高齢化、人口減少の中では、こ

れまでのような自治会活動、人材育成、地域活

性化策は、かなり限界に近づいているように思

いますので、今まで以上に地域における住民の

協働意識の醸成を図り、住民自らが参加し、創

意工夫で取り組む地域づくりを推進しなければ

ならないと考えます。 

 さきに開催した遠野市進化まちづくり検証委

員会では、これまでのように景気のよかった時

代のまちづくりと同じでは、いずれ立ち行かな

くなる。市民の立場で構造改革、システム改革

に取り組まなければならないとの御提言をいた

だきました。 

 平成26年４月には、区長、保健推進委員、少

年委員及び明るい選挙推進協議会推進委員や、

交通安全、防犯、体育協会などなどの多くの役

職の改選期を控えており、平成25年度中に検討

するべき優先課題と捉えております。 

 したがいまして、今後の取り組みといたしま

しては、まずは各地域の現状と課題、地域の考

え方などを調査、分析し、第２ステージと位置

づけ、遠野市進化まちづくり検証委員会による

外部からの視点による検証を加え、提言を受け

たいと考えているところであります。 

 この提言を踏まえ、行政区や自治会のあり方、

行政区事務費交付金、区長報酬、役職の地域配

分数の適正化などについて方向性をまとめ、提

言の実行に当たりましては、行政主導で一律に

進めるのではなく、地域との十分な意見交換を

持ちながら進めてまいります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  10番瀧澤征幸君。 

   〔10番瀧澤征幸君登壇〕 

○10番（瀧澤征幸君）  ちょっと約束の時間が

過ぎてしまいましたので、再質問ということに

はなりませんけども。25年度の中で、そういっ

たことを積極的に出していただくというお話を

聞きましたけども、私も実際いろいろ聞いたり

調べたりしてる中では、自治会が例えば行政区

をまたいだり、あるいは行政区の中に自治会が

複数あったりということが現在もあるわけです

から、そういうことで、何といいますか、行政

区にこだわらずに、やはり自治会という単位で

のある程度の動きというか、そういうものを加

速させるようなことを並行的に、この25年度の

中で、行政主導、ある意味行政主導でのリード、

示していただくということを並行的にしていた
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だきながらやっぱり進めていったほうが現実的

ではないかなと思っておりますので、その辺も

配慮をしていただきまして、私の一般質問とさ

せていただきます。どうもありがとうございま

した。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午前11時08分 休憩   

────────────────── 

   午前11時19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。５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  清風会の佐々木大

三郎でございます。ただいまから事前通告に従

って一問一答方式で一般質問をさせていただき

ます。 

 前置きは省略しまして、直接質問に入らせて

いただきます。 

 質問内容は、遠野の農業振興にということで、

現状の農業問題を捉えまして、将来展望につい

て私の考え方を述べながら５項目の質問をさせ

ていただきます。 

 小規模農家の私が大規模農家の同僚議員を前

にして農業問題を質問するのは、甚だおこがま

しいのですが、実は、昨年11月に開催した市民

と議員との懇談会の席上で、市民から次のよう

な御意見や御要望、御指摘をいただいておりま

す。 

 その内容は、農業分野の現状に行政はもっと

的確な対応をしてほしいとか、具体的で明確な

施策を行動に示すべきだ。あるいは農業分野に

精通した人材の配置、例えば農業技術者や普及

所の指導員、販売の専門家といった方々であり

ます。さらには、積極的な農業振興によって農

家所得を向上させてほしい。100億円アクショ

ンプランについて、最近の取り組み状況はどの

ようになっているのかなかなか見えてこない。

そして、議会はもっと内容を厳しく検証して議

論すべきだ等々の内容でありました。 

 また、この農業問題に関しては、私のところ

にもいろんな方々から御意見を頂戴しておりま

す。恐らく市長のもとには、私以上にたくさん

の声が届いているものと推察されます。 

 さて、日本の農業の現状は、農家の高齢化や

耕作放棄地の拡大などの問題が解決されないま

ま、事態はより極限まで深刻になっていると言

えるかと思います。このような状況下で、農政

改革という名のもとで近年実施されてきた政府

の農業政策は大きくぶれ、至るところに不整合

やひずみを起こしております。とりわけ自民党

政権末期から政権交代後の民主党政権下では、

目指すべき農業、農村の将来の姿が明確になら

ないまま、さまざまな政策が行われ、その効果

も十分検証されず、政策が政治的な駆け引き材

料になっているといってもいいような状態であ

ります。現に、昨年末には民主党から自民党へ

政権交代したことにより、自民党は民主党の目

玉政策だった戸別所得補償制度に変えて、多目

的機能直接支払制度の導入を掲げております。

これは御案内のように、農地を農地として維持

することへの対価支払いということなそうです

が、猫の目農政に振り回される農家はうんざり

しております。市職員の皆さんも、たび重なる

政策変更に追われて苦慮されていることと思わ

れます。幸い、13年度内は最小限の変更にとど

めて、本格的な見直しは14年度からとの見通し

を示しておりますが、農業者が求めているのは

補助金のばらまきのような鎮痛剤ではなく、農

業、農村の現状を正確に把握し、目指す方向性

を関係者間で共有し合い、ＴＰＰ交渉参加問題

も含めた揺るぎのない骨太のビジョンを示す百

年の大計にあると思えてならないのであります。 

 以上のように、農業を取り巻く情勢は遠野市

内のみならず大変厳しい環境下にあります。そ

んな中、過日、市議会議員による先進地の視察

研修を行ってまいりました。訪問先は、北陸の

能登町と羽咋市、そして宮城県の鳴子温泉郷で

いろんなことを見聞してまいりました。 

 この３地域に共通して言えることは、人口減

少と高齢化、離農者の発生が著しく、所得も極

端に低い中山間地域でしたが、現状を改善、克
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服し、活性化を目指して取り組んでいるという

ことでした。 

 特徴的なこととしましては、行政と地域住民

からの理解と支援があることや、やる気と強固

な信念を持ったリーダーが存在していること、

地域特性を特産品にうまく調和させてブランド

化に生かしていること、おいしく安心して食べ

られる物を生産すること、そして地域特性が連

想できるような米のネーミングの発案などであ

りました。 

 このことによって米の販売価格は大幅に値上

がりして、農家所得の向上によって耕作面積も

徐々に増え、今では若者も地元に定着するよう

になってきているということでした。 

 そこで、今回はこの先進地の事例も参考にし

ながら遠野型農業のあり方について質問をさせ

ていただきます。 

 遠野市の農業を取り巻く情勢変化と農業活性

化対策の動向について、私自身のおさらいの意

味を込めまして、過去から今日までをひもとい

てみました。その結果は、平成16年12月に、基

本理念として農業生産100億円達成アクション

プランが作成されております。翌年の平成17年

10月には旧遠野市と宮守村が合併して遠野市が

誕生しております。 

 また、平成18年１月には実行計画を加速させ

るとしてアストチャレンジ100を策定し、「ひ

と」づくり・「もの」づくり・「つち」づくり

をテーマに100の事業にチャレンジするという

ことで、主要農産物の出荷額と目標達成の取り

組みを掲げて、その実現に向けて取り組んでま

いりました。 

 その後、農畜林一体の農業活性化本部を発足

させ、新たなビジョンをつくってスタートして

おります。そして、平成22年４月には、遠野市

農林水産振興ビジョン、すなわちタフ・ビジョ

ンを作成して、足腰の強いタフな農林水産事業

を目指すという施策のもと、さらなるパワーア

ップを図るという意気込みで今日に至っている

わけであります。 

 そして、今年度からはアストパワーアップ事

業をさらに高めるために農家支援室が新設され

て、農家の目線に立って現場の要望にマッチし

た支援や指導が行われるようになりまして、農

家は大いに勇気づけられ、感謝もしていること

と思います。 

 以上のように、当局の皆さんには次から次へ

と新たな施策を考案され取り組んでこられたこ

とは、農家の皆さんにもある程度は理解されて

いることと思います。しかし、これらの施策に

対し現場で作業に従事される農家の皆さんはど

れだけこのことを理解し、受け入れておられる

かは疑問なところでもあります。 

 そこで、１点目の質問は、農林水産業にかか

わる予算について伺います。 

 遠野の農業者が将来にわたり意欲や希望を持

って営農を続けられる要因の一つに、当市の予

算があると思います。そこで、参考までに市の

年度ごとの予算の歳出総額に対する農林水産費

の比率はどれぐらいのウエートを占めているか

について統計をとってみました。その結果は、

数値に多少の誤差があるかもしれませんが、お

おむね次のとおりであります。 

 まず、平成16年度にさかのぼりますが、当時

はまだ宮守村と合併しておりませんでしたので、

旧遠野市との歳出額を加えてみますと、総額で

183.5億円に対しまして、農林水産費は21.4億

円ですので、総額に占める割合は11.7％になり

ます。11.7％です。これ以降、合併の翌年の18

年度は8.5％まで急激に下がっております。ま

た、20年度から23年度までの年度別構成比はさ

らに下がっておりまして、それぞれ6.1％、5.

4％、5.3％、6.6％と漸減傾向にあります。そ

して、今年度の24年度と来年度25年度は、23年

度以前と比較して、放射能除染対策費とキャト

ルセンター整備費という一過性の大型予算が計

上されておりますので、これらの経費を除きま

すと、構成比では4.8％と5.3％になっておりま

す。 

 以上から私が申し上げたいのは、農林水産事

業にかかわる予算額比率は年々減少して、最近

は総予算額の５％台で推移しているという事実
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であります。遠野の基幹産業といわれる農林水

産業の将来を展望した場合には10％近辺くらい

まで引き上げるべきではないかなというふうに

考えますが、いかがでしょうか。 

 もちろん、最近は義務的経費である民生費の

増加や中心市街地活性化に伴う商工費の増加、

新消防庁舎や斎場新築など緊急性を伴うハード

工事など、限られた予算内でのやりくりになり

ますので、優先順位の御判断には御苦労の多い

ことは十分理解し承知もいたしておりますが、

市長の御所見を伺います。 

 なお、この歳出比率の減少傾向に対して、農

家の方々からは、行政はもっと農家の現状を理

解して適切な手だてを講じてほしいとか、農家

は取り残されている、農業は私の代で終わりだ、

などという趣旨の切実な声が私のもとにも届い

ております。そして、私はいつも話しているよ

うに、遠野の農業が元気にならなければ商店街

の売り上げ増加は期待できませんし、遠野全体

の元気と発展も望めないと考えます。 

 そしてまた、農林水産業の振興に関しては、

将来への先行投資とか、自然環境の保護といっ

た面も考慮しなければならないと考えますので、

この辺の内容についても触れていただくように

お願いします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  佐々木大三郎議員の質

問にお答えいたします。 

 私も前置きを省略いたしまして、早速質問の

内容にお答えさせていただきます。 

 農林水産業の歳出予算の推移をいろいろ述べ

られておりました。農業といったような一つの

業といったものに対する一つの予算枠で議論す

る、あるいは歳出予算の中で議論するというこ

とが、私は、いかがなものかというような形で

先ほどの御質問を承ったところであります。 

 その推移はそのとおりであります。しかし、

私のところにもいろんな方々から声が来ており

ます。お金じゃないと。予算じゃないと。我々

がこうしてさまざま勉強して、いろんなことに

挑戦すればできるんだなと。それをちょっとで

も投資してほしいと。アストの農家支援室の中

におけるアストの50万円で本当に勉強になった

と。あの50万円で、みんなでバスでもって先進

地の視察をしてきたと。いろんなことを勉強し

てきたと。そこで元気を出してる方々がいっぱ

いいるんです。それをひとつ、そういう声もい

っぱい私のところにも届いておるということも、

ひとつよろしく御理解をいただきたいというよ

うに思っております。 

 予算科目のこの６款の中における農林水産業

のこの割合の話につきまして、いろいろ推移が

話されました。それはそのとおりであります。

数字はうそをつきませんから、そのとおりであ

ります。私が違うと言うわけにはいかない。ま

さにそのとおりになっている。 

 御質問にありましたとおり、いろんな大型事

業もやってきました。緊急性、そしてまた優先

性、市民のためにとっての安全安心、高齢化社

会、扶助費が増えております。健康福祉部にお

ける予算もどんどん増えてきております。これ

は切るわけにはいかない。 

 しかし、一方においてはという部分で、私、

ことしの仕事始めのときに職員にこのように申

し上げました。まず一つは、スピードを大事に

してほしいと。そのスピードだけにこだわる余

り拙速な議論の中でタイミングを失ってはだめ

だと。タイミングというのをすごく大事にして

ほしいと。それから、もう一つは、やはりバラ

ンスを一つ大事にしてもらえないかと。やはり

バランスをきちんととるというのも公平な市の

行政にとってはすごく大事だと。しかし、もう

一方においては、それだけではできないので、

ぜひネットワークを構築してほしいと。 

 今、盛んに国が成長産業だと、あるいは６次

産業化ということも言っております。６次産業

化も、決して今、はやり言葉と出てきたことじ

ゃなくして、もう10年以上も前から６次産業化

ということは言われておったわけでありますけ

ども、ようやくそのようなものも言うなれば腰

を据えた政策になるのかなということを若干期
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待はしてるわけでありますけども、そのような

中からやっぱり農業を元気にしていくんだとい

うことになろうかというように思っておるんで

す。 

 したがって、予算が減ったから、増えてない

から、これぐらいだから、もっと金を出せとい

う中におけるその議論も大切です。すごく大切

なこと。やっぱり数字の中でいろいろ物を判断

していくということも私は否定もしないし、大

事なことだと思います。それも一つの基準とし

て置きながら、バランスをよくとっていく。や

っぱり予算は多くあったほうがよりいいという

ことも当然なわけでありますし、満足といった

ものを示すような予算は、どこの例えば分野で

も、それは不可能なわけであります。どこかで

我慢してもらわなきゃならない。 

 したがって、私は、この50万、60万と、100

億円達成アクションプランの話も出ました。こ

れも今会議場でも盛んに議論をされておりまし

て、私もその都度答弁するわけでありますけど

も、100億円に向かってみんなで総合力で示し

ていこうという中で一つ一つの数字が100万が2

00万になったと。200万が300万と。みんなで力

を合わせたら500万が1,000万になったというこ

とも積み上げの中から農家生産額というか、農

業所得といったのは一つ一つ増えて70億が75億

になった。75億が80億になった。異常気象でも

ってまた75億に戻ったという中における、もが

き苦しみながら、しかし一方においては、希望

を失わないようにみんなで頑張ろうという中に

おける農業といったものがあるというように思

ってるんです。 

 佐々木議員がおっしゃいました、農業といっ

たものはいろんな面から考えなきゃならない。

ＴＰＰ問題もそうなわけです。単なる国際協調

の中における関税撤廃だけで議論するんじゃな

い。その中において、いうところの農村景観で

あるとか、農村文化であるとか、そのようなも

のも一つ守るという意味においては、やはり米

といったようなものについては絶対これはまさ

に聖域なきという部分であれば守っていかなき

ゃならない。そこにおいては、お金では出ない、

お金ではかれない、遠野ならではの一つの大き

な文化的な価値といったものをそこに見出すこ

とができる。農家の皆さんは、その米だけじゃ

なくして、生産だけじゃなくして、そのような

まさに日本のふるさととしての遠野を守るとい

う部分においても懸命な活動をしていただいて

おるという部分の中で、であれば、そのような

予算もということになれば結構な額にもなって

くるということになってくるわけでありますか

ら、やはりそのような捉え方をした議論はやは

りしていかなきゃならないんじゃないのか。 

 繰り返して申し上げますけども、私は、数字

はうそをつかないと何度もおっしゃいました。

それはそのとおりです。御指摘のとおりであり

ます。ちなみに、近年五、六％で推移してるん

じゃないかという中でおっしゃいました。今年

度、今度、議案で審議いただきますけども、25

年度181億2,300万円のこの予算枠の中にはキャ

トルセンターと実は放射能汚染対策問題も計上

されているわけでありまして、これが入ります

と８％台になります。五、六％で推移したのが

25年度で８％台になるということになるわけで

ありますけども、実はこの農業振興にかかわる

ものの中におきまして、22年度から、御質問に

ありました農家戸別所得補償問題も、実は政権

交代でまた見直しをされる。 

 きょう、実は、東京農政局で、逃げない農業

というテーマでもって市町村長と懇談したいと

いう一つの申し入れがありました。これは多分、

政権交代による一つの流れの中にあると思いま

すけども、私はここで答弁しなきゃなりません

ので、副市長のほうにそこに出てもらうように、

２時からの会議に出てもらうように調整してお

りますけども、その逃げない農業だというよう

な形で打ち出して、しかし一方においては、こ

の戸別所得補償交付金、実は遠野市は６億円、

これを受けてるわけです。 

 したがって、これは直接補償でありますから、

６億円、これは国から農家に直接支払われるお

金でありますから、これを例えば６億円という
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この戸別所得補償の交付金を加えますと、25年

度予算に例えばそれを加えますと11.6％、12％

台になるということなわけでありますから、御

指摘にありましたとおり、何だ少ないじゃない

かということには、私は、ならないというよう

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）  ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  今、市長からお金

のお話が出されましたが、予算、お金だけじゃ

ないんです。やっぱり政策というが非常に大切

なんだというような趣旨の御答弁だったと思い

ます。私もそう思います。確かにそのとおりだ

と思います。その政策の内容が現場の農家の方

へしっかりと浸透して理解されて実行に移すの

が大切だというふうに思います。その件につき

ましては、次以降の質問の中で御質問をさせて

いただきたいと思います。ただ、そうはいって

も、やはり農家の立場からすれば、ある程度お

金、予算ということも、これは大切な要因の一

つであるということを申し上げて、次の質問に

入らせていただきます。 

 ２点目の質問は、農業生産100億円達成アク

ションプランについて伺います。先ほど少し市

長も触れられておりましたけども、通告してお

りましたので、質問させていただきます。 

 このことにつきましては、足腰の強いタフな

農林水産業を目指すことを目的としたタフ・ビ

ジョンという言葉にややもすればかき消される

ように、最近は余り耳にする機会がなくなった

と感じるのは私だけでしょうか。 

 私がこの100億円アクションプランを初めて

耳にしたのはまだ遠野に住んでいないころでし

たが、聞いた瞬間大変耳ざわりがよくて、遠野

農業の将来に夢と希望を託したすばらしい行動

計画だなと感動したことを今でも鮮明に覚えて

おります。恐らく私以上に当事者である地元農

家の方々にとっては、厳しさが加速度的に増す

農業情勢を一気に改善して克服できる呼び水の

ような施策だというふうに思い込んで迎え入れ

られたことと思います。しかし、現実は宮守村

と合併し新遠野市になっても生産額の増加傾向

は全く見受けられません。 

 農家の皆さんにとっては、この100億円アク

ションプランとは逆に、一向に生産性が向上し

てこないギャップとのはざまで、不安と怒りと

諦めという複雑な心境下に置かれていることと

思います。 

 そこで伺いますが、この農業生産100億円達

成アクションプランは、今後も本腰を入れて継

続実施されるお考えでしょうか。それとも見直

しされるお考えかどうかについて伺います。 

○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）  100億円達成アクショ

ンプラン、余り聞かなくなったということであ

ります。非常に感動したというようなお話もい

ただきました。まさに、その感動に私どももや

はりきちんと応えていかなきゃならないという

ように改めて思ってるところであります。 

 見直しする気はないのかという部分について

は、先般、タフ・ビジョンの中間報告をいたし

ました。その中でもお答えしてますとおり、さ

まざまな100億円に近づくようにという中にお

ける取り組みを強めてまいりたいと思っており

まして、その中でこれもまたいろんな状況があ

ろうかと思います。状況があろうと思いますけ

ど、精いっぱい数字を検証した結果として、27

年度、今25年度に間もなくなります、25年度、

26年度、27年度、３年で、今の遠野の農業、農

林畜産業の底力をもってすれば、異常気象とか

そういうようないろんなことがない限りは85億

台まで持っていけるんじゃないのかなというよ

うな数字もタフ・ビジョンの中で、ある程度検

証したところであります。 

 実は、100億円達成アクションプランのとき

の一つの経過を申しますと、平成元年ごろ、お

米が大体２万円相当の米価であったころであり

ますから、全く比較にはならないわけでありま

すけども、遠野は100億円超えた農業生産額を

という力を持っておったと。もちろん、米価か
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ら何からいろいろ状況が変わってきてますから、

