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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。 

 本日は一問一答方式の一般質問についての視

察のため、大船渡市議会議会改革調査特別委員

会の委員の皆様が傍聴に見えられております。 

────────────────── 

   日程第１ 一般質問   

○議長（新田勝見君）  それでは、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。１番萩野幸弘君。 

   〔１番萩野幸弘君登壇〕 

○１番（萩野幸弘君）  改めまして、皆さん、
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おはようございます。本日最初に登壇させてい

ただきます、緑風会所属の萩野幸弘でございま

す。 

 きょうもきのうに引き続き、私を含め４名の

議員が登壇予定でありますので、できるだけ簡

潔に、かつスピーディーに質問して心がけてま

いりたいと思っておりますが、その前に一言だ

け申し述べさせていただきます。 

 昨日も各同僚議員からそれぞれお話しがござ

いましたので内容が重複いたしますが、あすは

東日本大震災・津波の月命日であり、発災から

２年半という節目の日でもございます。改めて

被災された方々にお悔やみとお見舞いを申し上

げますとともに、今なお仮設住宅等で避難生活

を余儀なくされる方々に、１日も早く震災前の

平穏な生活を取り戻していただけるよう御祈念

申し上げる次第であります。 

 それでは、ただいまから通告に従いまして一

般質問をさせていただきます。 

 今回は、大項目４点についてそれぞれ１問１

答形式で行いますが、答弁次第では細目で通告

していない内容に触れることも予想されます。

私もできる限り通告内容の本筋から逸脱しない

ように心がけて質問させていただきますので、

その意をお酌み取りいただければ幸いに存じま

す。 

 まずは大項目１点目、特定不妊治療助成に関

する本市の対応についてと題し、質問いたしま

す。 

 ことし７月、厚生労働省の検討会が不妊治療

に対する支援事業のあり方について、体外受精

を受ける際の公費助成対象となる女性は42歳ま

でとする年齢制限を設けるとともに、回数の上

限を現行の10回から６回に引き下げるべきとす

る見解をまとめました。 

 これは、体外受精は40歳以上で実施しても成

功率が低いことや、予算の増加に歯どめをかけ

る狙いが背景にあるほか、出産につながりやす

い若い世代に助成を集中させることで効率化を

目指すという意図があるようでございます。 

 不妊治療の助成事業内容について、いま一度

おさらいをしますと、子宮内膜症や排卵障害、

卵管に問題がある症例は医療保険を使えますが、

体外受精や顕微授精は保険対象外となっており、

これらを対象に費用の一部を助成しようと、20

04年から始まった制度であります。 

 治療費は１回当たり30万円前後で、一部の

ケースを除き15万円が給付されます。ただし、

夫婦合わせた年間所得が730万円未満という制

限もあり、１年目は年３回まで、２年目以降は

２回まで、そして、通算５年、計10回を上限に

給付を受けることができます。 

 体外受精の場合１回の治療目安が30ないし40

万円、顕微授精が四、五十万円かかり、身体や

精神的負担から治療回数は年に二、三回が一般

的とのことです。 

 仮に、40万円の治療を年３回受けた場合、市

や県の助成を加味しても30万円の自己負担が発

生しますが、子どもを授かりたい夫婦にとって

は、我が子をこの手に抱きしめたいという一心

で治療を受けておられるものと推察されます。

今回の年齢制限や回数の上限の引き下げが大き

な波紋を広げることは想像にかたくありません。 

 ここで質問です。このような国の指針を受け、

本市はどのような感想をお持ちですか。まずは、

そのお考えをお示し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）  萩野幸弘議員の一般質

問にお答えいたします。 

 まず、質問の冒頭に当たりまして、あすがこ

の２年６カ月、２年半のこの月命日であると。

今なお仮設住宅での生活を余儀なくされ、また、

1,100名を超える方が肉親のもとにも戻れない

という厳しい数字があるわけであります。復興

というものが文字どおり加速年にふさわしい形

で力強く進み、そしてまた、ふるさとの再興を

願う方々が懸命に頑張るような形で、遠野市と

してもこれまで以上の支援といったものについ

て考えてまいりたいというように、改めて思っ

ておるところでございますので、私も萩野議員

と同様の気持ちであるということをお伝え申し
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上げたいというように思っているところであり

ます。 

 さて、この特定不妊治療に関する本市の取り

組みと、一つの感想も述べてほしいということ

でありました。 

 それぞれ、今質問の中におきましては、この

特定不妊治療に対してのこの大きな課題、国も

動き出しているということは質問の中にもあっ

たとおりであります。この実施医療機関が限定

されているということ、あるいは保険診療がで

きないっていったようなこと、そういったこと

もありまして、身体的、経済的に非常に負担が

大きいということは私も十分承知もいたしてお

ります。 

 また、厚生労働省から、さまざまこれに取り

組む一つの考え方といったことも示されたとい

うことも、私も承知しております。さまざまな

リスクも伴うといったようなこともあるわけで

ありますし、その年齢の加齢化に伴いまして、

出産に至る確率も低くなるというような医学的

な知見と申しますか、医学的な面からもそのよ

うなことが避けて通れないものとしてあるわけ

であります。 

 しかし、今、萩野議員の質問にありましたと

おり、我が子を抱きしめたいというような、そ

の親の思いといったものに国が、あるいは我々

行政がどのような形で手立てを講じ、いうとこ

ろの支援の手を差し伸べるかっていうことにつ

きましては、私は避けて通れない、遠野市にと

っても大きな課題だというように承知しており

ます。 

 この国の方針はさまざまな形で新聞、テレビ

等で報道された、そこにタイミングを合わすよ

うにというか、多分いたたまれない気持ちでし

たためたというように思っておりますけども、

市内のこの不妊に悩む方から私もお手紙をいた

だいております。何とかしていただけないだろ

うかと、市長はいろんな子育てだとの中でいろ

いろ考えているということはよく承知している

と、大事なことだと、しかし、その子育てとい

うことよりも、我が子を抱きしめれないという

ような中における悩んでいるという方もいるっ

ていうことも、また忘れないでほしいというよ

うなことを、その手紙はしたためてあったわけ

であります。 

 この手紙のこのしたためた方のその重い言葉

っていったものをしっかりと受けとめながら、

どのような手立てを遠野市で講じることができ

るのかということを真剣に議論してまいりたい

と、そのように考えているところであります。 

○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）  ただいま、市長から重

く受けとめているという前向きなお考えをお示

しいただけたことは、先ほどお手紙の話もされ

ていましたが、そのほかの悩んでいる皆様にと

っても非常に勇気をもらえる答弁だったのでは

ないかと思います。 

 この不妊治療、確かに高齢出産における母体

のリスクを考えれば、先ほど市長がおっしゃっ

たとおり、苦渋の決断として制限を設けなけれ

ばならないという国の判断も理解しないわけで

はございません。 

 しかし、繰り返しになりますが、子どもが欲

しいと切に願いながら必死で不妊治療に取り組

まれている夫婦のお気持ちを考えたときに、制

限を率直に、素直に受け入れられないというの

も本音であります。 

 そもそも、42歳、この42歳が全ての方々に一

律に絶対的なボーダーラインなのでしょうか。

人には当然ながら個人差はあります。40代後半

でも二、三十代並みに若々しい方もおられれば、

その逆もあるんじゃないかなと思います。 

 そこで、質問ですが、先ほどは本市のってい

いますか、市長のこの国の方針に対する御見解

を伺いましたが、はたまた、医療機関の現場の

先生方、知識のあられるであろう先生方はどの

ようなお考えをお持ちなのか、そういったこと

に関しては把握されているのでしょうか、その

点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〕 
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○市長（本田敏秋君）  このリスクが伴うと、