それをもってしてどうのこうのというのではな

く、そういう底力があったんだと。行政も農家

の方々も関係者もみんな自信を持とうじゃない

かと。そして、いうところのこの農業といった

１次産業に遠野ならではといった部分をもう一

つ加味しながら、みんなで頑張ろうじゃないか

というのが100億円達成アクションプランであ

ったということでありますから、これは佐々木

議員も十分理解はしてくれるというように思っ

ておりますので、幾分でもそれに近づく一つの

取り組みはこれからも強めてまいりたい。 

 私は、ある意味においては愚直という言葉も

大事にしなきゃならないと思うんです。先ほど

質問の中にありましたけれども、次から次へと

いう話がありました。それは私は前向きに捉え

ました。どんどんタイミングを失しないで対策

をとってるなと、限られた予算をうまくやりく

りしてるなという意味において受け取りました。 

 しかし、一方においては、次から次へとなる

と、みんな蹴散らして新しいもの新しいものに

行ってるんじゃないかという捉えかねもしない

言葉でありますけども、私はそのように受けと

めましたので、それこそ次から次へと農家の

方々の現場にタイミングを失しないように、そ

してまた一方においては、きめ細やかな、この

部分においてもやっぱりぬくもりという言葉も

また大事にしなきゃならない。 

 やっぱり懸命に頑張ってるんです、農家の

方々は。そこに額じゃなくして、本当に少しで

も後押しすれば、先ほどの答弁でも申し上げま

したとおり、本当にみんなでバスで行って、さ

まざまなことを、課題を共有してきたと。やっ

ぱり頑張ろうじゃないかという元気をもらって

きたというのも、私は、これも一つの数字とし

て、そういう効果もあるんだということも、繰

り返しになりますけども、ぜひ御理解をいただ

きたいと。 

 それから、先ほどの答弁で、逃げない農業だ

という、国がそのようなことで、テーマでやっ

てると言いましたけど、それは逃げないじゃな

くて、攻めの農業だということでございますの

で、訂正させていただきます。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  今、市長のほうか

ら100億円に近づくように努力していくんだと

いうような趣旨の御答弁いただきました。これ

を私なりに理解しますと、100億円アクション

プランは継続実施されるというふうに理解でき

ました。これは大変意欲的で、将来に夢を託せ

るという面から、私も大賛成でありますし、ま

た評価もできる御答弁でありました。 

 さて、この100億円アクションプランについ

て、今市長から御答弁もあったように、これを

達成するためには、やはり今まで以上に真剣に、

当たり前のことですけども、そして本気になっ

て取り組むべきだと思います。もし、そうする

とされるならば、やっぱりもっと具体的な数値

目標を設定して取り組むべきと思います。例え

ば、品目別とか、エリア別に目標値を定めるべ

きであります。また、遠野市総合計画のまちづ

くり費をこれにも計上していただいて、生産額

の進捗管理や原因分析、改善策などを講じなが

ら、ＰＤＣをしっかり回して進めるべきではな

いかなと私個人的に考えます。 

 目標を掲げて取り組むということは、どんな

難題も乗り越えて達成するんだという力強い意

気込みと気概を持って取り組まなければ、かけ

声倒れに倒れてしまうんじゃないかなというふ

うにも思いますので、その件について市長のお

考えをお伺いします。 

○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）  数値目標をきちんと持

って、それに進むべきじゃないかということは、

これは当然でありまして、そのような目標、し

たがって、今回大分このタフ・ビジョン、作業

は担当のほうではかなり緩くなかったというか、

大変だったようでございますけども、このよう

な数値を持つことができたと。これも私は遠野

の農業の振興にとっては非常に大きな一つの、
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何と申しますか、検証作業ではなかったのかな

と思っておりますから、やっぱり目標数値を持

つ、総合計画などではさまざまな目標数値を持

っているわけでありますけども、そういった点

をきちんと検証すると。なぜそこに達成できな

かったのか、近づいたけども目標の設定の仕方

がどうだったのかとやっぱり常に検証をすると

いうのは、この農業分野だけじゃなくして、全

ての分野においてはこういったのが大事だと。

それがやっぱり進化し続けるという一つの地域

づくり、あるいは地域の活性化といったものに

つながってくると思いますので、御質問のあり

ましたとおり、この辺はきちんと真摯にこうい

った目標数値の設定、それに向かって進むとい

うのを愚直に繰り返すという中にあって初めて、

一つの姿がそこの中で見えてくるんじゃないか

なと思っておりますので、よろしくお願いいた

します。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  ３項目目の質問を

させていただきます。遠野産品のブランド化と

販路拡大について伺います。 

 遠野の農家数は年々減少し続けて、全く歯ど

めがかからない状況に陥っております。その原

因は、世界的な不況や大手量販店の低単価競争、

低価格輸入農畜産物の拡大などによって国内農

産物の価格は低下し、農家所得はますます低迷

の一途をたどっているからであります。 

 その一方で、燃料や輸入原料の価格高騰によ

って肥料や農薬、被覆資材等の生産コストは大

幅に値上がりしており、今の農家所得だけでは

経営、生活は立ち行かなくなってきております。

その結果、後継者の育成も進まず、高齢化と女

性化が進み、廃業に拍車がかかっているのが現

状かと思います。 

 そこで、今、農家が求めているのは、手間と

暇と愛情を注いで大切につくった作物はスムー

ズに販売ができ、所得向上につながるような行

政サイドの強い支援策であります。すなわち、

農産物のブランド化と販路拡大、確立、そして

所得の向上こそが喫緊の課題であると私は考え

るのであります。 

 このことに対する市長の御認識と、今後の取

り組み策について考え方を伺います。 

○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）  ただいまこのブランド

化と販路拡大という中における、これも本当に

農家所得あるいは地域活性化を増やすに当たっ

ては欠かせない課題であろうかというように思

っております。したがって、これから市長の見

解をということでありましたので、この今進め

ているブランド化と販路拡大についての取り組

みの状況につきまして、この私の答弁の後、担

当の農林畜産部長から今取り組んでいる状況に

ついて御答弁申し上げますけども。 

 私は、ただいまの質問をお聞きいたしており

まして、ちょっと、高齢化と女性化が進み廃業

はという言葉がありました。今のこれからは何

の分野でもそうでございますけども、女性の

方々に頑張ってもらわなければ社会の組織その

ものが維持できないんです。全ての部分が女性

の皆さんの支えによって、遠野の農業も支えら

れております。女性化が進んでいいんですと私

はそのように思っているところでございますの

で、高齢化と女性化が進み廃業につながってる

という部分については、ちょっといかがなもの

かなという気はしております。私は、逆に女性

化は進んでいいと思います。 

 きのう、実は自民党の政権に復帰いたしまし

た自民党の女性局のメンバーが、野田総務会長

以下女性局のメンバーが遠野に視察に訪れまし

て、滞在時間は四、五時間でありましたけども、

さまざま女性登用の問題も含め、女性の地位向

上も含め、さまざまな形で意見交換して帰って

いきましたけども、私はこれからはやはりこの

女性化というものは、男性が女性化してるとい

うことをそこは別として、女性化はどんどん進

んでいいと思います。 

 そしてまた、その皆さんによって支えている

元気な夢産直かみごうのあのお母さん方のパ
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ワー、産直ともちゃんのあのお母さん方のパ

ワー、やっぱりすごいです。あの方々が所得を

増やし、いろいろな形で活性化を図っていただ

いている一つの大きな力でありますから、その

ことはぜひおわかりいただきたいと。 

 販路とブランド化については、担当部長が今

取り組んでる様子について御答弁申し上げます

ので、よろしくお願いいたします。 

○５番（佐々木大三郎君）  議長、済みません、

部長答弁の前に。 

○議長（新田勝見君）  いえ、答弁先行させま

す。農林畜産部長。 

   〔農林畜産部長大里政純君登壇〕 

○農林畜産部長（大里政純君）  命によりまし

て、佐々木大三郎議員の一般質問にお答えさせ

ていただきます。 

 遠野産品のブランド化と販路拡大についてで

ありますけれども、市内で生産される農産物に

ついては、大きく分けて２つのルートにより出

荷されていると認識をしております。 

 １つ目は、ＪＡ系統により市場から卸売業者

を経由いたしまして消費者に供給する出荷形態

でありまして、４市２町という広域農協のス

ケールメリットを生かしながら、本市の場合で

ありますけれども、ロットを大きくしながらブ

ランドとして販売されております。 

 ２つ目でありますけれども、ＪＡ系統外で生

産者組織で出荷をしておりますワサビやヤマメ、

菌床シイタケなどの特産品販売、また比較的少

量ながらも多品目の栽培に取り組まれている生

産者が地元を中心とする直売所で直接消費者に

販売するルート等であります。 

 これまで、大きな事業に対しましては国、県

の補助事業を使いながら、また機動的なものに

対しましては市単独のアストパワーアップ事業

等で、重点品目、ピーマン、アスパラ、ニラな

どを指しておりますが、こういったものの生産

拡大支援、グループへのモデル的な取り組みに

対する支援、販路拡大に対する支援などの事業

に活用していただきながら、現在取り組んでい

るところでございます。 

 生産者個々によりまして多様な販売ルートが

あるものの、農家支援室を中心に職員、アドバ

イザーを活用いたしまして、これまで以上に生

産現場に足を運びながら、関係機関と一体とな

って販売増につなげるよう、情報交換を密にし

ながら、農産物のブランド化や所得の向上に向

けて取り組んでまいる所存でございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  午後１時まで休憩いた

します。 

   午前11時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。 

 なお、及川副市長は奥州市出張のため欠席と

なります。 

 ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  午前中の私の質問

で、遠野産品のブランド化と販売拡大に関連し

まして、農業後継者が減り高齢化と女性化が進

み、農業の廃業に拍車がかかっているというこ

とに対しまして、市長のほうから女性化という

表現はいかがなものでしょうかという御指摘い

ただきました。確かにそのとおり、ちょっと私

の舌足らずで誤解を与えてしまったと思ってお

ります。私が言いたかったのは、今の遠野農業

で、農業だけではなかなか生活ができない状況

になってきてるんで、一家の大黒柱である男性

は外で仕事をせざるを得ないような状況になっ

ていると。したがって、農業をやめるわけにい

きませんので、残された農業はお年寄りとか奥

さんの女性でやらざるを得ないんじゃないかな

ということを申し上げたかったわけで、決して

女性の方を、奥さんの方を蔑視するような意図

はございませんでしたので、その辺誤解のない

ようにしていただきたいと思います。 

 それと、逆に、先ほど市長もおっしゃってま

したけども、やっぱりこれからの遠野の農業は

女性のパワーなくして再建、再興はないんじゃ
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ないかなというふうに考えております。現に、

それこそ、先日、夢産直かみごうの総会があり

ましたけども、もう売り上げ、お客さんの入り

込みさすごく多いんですよ。それは、女性が男

性よりも、組合員数も女性のほうが圧倒的に多

いですし、女性の力、バイタリティー、情報発

信力で少なくとも上郷産直はもってるなと私は

理解しております。そういった面からも女性の

活躍をますます期待しているところですので、

ぜひその辺、御理解していただきたいと思いま

す、ということを申し上げて、次の質問に入ら

せていただきます。 

 先ほどに関連しましてですが、ブランドの確

立や販路拡大のためには、全国的に有名な遠野

のネーミングと地域特性を有効に活用すること

と、経験とノウハウが豊富で多くの人脈の持ち

主である販売担当者の配置が望まれます。この

２つを同時に満足するには、この仕事に携わる

担当者には特命によって５年から10年スパンぐ

らいの長期間の人事配置と特権を付与するよう

なことも考慮する必要があるのではないかなと

私考えておりますが、このことに対する市長の

お考えを伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  このブランド化を進め

ながら販路を拡大し、少しでも所得を増やし活

性化を図ると。そのためには、やっぱり人だと

いうところのキーマンと言われる人材をどう配

置するかということも極めて大事なことだと思

っております。 

 仕組みを立ち上げるのは、我々行政は一つの

得意わざとして持っている。組織を立ち上げる

のも、またこれもまさに一つのノウハウとして

持っている。しかし、そこにどういう人を、少

しでも前のめりになり前に進むかっていう人を

配置する。ただ、前のめりだけじゃだめだと。

やっぱり知識もなければならない。一方におい

ては、経験もなければならないとなれば、やは

り今話したような形での人材配置ということは

やっぱり検討をしなければならない。 

 私ども、大体３年あるいは５年という中で配

置がえということをある意味においてはやって、

それでも少しでも活性化しようとしてるわけで

ありますけども、やはり長くきちんとそれをフ

ォローすることによって手応えを感じながら、

そして農家の現場の方々とまさに四つ相撲をと

るという部分の中における人員配置というか、

その職員配置というのは極めて大事だと、こう

いうように思っておりますから。今、24年度末

の定期人事異動の作業を今進めておりますけど

も、ただいまの御提言なども踏まえながら、適

正な人員配置というものについての検討は進め

てまいりたいと思っております。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  大変前向きな御回

答をいただきました。この販路拡大作為につき

まして、今お話のあった販売担当者の配置に加

えまして、市長御自身のトップセールスが大変

有効であって、必要不可欠であると、私は私自

身の今までの経験からもそのように強く感じて

いるところであります。このことに対する市長

のお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。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  トップセールスという

ことでありました。それぞれの基礎自治体の市

町村長も、文字どおり立場を踏まえながら、自

分の地域を、自分の自治体をという中で、懸命

にトップセールスを行っておるというのが一つ

の流れとしてあろうかというように思っており

ますし、やはり有効にそれが一つの販路拡大に

でもつながるということになろうかというよう

に思っておりまして、私自身も一つの事例を挙

げますと、畜産振興が非常にある、それも繁殖

だと。今度は遠野ブランドとしての肥育にも取

り組むということで、そのような仕組みにまで

持っていったわけでありますけども、この部分

についてはイトーヨーカ堂のトップにもお会い

し、あるいはエスフーズのほうの神戸のほうの

社長のほうも訪問したり、それから毎年初競り
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が行われるわけでありますけども、市長就任以

来、この初競りには一度も欠かしたことはない

という中で、購買者の皆様に遠野の畜産農家の

方々が愛情を込めて育てた牛を１万円でも２万

円でも高く買ってほしいということを直接呼び

かけたりもしておると。それからまた、キリン

ビールのとれたてホップ一番搾り、これも毎年、

ホップ農家組合の組合長とともども仕込みに毎

年参加しながら、やはりそういう売り込みをし

ておるという中にございます取り組みを行って

ますし、友好都市、菊池市であるとか、あるい

は武蔵野市であるとか、あるいは大府市のほう

にもできるだけ参加しながら、この遠野の農産

物をぜひという中における呼びかけ活動も行っ

てるということでございますので、これからも

そのような機会を積極的に確保しながら、売り

込みといったものに取り組んでまいりたいとい

うように思っております。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  なぜこのことを私

が伺ったかといいますと、前の宮崎県知事は現

国会議員の東国原氏だったわけですが、東国原

さんはタレントとしての知名度を生かして、地

元産品のブランド化と販路拡大という実績につ

いては皆さんもよくよく御存じのことと思いま

すけども、一方で、我が本田市長はアイデアマ

ンであります。マスコミの利用方法も大変上手

な方ということで市内外では有名であります。

御本人は知ってるかどうかわかりませんけども。 

 参考までに、遠野市という活字がテレビや新

聞に掲載されない日はないといってもいいほど

毎日のように、遠野はというよりは、本田市長

はというほうが正しいかもわかりませんけども、

いずれ記事になっております。これをコマーシ

ャル料金に換算しますと、恐らく年間で数千万

円単位になるのではないかなというふうに私は

思います。それほど本田市長は遠野市の知名度

アップに大きく貢献してると私は普段から思っ

ているところであります。これは遠野の大きな

ステータスであり、貴重なブランドなわけです。

ぜひこの知名度と人気を遠野産品のブランド化

に生かして販路拡大につなげていただきたいと

思います。 

 先ほどキリンビールのホップとか牛の競りの

お話もありましたけども、それはそれとして今

までどおり継続してやっていただいて、それ以

外に米とか農産品のほうにも営業力を発揮して

いただきたいと思います。 

 先進地の事例からも、独自ブランドをつくり

上げて全国に発信、販売している市町村の農業

は、例外なく自立してるという事実がございま

す。ちょっと市長はお話ししにくいかもしれま

せんけれども、この辺のことも含めて、ひとつ

市長のお考えを教え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）  ただいま佐々木議員の

ほうから、知名度だ、あるいは人気だという話

いただきましたけども、私は全くそのような考

えもありませんし、３万市民の、議員各位も含

めて、３万市民が文字どおり気持ちを一つにし

ながら、遠野を何とか活性化しようという、そ

れぞれの分野分野で取り組んでるがゆえに、私

もさまざまな形で発言する機会もある。 

 あるマスコミの方がこう言いました。いろん

な形でトップセールスというのはあると。しか

し、よく聞いてみると、その首長なら首長のパ

フォーマンスで終わってしまって実態がないと。

要するに、記事にしたくても記事に書けないと

いうことを聞いたことがあります。 

 その点、私は非常に市民の皆様にも、あるい

は議員各位にも感謝しているわけでありますけ

ども、それぞれがそれぞれの分野でやはりいろ

んな課題に真摯に立ち向かっている。それが少

しでも形になってる。形になっているがゆえに、

言うなれば映像にも撮れる、あるいは記事とし

て新聞にも書けるという内容が遠野にはあると

いうことを聞きました。私は、それが本当の姿

ではないではないのかなというように思ってお

ります。 

 そして、東国原さんの話も出ました。私も何
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度かお会いして、文字どおり超有名人ですから、

すごいもんです、あのパフォーマンスは。でも、

大変、実名を上げて、個人名を上げてパフォー

マンスって言ってしまえば、大変失礼なことに

なりますから、心して表現しなきゃならないか

というように思っておりますけども、宮崎県の

県庁の幹部の方は非常に逆に嘆いておりました。

ただただ振り回されたという話もされておりま

した。したがって、その辺のところをやっぱり

考えなければ、それからやっぱり身の丈を忘れ

てはならない。遠野としての一つの身の丈はあ

る。東国原さんのまねをしようといったって、

しょせんそれはもう無理なんです。 

 したがって、今お話があったことは私も真摯

に受けとめて、やはりお米も含めいろんな農産

物、少しでも高く買っていただく、あるいは少

しでも販路を拡大するという部分については、

私の一つの身の丈の中から、多くの関係者の皆

さんが背中を押してくれていると、その背中を

押していただいたのを受けて、やはり少しでも

自分は何か役に立つことがあればという気持ち

の中で取り組んでまいりたいと思っております

ので、ひとつ御理解いただければと思ってます。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  ４項目めの質問に

入らせていただきます。市と県、ＪＡとの同一

フロア化による連携のあり方について伺います。 

 市長は、よく三者同一フロア化による連携の

メリットについて強調しておられますので、お

わかりのことと思いますが、ＪＡ花巻さんの平

成25年度の営農事業方針の内容に関連して伺い

ます。 

 ＪＡ花巻さんの重点施策の一つに、農業所得

の増大と販売戦略ということがうたわれており

ます。これは、多様な販売戦略とブランドづく

りによってＪＡの系統販売を基幹としながら、

直接販売や加工業者等への契約販売、農商工連

携による新たな商品開発と原料生産など、生産

所得確保のための販売戦略を構築するというこ

とになっております。 

 この戦略を成功させるためには、不作付地の

解消や経営所得安定化対策、担い手と集落営農

の育成支援という裏づけが伴ってくるものと思

われます。 

 そこで伺いますが、この事業内容は市当局と

事前にすり合わせた結果によるものでしょうか、

それともＪＡの独自施策でしょうか。 

 私が思うに、これだけ重要な事業を展開し農

業者の所得確保と農業の多面的機能を維持する

には、行政などとの協力と連携が必要不可欠で

あると考えます。 

 そして、これを実践するには、真に同一フロ

ア化のメリットを最大限に生かしながら、行政

と農業委員会、ＪＡなどが一体となって農家に

エリア担当者のような方を配置して、その方を

相談窓口に据えて日常生活のよろず相談から煩

雑な経理業務のようなものまでタイムリーに対

応できるような体制確立と関係者相互の連携及

びすみ分けが肝要であると考えますが、いかが

でしょうか。市長の御所見を伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  市とそして県とＪＡの

同一フロア化、連携と。これは総合力を示す場

合においては極めて大事な一つの組織のありよ

うではないかなと思っておりまして、その点に

ついては、ただいま御提言にあったこのエリア

担当者の配置も含めてという提案も含めての御

質問であったわけでありますから、お答え申し

上げますけども。 

 まず一つは、ＪＡの花巻農業協同組合の高橋

代表組合長理事とも、その都度その都度お会い

してますし、さまざまな形で役職員との中にお

ける情報の共有、課題解決に向けた方針確認な

ども、その都度その都度行っておりますし、も

ちろん農林畜産部の担当のほうでは、それぞれ

の案件ごとにしょっちゅう打ち合わせも行って

るという中における情報共有を行ってると。 

 それから、ＪＡ花巻のほうでは、この25年度

から27年度までの３年間における営農振興計画

を策定してるわけでありますけども、それにつ
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いてのすり合わせを行い、遠野地域の重点品目