そしてまた、その年齢によって云々ていう中に

おける基準っていったものは、いかがなものか

と。ところで、市長はその専門の先生の意見な

どを把握しているのかと、考え方を把握してい

るのかという形でのお尋ねでありました。 

 この医療現場においては、私もこの問題につ

きましては、まさに一つの市の柱として、市政

の柱として、人口減少社会に立ち向かうと申し

ますか、挑戦するっていう気概の中で、子育て

支援をという部分におけるさまざまな優遇措置

といったようなものを充実強化してまいりたい

という考え方を持ってるわけであります。 

 したがって、その充実強化の中には、「子育

て」と、お子さんを持った御夫婦、家族はその

ような形でいろんなフォローはできるだろうと。

しかし、それこそ家族をという中において、我

が子を抱きしめたいという夫婦の方もかなりい

る。しかし、それがなかなか実現できない。 

 それを一つの基準の中でという中における取

り扱いにつきましては、私の立場として先生方

から聞いた話を御紹介申し上げますと、やはり

この女性や──お母さんですね、それから生ま

れてくる子どもさんのことを考えると、一定の

年齢以下に治療することが望ましいということ

は、やはりお医者さん方はそのように申してお

ります。 

 また、さらには、一つは、不妊で悩む人の妊

娠、出産の実現には、この妊娠に関する正しい

知識を持つことが極めて大切であると。したが

って、この講演会、あるいは職場、さらには学

校などでも、この妊娠出産といったものに対す

る正しい知識といったものを教え込むというこ

とも極めて大事じゃないのかなというようなこ

とを、現場の先生がお話しされているというこ

とで私も聞いておりますので、これはかなり抽

象的な言葉にはなりけども、やはり大事なこと

ではないのかなと。このような先生方が話され

ていることは 遠野市としても当然対応可能な

ことではないのかなと承知しておりますので、

その現場の先生方の意見といったものをよく踏

まえた一つの施策の、きめ細かい施策の対応っ

ていったようなものも、また求められているん

ではないのかなというように思っております。 

○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）  はい、わかりました。

それぞれのお立場の中でそれぞれの気持ちにな

れば、なるほど、おっしゃっていることも理解

できます。やはり、一番大事なのは母体の命で

あり、安全であろうと。それは私も理解を示し

たいと思っております。 

 一方、きのうの一般質問でも少子化問題につ

いてさまざまな議論が交わされております。私

自身も前回の一般質問の中で、少子化を食いと

めることの必要性を訴えてまいりました。 

 この少子化は、もはや過疎化に悩む地方自治

体のみの問題ではなく、日本国家の存亡をかけ

る国民全体の問題だとも思っております。なぜ

なら、経済や各種産業、福祉、医療、教育など、

さまざまな政策課題や今後の展望などを取り上

げ議論しましても、突き詰めていけば最終的に

は少子化が一番のネックになっているという、

私なりの結論に行きつくからであります。 

 少々大げさと思われるかもしれませんが、人

口減少、その国の衰退を意味するものと私は思

います。この論理からすれば、少子化対策は国

がやるべきことと思われがちですが、今回のよ

うな事例においては、地方自治体こそ不妊治療

に取り組む方々の実情を事細かく把握しておら

れると思いますので、御本人たちの立場、そし

てお医者さんの立場、双方を酌みながらどのよ

うな取り組みをしていけばいいか、それが一番、

地方自治体に課せられている大事な指名ではな

いかと思っております。 

 そこで次の質問ですが、本市においてこのよ

うな特定不妊治療を行っている、あるいは今後

希望されている夫婦は、どの程度いらっしゃる

と把握されておりますでしょうか、また、その

方々に本市としてこれまで具体的にどのような

支援の手を差し伸べてこられたかを御質問いた

します。 
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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）  ただいまの質問に対し

まして、私質問をお聞きいたしておりまして、

この行政は、ある学者の方から言われたんです

けども、少子高齢化という言葉で、まさに待っ

たなしの少子高齢化の課題が来ておると、押し

寄せているというようなことで、少子化と高齢

化を一緒に使っていると。これは、いうところ

の言いわけではないかというような厳しい議論

をしたことがあります。少子化っていうのは、

いろんな形でまだまだ対応しなけりゃならない

課題であると。高齢化っていうのは、これは避

けて通れない。１年経てば１歳年をとると。俺

は一切、年とらないんだと、そのまま65で終わ

るんだというわけにはいかない。確実に年をと

っていくんだと。だから、高齢化は避けて通れ

ないけども、少子化っていったものは、まだい

ろんな手立てを講ずる、国や県や、あるいは基

礎自治体といわれる市町村が、手立てを講ずる

ことができるんではないかというような、厳し

い意見をいただいて、それを少子高齢化と、避

けて通れない少子高齢化っていう言葉を使って

るのは、あなた方の逃げの言葉だと言われたこ

とがあります。これは、私、確かにそのとおり

だなと。冷静になってみれば、少子化っていう

ものと高齢化っていったもの、少子高齢化は避

けて通れない、人口減少って言葉を使っておる

わけでありますけども、そこをもう少し因数分

解をしてみれば、もっともっときめ細かい対応

ができるんじゃないのかと。この特定不妊治療

などもその一つとして位置づけられるんではな

いのかなと、今改めて思ったわけであります。 

 この遠野市は県内でもいち早くこの助成制度

を開始し、県の助成制度に加えまして、市も同

時に支援を行ったという一つの経緯があります。

ちなみに、助成制度で県内で実施しているのは

32市町村中21市町村という数字になっておりま

す。 

 今お尋ねがありましたけども、24年度までに

17人、延べ回数にいたしますと44回で、助成金

額の総額で489万7,000円を助成をしているとい

う一つの数字になっております。そして、この

うち４人の方が妊娠、そして、無事３人の方が

出産し、１人の方は今妊娠中だということにな

ってますから、この数字、17人の方が対象で４

人の方が我が子を抱きしめるということが実現

したとことでありますから、この数字も私は極

めて重い数字として位置づけられるんじゃない

のかなというようにも思っております。 

 そしてまた、この24年度から、昨年度からで

ありますけども、１回の治療費の助成額を10万

円から15万円という形で引き上げておりますの

で、不妊に悩む方への経済的な支援の一つには

なったんではないかなというように思っている

ところでもあります。 

○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）  はい、わかりました。

遠野市、本市は全国的にも福祉の町としても有

名であります。私自身も、そのことは自分のこ

とのように誇りに思っております。 

 そして、今は市長から現状の実績と申します

か、状況と助成の実績を述べていただきました。

それは非常にありがたいことだなと、私も当事

者と同様に感じております。 

 それを踏まえた上で、ちょっと情報といいま

すか、ことし３月中旬の新聞に次のような興味

深い記事が一面で紹介されております。宮古市

の例であります。宮古市は今年度、不妊治療を

受けている夫婦に対し、特定不妊治療の治療費

助成額を年間100万円を上限に拡充し、県の助

成も加えれば、一般的な年間治療回数を踏まえ

ると、自己負担は実質ゼロになるという支援を

始めたとのことです。具体的には、一般会計当

初予算に事業費2,000万円を盛り込んで、20組

の利用を見込んでおります。仮に、希望者がふ

えた場合は、補正予算で対応するという意気込

みまで示しております。加えて、助成期間５年

間の中で、県の助成は通算10回までと規定され

ていますが、宮古市は限度額の範囲内であれば

県既定の回数を超えた分を含め、さらには、県
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外で治療した場合も対象にしているとのことで

す。 

 いかがでしょうか。私の感想としては、この

ような金銭的な助成もさることながら、例えば、

当事者の方々の年齢や体調等の状況別に専門ス

タッフがきめ細かなカウンセリング、あるいは

悩みを聞く体制を整えるなど、心のケアと申し

ますか、当事者の方々の気持ちに寄り添った、

温もりを感じさせる支援を充実させていただく

ことも大事なのではないかなと思っております。 

 そこで次の質問ですが、特定不妊治療の治療

助成に関し、ただいまお話ししたような事例も

踏まえ、先ほど御紹介いただいた助成に加えて、

本市ならではの心のこもった支援の手を差し伸

べていただきたいと願うものではございますが、

この提案に対しての御感想と申しますか、本市

としてのお考えをお聞かせください。 

○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）  この特定不妊治療に対

する遠野市として取り組みをもっと強化充実す

べきではないかと、宮古市がそのような取り組

みをもうすでに行っているぞということであり

ました。 

 また、報道記事の話も紹介があったわけであ

りますけども、私の記憶によりますと、３月１

８日でありますか、岩手日報に大きく宮古市が

負担軽減っていう中で、独自の施策という見出

しの中で、大きく報道されました。実質負担ゼ

ロという、一つの見出しであったわけでありま

す。まさに、この妊娠ができずに本当に悩んで

いる方々への一つの朗報であったんではないの

か、そしてまた、県や国がという前に、基礎自

治体といわれる市町村が独自の政策をこのよう

にいち早く、今そういった、国が遅きに失した

という感はありますけども、国もいよいよ重い

腰を上げたという状況の中にあるわけでありま

すけども、市町村という非常に財政事情が脆弱

な市町村というところ、それも宮古市も大きな

被災を受けた地域なわけであります。そういっ

た中におきまして、このような形での対応を行

ったというのは、私は本当に敬意を表したいと

いうように思っておりまして、そのような形で、

やればできるといったものを宮古市も示してる

わけでありますから、来年度、26年度の当初予

算という中に位置づけるか、あるいは今御質問

ありましたとおり、待ったなしだよというよう

な方で、そういう朗報を待っている方が遠野市

内にもいるよていうんであれば、財源のやりく

りがどうできるかっていうことを冷静に分析し

ながら、また、国の動きなどもきちんと把握し

ながら、そしてまた、宮古市のいい意味での事

例といったもの、挑戦するっていう事例のよう

なものもきちんと把握しながら、遠野市として

も、よく言う前向きに検討しますっていう言葉

は、こういった場ではやらないっていうことに

等しい言葉だということはよく言われてきてお

ったわけでありますけども、そうじゃなくて、

本当に前向きに検討するということを、事務当

局っていうか担当のほうには命じておりますの

で、よろしくお願い申し上げたいと思っており

ます。 

○議長（新田勝見君）  １番萩野幸弘君。 

   〔１番萩野幸弘君登壇〕 

○１番（萩野幸弘君）  はい、わかりました。

私、一般質問何度かさせていただいている中で、

ここまで踏み込んで具体的に御答弁をいただい

たのは、多分はじめてではないかなと思います。

私だけでなくて、やはりこれを聞いている悩ん

でいる方々も非常に朗報ではないかなと思って

おります。ぜひ実現にむけて加速化をしていた

だきたいと、そのように願う次第であります。 

 一方、政府は安倍総理の談話として、少子化

の流れを変えることは喫緊の課題として位置づ

けており、厚生労働省も2014年度予算の概算要

求に、妊娠、出産、産後の支援強化策として14

0億円程度を計上する方針を固めたようであり

ます。13年度が94億円ですから、約1.5倍の増

額となります。 

 先ほどの、冒頭に申し上げた年齢にある一定

の制限をかけるといった方針とはまた真逆とい

うわけではないですが、一転して前向きに、や
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っぱり国もこの少子化に歯どめをかけるべく考

えているんだなと、その真剣な思いが伝わって

まいります。 

 先ほど、市長の御答弁の中にも、ちらっと触

れておりましたが、脆弱な地方自治体も自らの

財源を削って、市長も先ほど前向きな御答弁で

したが、私もそれだけではやはり現実問題とし

て厳しい部分もあるのかなと思ったときに、こ

のような国の方針に沿った形での助成制度を創

設すること、いわゆる厚労省にもっと訴えかけ

て国の予算も引き出す、露骨な表現かもしれま

せんが、そういったお考えは、現時点で考えら

れないものでしょうか。その点についてお尋ね

いたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  政府の国の概算要求も

大体出そろったという中で、100兆円に近い99

兆円ほどの概算要求が各省庁から上がってきて

るということが、新聞報道でもされてるところ

であります。その中に、ただいま御質問があり

ましたとおり、この不妊に対するさまざまな手

立て、妊娠から、そして出産、そして子育てと

いった中において、切れ目のない対応を行うと

いうことの中で、94億円であった予算を140億

円という中における1.5倍を増額要求してるっ

ていうことは、国もこういった問題に対して本

腰を入れてるという一つの証ではないのかなと

思っておりまして、こういった点は、正直なと

ころ頑張って、身の丈で頑張っていっても、や

はり財政事情と申しますか、そのやりくりは大

変な状況にあるわけでありますから、ただ、や

はり本当に何をしなければならないのかってい

うようなことの中で、議員各位からも御理解を

いただきながらということになろうかと思って

おりますけども、やはりやらなきゃならないこ

と、もうちょっと我慢してもらうようなこと、

さらには、もっともっと議論しながら、中長期

的な展望の中で対応していくものというものの

中における対応が必要ではないのかなというよ

うに思っているところでありますので、この支

援体制、国でもそのような対応をしてることに

なりまして、アンテナも高くしながら、さらに

は、県産婦人科会の小林さんっていう会長さん

がいるですけども、ねっと・ゆりかご、産婦人

科がいないっていう中にあって遠野が本当に途

方に暮れたときに、一緒になってやろうじゃな

いかと、そして、助産師というマンパワーをう

まく活用しながら、インターネットというもの

を使って、母体、赤ちゃん、お母さんの健康状

況、あるいはお腹の赤ちゃんの生育状況といっ

たものをこのインターネットを使って、安心安

全を確保しようといった遠野型の公設助産院を

立ち上げて、もう６年、７年になってるわけで

ありますから、そのような一つのノウハウと人

脈といったようなものをネットワークとして活

用しながら、ただいまのこの妊娠から出産、子

育てといった一つのサイクルを、きちんともの

として組み立てたいというように改めて思って

いるところでございますので、これからもよろ

しく御理解と御支援もまたいただければという

ことを申し上げまして、答弁といたします。 

○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）  はい、ただいまの御答

弁、まず大項目１点目のまとめの御答弁だった

のかなと思っております。 

 この特定不妊治療の問題、よく市長は、子育

てするなら遠野市ということで内外に大きくア

ピールをしており、本市もわらすっこ条例とい

うことで子は宝だということで、さまざま、子

どもの人生において手を差し伸べてる機会が多

いわけですが、やはりこれは一連の流れとして、

その前にまず子どもがたくさん生まれてくると

いうことも必要ですし、そして、この後第４項

目で触れる予定でございますが、今度は子ども

が小学校、中学校に上がっていく中での情操教

育と申しますか、そういった一連の流れが必要

なわけで、そのどれが欠けても、事業として一

体としてのまとまりに欠けるというか、そうい

うことになろうかと思いますので、引き続きこ

の前向きな答弁、私もしっかりと受け止めさせ
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ていただき、期待をしたいと思っております。 

 これをもちまして、大項目１点目の質問を終

わらせていただきます。 

 次に、大項目２点目、行政運営に係る職員体

制のあり方についてと題し、お尋ねをいたしま

す。 

 さる５月28日の議員全員協議会におきまして、

当局から遠野スタイルによる庁舎機能のあり方

を語る市民懇話会の提言書が示されました。早

速内容を拝見させていただきましたが、読み進

めるほどに庁舎の現状分析や各庁舎の検証、庁

舎機能のあり方に至るまで細部にわたり活発な

議論が展開され、さまざまな御提言がなされて

いる様子がひしひしと伝わってまいりました。

ここに改めて河野好宣座長をはじめとする50名

に上る懇話会委員の皆様の御労苦に、敬意と感

謝を申し上げる次第であります。 

 その提言書の一文に、庁舎は14の施設に分散

されているとの記載がございます。この14とい

う数字が多いか少ないのかの議論はあろうかと

思いますが、私の個人的な感想としましては、

その多さに驚きを隠せないのも事実であり、人

口３万弱の本市として身の丈に合った行政運営

を進める意味からも、さらなる効率化を図り、

市民サービスに努めていただきたいと思います。 

 その意味では、庁舎機能の集約、これはハー

ド面だけでなく、組織体制などソフト面の充実

強化も図っていく必要があろうかと思います。

行政機関の場所が１つであろうと分散していよ

うと、組織としては市長を筆頭にピラミッド型

の組織体制であろうかと思います。その体制の

上下左右全てにおいて基本的な情報共有がなさ

れていることが基本であり、政策の立案や執行

に関しても、常に部署間の連携がとれているこ

とが重要だと思いますが、とかく組織の規模が

大きくなればなるほど、また、庁舎が分散すれ

ばするほど、職員間の意思疎通に不具合が生じ

たり、連携がとりにくくなる危険性が増加する

んではないかと、これは一般論ですけれども。

その結果として行政運営に支障をきたし、最終

的には市民サービスの低下、そして無駄な支出

など、多大なロスが生じやすくなるのではない

でしょうか。 

 それを未然に防止するために、ほう・れん・

そう、いわゆる報告・連絡・相談の系統が常に

機能していることが求められ、これにより日ご

ろからある程度お互いの動きをわかり合うこと

で、行政に置きかえれば円滑な執行や事故防止

等につながっていくものと思っております。 

 その点において質問でございます。 

 職員同士のコミュニケーションが円滑になさ

れているか否かについて、当局はどのように捉

えておりますか。また、机上の考えだけでなく、

実施の状況というものを把握されておりますで

しょうか。その点を御質問いたします。 

○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）  行政機能としてのこの

市民サービスといったものをどのように位置し

てくのかっていう中にあって、さまざまな課題

が今述べられました。 

 今、本庁舎を東日本大震災で失い、そして、

今、市議会もここの宮守総合支所の中に設けて

いると。で、本庁舎、いうところの財政課、あ

るいは市民課、会計課、税務課といったような

部署も駅前のとぴあ庁舎の２階に間借りをして

いるというような状況の中で、懸命に職員は頑

張っております。 

 14カ所に今分散していると。ただ、この14カ

所といっても、そこになければならない、例え

ば、クリーンセンターのようなものもあれば、

健康福祉の里のようなものもあるという中で、

また一方においては、県の合同庁舎の中に県の

土木センターとか、あるいは農林振興センター、

農業改良サブセンターといったようなところと

も一緒になって、それは県だ、市だというよう

なバリアはない形での対応をしようじゃないか

ということで、県の合同庁舎のほうに環境整備

部であるとか、あるいは農林畜産部であるとか

といった部署が入っておるという中で、行政

サービスを維持しているということになるわけ

であります。それに伴って、御指摘のとおり職
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員のコミュニケーションは本当に大丈夫かとい