としてＪＡ花巻が取り上げているのは、ホウレ

ンソウ、ピーマン、アスパラガス、そしてニラ、

花卉、いわばリンドウを中心とした花卉といっ

たものが掲げられておりまして、これらの品目

はいずれもタフ・ビジョンの中にも明確に位置

づけておるということでありますから、すり合

わせはきちんと行いながら、さまざま施策を展

開しているということになろうかというように

思ってます。 

 エリア担当の話、これもやはり検討には値す

る一つの方法だと思います。ただ、限られたマ

ンパワーの中で、今、きょう午前中の瀧澤議員

の質問にありましたとおり、情報通信、ＩＣＴ

といったものがかなりネットワークとしてこう

なってきてるわけでありますし、一方において

は、道路も、まだまだ不十分だとは言いながら

道路整備もかなり整いつつあるとなれば、逆に、

拠点とそういった現場とのネットワークをきち

んと構築しながら、限られた専門職としてのマ

ンパワーを有効に言うなれば現場のために生か

すという方向のほうが、エリア担当を置いてそ

こに常駐させるよりも、専門性をよく持った部

分と現場とのかみ合わせをよくできるような情

報通信とか道路ネットワークだとか、あるいは

それぞれの施設を使いながらのネットワークを

構築したほうが、何かそっちのほうが得策では

ないのかなという感じもいたしておりますので。 

 ただ、いずれ現場のためには、遠野農業改良

普及所を北上に引き揚げるといったときに、猛

烈に、私は県に何度も行って、農業改良普及所

までが引き揚げられたならば遠野の農業はどう

なると。専門職員っていったって遠野市にはい

ないんだと。やっぱり現場の本当によくわかっ

てる普及員といったものを引き揚げるというこ

とには断じてこれは認めることはできないとい

う形で、サブセンターとして残してもらったと

いう経緯があるんですけども。 

 やはりそのような専門性のより高い、そうい

ったマンパワーとのネットワークといったもの

を組み立てていくと。これはエリア担当までと

なると、それこそ果たしてそれだけ人材がいる

かということにもなりますから、やはりその辺

のところはもう少し冷静に議論しながら、私は、

答えとすればネットワークを構築したい。そし

て、そこに、60歳で定年退職したならば、あと

５年から10年は地域のために今まで培ってきた

ノウハウを生かしたいという、生かしたいとい

うよりも、地域のためとなればアドバイザーと

してやっぱりその部分を活用すると、お手伝い

をしてもらうというような、そういう制度をき

ちんと仕組みとしてつくっていくというのに取

り組んでいきたいというように思います。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  今の御答弁よく理

解できました。 

 次に、５項目めの質問、人、農地にかかわる

遠野型農業の今後の進め方について伺います。 

 この人・農地プラン、別名、地域農業マス

タープランは、農林水産省が24年度からスター

トをさせた事業であります。その目的は、農業

を取り巻く状況は厳しいものがあり、課題も山

積しております。特に、農業者の高齢化や後継

者不足、耕作放棄地の増加、農業の担い手不足

など、農業が厳しい状況に直面している中で、

地域の皆さんが話し合って改善策のプランをつ

くり実行していくことによって、今抱えている

人と農地の問題を解決していこうという内容に

なっております。 

 また、先日は、安倍首相とオバマ大統領との

会談によって、米などの一定の農産品を関税撤

廃の例外としてＴＰＰへ交渉参加するというニ

ュースが報道されました。政府は、このＴＰＰ

交渉参加に向けて、農地の集約により農業経営

の効率化や農林水産物の輸出拡大を実現する政

策の具体化を急ぐ構えであるなど、外部環境と

農業政策は急変しようとしております。 

 当市においては、市長の施政方針演述にもあ

ったとおり、この地域農業マスタープランに基

づき、担い手支援や新規就農者の確保、農地の

集積を推進するとともに、タフ・ビジョンを基
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本にして農業振興を図っていくんだという力強

い表明がありました。 

 具体的な取り組みとして、昨年末に農家関係

者へこのマスタープランの説明会を開催して、

アンケート調査により農家意向を確認しようと

されております。これは遠野農業の将来形態を

見きわめる大切な調査になると思われますので、

少し具体的な内容まで立ち入って質問をさせて

いただきます。 

 まずは、今回のアンケート調査の目的や趣旨

は対象となる農家の方々全員に理解されている

でしょうか。理解されていなければ、当然アン

ケート用紙の回収率は悪くなって、農家の意向

もそのプランには十分反映されないことになる

と思います。 

 そこで、質問としてアンケート用紙の回収率

について伺います。また、回収率が悪かった場

合の今後の対応策はどのように考えておられる

か伺います。 

○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）  この人・農地プランに

かかわる遠野型農業の進め方ということで、一

応根幹となる農家の皆さんの意向はという、そ

ういう中におけるアンケートの問題が今出され

ました。これの農家の皆様のあるいは５年後あ

るいは10年後、このプランをもってどうしてい

くんだということが、一番根幹にあるのは農家

の皆様の御意向なわけでありますから、これは

ちゃんと把握していかなきゃならない。その把

握したことによってプランがどのようにつくる。

当然そうなってくるわけでありますけども。 

 実は今、御指摘がありましたとおり、この傾

向を把握することを目的にＪＡの正組合員4,22

0名を対象に実施した結果が、回収は1,250名、

回収率は約30％という低い率であったというこ

とが数字として出ております。このアンケート

の手法で意向の集約には、これはちょっとこの

30％の数字であったのでは限界があったのでは

ないのかなと。ただ、このアンケートを求める

に当たって、ただいま御指摘がありましたとお

り、じゃあ、その趣旨というものをいうところ

のマスタープラン作成支援チームを立ち上げて、

広報遠野、遠野テレビ等を通じながら周知を図

った、各集会の座談会も通じて周知を図ったと

いったものとしては一応位置づけてるわけであ

りますけども、それが果たして十分であったか

となれば、この30％の数字は十分でなかったと

いうことに、私はそう認めざるを得ないんじゃ

ないのかなと。 

 したがって、これはただ認めたから仕方がな

いじゃなくて、であれば、やはりこの一つの大

きなこれは大事なプロジェクトでありますから、

担い手農家、新規就農者、あるいは農地の出し

手、受け手、その農家を小まめに回りながらの

このアドバイザーの人材もうまく活用しながら、

やはりきめ細かくという中における対応をして

いくという基本に戻るということもまた大事じ

ゃないのかなと改めて思ってるところでござい

ますので、アンケート調査の結果はどうだった

ということに対しましては、そのような数字で

あったと。ただ、あったがゆえにそのままにし

ておくんじゃないと、やっぱりそこにはいろん

な検証をしなきゃならない、反省しなきゃなら

ないことがあるということであります。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  アンケート調査の

回収率は30％という御答弁でした。市長からも

お話がありましたけども、私も同じですけども、

この数字から判断して、農家の皆さんはこの調

査の目的と趣旨、これ十分御理解いただいてな

いと言わざるを得ません。今後の取り組み方針

につきましても、市長から御答弁ありましたけ

れども、やっぱりこれ遠野農業の将来形態、し

っかりと見定めなくちゃならない大切なアン

ケート調査なわけですので、可能な限りいろん

な手を尽くして全農家から意向を確認する必要

があるかと思います。ぜひその辺の観点に立っ

て、もう一度、済みません、繰り返して申しわ

けない、御答弁お願いします。どういったこと

をやっていただけるか。 
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○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この部分につきまして

は、やはりこの30％というもののこのアンケー

ト調査によると、今後５年をめどに農業をどう

するかという設問に対しては、現状維持が多数

を占めたという一つの傾向値を把握しておりま

す。この現状維持を希望する農家の皆さんは、

そのまま農業を継続していくんだというような

形での、そして農業振興に貢献したいと。じゃ

あ、もしも継続できなかった際は、農地を荒ら

さないためにもこのマスタープランに参画して、

そして農地の集積に協力いただきたいという中

におけるやっぱり活動というか、アプローチも

強めなければならないのかなというようなとこ

ろで、これからの一つのこのマスタープラン、

人と農地の問題を解決するために、そのような、

ただいまのような認識の中で、ひとつ取り組み

を進めていきたいというように考えております。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  このマスタープラ

ンの目的の一つに、人と農地の問題を解決する

ために、各地域単位に農地を集積することにあ

ると思いますけれども、例えば兼業農家や小規

模農家で農業に意欲のある方は、この集積には

賛同しないで現状維持を希望するという方もお

られるかと思います。 

 そうした場合に、この集積は歯抜け状態の集

積になるわけですが、この辺への対応策につい

ては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）  ただいま、その集積と

いう部分の中において、現状維持と集積という

中における御質問であったわけであります。や

はり一つは、この人・農地プランによりまして、

やはりある程度の集積するというメリットの中

から、やはりきちんとした理解をいただくよう

なアプローチをもっともっと強めていかなきゃ

ならない。 

 これは市内各地にある集落営農の部分の中に

ありましても、人と農地プランの中に取り組む

ところのいわゆる地域農業マスタープラン、人

と農地の問題という形で取り組んでる地域もあ

る。先般ある地域の総会に出席いたしました。

その総会では、パワーポイントを使い、かなり

丁寧に、なぜ集積しなければならないのか、こ

ういうメリットがある、それは具体的な数字の

中で比較すればこうなるんだと、自分も組合員

の１人として、組合員というか、構成員の１人

としてそういうメリットがあるんだなと、そう

いうことか、じゃあ、これはやっぱり協力して

やったほうがいいということをかなり懇切丁寧

に解説しながら、総会の場でいろいろ議論して

いたところに私も出席したんですけども。やは

りああいう一つのプロセスと申しますか、ああ

いうアプローチをやはり我々行政も、これは私

も行政のトップの責任者であるわけであります

けども、いわゆるもう既にそれは話をして、そ

れは説明をしている、それはこの間パンフレッ

トを配っただろうという中で、それをもって周

知というわけには、これはやはりいかないんじ

ゃないのかな。やはりああいう場で、丁寧に、

そして、そうすれば協力したほうがいいんだな、

やっぱりそのほうが我々地域にとってはいいし、

自分らもいいんだなというようなところをやは

り具体的に説明をするということを繰り返しす

るということが、やはり極めて大事じゃないの

かなというように思っているところであります。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  それでは、別な角

度から質問をさせていただきます。 

 集落内に担い手や集落営農が存在する場合は、

このプランは結構比較的スムーズにまとまって

進むでしょう。しかし、この担い手なんかがお

られない場合には、存在しない場合には、軌道

に乗るまで紆余曲折が懸念されるわけでありま

す。 

 このような場合の当局としての支援策、ある

いは対応策についてはどのようにお考えなのか、
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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）  この集落内に担い手が

存在しない地区と、これは先ほどの行政区の見

直しの中にあってもさまざまどうするんだとい

う、この問題も一つの集落というパッケージと

いうか、その単位で物を考えるということが一

つの基本としてあるわけでありますけども、私

は、この高齢化や農地の条件不利といったよう

な一つの関係も踏まえれば、やはりその中には、

現にもう担い手も存在しないではないかという

地域も出てきているということも一つの現実で

あるかというように思っております。 

 実は、水田台帳上で見ますと、204集落のう

ち、そのうち約30集落が担い手がその地域には

いないという結果も出ておりまして、他の集落

の担い手が集落を超えてカバーしているという

現実も出てきているわけであります。これは一

つの現実であります。 

 したがって、そのようなことを考えれば、こ

のマスタープランの策定エリアといったものは、

一つのマニュアルとすれば、考え方とすれば、

手順とすれば、この単位でこの単位でというの

がありますけど、御質問のとおり、担い手その

ものももう存在しなくなってるところも出てく

るとなれば、もうこの集落単位という一つの単

位じゃなくして、もう旧町村単位とするなど、

言うなれば大きなくくりというか、大きな単位

でもって、そこでもって取り組むというような

集落を超えての集積が、今後やはり進まざるを

得ないのかなというような部分も一つあるとい

う中で、今の担い手不足の問題もその中でうま

く。 

 実は、これは話がちょっと違うかもしれませ

んけど、この間、たばこ耕作の共進会がありま

した。そうしたところ、やはりたばこは大きく

廃作でもって、かなりたばこをやめた方がある

わけです。その中で、綾織・光興寺ブロックと

いうのがありまして、えって言ったらば、もう

こうしていずれ超えてやらざるを得ないんです

と、たばこ耕作の総代が。 

 そういったものも現に出てきてますから、そ

れがそうだからこっちもそうだということでの

話じゃないんですけども、やはり集落といった

ものの中で物を考えるんじゃなくて、もう少し

大きなくくりの中でも物を考え、そこに担い手

という人材をきちんと据えるというところで初

めてプランというものがきちんと組み立てられ

るんじゃないのかなということを念頭に置いた

作業も進めてみたいというように思っておりま

す。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  次に、青年就農の

促進策について伺います。 

 先日、岩手日報紙に朗報が掲載されておりま

した。その内容は、遠野市内の農家の家族経営

協定調印式が行われて、29家族が新たに協定を

結ばれた。これで遠野市内で協定調印数は202

組になって、県内だけではなくて、東北でも第

１位になったという記事でありました。 

 このことは、遠野農業の振興はもとより、若

い方の地元定着や農業問題の改善等々の面から

も期待できる大変すばらしい内容であったと思

います。この事業を推進してこられた農業委員

会はじめ関係者の方々には感謝と敬意を表する

次第であります。本当にありがとうございます。 

 さて、この若い人たちの地元定着によって少

子高齢化や遠野農業の衰退などの課題を徐々に

解決することが期待されるわけですが、これを

さらに加速させるには、地域農業マスタープラ

ンの中にある青年就農給付金として年間150万

円が給付されるという制度をうまく活用すべき

と考えます。 

 市内の農家には、年老いた両親だけが残され、

子どもたちは県外で仕事をしている家族もおり

ます。その中には、地元遠野に雇用の機会があ

ればぜひ帰郷したいというＵターン希望者やＩ

ターン希望者もおられるかもしれません。 

 このような若者が農業に参入できる絶好の機

会を見逃すことのないように、このプラン内容
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の周知徹底と体制づくりが重要であると考えま

すが、今の取り組み状況はどのようになってい

るのかについて伺います。 

○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）  ただいまの質問は、こ

の遠野の農業の底力といったものをしっかりし

たものにするという部分、あるいは若い人たち

が農業といったものにおける地元定着も含めて、

家族が一緒に住めるような環境といったものを

どうつくっていくかということは、これは福祉

のニーズに対する、あるいは医療費の抑制に対

するといったさまざまな、少子高齢化を迎え人

口減少社会における一定のというよりも、かな

りのこの課題にも一つの答えを見出すことがで

きるという取り組みの一つじゃないかなと認識

してるわけであります。 

 したがって、先ほど佐々木議員の質問の中に、

このようにありますが、徐々に解決することが

期待される方策だと。それからもう一つは、そ

れをさらに加速させることもできる方策ではな

いだろうかというような認識の中での御質問で

あったわけでありますけども。まさに徐々に解

決し、さらに加速するという一つの経過をとる

ためにも、このＵターン希望者や営農、農業参

入といったものについて、さまざまな形でその

手だてを講じていくということは、やはり取り

組まなきゃならない大きな課題だと思ってます。 

 そういった中に、御質問にありましたとおり、

家族協定のお話がありました。農業委員会のこ

の取り組みに感謝をすると、敬意を表するとい

う話があったわけでありますけども。私も市長

の立場で、この家族協定の締結式に臨ませてい

ただきました。やはりそこにはおじいさんがい

て、若い22歳だか23歳のお孫さんがいるんです。

そして、おじいちゃんがやってきたものを孫と

して自分も家の農業をきちんと守っていくんだ

と。だから、きょう協定式に参加しましたとい

う姿があるわけであります。 

 したがいまして、そういったようなものをき

ちんと言うなれば家族協定を結んでいる方々を

まさにそれこそさりげなく後押しするというか、

いうところの行政としてもきちんとその喚起を

しながら、頑張ってほしいといったことをエー

ルを送るというようなものも、やはり農業振興

においては極めて大事なことで、そのためには、

このお話にありました、何ていいますか、若者

の地元定着のための年間150万円ほどの青年就

農給付金、これはやはり少しずつ、まず３年、

あるいは４年、５年と頑張ってほしいという部

分を、例えばこれは青年就農給付金であります

から、夫婦で取り組むということになれば、あ

る程度の生活の場はある程度確保できるわけで

す。その分、思い切って挑戦できるということ

になるわけでありますから、このようなものの

積み上げの中から、今言ったような雇用の場と

して、そして農業を支える。そして一方におい

ては、地域の活性化を図る大きな環境づくりの

一つなんだという視点の中で、この問題にはや

はり積極的に取り組んでいきたいというように

思ってるところであります。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  御答弁いただきま

したが、この青年就農給付金、既にこれ取り組

んで、募集といいますか、遠野にいますけれど

も、今現在で、何組といったらいいんですか、

何人といったらいんですか──の方がここに申

し込みがあって、既に給付されてるか。もし数

字でおわかりになりましたら、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）  今、この例えば青年就

農給付金について、現在何件でどうなのかとい

うことであります。具体的な数字は、今手元に

は持ち合わせておりません。ただ、非常に人気

があったと、申し出があったということは報告

は受けておりますけども、その予算枠を全額使

うところまでいったかとなると、そこまでいか

なかったという報告もありますので、この具体

的な数字等につきましては、この後開かれます

予算等審査特別委員会等でもちまして、具体的
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に、決算というか、予算の計上状況とのあれを

しますので、そちらの議論のほうで御確認いた

だければということを申し上げまして、答弁と

させていただきます。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  確かに、今市長お

っしゃるとおり、今年度の予算残っておりまし

たので、目標値にはかなり届かなかったのかな

ということで御質問させていただきました。 

 いずれ私はこのことについてお話をしたかっ

たのは、この給付金を適用される方は、もちろ

ん遠野で今現在就農されてる方も対象になるで

しょうから、その辺の方もそうでしょうが、そ

れ以上にやってほしかったのは、よその地域に

住んでる方、先ほども話しましたけども、Ｕ

ターン、Ｉターン者を対象とした新規就農者の

数を増やすような取り組みをしていただきたい

ということのお願いだったんです。そのために

はやはり周知徹底。外からでもいいんですとい

うことをしてほしい。しっかりした周知徹底を

してほしい。 

 やり方とすれば、やっぱり農業委員さん、農

業委員会のメンバーの方々は地元事情をしっか

りとわかっていますし、あるいは、私、先ほど

話しましたけども、地域の担当員です。エリア

担当者、この辺の方の配置も前向きに考えるべ

きだと考えます。もちろん、エリア担当の配置

だからといって現地に常駐するということでは

なくて、１カ所に何人かをプールで配置してお

いて、その方は、例えば上郷担当とか、附馬牛

担当とか、そういった意味の配置の仕方を意味

してますので、その辺は誤解ないようにしてい

ただいて、御答弁をお願いします。 

○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）  この青年就農給付金受

給者150万円と、これは夫婦であれば225万円と

いう数字になるわけでありますから、極めて生

活を一つの安定した中で取り組むという部分に

おいては、Ｉターン、Ｕターンも含めて、それ

の新規就農のといったものの方々にもアプロー

チしながら対応するということは、これは当然

の一つの取り組みのあれだと思いますので、こ

ういった今までであると、いずれ頑張ってみて

くれという中における応援するあれなわけであ

りますから、これは遠野としても必要な一つの

事業じゃないかなと思ってますので、予算の十

分な確保と、そしてまたそれに加えて、ただそ

れだけじゃない、やはりプランをしっかりとし

たものとして位置づけるというところがなけれ

ばだめだというように思っておりますので、や

はり25年度の重点的な取り組みの一つとしてこ

れを位置づけて取り組んでまいりたいと。 

 それから、そのエリア担当の部分については、

反論するわけではありませんけども、やはりこ

こはきちんと検証してやらなきゃならないかと

思うんです。やはりこれからの農業もかなり専

門性が問われてくるわけでありまして、専門的

な知識のある。それを附馬牛、土淵担当だとな

ると、よくありがちな、そっちはちゃんといる

だろうと、俺は違うそっちは、俺の担当はこっ

ちだと、そっちはそっちの担当がいるだろうと

いうような意識の壁、組織の壁、それに伴う制

度の壁といったものが、やっぱり我が遠野にも

それぞれのところにないわけじゃないんです。

しかし、その組織の壁も制度の壁も、いうとこ

ろの意識の壁というものを取っ払った中でやっ

ていかなければ、これからのこの農業のみなら

ず、何でもそうでございますけども、課題解決

に、徐々に解決どころか、さらに加速どころか、

停滞してしまうということになるわけでありま

す。それはうちの担当じゃないということにな

りかねない。しかし、その組織の壁も、制度の

壁も、意識の壁も、まだなかなか取っ払わない

ところにまたエリア担当という、そのエリアと

いうか、壁をつくってしまったのでは、総合力

の発揮にならないんじゃないのかなということ

をちょっと私なりにそういう捉え方もしており

ますので、しかし今のことを100％否定するん

じゃなくして、やはり一つの望ましい組織はど

うあればいいのかということを議論を深めてい
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きたいということで、くどいようでございます