うことになろうかということでの御質問ではな

いかなと思っております。 

 この庁舎問題につきましては、昨年来、庁舎

がなくなって以来、佐々木大三郎議員を中心に

本当に厳しいやりとりをしてまいりました。私

もそんなことはないと、効率性、あるいは採算

性だけの議論ではないと。職員が自ら足を運び、

そして、能動的に動くことによって、その分散

庁舎のデメリットっていったものを逆にメリッ

トにもっていくということで対応できんじゃな

いかというような発言を繰り返しできてるわけ

でありますけども、正直なところ、やはり不便

であることはこれは間違いないわけであります。 

 したがいまして、これはさきの一般質問とい

うか、全員協議会等でも話しておりますけども、

直接の被災地ではないけども、本庁舎を再建す

るという中にあって、国が、総務省が新たな制

度を起こしていただきました。これは財政局長

からも直接言われてきたことでありますけども、

特別交付税を手当てをすると。それに不足の部

分は将来を見通しての庁舎を建てるということ

であって、少し継ぎ足しをするっていうんであ

ればその継ぎ足しの部分にも有利な起債を手当

てするから、市長、財源のことは心配しないで

庁舎を早く再建しろというような形で国が後押

しをしてくれておりますので、今のことを見据

えながら、かといって明日庁舎ができるわけじ

ゃありません。やっぱり２年、３年と、ある程

度の期間を必要でありますから、その間、いう

ところのこの職員間における庁内ＬＡＮ、メー

ル等も活用しながら、やはりその足らざるとこ

ろを補うと、そして、特性を生かすというネッ

トワークの中で、いうところの総合庁舎がもう

あるんだよという中における気持ちを一つにし

たような、そのようなネットワークの中から、

ここを乗り切っていきたいというように改めて

思っているところであります。 

 私も月２回から３回まではいきませんけども、

大体平均しますと月２回、全職員にメールを送

っておりまして、さまざまな市政課題、みなで

共有しようということを行っております。 

 また、実は、これは議員各位も御承知かとい

うように思っておりますけども、今ずっと続け

てまいってきておりました早朝庁議、月曜日は

７時半からという庁議を、今ちょっと休んでお

ります。この休んだというのは中止じゃなくて、

休んだというのはいうところの誰のことを見て

仕事をしているのかということを私も考えるか

ら、部長さん方も考えてくださいと。市長見て

仕事すんじゃないんだと、市民を見て仕事して

ほしいという意味で、私も実は考えなきゃなら

ないことがいろいろある。ついつい話をしてし

まう。それがいつの間にか、すぐ市長指示にな

ってしまうということが、いつの間にか起きて

おったということを私自身も自戒をしながら、

やはり本当のコミュニケーション、そしてまた、

本当に市政課題にどう立ち向かうかということ

については、やはりフラットな中で言いあうと

いうような、そういった職場文化も持たなけれ

ばならないかというように思っているところで

ございますので、そういったことをお互い、幹

部職員も私も、そしてまた職員も、それを自覚

しながら、まさに市民のために自らどのように

動けばいいのかっていうことをきちんと、はっ

きり言えば叩き込む中で、このコミュニケーシ

ョンといったものをきちんと図っていきたいと。

そして、いずれは庁舎問題も形になると思いま

すので、そのときはまさにもっともっと、それ

こそいい意味での連携がとれるような、そのよ

うなものに備えていかなきゃならないかなとい

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）  １番萩野幸弘君。 

   〔１番萩野幸弘君登壇〕 

○１番（萩野幸弘君）  庁内ＬＡＮを通じ、

メールで情報共有ということが、今話されまし

た。また、早朝の庁議をお休みになられている

と。市長として重い決断をして、そういう措置

に踏み切ったのだと思いますんで、私個人の感

想としては、やはり定期的に顔を突き合わせる

のは大事なことではないかなと。ぜひそれは続
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けるべきではないかなという思いはありますが、

もっと奥の深い状況があると思いますので、そ

の件についてはその程度にしたいと思います。 

 メールの情報共有も有効だとは思います。た

だ、私としては自分の勉強不足をさらすようで

言いにくいのですが、私自身、市職員の皆様一

人ひとりの名前と顔が全て一致するかといえば、

正直なところ一致しないのが正直な事実であり

ます。議会でお会いする、今おられる部課長ク

ラスの皆様は当然わかっております。しかしな

がら、主事クラス前後の方々に関しては、一部

しかわからないのが実態であります。 

 何を言いたいのかといえば、これもあくまで

一般論ですが、職場内において自分とは直接関

係のない部署の人であっても、市職員同士お互

いに顔や性格、アバウトでもいいですがわかり

合っていることが、行政運営を進める上で非常

に大事な要素だと思うんです。例えば、私、以

前市職員としてお世話になってたときには、紙

の庁内広報いちいがありました。新しい職員の

方が入ってくれば、そのいちいで紹介され、ど

の部署に配属されて、どういう経歴の方かとい

うのは一目でわかりました。恐らく、その庁内

ＬＡＮで画面上で見れるかもしれませんが、意

識して見なければ見れないのかもしれません。

そのいちいもなくなったと伺っております。い

ちいをもう一度復活しろというのではなくて、

やっぱりそういったところで、「ああ、ここに

こういった方がいるんだな」というのがわかっ

ているだけでも、普段仕事をする中では円滑に

スムーズに仕事を進める意味では有効だという

ことを申し上げたいのであります。 

 そこで質問でございますが、職員間のコミュ

ニケーションのさらなる円滑化、職員のモチ

ベーション維持など、より効率的な行政運営を

進めるための施策について、何らかの対策を講

じておられるのかについてお尋ねをいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この職員間のコミュニ

ケーションのさらなる円滑化、そして、職員の

モチベーションといったものをちゃんと維持を

するということは極めて大切ではないのかとい

う形で、そのためにはどういう手立てを講じて

いるのかと。 

 やはりこのフェース・トゥー・フェースであ

ると、顔と顔と、これはもう基本であります。

幾らＩＣＴが、情報通信があれしてもってイン

ターネットでさまざまな情報共有ができても、

やっぱり、「おい、おまえ」の関係、「頼む

ぞ」、「わかった」というような、そのような

言葉を交わすことによる、まさに人間としての

持っているこの伝達手段をうまく活用するって

いうことは私はこれは基本だというように思っ

ております。 

 しかし、やっぱり現実にはそういうような対

応ができないっていうことで、このインターネ

ットっていったようなものも活用しながら、庁

内ＬＡＮを張り巡らせながら、職員の皆さんは

それぞれ工夫をしながら市政課題、そして、こ

れは自分のあれやなくて、やっぱり福祉部のほ

うの応援ももらわなきゃならないなって部分は、

そういったネットで交流しながらと。しかし、

そのネットで連携をしながらというようになる

と、今度は部長がいて、課長がいて、係長がい

てっていうような一つの組織の基本があります

よね、それが担当者同士になってしまって、い

うところの管理職である課長や部長が知らない

間にお互いやりとりしてるっていうケースもあ

るわけであります。したがって、その辺をどの

ようにこの調整をするかとなれば、ますます管

理職としての部課長のいうところの事務事業と

いうか、その進行管理、把握といったものが求

められてきているという状況にはなるんじゃな

いかなというようには思っております。 

 ほう・れん・そう、報告・連絡・相談、これ

はもう昔から言われてる言葉なわけであります

けども、なかなかそれが徹底していないという

部分もあります。一つのエピソードであります

けども、このフェース・トゥー・フェースとい

う中で、これはかなり前に私が市長になってか

ら聞いた話ですけども、あるところで会議があ
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ったと、そうしまして、それぞれ担当者同士が

名刺を交換したらば、遠野市職員同士が名刺を

交換しておったという一つの笑い話のようなの

も起きとった。ということは、お互いわからな

かったと。遠野は健康福祉の里はもう前から定

着してるわけですよね。そうすると、健康福祉

の里ってなると専門職も多いわけでありますか

ら、なかなか本庁に来たり市民センターに行っ

たりという機会がないとなると、やっぱりわか

らないですもん。笑えない一つの事実なんです。 

 したがって、そういったようなものについて、

昔はといえばちょっとそれこそ昔話になります

けども、いろんな、土曜日などは午後は職員が

みんな集まってレクリエーションをやる、そし

て、みんなでこうあれをすると。なかなかやっ

ぱり昔から野球はうまかったけども、ますます

うまくなったなということはみんなで共有しな

がらっていう部分で、ゲームをやったりスポー

ツをやったりっていうのがあったわけでありま

すけども、これは今は急速にそういったものも

なくなってきております。車社会っていったの

も影響してるかもしれませんし、いろんな価値

観も変わってるかもしれません。しかし、その

中で、やはりひとつ、きのうの質問の中でもち

ょっと私お答えいたしましたけども、今この夏

休み中、盆踊りなども地域の皆さんが集まって

本当に楽しそうにやってるっていうようになれ

ば、やっぱり遠野市役所もこれだけ分散してる

んであれば、いうところのそれこそ市民の皆様

から批判を受けない範囲内でレクリエーション

といったようなものもやってみてもいいんでは

ないのかなというように思ったりもしてるとこ

ろでございますので、そのようなことを、縦糸、

横糸にしながら、フェース・トゥー・フェース

といったものを基本とした職員のコミュニケー

ション、そしてまた、一方においては、管理職、

そういった方々の厳しい把握と申しますか、進

行管理といったものは、これやっぱり厳しく求

めてかなきゃならないかと思っております。 

 庁議の部分も、先ほど申し上げましたとおり、

これはやめたんじゃないんです。ちょっとみん

なで休もうと、この際、この１時間の庁議とい

ったものはどういう意味合いを持つのかってい

うことは私も考えるから、皆さんも考えてほし

いという一つの時間として、今休んでいるとい

うことでございますので、ひとつよろしく御理

解いただければと思っております。 

○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）  市職員同士で名刺交換、

このテーマ、私もなかなか言いづらい部分を、

市長が機しくも言っていただいたと。私も実は

それを感じておりましたがゆえに、今回そのよ

うなテーマを上げさせていただきました。 

 できれば、これは余談になりますが、勤務時

間内だけでなく、やはりアフターファイブとい

いますか、これも私の経験なんですが、市民セ

ンターに当時勤務してたころ、もちろん勤務が

終わって、夕方になると上司がちょっと来いと

いうことで、みんなで酒を酌み交わしたといい

ますか、その中で、やっぱり話というのは仕事

の話が多いわけですよ、そうすると、今言った

勤務時間内のほう・れん・そうとはまた別の情

報、あるいはその仕事に対してどう思ってると

か、周りがこうだとか、そういうコミュニケー

ションがアフターファイブでとれていたと。そ

ういったような記憶もございます。 

 市長は先ほど、市民の皆様の御批判をいただ

かない程度でレクリエーション、私も大いに賛

成であります。やはりアナログかもしれません

けれども、今そういったつながりといいますか、

心のキャッチボールがなかなかできない職場環

境、それは何も市当局のことだけではない、民

間も含めて同じような状況が多々見受けられる

と思いますので、ぜひそういった心の交流が図

れる機会を意識してふやしていただければいい

のではないかなと思います。 

 とかく縦割りと言われがちの行政運営に関し、

特にも本市程度の規模の地方自治体については、

部署の垣根を取り払って、総合力で物事に当た

る体制や職員の皆様の心構え、そして、柔軟性

のある行政手腕が必要不可欠だと思います。も
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ちろんそれだけではなく、もっと深い現場の事