けども、答弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  市長から、今、大

変前向きで積極的な姿勢の御答弁いただきまし

た。大変心強いです。衰退する遠野農業の復活

に向けて、やっぱりさらなる知恵出しと現場レ

ベルでの各施策の実践、これをぜひやっていた

だくことをお願いしまして、私の一般質問を終

わります。 

○議長（新田勝見君）  次に進みます。１番萩

野幸弘君。 

   〔１番萩野幸弘君登壇〕 

○１番（萩野幸弘君）  ただいまから通告に従

い一般質問をさせていただきますが、私、申し

おくれましたが、緑風会の萩野幸弘でございま

す。 

 まず、質問に入ります前に、きょうの午前中

の同僚議員の一般質問の中で、冒頭に、東日本

大震災で被災された皆様へのお悔やみ、または

お見舞いの言葉が述べられました。私も全く同

感でありますので、その意をまずお示ししたい

と思っております。 

 私の今回の質問、さきの２名の質問は一問一

答ということでしたが、私は一括質問方式によ

りまして市長に対し大項目で３点、教育長に対

し大項目１点につきまして、テーマ別に当市の

状況や今後の取り組み方針など、できる限り具

体的な内容やお考えを伺いたいと思っておりま

す。一問一答方式と違いまして質問が長くなる

と思いますけれども、その分わかりやすく、め

り張りをつけるというのも心がけながら質問を

させていただきます。 

 それでは、早速質問に移ります。 

 まずは大項目１点目、人口減少社会における

まちづくりについて伺います。 

 現在の日本は少子高齢化社会と言われていま

す。若者の未婚や晩婚による出生率の低下、医

療の発達などによる高齢化により、若年層は減

り、高齢層は増加しております。当市の状況を

見ますと、人口は年々減少の一途をたどってお

ります。具体的な統計数値を見ますと、平成17

年10月１日に旧遠野市と旧宮守村が合併した時

点での人口３万2,476人でした。それに対し、

ことし２月１日現在の人口は２万9,755人。つ

まり、７年余りで2,721人減少しており、１年

当たりの減少数は388.7人、仮にこのペースで

今後も減少したとすれば、約77年後には人口が

底をついてしまうことになります。これは、あ

くまで統計の一部を抜粋した単純計算でありま

すので、少々乱暴な試算かもしれません。しか

し、人口減少対策を考える上では、決して目を

背けてはいけない数値でもあると思います。 

 ３年ほど前、私は機会があって北海道の夕張

市を訪ねたことがございます。 

 皆様御周知のとおり、夕張市は今から６年前

の平成19年３月に全国唯一の財政再建団体とな

りました。 

 地域の再生と財政の再建に向け一生懸命取り

組んでいるまちの様子をこの目で確かめたいと

いう思いでの訪問でしたが、市内に入ると荒廃

した建物が散在し、すれ違う市民もまばらな中、

夕張メロン直売所など一部観光施設だけが一定

のにぎわいを有していました。かつては石狩炭

田の中心地として11万人を超える人口を数えた

夕張市も、ことし１月末現在では１万187人と、

かつての10分の１以下にまで人口が落ち込んで

います。 

 現市長の鈴木直道氏は、以前東京都庁の職員

として夕張市に派遣され、その後都庁を退職し、

一昨年４月の選挙で夕張市長となった方です。

そのためか現在も東京都と自治体連携をしてお

り、職員派遣や各種事業で交流を深めているほ

か、財政運用の効率化を目指しコンパクトシテ

ィー構想を掲げるなどさまざまな努力を重ねて

いますが、今週14日の木曜日で32歳の誕生日を

迎える若い市長のエネルギーをもってしても、

まちを再生させることはそう簡単なことではな

いと言えそうです。 

 そこで、最初の質問をいたします。 

 本市の人口が年々減少している実態を踏まえ
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た現状分析及び改善対策の内容についてお伺い

いたしますとともに、今後の人口推移の見通し

や、それを踏まえ、どのようなまちづくりを進

めようとしているのかについてお尋ねをいたし

ます。 

 人口減少に歯どめをかけるためには、市内で

増やすとか市外流出を抑えるといった対策が一

般的に考えられると思います。その点において

は、これまでも市独自の補助金や奨励金制度の

創設など、当局がさまざまな努力を重ねてきて

おりますことは承知をしております。しかしな

がら、そのような努力を重ねてきたにもかかわ

らず、本市の人口は総じて減少の一途をたどっ

ているのが実情です。 

 したがいまして、既存の政策だけでなく、さ

らに新たなカンフル剤的政策を積極的に講じる

必要があるのではないかと私は思います。例え

ば、市外から転入者を積極的に迎え入れること

も一つの手ではないかと思います。 

 その際、理想的には本市で結婚、あるいは子

をたくさん産み育てていただきたいと、そう願

い、意味を込めれば、若者に狙いを絞るのもい

いのではないかなと思っております。 

 実はこの例えには具体的成功例がありまして、

ここで紹介したいと思います。 

 それは、５年間で230人もの新規若者定住者

を迎え入れた島根県海士町の事例であります。

これは以前テレビでも放映されましたが、御存

じない方がいらっしゃるかもしれませんので、

念のために御説明をいたします。 

 海士町は、松江から日本海を北へ約60キロ沖

にある隠岐諸島の中ノ島全体を町域としており、

東京から飛行機、バス、フェリーを乗り継いで

約６時間半、人口約2,400人、高齢化率39％の

典型的な過疎の町です。 

 そんな海士町に都会から数多くのＩターン、

しかも大企業経験者や難関大学を卒業するなど、

世間一般に言う勝ち組と言われる若者が多く集

まっているというのであります。 

 これは、町が少子高齢化で生産年齢人口が減

少し、加えて公共投資の急激な縮小、地方交付

税の大幅な減額による財政危機で基金残高が

年々減少するという深刻な状況に陥ったことが

きっかけでした。 

 町長はこの窮地を打開するべく率先して陣頭

指揮をとり、さまざまな対策を講じました。そ

の中の一つとして全国の若者に起業を募り──

起こす業です──起業を募り、資金面や土地確

保などで行政がバックアップしたことが成果に

つながったとのことです。 

 ここで私が感じた成功のキーワードは大きく

分けて２つあると思います。 

 まず１つ目、これは町長の圧倒的なリーダー

シップです。 

 町長が「隗より始めよ」を実践、みずからの

給与を50％削減しました。すると他の職員もこ

ぞってみずから志願し、例えば課長級の場合は

30％など大幅な給与削減を断行したのです。そ

の結果、給与水準は全国最低レベルとなってし

まいましたが、違いはここからです。給与削減

で得た資金を元手に特産物のブランド化、最新

技術の導入など産業創出の取り組みを始めたの

です。加えて、総務省の地域ＩＣＴ、本市でも

取り組んでおりますが、このＩＣＴ利活用モデ

ル構築事業にも積極的に取り組み、ＩＴ、いわ

ゆる情報技術による都心との情報交換も積極的

に行ったとのことです。 

 つまり、収入が少ないから支出も控えるとい

う消極的な姿勢ではなく、支出を抑えてひねり

出した資金を元手にさまざまなインフラを整備

し、全国に向け積極的に発信したことが功を奏

したというわけです。 

 そして、２つ目は、移住してくる若者が高学

歴とか大企業経験者といったエリートであり、

本人の基本的能力が高かったことが上げられる

と思います。といいますのも、幾ら行政が起業

希望者をバックアップしたとしても、朝から晩

まで面倒を見ているわけにもいきませんし、起

業すること自体、並外れた経営能力や決断力を

備えているなど、いわゆる本人の資質が高くな

ければ、なかなか成功は難しい。無理だとは言

いませんが、厳しいと思うからです。 
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 さらに、これら若者の移住は、地域の高校教

育にも一石を投じることとなりました。 

 ある大企業で人材育成を担当していた若者が、

地元教育委員会の依頼で中学校の出前講師に招

かれた際、地元に１校しかない県立高校が存続

の危機であることを相談され、廃校になれば子

どもや家族が流出し、町の存亡にかかわるとい

う地元住民の熱意に心を打たれ、翌年会社をや

めて島に移住し、高校魅力化プロデューサーに

就任したのです。そして、守りの存続ではなく、

攻めの「魅力化」をキーワードに、生徒が「行

きたい」、親が「行かせたい」、地域も「必要

だ」、そう思える「魅力ある学校づくり」を目

指し、本土に負けない教育体制を整え、進学率

向上に取り組んだとのことです。 

 その結果、努力が実を結び、学力が向上し有

名大学への合格者も増加。そうすると、その話

題が今度は島の外に知れわたって、今では全国

各地から──この離島の高校です──この高校

に入りたいという生徒が殺到しているとのこと

です。 

 私は、このような事例を知り、転入した若者

たちは単なる田舎暮らしがしたいというのでは

なく、自分がやりたいことを実現するためとい

う目的意識を持っていることが大きな特徴であ

ると感じました。ですから、起業後はみずから

の責任で積極的な会社経営をしていますし、類

は友を呼ぶとでも申しましょうか、同じ志や能

力を持つ若者が共感し、次々と転入したことで

人口が増加していったのだと思います。 

 本市も震災以降、ボランティアや調査などで

たくさんの学生をはじめとする若者が訪れる機

会が増えていますが、その中には今述べたよう

な目的意識や高い志を持った若者も多数おられ

るかもしれません。ぜひそういった若者が本市

で起業、定住していただければ、人口減少に歯

どめをかけるきっかけになるかもしれないので

はと期待感も膨らみます。 

 そもそもこのようなたくさんの転入者を迎え

入れる政策の御提案、私にとってこれが初めて

ではございません。以前の一般質問でも、例え

ば市外から転入してくる若年労働者向け住宅の

建設を何度となく訴えてまいりましたが、当局

からはその都度前向きな御答弁をいただきつつ

も、いまだ具体的な政策の実現には至っていな

いというのが実情です。 

 それを踏まえて、次の質問ですが、ただいま

述べた成功事例も踏まえて、若者の転入者増加

を目指す政策を速急に進めるべきと御提言をさ

せていただきたいのですが、これに対し、どの

ようなお考えをお持ちか、お尋ねをいたします。 

 ＩターンやＪターンだけでなく、本来はＵ

ターンがふえることが私にとっての理想形です

けれども、最終的にはまちの活性化というのが

共通の目的ですので、そのことも踏まえて御答

弁いただければ幸いに存じます。 

 次に、大項目２点目、既存企業及び店舗など

に対する支援対策について伺います。 

 他の自治体の例に漏れず、本市も新規企業誘

致に対し手厚い補助制度が用意されております。

その内容はともかくも、一般論的には企業誘致

が重要な産業政策なのは言うまでもございませ

ん。それは私も同感でございます。 

 しかしながら、先ほどのＩターン起業希望者

支援もそうですけれども、来てくれた後は自分

たちでやってくださいだけでは、過去の事例か

らも継続性に疑問符がつくのではないかなと私

は思います。 

 いわゆる誘致した先からどんどん逃げるよう

では意味がありません。新規を集めながらも同

時進行で既存の継続支援策も考えるべきではな

いかなと思っております。 

 その意味では、地元で誕生した企業や店舗な

どに対する支援策に関しても、正直ちょっと手

薄なのではないかなと私は思っております。 

 既に市内で操業している企業や店舗などは、

これまでも多くの市民の雇用を生み出したり、

納税などでもたくさん市に貢献してきたと思い

ます。その中には、誘致ではなくて、地元でみ

ずから起業して、行政支援の恩恵も受けないで

自力営業しているところも多数おありではない

かなと思います。そこで働く社員の多くも市民
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であり納税者であろうと思います。市民の職場

環境改善や市の方針に沿った企業改善を行う、

そういった企業、店舗が何らかの行政支援を受

けても私はいいのではないかなと。それは総体

的な費用対効果の面からも決して無駄ではない

んじゃないかなと思います。 

 そこで質問ですが、既存の工場や店舗などに

対し、現状において何らかの支援制度を設けて

いますでしょうか。もし設けている場合、その

制度周知や内容に不備がないか。もし設けてい

ない場合は、新設するお考えはないかについて

お尋ねいたします。 

 誘致であれ地元発祥であれ、どちらも本市の

経済を支える大事な存在であることに変わりは

なく、今後も引き続き地元に根差し、さまざま

な地域貢献をしていただけるように、行政とし

てしっかりとサポートすることは非常に重要な

ことだと思います。まさに継続は力なりではな

いでしょうか。 

 それでは、次の質問に移ります。 

 大項目３点目、復興道路整備を見据えたまち

づくり対策について伺います。 

 震災以降、本市の取り巻く環境は大きく変わ

ろうとしております。復興道路としての東北横

断自動車釜石秋田線も現在遠野インターの開通

に向け順調に工事が進んでおりますが、さらに

そこから上郷の遠野住田インターまで約10キロ

区間の用地買収も現在着々と進行しており、全

通までの期間も当初の10年が７年、これは公式

か非公式かわかりませんが、７年に短縮といっ

た話まで飛び交うほど、いわゆる急ピッチで工

事が進行しております。 

 加えて、一般国道340号立丸峠トンネルの整

備も決定し、５年後の平成30年度完成を目指し、

こちらもまた急ピッチで作業が進められていま

す。 

 これら東西南北に広がる道路が完成した暁に

は、本市における人や物の流れも大きく変わっ

てくるものと推測されます。それが本市にとっ

て全ていい意味で変わってくれればありがたい

のですが、いわゆるストロー現象や通過都市と

なり結果的にまちが衰退してしまうのであれば、

ゆゆしき問題です。 

 実際、鱒沢の釜石自動車道宮守インターが開

通して以降は、国道283号線及び107号線の車の

流れが極端に変化しました。これにより地元経

済にも多大な影響を与えることは想像にかたく

ありません。 

 今後、工事が予定されている遠野インターか

ら遠野住田インターのルートもほとんどが市街

地から離れた山間部を通っており、遠野の市街

地に入る車の量は、何らかの目的がない限り、

確実に減ると考えるのが一般的ではないかなと

思います。 

 また、市民の皆さんも地域経済を支える意味

では、普段から地元で買い物をしてほしいもの

ですが、道路網の整備で近隣の大都市との行き

来が今よりもさらに容易になれば、これまで以

上に市外に流出する人が増加し、ますます地元

経済に打撃が及ぶことにはならないでしょうか。

今は逆に沿岸部の方々が買い物と給油などを兼

ねて多数本市を訪れていただいているとのお話

をよく耳にしますが、今後、沿岸の復興が進み、

商圏などの再構築が進めば、現在の状況が引き

続き保たれる保証は私はないと思います。 

 また、交流人口の拡大についても、昨今は主

に復興関連による人の行き来は目立ちますが、

震災以前のような平常時の状態に戻ったとすれ

ば、過去の実績に照らし合わせても、季節的な

変動が大きいために、経済効果も限定的になる

かもと予想されます。 

 もちろん、これらの不安の予想が杞憂に終わ

ってくれれば、それにこしたことはございませ

ん。冒頭の質問の中でも申し上げましたとおり、

積極的な攻めの姿勢が大事であり、復興道路な

どの交通インフラを最大限に活用したまちづく

りを進めることが重要なのは言うまでもないこ

とです。 

 その意味では、綾織の風の丘や、小友、上郷

の産直施設をいかにして復興道路と結びつける

かについて、現在、市で検討を重ねておられま

すが、私は通行車両がその施設に立ち寄るだけ



－ 53 － 

でなく、さらに市街地に入っていただける仕掛

けを考える必要があると思います。しかも、そ

れをまとめ上げるための時間は、さきに申し上

げました工事の進捗状況を勘案すれば、時間は

あるようで実はないと言えるのではないでしょ

うか。 

 そこで、質問をいたします。 

 復興道路など新しい道路網の整備を見据え、

人や物の流れの変化に対応したまちづくり対策

を早急に進めるべきと思いますが、これに対し

本市としてはどのようなお考えをお持ちか、お

尋ねいたします。 

 次に、大項目、最後ですが、４点目、教師の

体罰問題について質問いたします。 

 昨年９月の一般質問で、私はいじめ問題にお

ける当市の実情について質問をさせていただき

ましたが、現在、全国的に問題となっておりま

すのは、女子柔道日本代表の監督やある学校教

師における体罰問題であることは皆様御周知の

とおりであります。 

 学校教育法第11条には、校長、教員は教育上、

必要があると認めるときは、文部科学大臣の定

めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒

を与えることができる。ただし、体罰を与える

ことはできないと規定されており、体罰を明確

に禁じております。 

 この点について思い返せば、私が小中学校の

ころ、児童生徒が悪いことをした場合、先生が

生徒に手を挙げるような行為は、実は特に珍し

いことではなかったと記憶しています。 

 実際、恥ずかしながら私も小学校のころ、授

業中に脇見をしていて先生に頭をたたかれたこ

とがあります。しかも素手ではなくて、黒板で

使う大きな木製の三角定規で目から火花が出る

くらいの勢いで脳天を一撃されました。この事

実は、さきの学校教育法第11条に照らせば明ら

かな法律違反ですが、当時、実際のところ、私

自身、自分がよそ見を反省することはあっても

先生を恨むことはありませんでしたし、まして

それが学校内で問題視されたということもなか

ったと思います。 

 また、昔の青春ドラマでは教師が生徒と取っ

組み合いをしたり、たたく、殴るといったシー

ンが頻繁に見られました。最終的には先生と生

徒は泣いて抱き合ったり、夕日を見つめたりし

て、めでたしとなるのがパターンでしたが、そ

の時代はそれがある意味理想の教育として捉え

られ、たたく、殴るも愛のむち的に美化されて、

体罰として認識されていなかったかもしれませ

ん。 

 だからといって私は体罰を容認しているわけ

ではありません。ですが、反面、今後体罰を気

にし過ぎて教師と生徒の距離が離れ、心の通い

合いが希薄になってしまうのではないかという

不安があるというのが事実であります。 

 このような経緯を踏まえて質問いたします。 

 教師の体罰に対し、当市における実態把握は

されているのでしょうか。されている場合はそ

の内容を、されていない場合は今後の調査予定

の有無についてお尋ねいたします。 

 そもそも体罰が問題視された経緯は、行き過

ぎた体罰により生徒が自殺したことを受けての

ことでした。この体罰の定義を調べると、肉体

的苦痛を与えるような懲戒とあります。この言

葉尻だけで判断すれば、肉体的苦痛を与えなけ

れば体罰とは言わないということになります。

そうすると、体罰の禁止が厳格化されれば、今

度は生徒に指導と称して肉体的苦痛ではなく、

別の苦痛を与えてしまうという心配はないでし

ょうか。 

 そこで、質問ですけれども、体罰のような肉

体に対する直接的苦痛以外にも、例えば言葉の

暴力とか無視をするなどの精神的な苦痛を与え

るケースも起こり得ると思いますが、その点の

想定や実態把握がされているのか、お尋ねをい

たします。加えて、防止策や具体的な指導要領

が確立されているかについても御確認をいたし

ます。 

 最近のニュースでも、生徒間のトラブルでは

ありますが、いわゆる言葉の暴力を苦に女子中

学生が電車に飛び込み自殺するという痛ましい

事件も報道されております。 
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 言葉の暴力や無視は、ある意味体罰よりもつ

らい仕打ちとなり、児童生徒の心身に深刻なダ

メージを与える危険性があるのではないかと私

は思います。 

 また、仮に体罰の定義が拡大解釈された場合、

極端な例として体に触れること自体が苦痛に結

びつくと解され、先生方が激励の意味で例えば

頑張れよと児童生徒の方をポンと軽くたたくよ

うな行為でさえ、できなくなってしまうかもし

れません。 

 そんなことがあるはずがないとは実は言い切

れないのです。 

 私は、体罰問題について具体的事案などを調

べていた際、偶然一つの実例を見つけました。 

 とある学校で卒業式を控えた生徒たちがあえ

て叱られるような髪型や服装で登校し、先生に

対し挑発的な言動をとるようになっていったと

いいます。先生がその服装や態度を諭しますと、

生徒は笑いながら「傷ついた。死んでやる。お

まえら証人だぞ」と周りの生徒をあおったとい

うのです。この先生は「教員だからこれに耐え

ろというのですか」と苦しい思いをぶちまけて

います。また、別な教員からは「先生にも自殺

者が出そう」と訴えています。 

 いかがでしょうか。これでは先生方が児童生

徒に接する上で日常的にストレスを感じかねま

せん。 

 真面目な先生ほど追い込まれている現状もあ

るとの指摘がなされていることからも、体罰禁

止の厳格化により先生方が萎縮し、児童生徒の

指導教育に悪影響を与えるおそれがあるほか、

結果として風紀が乱れ学校が荒廃してしまうと

いうような事態を招いては、本末転倒であると

私は危惧しております。 

 そこで質問ですが、体罰禁止を意識する余り、

教師が委縮してしまうことでの教育的、指導的

な悪影響が懸念されないか。 

 また、児童生徒に対しても、先生から指導を

受ける立場としての心構えを改めて教育する機

会を設ける必要があると思いますが、その点は

どのようにお考えでしょうか。 

 先ほどのといいますか、今の実例について、

遠野の子どもたちに限ってそんなことは起こり

得ない、私も信じておりますし、そうだと思い

ます。ですが、備えあれば憂いなしということ

でもあることから、あえて質問をさせていただ

いた次第です。 

 ４月からは本市の中学校は３校に統合され、

新たな歴史と伝統が生まれようとしています。

子どもたちが元気で健やかに育ち、未来の遠野

市を支えてくれるような人材に育っていただく

ために、私たち大人がこの体罰問題と真っ向か

ら向き合うことはもちろんのこと、今後もさま

ざまな問題と直面した際はいち早く対応してい

かなければならないと強く思う次第であります。 

 以上で、私の質問を終わります。御答弁よろ

しくお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後２時14分 休憩   

────────────────── 

   午後２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。 

 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  萩野幸弘議員の一般質

問にお答えいたします。 

 一括質問ということで、きょう午前中から続

いておりました一問一答とはまた別に一括とい

う中における質問を承りました。項目とすれば、

私のほうにはそれぞれ３項目という中における

大項目で３項目という御質問を承りました。人

口減少社会における市政課題への取り組み、さ

らには既存企業や店舗等への支援対策、復興道

路が加速するという中におけるそれを見据えた

まちづくりという中における御質問の中で、そ

れぞれ御提案も含めての御質問と承ったところ

であります。 

 その中にございまして、この既存企業のさま

ざまな支援策ということにつきましては、これ

は御質問の中にありましたとおり、前向きな答

弁をしてたではないかと、どうなってんだとい
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うこともありましたので、これについては具体

的に答弁したほうがよろしいかというように思

っておりますので、担当部長の産業振興部長の

ほうからこれについては御答弁申し上げますの

で、ひとつ御了解をいただきたいと思っており

ます。 

 さて、この人口減少時代における市政課題と

いう中における中の島根県海士町の例を夕張の

例とともに紹介もあったわけであります。こう

いった先進事例といったものについては、私ど

ももいろんな形で学ばなきゃならない。それは、

まねるということじゃなくして、その中に課題

解決に向けての取り組み姿勢というものについ

て、やっぱり学ぶものは学ぶという形でやって

いかなきゃならないんじゃないのかなと、私は

いつもそのように思ってるわけであります。 

 友好都市の西米良村、本当にあの山合いの中

でどうしてここで皆さん生活してるんだろうな

と。黒木村長から怒られそうでございますけど

も。そのような中でも人口が減ってないんです。

で、学ぶべき点がいっぱいあると。 

 その中において、海士町というところも私は

町長さんをよく知っております。今の安倍総理

が前の総理だったときと言えばちょっと言い方

が複雑になりますけども、前の総理だったとき

に、地域の活性化で取り組んでいる事例発表を

しろということでのお呼びがかかりました。そ

の中で私の隣に海士町の町長さんがおったわけ

でありまして、ただいま萩野議員からいろいろ

聞いたことは私も町長さんから、あるいはその

総理官邸という場におきまして、直接、町長さ

んのまちづくりに対する意気込み、姿勢といっ

たものを聞かせていただいたことがあります。

もちろん、その中で遠野市も、負けずに遠野市

も頑張っているということを発表したというこ

とも当然でありますけども。そのような中で、

本当に頑張っているなと。人口が何せ2,400人

です。離島であります。東京から飛行機、バス

を乗り継いでも６時間、７時間という中にある

わけでありますから、高齢化率は、御質問にあ

りましたとおり、39％、もう40％でありますか

ら大変なところなわけであります。しかし、そ

の中で、まさに総合力の中でまちづくりを進め

てるという、まさに我々も学ばなきゃならない

事例がそこにもあるということなわけでありま

すから、そういった中でこの人口減少問題にお

いても、やはり取り組んでいかなきゃならない

ということには改めて覚悟しておるということ

にもなろうかというように思っております。 

 この人口減少といったものを捉えたときに、

一つの数字があります。もちろん、きょうの午

前中の佐々木議員との中における農業振興、こ

れなどもどうするんだと、人口減少に歯どめを

かけなきゃならないっていう部分があるんだけ

れども、どうするんだという問題がその中には

横たわっているということになるわけでありま

すから、Ｉターン、Ｕターン、新規就農者、若

者の就農も含めて、そして、一つの活性化を図

っていこうじゃないかという中における認識の

中から、農業っていったものをベースにしなが

らの御質問であったいうように思っております

し、安心・安全っていうことになれば、情報通

信のこういうところのネットワークを構築する

ことによって、光通信も含めて、さまざまな今

のこのツールとしての情報通信をふんだんに使

い世界と結びつく、日本どころか世界と結びつ

くとこが遠野なんだよということになれば、遠

野に住んでみようか、移り住んでみようかって

いうことになるってことになるわけであります

から、皆さんのそれぞれの各議員の質問性は、

質問がみんなそれぞれ共通しているものがある

んじゃないのかなと、それだけ大きな課題であ

るということにもなろうかというように思って

おります。 

 その中で、この人口問題を考えるときに、合

計特殊出生率という一つの言葉があるわけであ

りまして、これは15歳から59歳までの間に１人

の女性が生む子どもさんの数をもって合計特殊

出生率と。もともと複雑に転移すれば、さまざ

まなものがきちっと位置づけられてなんなんで

すけど、国際比較したり、さまざまな人口動態

なり、人口シミュレーションするときには、こ
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の合計特殊出生率という言葉が、ある意味では

きわめて大きな数字として位置づけられるわけ

でありまして、この中で、私はまだまだ遠野は

頑張れるんではないのかなという数字をこの中

に見出しているわけであります。 

 13市の中におきましては、遠野のこの合計特

殊出生率は、22年度で数字言いますと1.82であ

ります。13市の中で一番高い数値を示している

のが遠野であるわけで、それだけ子どもさんを

持つ夫婦が多いというか、そのような一つの数

字としてもあるんじゃないかなというように思

っておりまして、ちなみに県内ではどこかとな

ると葛巻町、岩泉町、あるいは田野畑村という

ところが、あの2.18だとか2.71だとかっていう

数字を持っておるという一つのことであります

から、遠野のこの大体は、この18年合併してか

ら18年以降、ずっとこう追ってきますと、ここ

にちょっと数字がありますけれども、18年度が

1.89、19年度が1.84、20年度が1.86、21年度が

1.87、22年度が1.82という、そういう数字にな

っていますから、言えるところの大体は、約２

人近い数字をこのように持っておるということ

になるわけであります。 

 その中におきましては、それはそれとしての

数字のもて遊びしちゃだめだぞとお叱り受ける

かもしれませんけども、大体、実数はどうなの

かというと、これは御指摘のとおり、かなり厳

しい数字に上がっておると。合併時から比べて、

この現象が続いておるというのも現実でありま

す。そして、この18年３月末におきましては、

３万2,072人おった人口が、これが24年３月に

２万9,774人ということになってますから、実

数にしますと2,298人減ったという数字になっ

てるわけであります。これは、まさに現実であ

ります。 

 この、冒頭に合計特殊出生率の話をいたしま

したけれども、全体で生まれるお子さんの数と

いうのが、まさにこれも微減傾向にあると。実

は、平成19年度は237人のお子さんが遠野で生

まれたという一つの数字は持っているわけであ

りますけれども、24年度は182人となりました。

いうところの、このかなりの数、子どもさん生

まれる数が減っておると。人口そのものも減っ

てますから、これも一つの出生数といったもの

もそのように減ってくるということになるわけ

であります。 

 これは、私はよく言いますけども、もちろん、

さまざまな形で産業構造はどうなってんだ、だ

から、地域の活性化のため交流人口はどのよう

に図ってんだと。今は、今続けるということも

ありました。それ、どう手立てを講じているん

だということで、一定の歯どめをかけるという

ことは可能なわけでありますけども、もう一つ

の厳しい数字として、死亡者数、高齢者社会で

ありますから、死亡者数が400人近くなってる。

じゃ、転入転出といった転出に対する転入は、

となれば、100人出れば100人しか入ってこない、

転勤なども、これから３月末、転勤あるわけで

あります。そして、高校生がもう卒業式を２つ

とも終わりましたけども、希望を持って進学、

あるいは専門学校、あるいは就職ということで

出ていくわけでありますから、足し算、引き算

の世界で、こうした数字が、人口が減っていく

という構造になっておるということであります。 

 見通しという部分も、これもすごく行政の立

場として、市の課題解決する立場として、見通

しを持つということも大事なわけであります。

これは、いろんな手法で持って、人口見通しっ

ていうのがシミュレーションすると。2025年問

題、2030年問題、2013年ですから、あと十二、

三年すると2025年問題が大きく出てくると。団

塊の世代が、一気に後期高齢者世代に入ってい

くということになるわけでありますから、超、

超高齢化社会にもなるというのも、そして、ま

た一方においては、日本の人口も１億2,000万

から、9,000万、8,000万台になるということが、

もう予想されているわけであります。 

 そういったようなことをベースにして、遠野

のちょっと見通しに置きかえますと、平成27年

ですから、あと３年ですね。あと３年、国立社

会保障人口問題研究所の推計によりますと、統

計によりますと、あと３年たちますと遠野の人
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口が２万7,533人と、そういったあらすじが一

応示されておりますし、先ほど言いました2025

年問題ということになると、この平成32年、今、

平成25年でありますから、あと10年ぐらいはあ

るわけでありますけども、そうしますと、この

時点では２万5,428人になるのではないかとい

うことが示されてるわけであります。 

 そうしますと、この合併時の年度末の人口、

先ほど申し上げました、それと比較しますと数

字的には極めて厳しい数字で4,500人の人口が

減るということも見通しとしては示されている

わけであります。 

 そういった中で先ほど、冒頭、この合計特殊

出生率の話をしました。この合計特殊出生率っ

ていうこの数字が2.08ということになれば、人

口減少に歯どめがかかるということもさまざま

な形で、これも検証されているわけです。2.08

なわけであります。遠野が、先ほど申し上げま

したとおり、1.82であれば、2.08も手の届くと

ころにあるんではないかと。だから、わらすっ

こ条例なんだと、そして子育てなんだという中

において、そして一方においては、ただいまい

ろいろ御質問ありましたとおり、まちづくりの

中に子育てっていったものをきちんと政策の柱

にしながら、わらすっこ条例をつくる、それに

伴うわらすっこ支援プランを立てる、それを一

つ一つ具体化していく、わらすっこ、この子ど

も総合支援センター、こういったようなものも

少子化対策の一環として、子育て支援センター

なども立ち上げたっていうのは、やはり何とか

それに歯どめをかけて、合計特殊出生率という

ことはもう、とにかく遠野は子育てしやすい環

境なんだと。だから、子どもを1人じゃなく２

人持とうじゃないかといったような環境もまた

つくると。 

 しかし、一方においては、その環境ばかりつ

くっても働く場所がなければ家族を養えないと

いうことがあるわけでありますから、やはりこ

の企業誘致を図り、雇用のほうを図り、農業を

活性化し、そして既存企業ももちろんでありま

すけど、誘致企業だけじゃないと、既存企業に

もきちんとそれなりの手だてを講じながら、雇

用の場をそこに図っていくと。そして、もう一

方においては、やはり少子高齢化という流れが

避けて通れないんであれば、交流人口をふやそ

うという中におきまして、駅前再開発であると

か、とおの物語の館であるとか、さまざまなも

のを手だてしながら、したがってこの議会でも

御議論いただくわけでありますけども、千葉家

の住宅の公有化も単なる文化財として後世に残

さなきゃならない、もちろんそれが第一であり

ます。非常に大きな宝なわけであります。 

 しかし、一方においては交流人口としての観

光支援としてもそこ位置づけて、どんどん観光、

例えば交流人口、観光振興図ろうじゃないかっ

ていう中における一つの背景もあっての公有化

ということに踏み切ったというのも、そういう

位置づけであると。いずれ、新規就農者もふや

す、で・くらす遠野っていったような方々のあ

れもふやしていくと、もう1,000人を超えまし

たからね、そういった方々もふやしていくと。 

 なお、こので・くらす遠野を通じて移住、定

住した人口でありますけども、これも私は海士

町の例ではないんですけど、遠野としても、か

すかなというよりも、かなりの手応えとしてあ

るんじゃないかと。なんと、42世帯88人を定住

に持ち込んだという実績もあるわけであります

から、今度海士町の町長さんと会ったときは、

私もまた胸を張って、遠野も頑張ってるぞとい

う話をしてみたいというようにも思っていると

ころでもあります。 

 やはり、そういった意味でおいて、お互いい

いところを切磋琢磨しながら、学びながら、そ

の地域の特性に合った、地域の特徴に合った、

やはりこうして見ますと、離島というところの

地域はしたたかですね、本当にしたたかですよ。

本当に、台風が来たらば、10日から20日、もう

物も来ないし、人も来ないと。とにかく、黙っ

ているしかないんだといっても、それを県や国

のせいにするということもなくて、堂々とやっ

ぱり生きているという姿、海士町などにもそれ

が見えるっていうことは、私どももあのしたた
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かさを学ばなきゃならないかと改めて思ってい

るところであります。 

 それから、その転入者をふやす分については、

今までの質問の中でもお答えしたとおりであり

ますけども、これはやっぱり大事なことだと思

います。したがって、このいろいろ具体的に政

策ということになれば、やはりどうしても住み

やすい、あるいはこの間こういうことがあった

んです、メールが入ったんです私のとこに。市

内の若い方でした、20代の。テレビの人気番組

のことを、実は、私、そのテレビの人気番組申

し訳ないですけどよく知らなかったんです。た

だ、そういうセリフを書いてありまして、こう

いうものを誘致しながら、遠野をどんどん発信

すれば、若い人たちがもっと来るんじゃないか

というような形の提案ありまして、そして、そ

の系列テレビ会社を通じて打診しながら、遠野

にもそういう若者向けの、そういった人気番組

を誘致するというようなのも、私は一つの方策

じゃないのかななんて思ったりもしておりまし

て、担当のほうでは、早速それを、もう手がけ

ておるという話も聞いたもんでございますから

安心したんですけども、若い方々もそのような

形で期待もしてるし、何かこのままではだめだ

と、遠野もっといろんなところにチャレンジし

てかなきゃだめだという気持ちの若い方々がい

っぱいおりますから、やっぱりその方々のニー

ズを的確に引き出しながら、それにタイミング

を失しないような形で、我々ができることを可

能な限り対応していくと。そのためには、やっ

ぱり安心して住めるという部分におきましては、

転入してくる若者向けの、例えば住宅政策など

も、やっぱり何かきちんと位置づけてもいいん

じゃないのかなというように思っておりまして、

ある誘致企業の方には、企業の福利厚生事業と、

それから行政のこの人口減少に歯どめをかけた

いと、あるいは増加したいと、あるいは子ども

なども産んでもらいたいというか、産み育てて

もらいたいというような環境づくりのために住

宅政策なんか、何かできないだろうかとコラボ

ができないだろうかというような話も、今、行

っているようなところでございますので、一つ

よろしくお願い申し上げたいわけでありますし、

萩野議員からもどんどん提案をして、またいた

だきたい。そして、また若い方々の、そういっ

たその意欲のある、遠野を愛して、それで遠野

に誇りを持ち自信を持っている若い方々がたく

さんいらっしゃいますから、その方々の意見な

り、要望なり、さまざまなあれをどんどん引き

出していただきたいっていうこともまた答弁を

通じてでありますけども、お願いを申し上げた

いというように思っている次第であります。 

 既存企業に対する手だてについては、先ほど

申し上げましたとおり、産業振興部長のほうか

らお答えいたします。 

 それから、この復興道路、これは所信表明で

も申し上げました。それから、さまざまな形で、

本当に道路の整備の加速をしてきております、

多分、遠野インターまでは。この間国交省にお

邪魔したときには、もう少し前倒しになるんじ

ゃないかなと。それから、立丸も平成30年とい

うことを言ってますけども、やはりこれもでき

れば前倒しになるんじゃないかな。土淵バイパ

スの全通も、これも前倒しに行くんじゃないか

というような中にありますから、やっぱり御指

摘のありましたとおり、そのときの、まさにス

トローとしての道路の中で、引き寄せる道路と

して位置づけるためには、まちづくりに対する

さまざまな手だてを、言うなれば、加速をして

いかなきゃならないということは、ある意味で

は当然なことだというように思っております。 

 ここの中におきましては、まちづくり、合併

後のまちづくりの中に、観光振興、交流人口の

拡大、定住促進、地場産業のこの振興、さらに

は企業誘致、遠野ブランドの確立、遠野広域経

済圏といったものをいろいろあれしながら、可

能な限り縦糸、横糸で取り組んできているとい

う一つのことはおわかりだというように思って

おります。 

 駅前再開発も20年ぶりにああいう形になりま

した。中心市街地もさまざまな形で、形が見え

てきておりますし、点在する観光資源もいろん
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な形でのこの整備も整ってきております。まさ