情も多々あると思いますし、そもそも私が今こ

のような人様の組織についてあれやこれや申し

上げる身分でもないことは十分承知をしており

ます。その点は本当に失礼をお許しいただきた

いと思います。 

 その意味では余計なお世話といえる質問かも

しれませんが、あくまで市民のための行政組織

としての一般論、理想論と申しますか、こうあ

ってほしいんだという私の願いを込めた質問と、

前向きに御理解をいただければと思います。 

 そこでこの項目最後の質問にしたいと思いま

すが、ただいま私の勝手な理想論を申し上げま

したが、組織のトップである市長といたしまし

て、どのような御感想をお持ちでしょうか。ま

た、これまでの経験も踏まえて、今後に向けて、

市政に対する思いはあるでしょうが、職員の皆

様という部分に向けて、何を期待しておられる

かについて、御自身の今後の市政運営に向けた

決意も含めながら御答弁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）  これまでの経験も踏ま

えて、職員に対する一つの思いといったものを、

市長述べてほしいということでありました。 

 フェース・トゥー・フェース、顔と顔、コミ

ュニケーション、これは本当に基本であります

から、そういったことを踏まえながら、あえて

職員に求めたいのは、やはり組織の壁、それか

ら意識の壁、そしてまた制度の壁、これを取り

払ってほしいということをひとつ求めたいとい

うように思っております。 

 それからまた、もう一つは、本気であってほ

しいと。何ごとにも本気であってほしい。そし

て、やっぱり根気というものも持ってほしいと。

下手に諦めないでほしいと。それから、やはり

職員として、「あ、この職員はやる気満々だ

な」というような気概を見せてほしいというと

ころの、やる気・本気・根気といった形でのあ

れを期待したいというように思っております。 

 そしてまた、一方においては、もうどんどん

どんどん社会情勢、本当に目まぐるしく変わっ

てきております。グローバルだと、まさに国際

的な中で遠野市もひとついろいろ位置づけられ

る議論をすること、そういった機会が多くなっ

てきてるわけでありますから、市民のためには

まさにスピード感を持ってほしいと。そしてま

た、一方においては、このタイミングを失しな

いでほしいと。さらには、このバランス感覚も

ちゃんと持ち合わせてほしいと。そして最後に、

ネットワークという、このカタカナ語でありま

すけども、このスピード感、タイミング、そし

てバランス、さらにはネットワークといったも

のを常に意識した行動をとってほしいと。 

 そして、もっとありきたりな言葉であります

けども、ぼやくな、と。それから、ひがんでは

ならないと。それから、ひるんではならないと。

そのような気概で仕事に当たってほしいと。 

 ただ、これを全て満足するというのは、私も

含めてこれはちょっと容易なことではないかと

思っておりますけども、その中で私は本当に職

員に求めたいのは、本気でやってくれないかと

いうことは、やっぱりあえて厳しく求めたいと

いうように思っております。 

 市民の皆さんは、それはちゃんと伝わります。

ただこの場だけしのげばいいということになっ

たんでは、やっぱりまた新たな課題を抱えてし

まうってことになるわけでありますから、しか

し、この場でしのぐっていっても、なかなかこ

の場で解決できない課題もあるわけであります

から、「でも、この人は一生懸命だな」と、

「本当に一生懸命考えてんだな」ということが

市民の皆さんに伝われば、やはり何らかの形で

そこでまた知恵が出てくるということにつなが

んじゃないのかなと思ってますから、今申し上

げたような言葉の中から、職員には一つ一つそ

れを受けとめて、自分はじゃあスピード感ある

対応をしようという形での、そしてタイミング

を失わないような形で仕事をしようというよう

なことを常に心がけてほしいということを期待

したいというように思っております。 
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○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）  はい、わかりました。

恐らく、市長の思いは職員の皆様に届いている

ものと私も信じております。そして、一市民と

して行政のプロである職員の皆様のさらなる御

活躍を御祈念申し上げて、このテーマにおける

質問を閉じさせていただきます。 

 次に、大項目３点目でございます。環境保全

に対する取り組みについてと題し、お尋ねをい

たします。 

 昨年11月に、土淵町山口集落が既に選定され

ている荒川高原牧場に加え、国の重要文化的景

観に追加選定されたことは、地元の方々をはじ

め私たち市民全体にとっても非常に喜ばしいニ

ュースとなりました。 

 民話のふるさととして全国的に知名度の高い

本市にあって、同集落の景観はまさに遠野のイ

メージそのものであり、未来永劫保全していか

なければならない、かけがえのない財産である

ことは自他ともに認めるところであり、地元の

皆様をはじめとする関係各位におかれましては、

選定に係るこれまでの御労苦に感謝と敬意を申

し上げる次第でございます。 

 資料を拝見いたしますと、地元自治会長を中

心に土淵町山口集落文化的景観推進委員会を立

ち上げ、集落の農村景観を守り育てることを目

的に、５つの視点で指針・基準を、いわゆるな

がめづくりガイドラインとして策定をしており

ます。細かいことを申し上げますと、１つ目は

美しい自然環境及び農地の保全、２つに目は屋

敷内の緑化、３つに目は伝統的な建築様式の尊

重、４つに目は工作物等の周囲の景観との調和、

そして最後、５つに目は歴史・文化資源の保全、

そして活用であります。 

 特にも感銘を受けたのは、外部有識者の協力

を得ることはあっても行政に丸投げせず、地元

の方々が積極的かつ協力し合いながら、率先し

て環境保全に取り組んだ姿勢そのものでありま

す。これはまさに市民憲章にうたわれている市

民協働の実践であり、自分たちの地域は自分た

ちの手で守るんだという前向きな姿勢は、私も

同じ市民として見習わなくてはならないと思っ

た次第であります。 

 そこで質問であります。 

 このような景観づくりへの取り組みに関し、

本市では遠野市景観計画を策定し、マスタープ

ランやガイドラインなどを示しておりますが、

その内容を達成するために、市として何らかの

具体的な行動は現在とられているのでしょうか。

さらには、景観条例の制定やそれに伴う規制及

び助成制度の整備に関する基本的なお考えをお

尋ねいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この景観保全に対する

取り組みということで、今御質問の中にも紹介

されました土淵町の山口集落、このコンセプト

が「おらほのながめづくり」という中で、山口

集落の皆さんがそれぞれ集まりまして、自分の

うちから見るこの景観を損なわないようにしよ

うと、大事にしようという中で、まさに官民一

体という中において、岩手大学農学部の広田教

授が指導されたわけでありますけども、そこに

は岩手大学の学生さんも加わりながら、「おら

ほのながめづくり」でもってこの重要文化的景

観、荒川牧場に次いで指定を受けたときの祝賀

会、大変アットホームなものでありまして、最

初は山口集落のあの水車小屋の前のあそこの駐

車場で慰労祝賀会をやろうかって言っておった

んですけども、あいにくの雨模様で自治会館の

２回に移したんですけども、足の踏み場がない

ほどの人が集まりまして、私も履いてた靴を間

違ってしまったというようなエピソードもあっ

たとおり、大変なにぎわいでありました。あれ

がやはり、この本議会でもたびたび議論されて

おります地域の底力といったものが、そこには

私は見出すことができたんじゃないのかなと思

っておりまして、これがこの山口集落の重要文

化的景観につながったっていうのは、まさにあ

そこの住民の皆様の力であったということを、

私も謙虚に、そしてまた、素直に受けとめたい
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というように思っておりまして、であるがゆえ

に、この景観保全っていったものも市政の大き

な課題として位置付けなきゃならないかという

ように思っております。 

 御質問で、この景観計画の中でということで、

これは御案内するまでもなく市内全域を景観区

域としております。そしてまた、この荒川牧場

とか山口集落といったようなものは、文化財保

護法に基づく重要文化的景観としてちゃんと国

の指定も受けております。 

 さらには、この市独自で、平泉遺産があるん

であれば遠野遺産があってもいいという形で市

民の皆さんの協力をいただきました。124カ所

が遠野遺産として認定を受け、そして、そこに

わずかでありますけども、市民協働という仕組

みの中からその環境整備の予算と申しますか、

わずかですけど予算をつけてるわけであります

けども、あっちこっちでこの古くなった社であ

るとか、あるいは参道の整備であるとかといっ

たことが次々と起こっておりまして、これもま

た一つの市民の底力としてあるんじゃないのか

なというように思っております。 

 景観法につきましては、これはいずれ遠野市

といたしましては、県条例を踏襲した形での遠

野市景観計画による届行為等に関する条例を平

成19年３月に制定しているとことでございます

ので、こういたこととの一つの動きを見ながら、

大分いろんな目で景観を損ねるような建物、あ

るいは開発といったものも見えてきております

ので、やはり冷静にそういったものにどう対応

するかといったようなことも考えていかなきゃ

ならないかと思っております。 

 この景観というのにつきましては、私もあそ

この和山、貞任の国内でも最大規模の風力発電

拠点があるわけでありますけども、あそこがい

わゆる再開発可能エネルギーっていう形で風力

発電で発電施設ですか、風車が倍増するような

ことになると、今度は送電ルートっていったも

のがまた出てくるわけでありまして、開発する

っていう中で来た業者さんの方には明確に話し

たんですけども、遠野ルートの中で山口集落を

通るような送電ルートが、これは私は絶対避け

なきゃならないと思っておりますので、それは

ぜひお考えくださいっていう話も申し上げてる

ところでございますから、そのような形で開発

と、そしてまた、保存といったようなこのバラ

ンスを、それこそどうとっていくのかっていう

ことで、市自体もいろいろ問われる事態が出て

くるかと思ってますけども、こだわりっていう

ものは持ちたいというように思っているところ

でございますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午前11時01分 休憩   

────────────────── 

   午前11時11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。 

 １番萩野幸弘君。 

   〔１番萩野幸弘君登壇〕 

○１番（萩野幸弘君）  先ほどは市長から条例

制定に関し、県条例を踏まえて、いわゆる運用

条令といいますか、遠野市景観計画にのっとっ

た運用の条例を整備して、それでいろいろな遠

野市の景観維持に寄与しているというような御

答弁だったかと思います。 

 私といたしましては、その遠野市景観計画と

いうのはあくまでも基本理念といいますか、そ

ういった内容が多くて、具体的な数値としては

先ほど申し上げた条例はあるわけですが、もっ

とストレートに遠野市景観条例とでもいう形で、

遠野市の景観はこういうふうに目指すんだとい

うようなものをお示ししたらどうかという意味

での発言であります。 

 この件については、今回は差し控えさせてい

ただきますが、その意をお酌み取りいただけれ

ばと思います。 

 次に、環境保全の対する取り組み、先ほどの

山口集落だけでなく中心市街地など、いわゆる

町方、商業地、住宅地においても別な観点から

配慮がなされるべきではないのかなと思います。

特にも駅前をはじめとする中心市街地、中心部

に関しては、さまざまな交通インフラも集結し、



－ 77 － 

遠野の観光客にとっても玄関口にといいますか、

ある意味、例えば、遠野駅を１歩降り立ってぱ

っと見た風景が遠野のイメージというようなこ

とにもつながるわけで、そういう意味では町方

景観の保全といいますか、遠野市としてのある

べき景観というのも市として考えていかなくて

はならないんじゃないかなと思っております。 

 駅前の観光交流センター旅の蔵遠野や、あす

もあ遠野といった、やっぱり行政を中心として

インフラ整備が着々とされてきております。し

かしながら、そこから歩き出して街中をよく見

回してみますと、随所に残念ながら空き店舗、

あるいはその店舗すら取り壊して空き地という

のがぽつぽつと見受けられておりまして、その

先ほど申し上げたきちっと整備された部分と、

そういった空き店舗、空き地という部分がミス

マッチといいますか、ちょっと悲しい気分にな

るといいますか、そういう一体感のある街並み

形成に関しては逆行してるかなというような実

態も見受けられると思います。 

 私が考える市街地景観のあり方について、例

えばですけれども、イタリアのローマやフィレ

ンツェのように建物の外装はきちっと統一をし

て、内部の生活空間は幾らいじってもいいよと

いうことでの、いわゆる観光地っていいますか、

景観保全とそこに暮らす人々の利便性を兼ね備

えたような街並み形成というのもいかがなもの

かなと思っております。もちろん、そこには費

用的な裏づけ、あるいは地元住民の皆様の御理

解、御協力というものが不可欠ではありますが、

先ほど申し上げた現状を顧みますと、行政が、

正直なところ手を差し伸べなければ物事は前に

進んでいかないのではないかなというのが今の

現状だなと私は認識をしております。 

 そういった意味で、上っ面だけをそろえるの

かと言われるかもしれませんが、そのほかにも、

例えばですが、道路は単なる黒いアスファルト

ではなくて土色のアスファルトっていいますか、

そういう形で、水が溜まらないようにすぐにし

み込んでいくような材料にするとか、電柱を街

場だけでも地中化するとか、防犯灯の照明、こ

れは蛍光色もあるようですが、それを幻想的な

アンバー色といいますか、オレンジ色に統一す

るとか、また、おもてなしの場になるであろう、

接客の場といいますか、そういう市内の飲食店

街については下水道普及率を限りなく100％に

して環境を整備するとか、そういう遠野の町屋

としてふさわしい統一的な景観の整備、保全と

ともに、日常的な利便性向上を同時に進めるこ

とで、町場の活性化、人が集まってくる状況を

つくり出すきっかけになるのではないかなと、

そういうような、夢かもしれませんけれども、

そういった希望を抱くものであります。 

 そこで質問でありますが、本市では中心市街

地の現状をどのように捉えて、そして、今後の

環境保全、形成といった観点で、今後どのよう

な整備を進めようとしておられるのかについて

お尋ねをいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  中心市街地の景観とい

ったものをどのように考えているのかというこ

とで、いろんな事例が出されました。 

 平成21年から25までのこの５年間におきまし

て、中心市街地活性化基本計画っていったもの

を策定いたしまして、ただいま議員から述べら

れたとおり、駅前再開発、ＪＡビルの全面リニ

ューアル、あるいは、旅の蔵遠野として日通の

遠野営業所の跡地活用、さらには、昔話村改め

とおの物語の館と、そしてまた、そこに下一日

市の区画整理事業もおかげさまで竣工をみたと

いうことで、さまざまな形での環境は整ってき

たと。 

 これは21年から25年度までのこの５年間にお

ける基本計画に基づいて、いうところの旧まち

おこし交付金、社会資本総合整備交付金という

形でなっておりますけども、４割近い交付金を

受けることによりまして、そのような形で計画

的に、いうところの景観も含めて街並みを整備

することができたということになったわけであ

ります。 

 そしてまた、これは、続きまして私は第２ス
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テージに入ろうということで、今いろいろ議論

を行っております。そして、来年１年、さまざ

まな形で議論をしながら、中心市街地の第２ス

テージとして２期目となる遠野まちなか再生地

区都市再生整備計画を策定しながら、その平成

26年度から、駅前の竹下内閣のときに１億円事

業という中で民話のモニュメントが駅前から博

物館のところまでずっと点在してるわけですね、

もう既に25年経過してるわけでありますから、

ここにもう一度光を当てようと、そして、さら

にはいろんな、集うという一つのコンセプトの

中で、電線の地中化などもこれも図ってもいい

んではないだろうかと、これまたひとつ大きな

事業であるという中で、26年度から民話の道ポ

ケットパークの再整備、さらには遠野駅前通り

の、これ今申し上げました電柱の地中化といっ

たような景観に配慮した街並みの整備につきま

して、順次シナリオづくりを行って、取り組ん

でまいりたいということで、今そういった準備

にもう今入っておりますから、そういった中で、

今申し上げましたとおり景観条例、で、今度、

空き家条例も少し踏み込んだ形で行政が関与し

て、もうとてもじゃないが所有者の同意を待っ

てられないと、下手すると第２次災害まで起こ

してしまいかねないっていうような空き家もふ

えてきておりますから、景観上も大変ですし、

安心安全上も大変だということになりますから、

役所が一定の権力をもって、権力って言葉はち

ょっとまずいかもしれませんけども、役所の行

政の中において責任をもって解体をするってい

うところまで踏み込めないかというような形で

今条例化の検討を急がせておりますので、これ

も一つ景観というものの中に入る中で、そうい

ったものが一つ一つなっていくと、それが総称

した中で、遠野全体をこだわりの、まさにまち

づくりという意味においてひとつ大きな景観条

例のようにもっていくという方向性にいくんで

はないかのかなということも考えておりますの

で、よろしくお願いをしたいと思っております。 

○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）  はい、わかりました。

私の進行がまずいせいで、持ち時間も少なくな

ってまいりましたので、もっとここの部分につ

いては掘り下げて議論をさしていただきたいと

思うんですが、例えば、それは12月に始まるで

あろうＳＬプロジェクトのかかわりとか、いろ

んな意味で、やっぱり先ほどの山口集落ではあ

りませんが、行政主体だけでは何ともならない、

いわゆる地元の方々の熱意といいますか、民間

の活力というものが何としても必要なんだろう

と思っております。 

 次の機会にしたいと思います。 

 続きまして、大項目４点目、本市の将来を担

う人材育成についてと題し、質問をさせていた

だきます。 

 どの世界、分野においても後継者の育成は避

けて通れない課題ですが、本市の将来を担う後

継者を育成することも、市としてしっかり取り

組まなければならない課題だと思います。 

 少子化の現代において、自治体が繁栄してい

くための要素の一つとして、地元で生まれ育っ

た子どもたちを一人でも多くこの地元にとどめ、

定住させるための政策が必要であり、さらには、

各分野においてリーダーシップをとれる優秀な

人材を育てることも本市として大切なテーマで

はないかと思います。 

 このような資質を兼ね備えた人材が育つ過程

においては、本人自身の努力としてあらゆる競

争に打ち勝つ強い心や自立心が必要であり、周

りの努力としてそれらを伸ばす教育環境の整備

や体制が必要ではないかと思います。 

 全国の教育現場の中には、例えば、運動会で

順位をつけないとか、学習発表会で主役が複数

の子どもたちで組織されて、場面ごとに主役が

何回も人がかわるとか、そういった事例を実際

見聞きしいてることも皆さんあろうかと思いま

すが、恐らく、それは平等を重んじたり保護者

の方々に配慮したりと、さまざまな理由がある

んだろうと推察します。それを否定するもので

はありませんが、しかしながら、私はそのよう

な平等に偏ったと申しますか、守られすぎて競
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争原理の希薄な環境で育った子どもたちが将来

社会に出たときに、果たして自立していけるの

かなと考えたときに、ちょっと一抹の不安を覚

えるのであります。 

 それでも親が若いうちは守ってくれるかもし

れません。ただ、それは永遠に続くはずもなく、

いずれは親の手から離れて自立しなければなり

ません。あるいは、逆に親を面倒見なければな

らない日が来るとういことは、誰でもわかる理

屈であります。 

 このことからも、私は百獣の王ライオンが我

が子を谷底に落として這い上がる試練を与える

ように、子どもたちに対し、かわいいからこそ

早い段階で競争に打ち勝つ強い心や自立心を育

てる教育が必要ではないかなと、そう考えてお

ります。 

 そこで質問でございます。 

 今お話しした競争心や自立心を育てる教育の

必要性について、本市ではどのような御見解を

お持ちでしょうか。もし、具体的な対策がおあ

りでしたら、教育長になろうかと思いますが、

内容をお示しいただきたいと思います。 

○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）  萩野幸弘議員の一般

質問にお答えをいたします。 

 競争心や自立心を育てる教育の必要性と具体

的な対策についてでありますが、議員がおっし

ゃられる児童生徒相互の切磋琢磨、自分自身の

将来を考える力は、児童生徒の成長においても

とても大切であるというふうな認識をしており

ます。 

 昨日から引用しております今年度実施された

全国学力学習状況調査の質問肢の結果の中に、

あなたは将来の夢や目標を持っていますかとい

う問いに対して、小学生は87.9％、中学生で81.