に、古くて新しいものが光輝くっていう一つの

コンセプトが、いいようなまちづくりの中に生

かされて、それが徐々に、それこそ形になって

見えてきているんで、これを、先ほどの佐々木

議員とのやり取りじゃありませんけども、徐々

に進んでおりますから、これを今度は加速させ

ていかなきゃならないという取り組みになって

きているんではないかなというように思ってお

ります。 

 あすもあ遠野、旅の蔵遠野、あるいは昔話村

改めとおの物語の館、さらには伊藤家、赤羽根

蔵、それから、遠野文化研究センター、そして

また、一方においては、千葉家、あるいは水光

園の芸能館も、この友好市町村から、さまざま

義援金もいただいたということもありましたけ

れども、見事に、それこそセミナーハウスのよ

うなものとしての実現することができましたし、

先般の大出のふるさと早池峰学校では、素人演

芸会が大盛況で、議長の飛び込み、飛び入りの

あれが大変な大好評だったということも、私は

今朝ほど報告を受けましたので、そのような形

がどんどん市民の皆さんの力によって、そうす

ると、おのずと、言うなれば遠野に行って楽し

もうかとか、遠野に行って、さまざまあれしよ

うかとか、町家のひな祭りも大変だったわけで

ありますから、これを、やはり加速させていく

ということが、これからの大事な取り組みじゃ

ないかなと思っております。 

 ただ、もう一つ、これが、ある意味じゃ当た

り前ということになっていますけど、これ質問

にはなかったわけでありますけど、道路整備に

伴った場合においては、この宮守町のｍｍ１付

近が交通量が激減、激減って言ってても激減じ

ゃなくて２割ぐらいだっていう説もありますし、

いや国交省は４割だって言ってんですよね。国

交省の数字のほうが、私はいいんじゃないかな

と、正しいんじゃないかなと思っていますけれ

ども、いずれ間違いなく減ってきてると。 

 したがって、このｍｍ１含め、宮守総合支所

も含め、そのＳＬという一つの何にもかえがた

いような、一つのプロジェクトとうまく呼応し

ながら、やはり交流人口の拡大を図り、そこで

活性化を目指すという取り組みは、やはり強め

ていかなきゃならない。そのために、１月15日

付で組織を立ち上げたということでありますの

で、市民の皆様の一人ひとりのお力、そしてま

た議員各位のいろんな形での提案、あるいはい

ろんな議論の中から限られた財源でありますか

ら、それを知恵と工夫の中で少しでも毎日それ

を形にする。形にすれば、見えてくれば、それ

でもって活性化につながるような道路が遠野に

人を呼び込む、一つの大きなネットワークにも

なってくると。幾らネットワークをつくっても、

魅力がなければ来ませんよ、魅力がなければ来

ません。やはり遠野には、私は本当に自信を持

って市民の皆様に感謝しなきゃならないかとい

うように思っておりますけども、本当にいろん

な随所でそういう取り組みをしていただいおり

ます。その皆様の一人ひとりの力をあれすれば、

私は、今言ったとおり、まちづくりっていった

ものにハード、ソフトがうまくかみ合うまちづ

くりがそこに一つ一つが形になって表れてくる

んじゃないかなというように思ってるところで

ございますので、よろしく申し上げまして答弁

とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  鈴木産業振興部長。 

   〔産業振興部長兼ＳＬ停車場プロジェク

ト推進室長鈴木惣喜君登壇〕 

○産業振興部長兼ＳＬ停車場プロジェクト推進

室長（鈴木惣喜君）  命によりまして、既存企

業や店舗等の支援対策について答弁させていた

だきます。 

 新規企業誘致支援と同様、既存企業や店舗等

への支援制度の必要ではとのことでありますが、

萩野議員御指摘のように、新規企業誘致の際は、

さまざまな支援制度があるが、その後の支援制

度が少ないのではと、そのような御意見も企業

等からいただいております。 

 これまで、既存企業については、工場増設時

の支援、新規学卒者採用奨励金、若年者勤続勤

務奨励金などの奨励金を交付、あるいはリーマ
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ンショック時には、雇用の場を守るため、国が

８割補助している雇用調整助成金に、市独自で

１割のかさ上げ補助をするなどの支援策を講じ

ております。しかしながら、それらの支援策が

十分なフォローになっているというふうには認

識してございません。 

 市内店舗や商店街への支援については、商工

会と連携しながら、経営支援や商業活動につい

て相談を受け、経営基盤の強化に取り組んでお

ります。また、中小企業の振興及び育成を図る

ため、市内事業者へ事業資金融資制度により設

備資金、運転資金等に貸し付けを行っておりま

す。企業のニーズも変化しており、今後市の支

援策についても適宜見直しを行い、柔軟に対応

する必要があると認識しております。 

 現在、新規支援策を講じるため、市内企業を

訪問し、御意見・要望を伺っているところでご

ざいます。企業からは、若者向けのアパート家

賃補助、福利厚生施設の整備に係る支援などと

いった具体的な、さまざまな御意見もいただい

ております。若者の就労支援は、人口の流出減

少や転入者の増加に直接つながるものであり、

消費・支出により市内経済の活性化にもつなが

り、市にとっても企業にとっても有効な手段と

考えております。 

 こうした考えから、今後市内企業の福利厚生

事業と連携しながら一例を挙げますが、若手社

員向けに住宅用地を格安で提供する、あるいは

転入するアパート利用者に対して家賃補助とい

ったようなことも、これから検討を進めてまい

りたいというふうに思います。 

 以上、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）  萩野議員からの質問

にお答えをいたします。 

 まず、教師の体罰問題についての本市の現状

と対策についてであります。県において、平成

23年度以前の過去５年間、ですから19年から23

年、体罰による教職員の懲戒処分の件数は14件

となっております。うち10件は、部活動指導中

に発生したものと発表されております。 

 本市においては、この、今申し上げた14件に

該当する事案はないという実態にあります。ま

た、新聞報道等で報じられているとおり、現在、

市内全ての小中学校の教員一人ひとりに対して、

管理職が面談による体罰禁止の指導及び体罰の

有無について個別に確認しておりますし、児童

生徒及び保護者に対しては質問紙を使用し記名

法により、その実態を把握しているところでご

ざいます。 

 そもそも体罰は、萩野議員御指摘のとおり、

学校教育法11条で明確に禁止されている行為で

ありますし、指導方法の一つ、厳しい指導の一

環というような言葉で正当化されるものではな

く、いかなる場合においても、教職員が教育的

指導の名のもとに体罰を行うことは絶対にあっ

てはならないと認識しております。 

 本市においては、教職員がとるべき行動のあ

り方として、岩手県が作成するコンプライアン

スマニュアルを毎年各学校に配布しており、各

学校は月１回のコンプライアンスの取り組み及

びコンプライアンスの研修会を、原則全教員が

参加をして実施をしております。 

 次に、教師による言葉の暴力や無視など、体

罰以外のケースに対する対応についてでありま

すが、市内全ての小中学校は児童生徒を対象に、

いじめに関するアンケートを毎年実施しており、

児童生徒が精神的苦痛を受けていないかどうか

を把握し、その事案があった際には、校長が

リーダーシップを発揮し、適切に対応している

ところであります。また、教育委員会では、毎

年全ての小中学校の児童生徒の保護者を対象に

いじめに対するアンケートを実施し、実態の把

握に努め、学校を支援・指導しております。今

後も、その取り組みを継続し、児童生徒の健や

かな成長を図っていく所存であります。 

 最後に、体罰に係る今後の教育的・指導的悪

影響の懸念と対策についてでありますが、議員

御指摘のとおり、教師と児童生徒の心の距離が

離れ、信頼関係が希薄になると教師の指導が児

童生徒に響かなくなることが懸念されるところ
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であります。教師の日々の指導において最も大

切なことは、児童生徒との信頼関係を構築する

ことであります。信頼関係を構築する過程にお

いて、児童生徒の教師に対する安心感、尊敬の

念が生まれ、教師の指導を自然に受け入れる心

情が醸成されるものであると考えております。 

 教育委員会としては、コンプライアンスマニ

ュアルにおいて教職員の行動、指針を示し、そ

の指針に基づき、教師や学校が暴力、いじめ等

の事案に対して毅然と対応し、また、よい行い

に対しては、心から認めることができるよう支

援・指導してまいります。 

○議長（新田勝見君）  １番萩野幸弘君。 

   〔１番萩野幸弘君登壇〕 

○１番（萩野幸弘君）  ただいま、御答弁をい

ただきまして、私、少し、少しといいますか、

希望を持ったのは、やはり具体的な数値として、

いわゆる合計特殊出生率2.08で、いわゆる人口

減少に歯どめがかかるということで、今、遠野

市は、本市は1.8何がしの、本当に手の届く数

値であるということが、そういう情報がこの機

会を持って、市民全体に共有化されたのではな

いかなという、本当に目標を持つという意味で

は、非常にやりがいっていうか希望を持てる数

値だなと思っております。 

 そういう意味では、本当に、市長も答弁の中

で申しておりましたが、この人口減少問題とい

うのは、非常に複合的な問題を抱えております。

各市の産業とか、いろんな福祉とか、そういっ

たものが全て結びついてくるという意味では、

当局の皆様方の部署間の連携というのも非常に

大事だなと思いますので、ぜひ、そういったと

ころのきちっと、「ほうれんそう」ですね、報

告、連絡、相談を密にしながら、前に向かって

進んでいただければありがたいなと思います。 

 そこで、人口減少についてはそういうことな

んですけれども、復興道路のところでネット

ワークをつくっても魅力がなければ来ないと市

長もおっしゃっておられました。これも、その

とおりだと思います。いずれにしても、その横

の連携をとる中で、ぜひ、一つこれ、私のまた

提案みたいなことで申しわけないんですが、こ

れについての市長の御見解をお伺いしたいと思

います。 

 さっきの質問の中でも、女性のやっぱりパ

ワーっていうか活躍が期待されていると、私も

そのとおりだと思います。例えば、交流人口の

拡大を目指しては、町屋のひなまつりとか、あ

らゆる面で、交流人口の面でも女性の方々のす

ごい活躍というのが目に見えているんですが、

私、今一つ、ちょっと心配なのは、先ほどから

若者、若者と言っていますけども、地元の、例

えば商店、あるいは農家の担い手、若者の団体、

例えばですけれども、具体例を挙げていいのか、

商工会の青年部とかの、ＪＡの青年部とか、そ

ういった方々、あるいはＪＣといった任意団体、

任意団体っていいますか、そういう方々、いわ

ゆるそういう青年層の活躍っていうのをもうち

ょっとこうバックアップっていいますか、てこ

入れをしていただきながら、まちづくり、例え

ばＳＬなんかもそうなんですが、昔は、やっぱ

り銀河鉄道のＳＬ事業で、当局にも先輩おられ

ますけれども、青年活動に身銭を切って参加を

され、一般市民といいますか、民間と一緒にな

って活躍された当局の幹部の方がおりますけれ

ども、やっぱり、そういうのの再現っていうの

を、一つＳＬを例に捉えてはあれなんですが、

こういうのも考えてみたらいかがかなと思うん

ですが、市長には、その辺どのようにお考えか

御見解をお聞かせ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）  萩野幸弘議員の再質問

にお答えいたします。 

 女性パワー、まさにそのとおりだと、その分

で町屋のひなまつりはじめ、本当にある随所で、

交流人口の拡大のグリーン・ツーリズムってい

って、民泊っていっても、やっぱり女性の方々

の活躍がその中にあって可能になっているわけ

でありまして、いろんな面での底力を示してい

る、この女性パワーをこの地域活性化には大き

く寄与していると。その中で、商店、農家も含
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めて、一つの例として商工会、青年部、ＪＡ青

年部、あるいはＪＣと青年会議所といった、昔

はそういった方々もいろいろ身銭を切って頑張

ったじゃないかと、それを再現させるべきだと、

これはもう全くそのとおりでありまして、こう

いった方々の参画なくしては、魅力のあるまち

づくりというのはできません。 

 私、何年前、３年になりますか、「遠野物

語」発刊100周年のときに、ジンギスカンロー

ド等をやったわけです。あそこの駅前から追手

先っていうよりもあそこの一日市の中心まで道

路を完全に歩行者天国にし、大変長いあれで、

あれはみんな若い方々発案して、若い方々がそ

の中で、そして余りにも多くの人が来て、もう

パニック状態になったという一つの事例があっ

たわけでありますけども、パニック状態になっ

てもやり遂げたんだという中で、あれは、まさ

に行政と若い方々の完全なコラボだったわけで

あります。全く若いＪＣを中心とする若い方々、

商工会青年部とか、ＪＡ青年部の方々に丸投げ

しておったんでは、それこそもてなしどころか

パニック状態になったんじゃないのかなと。そ

れぐらい大変な賑わいだったわけですから、そ

こを行政の中で組織としてきちんとタッグを組

んだっていう中で事業が成功したと。今でも10

0周年のときのジンギスカンに参加した方々か

ら「いや、すごいね」という話をされるわけで

あり、そういった、ついこの間もそういった体

験をしているわけでありますから、これをいい

意味での自信としながら、やはり青年部の方々、

若い方々、積極的にさまざまなまちづくり、地

域づくりに参画するというような形で私自身も

積極的に呼びかけてまいりたいと思っておりま

すので、これは萩野議員のみならず議員各位に

もそれらの方々の参加を促すような一つの呼び

かけ、また、ひとつ一緒になってやろうじゃな

いかという声かけ、そしてまた、何かやるとき

には、ぜひ、言うなれば一緒にやろうという中

における対応を、答弁ではありますけどお願い

を申し上げたいというように思っている次第で

あります。 

○議長（新田勝見君）  １番萩野幸弘君。 

   〔１番萩野幸弘君登壇〕 

○１番（萩野幸弘君）  わかりました。ぜひ、

有言実行といいますか、また前向きな御答弁を

いただきましたので、今度こそ具体的な実績が

上げられるように、私も陰ひなたになって一緒

に立ち向かっていきたいなと思います。 

 ちょっと、先ほどの再質問の中で、ちょっと

漏れておりました件、一点、最後ですのでちょ

っと確認をさせていただきたいと思います。 

 教育長にですけれども、２番目の質問の言葉

の暴力云々のところで、ちょっと私の質問の仕

方がちょっと曖昧だったせいか、子どもたちの、

いわゆる無視とか暴力というふうに、ちょっと

私、答弁として聞き間違いかもしれませんが、

そう承ったものですから、私とすれば、先生方

が、やっぱり体罰防止を遵守しなきゃいけない

という思いで、今度は、いわゆる手を後ろに回

して言葉でそれが過激になるとか、あるいは言

ってもだめだから、もう生徒に対して指導の中

で無視をするとか、もちろんそういうことはな

いとは思うんですが、そうなることも考えられ

るという意味で、ちょっと質問をさせていただ

きました。 

 これは、当然、そういうことはないように努

めるということが答弁だと思うんですけれども、

教育長として、その辺に対する現場の教師の皆

さんに対する思いといいますか、そういったも

のを今後に向けて、指導に対してはこうあって

ほしいという思いを伝えていただきたいなと思

いまして、その辺を質問させていただきます。

よろしくお願いします。 

○議長（新田勝見君）  藤澤教育長。 

   〔教育長藤澤俊明君登壇〕 

○教育長（藤澤俊明君）  確かに、体罰問題は、

今、全国的、それから一円はいじめ問題、すご

く大きく取り上げられております。 

 しかし、法律上、禁止されていることであり

ますので、今の状況はこうであったからこうだ

と、こういうひるむような教員ではいけないと

思います。自信を持って子どもの前に立ってほ
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しいというふうに思います。 

 もし、ケースとしてそういう事案が起きた場

合は、早急に両者の話を聞きながら正常化を図

っていきたいと考えております。 

○１番（萩野幸弘君）  以上で、私の質問を終

わらせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後３時06分 休憩   

────────────────── 

   午後３時17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）  新興会所属の瀧本孝一

です。 

 お疲れのところではありますが、通告にのっ

とり今回も一般質問をさせていただきます。通

告をしている３つのテーマのうち、市長に対し

ては２つの項目を、教育長には１つの項目を、

多少の前置きを述べさせていただいた後、一括

方式にて質問を行います。 

 ことしの冬は寒さが厳しく、北海道や日本海

側の地域をはじめとして、青森県の酸ヶ湯や県

内の豪雪地帯である西和賀町など各地で降雪量

の更新と、高齢化や単身世帯の増加による地域

の衰退で除雪、排雪の負担や危険に加え、雪国

の厳しい冬の苦労や生活実態が連日ニュースと

なり、おとといからきのうにかけて、北海道で

は猛吹雪により８人の痛ましい犠牲者まで出ま

した。 

 弥生３月の声を聞いても残雪は例年になく多

く、春はもう少し先という昨今ですが、あと１

週間で、あの忌まわしい東日本大震災・津波か

ら２巡り目、お亡くなりになられた方や御家族

の皆様には３回忌のつらい日がやってきます。 

 想像を絶する地震・津波と、想定もしない原

発事故の意味や重さを改めて考え、無念にも尊

い命を落とされた皆様や、いまだ御家族のもと

に帰ることのできない御霊に深い哀悼の念をさ

さげますとともに、今なお厳しい避難生活を続

けられている被災者の皆様にお見舞いを申し上

げ、一日も早く、そして少しでも元の生活に近

づくことができるよう心からお祈りをいたしま

す。私たちは３.11という日を決して風化させ

てはならないと思うとともに、強い日本や経済

復興と騒ぐのもいいですが、政治や国会が真に

国民の幸福を願うのならば、大多数を占める弱

い国民の目線に立ち、もっときめ細かに被災者、

被災地に寄り添った国を挙げての復興が進むこ

とを、ただひたすら願うものであります。 

 それでは、最初の項目の質問に入ります。少

子化対策や若者定住対策として、結婚をしたり、

出産して子どもを持った夫婦などに対し、お祝

い金や商品券などをはじめとして、例えば10年、

20年など周年記念などのサプライズビッグプレ

ゼントや、あるいは市営住宅の長期減免など、

考えられることはまだいろいろあるような気が

しますが、全国に誇れる、また、岩手県内でも

遠野市の制度にはかなわないと言われるような

現行の制度の範疇を大きく超えた若い世代へイ

ンパクトのある結婚や出産のお祝い支援制度創

設の必要について、市長の見解を伺うものであ

ります。 

 今定例会初日に行われた市長の施政方針演述

の中でも触れられていましたが、自治体経営を

取り巻く環境や財政状況が厳しさを増す中で、

来年度の当初予算は「託された責任を未来につ

なぐ」との触れ込みで、前年度に比較してマイ

ナス3.9％の181億2,300万円で編成され、プラ

イマリーバランスの改善などを目指し、堅実な

緊縮型予算として構成されていることが、さき

の議員全員協議会の場などで説明されました。 

 それを、総合計画の５つの大綱に沿い、25の

廃止事業や新規27事業を含め、計461事業の中

で執行していくことになると思われますが、こ

の質問については施政方針演述の、３．大綱別

における主要政策（大綱２）の「健やかに人が

輝くまちづくり」に大きく関連し、その中で市

長は、少子化対策、子育て支援としては好評で

ある従来の誕生記念写真立ての贈呈に加え、さ

らに保護者の経済的負担軽減を図るため、一時
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保育や病児等保育室「わらっぺホーム」の利用

券にも使えるわらすっこ誕生応援券を送ります

との取り組みを話され、それらに関する来年度

予算には、新規のわらすっこ誕生応援事業費と

して約330万円が計上されていることは承知を

しています。 

 この写真立ての贈呈55万円と誕生応援券の21

0万円の支援は可としても、金額が多いか少な

いかは別にして、当市の出産から子育てのさま

ざまな面での支援や施策は、子育て総合支援セ

ンターの設置をはじめとして、わらすっこ条例、

ネットゆりかごやわらっぺホームの存在、また、

保育所、幼稚園から中学生医療補助に至るまで

の各種支援制度など、私は他に誇れるすばらし

い取り組みであると敬意を表するものでありま

す。 

 しかしながら、この出産・子育てにつながる

前の段階の、この世の中で出会った一人の男性

と一人の女性が赤い糸で結ばれ、めでたく結婚

に至っても、当市としてのお祝い制度はないと

聞きます。合併前の宮守村時代には、結婚を成

立させた農業委員や仲人さんに対する報奨金の

ような制度もあったと記憶していますが、昨今

は、媒酌をする仲人のいる結婚式はほとんどな

いと言っても過言でありませんが、少子化が加

速する中、結婚したカップルをお祝いする制度

がないのは、非常に寂しい気がするのは私だけ

でしょうか。 

 このような中で、来年度の結婚や出会いに関

する予算を見る限り、例年と同じく５款労働費

の中の労政振興費の若者定住環境創出事業とし

て、結婚相談所業務委託料と出会い創出事業業

務委託料で計68万1,000円、同じく出会い創出

事業補助金の40万円の合計108万円ほどの予算

しか見当たりません。市内の全ての結婚カップ

ルをお祝いし、出産、定住に結びつけようとす

るならば、正直なところ、この金額程度では効

果は薄いと言わざるを得ません。 

 今の若い人たちは、特に中小民間企業で働く

多くの人は、正規社員は少なく、非正規就労、

派遣、臨時、アルバイト、パートなど、公務員

と違い不安定な雇用形態で雇われ、給料も、結

婚をして子どもを持ち、家族を養っていくには

厳しい金額のために結婚できない人が多いと言

われています。それが、非婚、単身高齢化、少

子化につながり、人口減少に拍車を加えている

とも言われていることに、内部留保をため込ん

でいる経営者や社会全体が気づいて次世代を担

う若者に還元しなければ、人口増につながらな

いと思われます。 

 このようなことを鑑み、運命的出会いから新

しい家族関係を築いていく結婚と、そして出産

という崇高な新しい生命の誕生を、これまでの

事業の充実を図っていくことはもちろんのこと、

市を挙げて大胆に祝福し、支援するお祝い制度

を創設することにより、結婚するカップルの増

加や出生数の増加で少子化の食いとめと若者定

住へつなげる必要があると思われますが、いか

がでしょうか。 

 人口減少問題については、先ほどの同僚議員

もさまざまな各市の事例を取り上げて質問され

ていましたが、そこで、私はこのような時代で

あるからこそ、この現実にいかにして歯どめを

かけるか、と言えば多少大げさかもしれません

が、その一つの方策として、出会いのチャンス

をつかみ結婚したカップルや子どもが誕生した

夫婦に、誤解のないように申し添えますが、決

して現金などをやればよいということではあり

ませんが、これまでの当市のお祝い制度の範疇

を大きく超えた、現金や商品券であるならば数

十万円単位の、あるいは結婚後10年とか20年目

の節目に、あえりあ遠野や近隣の温泉地の最上

級の部屋への宿泊プレゼントとか、さらには、

市営住宅家賃の一定期間の減免や格安提供など、

全国や県内に誇れる少子化対策や若者定住につ

ながるお祝い制度の創設を強く求めるものであ

ります。 

 遠野市における合併した平成17年から平成24

年の８年間における結婚した組数と生まれた子

どもの数を調べてみたところ、前の質問者の市

長答弁と若干違う数字かもしれませんが、この

間結婚した数で多かった年は平成18年の134組、
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同じく出生数は同年の241人、反対に少なかっ