1％持っていると答えております。また、今住

んでいる地域の行事に参加していましたかとい

う問いに対し、小学生では81.9％、中学生は81.

5％が肯定的な回答をしております。いずれの

項目も全国及び県の数値を上回ったものになっ

ております。 

 現在、各学校では将来の自分の進路を見据え

たキャリア教育を実践しており、社会科見学や

職場体験など、体験活動を通しての実践がされ

ておりますし、児童生徒は御存じのとおり地域

活動へも積極的に参加している状況にあります。 

 このような活動等の中で、児童生徒は人と人

とのかかわり等を通して自分の将来を考え、そ

のことにより自立心等が育まれていくものと認

識しております。 

 また、今年度中学校再編により８校の中学校

が３校になったことにより、それらの切磋琢磨

の機会がふえましたので、さまざまな効果が今

後あらわれてくるものと考えております。 

○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）  私がなぜこのような質

問を申し上げるのか、具体的には私の経験から

来てるんですが、以前中学校や高校の先生方と、

ＰＴＡとしてといいますか、お話ししたときの

話でありますが、例えば、中学校で子どもたち

の勉強意欲、なかなか勉強しない、部活に一生

懸命だとか、ゲームに夢中だとか、もっと勉強

させてほしいといったときに、「いやいや、そ

んなことはないですよ。遠野の子どもたちは本

当に優しくていい子ばっかりですよ」というこ

とで、「そんな厳しいことをする必要はありま

せん」って言われたり、あるいは高校で学力テ

スト、あるいはアンケートがあった際に、先生

から中学校までの基礎学力が県内の他地域、特

に都市部と比較して低いとか、自主学習時間が

圧倒的に少ないといったことを指摘されたこと

なんです。これ、その中学高校の先生から言わ

れたことに関しては、中学校のある先生に言っ

たらば、今度は小学校が悪いと、こう言うんで

す。 

 このいった先生方の発言に対し、教育長とし

てどのような御感想をお持ちでしょうか、お伺

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〕 
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○教育長（藤澤俊明君）  現状については昨日

の答弁の中で申し述べております。 

 今、現場の先生方、高校、中学校の先生方の

言動が出されましたけども、話の中前後があり

ますし、また、その場の雰囲気というものもあ

ります。しかし、もしもその言動が真実だとす

れば、当市に対しての現状認識、それから、教

師としての今後の子どもたちに対する展望に、

ちょっと物足りないものを感じます。 

 今後とも機会を通しながら、現状認識とこれ

からの市の進むべき目標等について、我々とし

てもさらに訴えていかなければならないし、実

践していかなければならないという思いでござ

います。 

○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）  はい、わかりました。

今、教育長がおっしゃったように、言葉の前後

があります。深い思いもありますので、この質

問、もっと聞きたいところはありますが、この

程度にさせていただきます。 

 先般、きのうも出ましたが、文科省の実施し

た全国学力テストの結果が公開され、当市の子

どもたちの状況については昨日の同僚議員の質

問でも明らかになりましたが、その結果を踏ま

えても、残念ながらさらなる努力が必要である

ことは明白になりました。総合全国１位がお隣

りの秋田県であることを考えれば、なぜ隣同士

でこのような差がつくのか、正直ひたすら悔し

く悩ましい限りであります。 

 そこで質問ですが、このような本市児童生徒

の皆さんの学力実態について、子どもたち本人

自身や保護者の皆様がどの程度認識しておられ

るのか、私としては現実を正しく認識されてい

ないのではないかなという心配もありまして、

質問を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）  お答えします。 

 昨日から話題になっております調査結果につ

いては、子どもたち一人ひとりに個票、Ａ４の

出てきた個票で、どの分野がちょっと足りない

とか、どの分野で非常に伸びているとかという

細かなデータをもとに配付をしております。も

ちろん、単なる渡すだけじゃなく、小学校にお

いては子どもたちとの時間をとりながら、担任

としての先生の日常見ているコメントも加えな

がら渡しております。また、中学校においては、

期末面談とか、それから個別の指導の場を通し

て、これは親よりも本人に通してのコメントを

加えながら配付しております。 

 やはり学校は主導権をとらなければなりませ

んけども、子どもたちの意識の向上、それから、

視野の広さ、将来へのキャリア教育も含めた将

来展望を持ちながら、保護者との大きな理解を

得て進まなければならない内容だというふうに

思います。 

 結果が結果ですので弁解はいたしませんが、

その辺で不足している面は補完して進まなけれ

ばならないというふうに考えております。 

○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）  はい、わかりました。

補完して今後進んでいく上で、ここで一つ一例

を挙げさせていただきます。 

 私も全くそのとおりだと思いますが、先ほど

申し上げた秋田県、昔から教育熱心な県、東北

ではあと山形もそうですけれども、子どもたち

の勉強に対する意欲も並外れたものがあると、

子ども自身です、それを以前から感じておりま

した。その具体例として、これはテレビ報道の

受け売りではございますが、教育現場において

授業に入る前に、事前にきょうは何を学ぶんだ

よということを子どもたちに確認をさせて、子

どもたちが、「うん、これを学ぶんのか」とい

う明確な目的や目標意識を持たせてから授業に

入ると。あるいは家庭学習においても、学習

ノートを活用して勉強を習慣化させて、また、

先生の添削もきめ細かくアドバイスを書き添え

る、そして、それによって子どもたちが段階的

に覚えることが楽しくなっていくような工夫を

されている。あるいは、県の教育委員会にあっ
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ては教育専門監制度をとり入れて、いわゆる教

える技術に長けた先生、いわゆるスーパー教師

とでも申しましょうか、そういう人が一つの学

校ではなく複数の学校にまたがって教育を教え

ることができる、そして、その技術を別の先生

にも伝授するという体制が整えられているとの

ことです。 

 実際にこの仕組みを取り入れた他県が一定の

成果を上げているということもあるようですが、

教育長、こういった実績例も踏まえて、具体的

な遠野市としての教育体制の改革といいますか、

そういうものをお考えはございませんでしょう

か。 

○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）  秋田県のことについ

ては、制度上でも本県はやってない、本市では

やってない点はございます。 

 しかし、昨日も答弁いたしましたが、今話の

あった授業についてでありますけども、子ども

の学習面での大きな比重を占めるのはやはり学

校の授業であります。その中で、県としても市

としても授業改善と称して、先ほど御指摘いた

だいた、だらだら入るとかという表現がござま

したが、本日の授業の目的は何で、どんなこと

を覚えなければならないかいうあたりを子ども

とともに確認をし、授業に入ってございます。

子どもたちの調査を見ても、きょうの学習はど

うだったかというあたりの確認は毎時間されて

いるというアンケートもありますけども、我々

が期待した数値になっているのが実情でござい

ます。 

 また、授業の終わりには、果たしてどの程度

自分のものになっているかという確認も、本人

一人ひとりにやってございます。 

 手法的には同じこともやってるんですが、進

行度合い、浸透度合い、そこに何かしら差異が

あるのかなと思ったりもしております。まねる

ところは、学ぶところは学んで、ことに及んで

おりますが、現状は昨日のとおりでございます。 

 今後とも精進したいというふうに思います。 

○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）  時間も迫っております

ので、次に移りたいのですが、先ほど教育長が

御答弁いたしましたが、そういった授業に目的

意識を持たせる部分は本市も取り組んでおられ

るということですので、それはそれでよろしい

かと思いますが、であれば、最終的にいえるの

は、これも教育長、決意を述べておられました

が、結果であります。 

 けさ、出かける間際にテレビを見ましたらば、

静岡県の川勝知事が映っておりました。びっく

りしましたが、ごらんになった方もいるかもし

れませんが、学力テストを受けて、小学校の国

語Ｂでしたか、ちょっとそこは定かではありま

せんが、全国最下位であったということで、学

校名は公表できないが校長名を公表したいとい

うお話しでした。これもまた、言葉の前後があ

るでしょうから、一概にはここでそれに対する

論評はいたしませんが、やはり責任の所在を＾

明確にするということにおいては、非常に決意

のある発言がされていたのかなと思っておりま

す。 

 ここは上辺だけでは軽率なことはお話しはで

きませんので、いずれ私は結果として子どもた

ちがやっぱり自立心を持つということは、それ

だけ学力レベルにも比例してくると思いますの

で、何とかその願いをお酌みとりいただければ

と思います。 

 次に、中高一貫教育についての質問をさせて

いただきます。 

 県内では一関一高がモデル校となっておりま

す。本市においても、この一関一高の例を参考

にしてはどうかということを申し上げたいので

ありますが、それは、今ある関係者の方に聞き

ましたらば、地元に優秀な人材を残す意味で、

ある一定の成果があるという評価も、一部には

ですよ、あるということがあります。 

 やはり中高一貫ということは、小学校から中

学校に上がる段階で試験をするというのが一般

だと思いますが、私は早い段階からそういった
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自立心、自分が将来どうしたらいいかっていう