たのは、結婚が平成21年の99組の２桁台、出生

数では平成23年の177人ということであり、ち

なみに確定ではありませんが、昨年では114組

が結婚し、188人が生まれ、この８年間の平均

では、結婚が114組、出生数は200人という数字

に表れています。そして、亡くなる方は出生者

数の1.5倍から２倍ぐらいの数字であると推測

され、市外への就職など、社会的要因による現

象も加わり、出生数を大きく上回る数値で人口

が減り続けている現実がありますが、この数字

や実態を当局はどのように捉えているのでしょ

うか。 

 年間約110組の結婚と出生200人に大きなお祝

いをして当市の人口減の抑制につながるのであ

るならば、費用対効果はどうかなどと言ってい

る場合ではなく、役所が得意とする横並びの意

識や前例踏襲の事例をかなぐり捨て、厳しい財

政状況の中ではありますが、相応の予算を張り

つけて、他に誇れる制度をぜひ組み立てていた

だきたいと重ねてお願いするものであります。

子育て総合支援センターばかりに任せるのでは

なく、経営企画部あたりが中心となって本気で

取り組み、多方面から検討してみる必要がある

のではないでしょうか。 

 次に、２つ目の項目の質問に移ります。 

 昭和48年から昨年の秋まで、実に40年近くに

わたって、盛岡市の岩手県営運動公園の交通公

園に展示保存されていたＪＲ東日本の蒸気機関

車Ｃ５８２３９号が、現在大宮の車両基地で解

体整備、復元作業が進められ、早ければ本年12

月にも釜石線などを中心に土・日・祝日の運行

が計画されているとのことであります。 

 このＪＲ東日本の観光と震災復興支援と取り

組みに、当市では本年１月にＳＬ運行にかかわ

る地域振興策を総合的に展開するため、ＳＬ停

車場プロジェクト推進本部を立ち上げ、推進室

を設置し、室長と専任担当及び７名の兼任課長

の９名体制ということで、その取り組みに対す

る力の入れ具合がひしひしと伝わってきます。

関係機関とともに官民一体となったプロジェク

トの推進を図るとして、取り組みの目的や、主

な取り組み事項などの概要発表が行われ、要綱

も定められました。それらを踏まえ、先日の市

長の施政方針演述の主要施策の（大綱３）活力

を総意で築くまちづくりの中でも触れられてい

ましたが、遠野駅前から市民センターまでの

ハード、ソフト両面による再整備や、宮守町の

めがね橋周辺の活性化を図る旨の方針が示され

ました。 

 私も、郷愁とロマンをかき立てられるＳＬフ

ァンの１人でありますが、蒸気をまき散らし、

黒煙を噴き上げて力強く走る雄姿に感銘という

か、ほれぼれさせられます。特にも急勾配や鉄

橋の上などを走る姿には、速さだけを追求した

電車とは違った独特の雰囲気があり、復活した

その雄姿を一日でも早く目に焼きつけたいと願

うものであります。 

 さて、質問の本題ですが、ＳＬ停車場プロジ

ェクトにおける土木遺産「達曽部川橋梁」の位

置づけについてということで、１月末の記者会

見で発表された取り組み概要の目的や主な取り

組み事項に、岩手県内初として平成14年に認定

された市内の釜石線にかかる土木遺産の２つの

鉄橋、通称めがね橋の宮守川橋梁と通称岩根橋

の達曽部川橋梁のうち、後者の達曽部川橋梁だ

けがプロジェクトの目的や取り組み事項に全く

触れられておらず、ややもすれば、旧宮守村時

代の認定遺産ということで、大して重要なもの

ではないと認識されているのか、忘れられた存

在になっています。 

 このプロジェクトを進めるにあたり、詩人宮

澤賢治が達曽部川と猿ケ石川の合流地点の河原

に寝転び、空を仰ぎながら思い描いた「銀河鉄

道の夜」の本当のモデルとされる達曽部川橋梁

の土木遺産としての位置づけと、ＰＲや周辺環

境整備、そして全国から訪れるであろうＳＬフ

ァンや写真愛好家など、魅力を発信できる観光

客等への対応含めて市長の考えをお尋ねいたし

ます。 

 蛇足ではありますが、宮澤賢治が37歳の若さ

で亡くなった昭和８年９月からことしが80年。
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市長が施政方針演述の（大綱４）、ふるさとの

文化を育むまちづくりの文化振興で触れた柳田

国男に遠野物語の原点を口述した日本のグリム

といわれる当市出身の佐々木喜善も46歳で亡く

なったのが賢治と同じ昭和８年の９月、日にち

はわずか８日しか違いません。くしくも、没後

80年同士で、これも同じ釜石線沿線の隣の町同

士の今回のプロジェクトのＳＬにかかわって、

何かしらの縁というものなのかもしれません。 

 あの２つの橋梁は、大正４年11月に花巻・仙

人峠間を開通した岩手軽便鉄道時代に建設した

ものを、岩根橋は軽便鉄道時代の橋梁をそのま

ま包み込む形で建設され、橋の長さ98.5メート

ルの６連アーチ構造、川面からの高さは17メー

トルで、国道283号線と並列しているため、景

観的には橋梁全体の様子がわかりにくく、国道

脇に数台の車がとまれる退避場があるだけとい

う観光スポット的な環境に恵まれていないのが

弱点であります。 

 それに対して、めがね橋は古い橋梁に並行す

る形で新たにかけかえられ、今でも軽便鉄道時

代の名残としてれんがづくりの橋脚と橋台がす

ぐ脇に一部残っています。橋の長さは107.3

メートルの５連アーチ橋、川面からの高さは、

ほぼ同じ17.8メートルですが、国道がその下を

走るため、優美な曲線の橋の姿を目にすること

ができ、幻想的なライトアップと近くの商業施

設と道の駅前の広場は恋人の聖地として認定さ

れて、地域の方々の努力により、さまざまなイ

ベントの開催などで注目を集めている、同じ土

木遺産でありながら対照的な存在であります。 

 この２つの橋梁は、大正４年からの軽便鉄道

時代の完成時からでは98年、昭和18年の現在の

形になってからでは、既に70年が経過し、平成

14年11月に貴重な近代土木遺産であるとして、

岩手県初の土木学会選奨土木遺産として認定を

受けており、かくして、この２つのアーチ橋は

風雪に耐え、岩手軽便鉄道時代からの歴史の積

み重ねを見せながら今日に続いているのであり

ます。 

 さて、このＳＬプロジェクト事業に伴う予算

は、未来につなぐための施策として約1,550万

円が提案されておりますが、プロジェクトの取

り組み目的に、８つの市内に関係する資源を生

かした地域活性化に取り組み、市内全域のにぎ

わい創出を図ることを目的とするとうたわれて

います。そして、主な取り組み事項として掲げ

られた４つの中の（２）宮澤賢治の銀河鉄道を

イメージさせる宮守町のめがね橋周辺の環境整

備を行うとともに、ソフト事業を充実し、周辺

地域の活性化を推進すると記されていますが、

同じ貴重な土木遺産資源でありながら、岩根橋

である達曽部川橋梁については、残念ながら一

言も触れられていません。 

 これでは、世帯や人口は少なくても、岩根橋

という駅がありながら、地域の自治会活動に汗

を流している地元の方や、川や道路の合流点に

つながる達曽部地域の住民にとって、土木遺産

って何ぞや、ＳＬプロジェクトによる活性化っ

て何ぞやということにつながりかねません。 

 確かに、鉄橋はＪＲ東日本の所有管理、下線

は岩手県、国道283号線は国土交通省、そして、

川を挟んで隣接する地域は花巻市ということで、

例えば展望台や眺望スポットの設置、駐車場や

河原への遊歩道の整備、のり面の樹木の伐採等、

何をするにしても関係機関との難しい協議が必

要かもしれません。しかし、宮守川橋梁のめが

ね橋は地域の方々の精力的な行動や御苦労と行

政との連携でそれを乗り越え、現在の整備され

た姿があるのではないでしょうか。今、例に挙

げた展望台や眺望スポットの設置、駐車場や河

原への遊歩道の整備などは、ＪＲ、県や花巻市、

場合によっては私である私有地の地権者と協議

をしていけば、道が開けて実現が可能になるの

ではないでしょうか。 

 市長、このＳＬ停車場プロジェクトを契機と

して、今までそれぞれの所管や地理的、景観的

条件などでほとんど手がつけられていなかった

本当の銀河鉄道の夜のモデルである達曽部川橋

梁、岩根橋を土木遺産としての価値の周知とＳ

Ｌファンや観光客の安全のために、そしてなお

かつ、めがね橋と同じ土木遺産を有効に活用し
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て地域活性化へつなげるためにも、関係機関と

協議を進めていただきたいのであります。今が

最大のチャンスではないのでしょうか。 

 その昔、宮澤賢治が好んでたびたび訪れ、河

原で思案にふけっていたり、周辺の蛇紋岩や石

灰岩など岩石を収集、研究していたのではない

かといわれる達曽部川橋梁、別名岩根橋鉄橋も、

市長が施政方針演述で、ある大学生の言葉を引

用して述べられたぬくもりのある方法でもって

プロジェクトに加えていただき、しっかりとし

た位置づけの上で、地域の希望と活性化につな

げていただきたいのでありますが、どのような

見解をお持ちでしょうか。 

 次の質問に移ります。最後の項目は、教育長

に対し、市内小中学校におけるベルマーク運動

の実態について、現状はどうなっているものか

をお尋ねいたします。 

 高等学校は卒業式が終わり、市内の小中学校

も間もなく進級、卒業という旅立ちの季節を迎

えています。この４月からは、８校あった中学

校が３校に統合され、新しい歴史を歩み始めま

す。私の母校であった小学校も中学校も、たし

か昭和54年前後に統合となり、学校名や校歌は

思い出の中だけとなって、既に長い時間が経過

しています。 

 その私の小中学校生活の中で、全校でベル

マークを集め、教材や備品を購入するという運

動があったと記憶をしています。日用生活用品

や食品の包装紙の片隅に印刷され、0.何点とか

１点とかの点数がついている小さなベルマーク

を切り取って集めるのが一つの楽しみでもあり

ました。それを学校に持っていくわけですが、

このベルマーク運動を、ここにいる皆さんをは

じめ、市民のある一定の年代の方々も経験をし

ているのではないかと思われます。 

 聞くところによると、市内では現在、遠野小

学校と遠野北小学校の２校だけがこのベルマー

ク運動に取り組んでいるとのことですが、「集

める・ためる・購入できる・物が役立つ」など

のほかに、小さなことから地道に取り組み人の

ために役立つ、あるいは収集作業から管理や一

連の流れなど、社会のプロセスとシステムなど

を知るいい機会であり、教育的効果も大きいも

のがあると私は思っています。しかし、反面に

おいては、集計作業など、先生方やＰＴＡの負

担もあることも承知をしています。 

 このベルマーク運動は、昭和32年福島県いわ

き市のある学校の先生が、大手の新聞社に、僻

地などでも都会同等の義務教育をと依頼したの

がきっかけで、昭和35年に教育設備助成会が設

立されて、本格的にスタートしたのが始まりと

言われています。平成９年に、ベルマーク教育

助成財団と名称が変わりましたが、平成18年か

らは、大学や専門学校、公民館などの生涯学習

施設の参加も可能になりました。現在、国内の

有名企業63の協賛会社がマークのついた商品の

販売やサービスを行い、16の協力会社がベル

マーク預金を使って購入できる設備品を取り扱

って社会貢献をしています。説明するまでもあ

りませんが、この運動の仕組みは協賛企業の商

品の包装紙やパッケージにつけられたベルマー

クを切り取り、学校、団体ごとに集めて財団に

送ることにより、１点当たり１円が、それぞれ

の団体の預金となり、たまった預金で自分の学

校や団体の設備品などを購入できる。たまった

預金で商品と交換すると勘違いされていること

もあるそうですが、あくまでも預金で購入する

システムでああり、さらに、この設備購入代金

の１割がＰＴＡからの寄付となって、僻地の学

校などの援助に役立てられます。これは、ベル

マーク運動の当初からの変わらない仕組みであ

り、子どもたちを応援する１点が１円の教育ボ

ランティアと呼べるものであり、学校を管轄す

る教育委員会の皆様方のほうが、システムや中

身をしっかりと把握されていることでしょう。 

 さて、その地道な協力的精神の結集など、教

育的価値もボランティア要素も高く、学校教育

設備品等の充実教育に役立つこのベルマーク運

動が、近年さっぱり取り組まれていないと実感

するのは私だけでしょうか。前に述べた市内の

小学校２校だけしか取り組んでいない状況、運

動が衰退した理由は何なのでしょうか。 
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 確かに、集める手間暇、集計の煩わしさ、Ｐ

ＴＡにも頼みにくい、そして学校の先生方の忙

しさも理解できないわけではありません。また、

そこまでしなくても、設備、備品はちゃんとそ

ろっているなど、理由はさまざまかもしれませ

んが、自分たちの取り組みの成果や達成感など

の教育的意味はもちろんのこと、ほかにも還元

寄附されるというボランティア的意義など、取

り組む価値は十分にあると思われますが、教育

長はどうお考えでしょうか。 

 「ちりも積もれば山となる」とか「１円を笑

う者は１円に泣く」など、いにしえより小さな

ことの積み重ねが大事であるということわざも

あるとおり、このベルマーク運動はまさにその

ことを教えてくれます。この教育的価値を、教

育委員会としてどのように捉え、２校の小学校

を除き、今後取り組みがされていない市内小中

学校に対し、当局としての対応をどのようにす

るのか見解をお聞かせ願います。 

 さて、厳しい寒さの中にも、日差しの長さや

明るさがこれから当市のキーワードとなるかも

しれない「ぬくもり」とともに、春の遠くない

ことを感じさせてくれますが、この春は、おと

とい花巻東高校を卒業し、県民、いや日本中か

ら大きな注目を集め、期待を背負ってプロ野球

の道に進んだ大谷翔平投手の活躍が期待され、

北国からの明るい話題となっています。夢を持

つこと、努力することの大切さを野球に取り組

んでいる子どもたちのみならず、日本中に知ら

しめてくれたすばらしく偉大な18歳の若者の未

来を応援していきたいと思います。 

 結びに、私は議員という職につかせていただ

いて２年半足らずの新米であります。監査委員

時代からでは７年以上となりますが、この間、

市役所のいろいろな方にお世話になりましたが、

特にも、この３月末をもって市役所を去る御予

定の部課長をはじめとする皆様に、これまでの

遠野市の行政に多大な御尽力をいただいた長い

間も、また予期せぬ東日本大震災の後方支援や

本庁舎全壊による分散事態への遭遇なども大変

な御労苦に、この場をお借り、改めて衷心より

感謝と御礼を申し上げる次第です。少し早いの

ですが、退職後においても、さまざまな面で御

活躍をお祈り申し上げますとともに、健康に留

意され、さらなる遠野市の発展に御指導を賜り

ますようお願いを申し上げまして、私の一般質

問を終わります。 

○議長（新田勝見君）  本日の会議時間は、議

事の都合により、あらかじめこれを延長いたし

ます。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。 

 大きく３つの項目の中で、それぞれかなり詳

しくその背景等を踏まえての御質問、特に、こ

のＳＬプロジェクトにおける達曽部川橋梁の位

置づけにつきましては、改めてその歴史的な経

過といったようなものも、その質問の中から伺

い知ることができたわけであります。地域の活

性化というものにとっては、もういろんな市町

村境もなくっていう部分にあっては取り組まな

きゃならない課題といったものを浮き彫りにし

ていただいたのではないかと改めて思ったとこ

ろであります。 

 この質問の中で、この大胆な少子化対策の中

における祝い金なども考えるべきではないかと

いう話があり、人口減少問題、先ほど萩野議員

の一般質問の中におきましても、私も、いや、

そうじゃないんだと、人口減少にともに一緒に

なって取り組んでいこうという話をしたわけで

ありますけども、大胆なこの発想の中における

一つの応援制度、結婚祝い金、あるいは出産祝

い金のようなものを考えるべきではないだろう

かと。 

 合併時における数字もいろいろ述べられてお

りました。これは、先ほどちょっと質問をお聞

きしながらメモったわけでありますけども、萩

野議員の質問のときに申し上げたさまざまな数

値的なものとは、そんなに大きく変わっていな

い。捉えた時点の中におけるところで、若干の

あれやったというように思っておりますけども、

大きくは変わっていないというようには捉えた
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ところでございますので、この辺のところにつ

いては御理解をいただきたいというように思っ

ております。 

 実は、子育て総合支援センターといったもの

を、昨年の４月に立ち上げたわけであります。

保育園から小学校、そして中学校、高校と。そ

の中で、文字どおり子育てっていったようなも

のを、その保育協会も教育委員会も市の市長部

局も含めて、まさに文字どおり官民一体となっ

て、そういったものを支えようじゃないかとい

うことでやっているわけでありまして、間もな

く１年になろうとしておりますから、こうして

瀧本議員から、この子育て環境についての、ま

さにソフト、ハードの面からのいろんな御提案

をいただきましたので、ちょうど１年もたって

いるということもございますので、子育て支援

センターのその１年の状況、またそこで保護者

の方々が、市民の方々からどのようなニーズを、

いうところの把握しながら、そこ機能をさせて

いるかということにつきまして、子育て総合支

援センターの所長のほうから、答弁っていう中

にございまして、その１年の中における取り組

み状況を申し上げますので、ひとつ御了承をい

ただければと思っております。 

 さて、私のほうでは、この大胆な発想の中で

ということでありました。これは、実は、私も

いろんな自治体におきましても、さまざまこの

祝い金であるとか、結婚祝い金であるかという

ものを手当してるということも聞いております

し、旧宮守時代は農業委員のほうには、そのよ

うなことも手当があったと。我々も、シルバー

人材センターとの中におけるものとして取り組

んできてるわけでありますけども、これは非常

に正直なところを申せば、難しい問題だなとい

うように思っているわけであります。 

 もちろん、大胆な発想の中からっていう分に

ついては、その分については否定はしません。

そういう時期にも来ているのかなということに

なるわけでありますけども、もう全体が人口減

少社会というものと、それから価値観という、

若い人たちの価値観ていうものの中における晩

婚化というものが進む。ただ、この東日本大震

災でもう結婚をするっていうか、パートナーを

っていう形の若い方々が随分増えてきていると。 

 やはり、この災害っていうものを通じて、人

と人、そしてまた、家族ってそういったものの

大切さっていうような中で、今の若い方々に、

かなり強烈にこの震災は何かを訴えているんじ

ゃないかっていう話を、よくものの本で見るわ

けでありまして、テレビなどを見ても、いろん

なきずな、この遠野物語ファンタジーも、ある

東京の方から電話いただきましたけども、改め

て遠野の妖怪っていう、遠野ならではのものの

中から、地域の、あるいは家族のそういったき

ずな、そういったような夫婦、あるいは兄弟、

そういったことも含めてのものが見事に舞台と

して描かれておりましたねというようなお電話

をいただいたわけでありますけども、そのよう

なものが、今、我々に突きつけられているんじ

ゃないのかなと。そうすれば、そのようなこと

を踏まえながら、このカップル、あるいは子ど

もを持つという中における一つのアプローチも、

一つのこの大胆なという部分の中から手だてを

というか、対策を講じる一つのタイミングなの

かなということも御質問を聞きながら感じたわ

けであります。 

 平成21年度に、わらすっこ条例といったもの

をつくりました。これは、子育てするなら遠野

だという中における理念でもってやろうと。そ

れをもって、わらすっこ基金というものを財源

として手当をいたしました。そして、少ない額

でありますけども、この基金を設置しながら、

夢を持てるまちづくりを目指そうということで、

総合的な施行を進めている。それを、ただわら

すっこ基金があって、それ財源あったじゃなく

て、やっぱりプランがなきゃだめだということ

で、条例を具現化するためのわらすっこプラン

といったようなものも、人生のライフサイクル

の中で一つ出会い、一つ結婚と、そして赤ちゃ

んが生まれる、そして成長する、そして成長し

た子どもが就職していくという中における家族

と、小っちゃな社会を支える一番小さな単位は
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家族でありますよね。その家庭でありますよね。

それを、何とか循環するという中におけるもの

を支援していこうと。それも、総合的に支援し

ていこうというのが、この遠野わらすっこ支援

センターであった、子育て総合支援センターで

あったわけであります。 

 それは、この１年間を振り返りながらという

部分の中で、これも繰り返しになりますけども、

一気にはできない、大胆にっていっても、やっ

ぱり一つ一つステップアップしていかなきゃな

らないという中で、私はわらすっこ条例を進化

させようという言葉で、もしああなってるわけ

でありますけども、この進化の中におきまして、

一つは写真立ての話がありました。これも、非

常に赤ちゃん奨励事業として、子どもの名前と

誕生日の入った木製の写真立てを贈っていると。

これまで、186人、24年度、これまでっていう

よりも、24年度、186人に贈りました。 

 そして、そういった中において非常に喜ばれ

ているわけでありますけども、御質問にありま

したとおり、これに加えて、金額にしては１万

円でありますけども、わらすっこ応援券を配布

すると。それこそ、わらすっこ応援券、子ども

が熱を出して保育所に預けることができない、

親も休まなきゃならないっていったときに、い

うところの病児等の保育施設、わらっぺホーム、

これを１日利用すると2,000円の利用料になる

わけでありますけども、この応援券を使えると。

それが１万円でありますから、５回は使えると

いう部分で、少しは経済的な負担が軽減になる

んではないだろうかと。それから、この臨時的

費用とともに、それから、これでもって子育て

応援をしたいと。 

 それから、もう一つは予防接種、このわらす

っこに予防接種事業として、水ぼうそうとかお

たふく風邪の予防接種費用にも、これも無料で

接種できるように持ってったということであり

ますので、これは県内で実施している市はない

ということで、13市の中では遠野市が初めての

取り組みということになります。 

 この水ぼうそう、あるいはおたふく風邪など

につきましても、やっぱり9,000円、7,000円と

いったようなこの接種費用もかかるわけであり

まして、これの部分の負担も軽くしようという

ことを、まず少しでも前に行こうということで

手当をしたと。その肝心の出会いの中における

一つの部分はっていう中にございまして、今ま

で、これは数字的なことを申し上げても、どう

もインパクトが弱いぞと言われそうな感じはす

るわけでありますけども、19年から24年まで、

19回の出会いの場を設けております。 

 しかし、私は正直なところを申しますと、ど

うもインパクトが弱いと、マンネリじゃないか

というようなことは、担当のほうには指示して

あります。もう少し、工夫すべきじゃないかと。

ただ、やったやったと言ったって、それはやっ

たって、ただスケジュール消化じゃないかって

いうところまで言ってるわけでありますけども、

そうは言いながらも、約500人の方々が交流深

めて、この出会いをきっかけに数組のカップル

が結婚に至ったというのは情報もあるわけであ

りますから、やはりこういったものを繰り返し

ながらも対応していかなきゃならないのかなと。 

 あともう一つは、テレビやインターネット、

これも、先ほどの、午前中の答弁で申し上げま

したんですけども、テレビなどを活用しながら、

遠野の魅力を発信するっていうようなところも

あってもいいんじゃないかっていうような、Ｓ

Ｌプロジェクトなども、文字どおり恋人の聖地

といったものが、岩手県で唯一めがね橋周辺な

わけでありますから、こういたような、ただ、

恋人の聖地だけにしとかないで、何かそこにイ

ンセンティブっていうか、そこでもって何か出

会いがあったらばというようなことで、こうや

はり一つの物語をつくっていうようなことも必

要じゃないのかなと思っておりまして、どうし

ても行政面の中における予算、事業消化となる

と、何を市役所ではそういったことをやって遊

んでるんじゃないかというようなことも、どう

しても警戒してしまうと。議会のいろんな形で

の指摘もやりゃいいんじゃないかという中で、

どうしてもその大胆なという部分においては、
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尻込みをしてしまう部分あるわけでありますか

ら、できれば、答弁の中でそのようなことを申

し上げるのは、非常に、あるいは議長からお叱

りを受けるかもしれませんけども、大胆な取り

組みをしたときには「よくやった」と「いいよ

ね」というような形での応援も議会からいただ

ければなというような感じも、ちょっとこれは

調子にのって言ってんじゃないかと思われるか

もしれませんけど、そうじゃないと。やはり、

その大胆な発想、いや私の知り合いの職員もそ

うなんです。いろんなことをやりたいと、だけ

ども議会から指摘されんじゃないかと、無駄遣

いしてんじゃないかと、本当にお前たち本気な

のかということ言われるっていう部分で、どう

しても事業化というものに対する一つの及び腰

があるんですよね。しかし、それは、私はそれ

じゃないんだと、ぶつかり合おうという話もし

ておりますから、大胆っていう部分については、

ちょっと言葉のもて遊びになるかもしれません

し、答弁でそんなことを申し上げるのは、非常

に不謹慎かというようには思っておりますけれ

ども、その大胆ということに対しての一つの何

と申しますか、お互いその分における真摯な中

においても、やはり真摯な議論のやり取りの中

にあっても、もう思い切って前に進むぐらい、

この結婚問題とか人口減少問題とか、いうなら

ば人口定住問題、若者定住問題っていうのは、

やはり大きな危機感の中に、そういう環境の中

にあるんだぞというようなところも共有しなが

ら、そこに大胆という中に起きる切り口を見つ

けていきたいものだなというように思っており

ますので、ちょっといろいろ弁明をしたように

なりますけども、よろしくお願いを申し上げた

いというように思っております。 

 いずれ、真剣勝負の中で人員をカバーしてい

かなきゃならない、そこには一定の緊張感もな

きゃならない、そして、貴重な市民の皆さんの

税金を使っての事業化なわけでありますから、

ただ遊び気分の中にはできない。 

 しかし、この出会いといったものについては、

やはり役所の中における論理の中においての組

み立てっていうのは非常に難しい。本当に、あ

る意味においては、完全な民間感覚の中で、本

当に行ってみようかと、若い方々、本当に行っ

てみよう、楽しそうだなっていう中におけるそ

のような雰囲気と環境をまた一方においてはつ

くっていかなきゃならない。そういった意味に

おいては、行政という組織の中にあっては、な

かなかそこに踏み込む、切り込むっていう部分

については弱いっていう部分がありますから、

ぜひそういったものを議員の皆様のお力添えで

もって、それをフォローしていただければとい

うその思いを申し上げたところでございますの

で、以上、しっかり御理解をいただきたいとい

うように思っております。 

 それから、わらすっこセンターのほうについ

ては、この後、所長のほうから、その取り組み

状況、実は、きのうの日曜日から、日曜日をこ

の子育て総合支援センターは開放するというこ

とを行いました。普通であれば、年度をもって

土日もっていう部分になるわけでありますけど、

きのうはひな祭りもあったわけでありますから、

やはりそういった分においては、子育て総合支

援センターが子どもたちを預かるっていうか、

子どもたちがここで遊んでもいいよというよう

な環境をつくるってことも大事じゃないかって

いうことで、きのうから日曜日も開放するとい

う形に持っていったと。まさに、スピードとタ

イミングをそこでとったということでもありま

すから、お知らせを申し上げておきたいと思っ

てます。 

 それから、達曽部、このＳＬ停車場プロジェ

クトにおける達曽部川橋梁の位置づけ、いろい

ろお話ありました。文字どおり宮澤賢治のめが

ね橋のモチーフとなったという部分の中、それ

からめがね橋よりも土木遺産であるぞといった

ような中においての取り組みで、そして、佐々

木喜善没80年、宮澤賢治、その命日は別として

昭和８年、まさに奇しくもそのような中で、や

はり何かのめぐり合わせじゃないのかなと思っ

ておりますので、この問題につきましては、さ

まざま、いろいろ経過から、土木遺産としての
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その捉え方からお話が進む中でいろいろ述べら

れておりましたので、このＳＬ停車場プロジェ

クト推進室という組織を立ち上げております。 

 そして、もう一方においては、官と民、宮守

町の関係者の方々には入っていただきまして、

ＳＬ停車場プロジェクト推進本部、私は立場上、

本部長という職についたわけでありますけども、

その副本部長には観光協会の会長を当たっても

らうという形になりまして、いうところの民主

導で、さまざまなものを思い切り、それこれを

仕掛けて、そしてこの点じゃなくて、それを一

つにつなぐと。達曽部川橋梁とめがね橋橋梁、

宮守川、宮守橋梁とうまくつないで、それを一

つの観光資源にする。そうすると、どうしても

今度は花巻との連携にもなってくるということ

になるわけでありますから、じゃ花巻市と遠野

市の中で協議しながら、そういったこの当時、

宮澤賢治が寝そべったような環境をまたつくり

ながら、そして一方においては、それを線で結

び、めがね橋に行ったならば恋人の聖地がある

と、それで、これが宮守川めがね橋橋梁だとい

う中において、点と点を結んだ線にしながら、

大きな観光資源に持っていくということは、私

はこれ可能だというように思っておりますから、

停車場プロジェクトの中で、あるいは停車場プ

ロジェクト推進本部の中で、きちんとこの御指

摘のありました歴史的経過、それから位置づけ、

土木遺産と一緒に位置づけも踏まえながら、一

つの、それこそ物語をその中でつくって交流人

口の拡大、宮守町地域の活性化っていったもの

につなげるようなものとして位置づけたいとい

うように思っているところでございますので、

よろしくお願いを申し上げたいと思っておりま

す。 

 繰り返しになりますけども、大胆な発想の中

において出産・結婚といったものに対する取り

組みっていうことにつきましては、ちょっと今

回議場という場を踏まえないで、ちょっとその

思いの中の部分が走ったかというように思って

おりますので、ひとつお許しをいただき答弁と

させていただきたいと思っております。 

○議長（新田勝見君）  子育て総合支援セン

ター所長。 

   〔子育て総合支援センター所長谷地孝敏

君登壇〕 

○子育て総合支援センター所長（谷地孝敏君）

  命によりまして、瀧本孝一議員の一般質問に

答弁いたします。 

 平成24年４月には、市役所本庁舎西館を改修

いたしまして、元気わらすっこセンターとして

オープンしたのは御承知のところでございます。

その中のわらすっこルームでございますけども、

小学校入学前の親子が自由に遊ぶことのできる

スペースとして、これまで平日を一般開放し、

昨年５月からこの２月末までで、約1,400人ほ

どの利用がございました。 

 利用者の状況を見ますと、親子の利用はもち

ろんですけども、お孫さんと一緒に遊ぶおじい

さんやおばあさん、それから、中には三世代で

利用する家族もおりました。その中で、あるお

母さんからは、「転勤族でアパート住まいのた

め、普段は隣への迷惑も考え、部屋の中を走っ

たり、子どもが大きな声を出さないように注意

してる。ここに来ると、ストレスが発散される

のか、子どもが夜ぐっすり眠る。」というお話

で大変喜ばれてるお話や、まだ中には、「お父

さんが休みの日曜日にも利用できると本当にい

いんだがな」という声、そういう多くの声が日

に日に出てきました。 

 それを受けまして、今月から、先ほど市長も

答弁の中にありましたけども、きのうの日曜日

から、３月から日曜日も一般開放ということで、

きのう１日目、周知の部分はこれからどんどん

進めますけども、８組21人の親子がきのう利用

なさいました。 

 なぜ、４月からではなく３月からっていう部

分は、本来であれば、役所であれば、４月年度

スタートというのがよくあることですけども、

先ほどもお話したように、やはり日に日に、日

曜日も開放してもらうとすごくいいという要望

がどんどん広まってきまして、それで一日も早

く希望者の声に応えたいということで、きのう
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の「遠野町家のひなまつり」に合わせることで、

さらに元気わらすっこセンターを周知できるの

ではないかなということで、３月から開いたと

ころでございます。 

 ただ、わらすっこルームは、スペース的には

十分な広さではございません。１室と、あとく

つろぎスペースという部分も親子の読書とかす

る部屋もありますけども、例えば乳児と年長児

が混在して遊ぶ場合、やはり余り多くの親子が

入るとやっぱり手狭になると。やっぱり、きの

うの状況も、11時台に結構集中したもんですか

ら、やはり、かなり担当している職員からは、

ちょっと、かなり、これ以上来られると、ちょ

っと限界もあるなという話もありましたけれど

も、いずれそのような限界もありますけども、

いずれ、より利用を高めていきたいというふう

に考えております。 

 また、平成25年度からは、乳児の教育相談員

を新たに配置しまして、教育委員会や保育協会

と連携を図りながら、支援が必要な幼児の早期

発見、早期支援に、さらに取り組むこととして

おります。 

 子どもの権利の保障を推進し、子どもに関す

る施策の充実を図るために設置しています遠野

市わらすっこ支援委員会は、今年度は５回開催

し、子育てに関するさまざまな分野の御意見を、

39の提言をいただきました。 

 主なものでは、遊具の充実した中規模以上の

公園が必要とか、市内保育園の運営形態の統一

とか、子育て世代向けの宅地整備やあっせん、

若者出会い事業など就業場所の確保、それから、

わらすっこ基金助成事業の拡充など、いろいろ

と御意見をいただきました。 

 現在、関係課で検討しているところでござい

ますけども、来年度は、市内保育園の運営形態

の統一に向けた取り組みやわらすっこ基金の事

業の拡充、予算もこれも若干ふやしております

けども、拡充なども進めようとしているところ

です。 

 その他の提言につきましては、さらに検討を

行い、各課と連携しながら、今後の政策に生か

していきたいというふうに考えております。 

 このように、市民の理解や関係機関のもと、

子育てに優しい環境づくりを一歩一歩ではござ

いますけども、着実に進めてきているというふ

うに認識しております。 

 いずれ、冷静に現状と課題を分析しながら、

遠野市を担う子どもたちが未来の遠野市に夢と

誇りを持っていけるよう、遠野わらすっこプラ

ンが目指す家庭や子育てを社会全体で支えてい

く地域づくり、安心して子どもを産み育てられ

る環境づくり、子どもが健やかに育っていける

環境づくりを目指し、わらすっこプランの第２

ステージという認識で、今後事業を進めてまい

りたいと思います。 

 以上で、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）  瀧本議員の御質問に

お答えをいたします。 

 まず、ベルマーク運動の取り組み活動状況に

ついてであります。議員御指摘のとおり、本市

においては２校が取り組んでおります。その取

りまとめはＰＴＡが行っております。全国的な

統計を見ますと、小学校で参加している学校は

68％、中学校においては62％という現状になっ

てございます。 

 御存じのとおり、ベルマーク運動は、1990年

後半からバブルの崩壊に加え、教育施設の設備

や充実、それに少子化が進み、協賛会社が相次

いで撤退したため、運動がそれで弱くなったと

いうことがございます。 

 その後、平成18年に、大学や短期大学など、

これまでＰＴＡがなかったため参加のできなか

った学校や公民館、生涯学習センターなど社会

教育施設にも参加資格が拡大されたため、再び

ベルマークの年間集票点数はふえる傾向にあり

ます。 

 次に、ベルマーク運動の教育的価値と教育委

員会に対しての対応についてであります。ベル

マーク運動は、ＰＴＡ、企業、ベルマーク教育

助成財団等が互いに協力し、取り進めているボ
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ランティア活動であります。その活動で生み出

された資金は、学校などの教育施設、公民館な

ど生涯学習施設の教育環境整備の助成、東日本

大震災・被災校援助事業、特別支援学校への援

助等に活用されるなど、この運動は教育的に価

値のあるものと認識しております。 

 各学校の児童生徒は、各種ボランティア活動

や地域活動、作品応募等、教育課程以外の活動

にも取り組んでおりますので、ベルマーク運動

も含めたボランティア活動への参加は、各学校

がそれぞれの実情に応じて取り組むべきものと

考えております。 

 しかし、議員がおっしゃるとおり、過程を、

プロセスをお互いに確認し合うことのできる運

動でありますので、本市としても来年度に向け

て委員会として呼びかける機会をつくっていき

たいと考えております。 

○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）  最初の質問に関してで

すが、何の制度をつくるにしても、それなりの

御苦労があって大変なということはわかりまし

た。大胆なと、大胆な発想ということ、言葉に

かける市長の思いも伝わりましたけれども、ま

ず、その大胆が、ちょっと最初は無理であるな

らば、小胆、中胆から始めて、ぜひ、そういう

提案を議会にぶつけていただいて舞台に上げて

いただければというふうに私は思います。 

 それで、お互い協議をして納得できれば、そ

れが大胆につながるのではないかというふうに

思うところでございます。その部分を確認して、

質問を終わります。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  再質問にお答えいたし

ます。 

 大胆という言葉の中で、ちょっと思いを、そ

れこそ前のめりで話してしまったんじゃないか

なと思っておりますけども、中頃でもいいと、

ちょっとでも前に進めという話でありまして、

正直なところほっとしておりまして、やっぱり

この問題は、やはりどうしても前に進まなけれ

ばならない、新たな仕組みの中で、やはり今の

若い方々に遠野としての一つのアピールをしな

がら、やはり遠野に住もうと、じゃ遠野で家族

を持とうと、じゃ遠野でまさに子育てをしよう

というような環境をぜひつくっていく、そのた

めには、少々前のめりになって、「えっ、遠野

はそういうこと始めたの」というようなことで

もって、あっと驚かせるようなのも、やはりあ

っていいんだろうなというような気持ちは私は

持っておりますので、ぜひ議員各位からもいろ

んなアイデア、あるいは提案、さまざまな御助

言をいただければ、それを私どもがきちんと事

業化として組み立て、予算化をしながら、それ

こそ胸を張って提案をし、議論をするというよ

うな、そのような形に持っていきたいものだな

と本当に、切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。その場

合は、やっぱり決断するのは市長としての私の

仕事ですから、やはり職員が思い切った発想の

中でやってきたのをきちんと受け入れて、よし、

やろうと、じゃここでもって議会とも本当に真

剣な議論を交わそうという中における決断もす

るっていうのもまた、これは大胆な発想の中に

おける事業としては必要かというように思って

おりますので、その覚悟は持っておりますので

よろしくお願いいたします。 

 なお、先ほど１回目の答弁の中でお礼を申し

上げようと思ったわけでありますけども、３月

定例市議会であります。この３月をもって定年

退職という中における幹部職員も含めて職員に

ねぎらいの言葉をいただいたということにつき

ましては、市長という職をいただいている立場

の１人といたしまして、心から感謝をし、また

御礼を申し上げたいというように思っていると

ころであります。 

────────────────── 

   散  会   

○議長（新田勝見君）  お諮りいたします。本

日の会議はこの程度にとどめ、散会いたしたい

と思います。これに御異議ありませんか。 



－ 75 － 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新田勝見君）  御異議なしと認めます。

よって、本日はこれにて散会いたします。大変

御苦労さまでした。 

   午後４時21分 散会   
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