ことを考える機会があったほうが、最終的にや

り直しを仮にするときでも、まだ時間的余裕は

あるという意味で申し上げております。 

 そういった意味において、中高一貫校という

のは非常に検討してみる余地があるのではない

かと思いますが、教育長としてはどのような御

見解をお持ちでしょうか。 

○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）  中高一貫校について

であります。 

 現在、県立一関第一高等学校附属中学校は、

高等学校入学者選抜のない６年間を中高一貫教

育のもと、より深く学び、将来の進路目標を達

成できるよう特色ある教育活動を展開し、次世

代のリーダーを育成することを理念に挙げ、特

色あるプログラム等を実施するなど、生徒の進

路達成に向けた取り組みを推進していると認識

しております。 

 議員がおっしゃるとおり、中高一貫教育を導

入することは多くのメリットがあると思います。 

 さて、現在の市の中学校の現状を考えた場合、

喫緊の課題は学力向上対策であります。そのこ

とは強く、先ほどから申しているとおり、強く

認識しております。 

 中高一貫校体制の検討は、県立一関第一高等

学校附属中学校から県立一関第一高等学へ進学

した生徒が卒業し、その成果と課題を検証する

必要があると思います。 

 当面は当市としては、現在施行している遠野

市の小中学校がより連携した形で学力向上対策

を進めることが、第一義と思っております。 

 また、本市には東日本大震災以降、複数の大

学等からの支援のために学生さんが来遠し、さ

まざまな活動を行っておりますが、その中には

小中学校生徒との接点もございます。これらも

多くの方々に価値に触れるという点で、大いに

極力門戸を開いていきたいというふうに考えて

おります。 

 現段階では、このような活動を通しながら、

児童生徒の自立心、それから、進路の意識の向

上、単なる高校だけに終わらず、高校後のこと

も考えた将来の進路達成について、そういう意

識をもっていくような配慮をしていきたいとい

うふうに考えております。 

○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）  はい、わかりました。

子は宝。遠野市にとって子どもたちを産み育て

ていく責任というのは、その親だけでなくて、

遠野市全体で育てるんだという中での決意を伺

いました。 

 この質問に関してはきょうは時間の関係もご

ざいますので、先ほど教育長も触れていただき

ましたが、やはり大学とかそういったさらに高

等教育も含めて、遠野がより優秀な人材をさら

に産み育てて、さらにこの地域に根づいて、あ

るいは、この地域にいなくても遠方からも支援

していただくような子どもたちがたくさん出る

ことを願って、このテーマについてはまた次回

の質問にさせていただきたいと思います。 

 本日は支離滅裂な質問になってしまったかも

しれませんが、これをもちまして私の一般質問

を終わりたいと思います。ありがとうございま

した。 

○議長（新田勝見君）  次に進みます。５番

佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  清風会の佐々木大

三郎でございます。 

 ただいまから事前通告に従い、一問一答方式

により一般質問をさせていただきます。 

 質問に先立ちまして、夢のある最近の話題に

ついて紹介させていただきます。 

 皆さんも御承知のとおり、先日、国際リニア

コライダーの世界候補地として北上山地が決定

したという朗報が流れました。このリニアコラ

イダーが立地されれば、世界の研究者や家族ら

約１万人が移り住むと言われております。また、

リニアコライダー関連企業の新たな進出や学術

都市形成による国際感覚を持つ人材の育成、津
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波被害の復興に向けた新しい産業の芽生え、そ

して、これらのことによる大きな経済効果や教

育効果、雇用の創出等々が期待されております。

この誘致は最終的には政府の決断にかかってい

るということですが、金額だけでははかり知れ

ない大きな未来や夢、そして希望を、全世界の

子どもたちに与えることになりますので、早期

の決定を図ってほしいものであります。 

 さて、私からの一般質問は、１点目の交通安

全対策についてと、２点目の人口減対策につい

ては市長に、そして、３点目のインターネット

選挙運動解禁の対応については選挙管理委員長

に伺います。 

 まず、１点目の質問の交通安全対策について

ですが、さきの６月７日の議員全員協議会の席

上で、当局から公用車の事故にかかわる専決処

分案件について５件の事例説明がありました。

私はこの報告内容から、発生件数の多さに驚い

ております。また、事故発生原因の分析と再発

防止策は講じられているかどうかが心配ですの

で、この辺の内容について伺います。 

 そこで、平成20年度以降の公用車による事故

発生状況について担当課に問い合わせましたと

ころ、発生件数は増加傾向にあることがわかり

ました。ちなみに、平成20年度の発生件数は10

件でしたが、これに対して平成24年度は22件と

倍以上になっております。 

 幸い、重大な人身事故等には至っておりませ

んが、交通事故は時と場合によっては被害者、

加害者の双方にとって悲惨な結果を招き、その

代償は余りにも大きくなることがあります。例

えば、企業活動において交通死亡事故者が発生

してしまいますと、その企業体質を見透かされ

て、お客様からの信頼は一気に失墜してしまい、

販売不振や取引停止に陥って、企業倒産という

ケースもあり得るわけであります。まさに、こ

の交通事故発生は社運を左右する事態になりか

ねない大きな問題であると私は認識いたしてお

ります。したがいまして、何を推進するにして

も、まずは安全とその危機管理を第一に据えて

事業運営を行わなければならないと考えます。 

 本田市長御自身も、常日ごろから安全安心に

心を砕いておられることと理解しております。

現に、遠野市では交通安全に関連して、第２次

遠野市交通安全計画の策定と取り組みや、無事

故無違反150日コンクール参加者の募集、交通

安全施設点検の実施、そして、通学路の危険箇

所の緊急点検と対策等々、さまざまな施策が講

じられておられます。 

 しかし、このような環境下の中で、公用車に

よる交通事故発生件数は減少するどころか、逆

にふえ続けているのはなぜでしょうか。何か特

別な理由や原因があるということでしょうか。 

 この辺の内容について、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）  佐々木大三郎議員の一

般質問にお答えいたします。 

 交通安全対策と、モータリゼーションの中で

ふえる一方の車、そしてまた、整備される道路、

これも安心安全が当然なわけでありますけども、

スピードがますます出せるような道路環境にも

なっているということもあるわけでありますか

ら、まさに整備されたという安心安全の部分と、

それだけまた交通事故の危険性も高くなってい

るということもあるわけであります。 

 復興支援道路といたしまして、まさに待望久

しかったこの釜石自動車道花巻釜石間、そして、

宮守インターまで道路が供用開始になっており

ます。間もなく、あと１年半ちょっとで遠野イ

ンター、そして、その遠野インターから11キロ、

遠野住田インターまでつながるということもカ

ウントダウンが始まってるわけでありますし、

また一方においては、国道340号立丸峠のトン

ネル化ということで、宮古側から順調に工事も

開始したということでありますから、交通安全

といったものに対するさらなる意識の啓発と、

そしてまた、お互い注意しようということは極

めて大事じゃないかと思っているところであり

ます。 

 その中で、公用車に絞って今お話しがありま
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した。それぞれ御指摘のあったとおりでありま

す。担当課のほうから数字を聞いたということ

でありますから全くそのとおりの数字であるわ

けでありますけども、今、市の所有している公

用車は192台所有いたしております。その中で、

これは小型特殊車両を除く乗用車両であります

けども、192台。そして、これにつきましては

交通事故といったものに備えながら、全国市有

物件災害共済会の自動車損害共済事業に加入し

ているという中で、御質問にありましたとおり、

５年間の事故が20年から23年度まで平均では12

件、それが、ただいま御指摘ありましたとおり、

平成24年度では22件と突出したと、件数がふえ

たと。多分、これは間違いない数字だというよ

うに思っておりますけども、そういうようにな

ってるわけであります。 

 これはやはり厳しく受けとめなければならな

いかというように思っておりして、ただ、この

24年度の事故の内訳を見てみますと、人身事故

が１件、対物事故が２件、自損事故が実は13件

あります。さらには、これはもらい事故という

ものが６件ということになっているわけであり

ます。この辺のこの内訳ていったものもきちん

と冷静に分析しなきゃならないんじゃないない

のかな、自損事故が13件もあったと。ちなみに、

25年度の数字も申し上げたいと思っていますけ

ども、８月末現在で７件で、内訳は自損事故が

４件、もらい事故が３件という状況になってお

りまして、24年度にしますと22件の上期という

ことを見れば、８月ですからこれからまた冬に

なってきたりするわけでありますから、ですけ

ども、いずれそんなにはふえていないんではな

いかなというように思っているところでもあり

ます。 

 そしてこの24年度はちょっと突出したという

中にありまして、この不注意によるものと思わ

れるものが６件ありました。それから、判断の

誤りと認められるものが２件あります。もらい

事故や、もう一つは当て逃げという事故にもあ

ってるわけでありまして、これは５件というこ

とでありますので、この不注意や判断の誤りと

いうのは、これは防げるわけでありますから、

なお一層、職員に対してのこの安全運転といっ

たものの徹底といったことを呼びかけ、そして

また、それぞれの職場でそれを徹底する。先ほ

ど150日、職場でもってコンクールするような

制度がありますね、そういったようなものをき

ちんとした形で、ただ、ことしばっかりじゃな

くして、徹底する中でやはり不注意やら判断ミ

スやら、そういった自損事故を防ぐということ

に、なお一層努力してまいりたいというように

思っております。 

○議長（新田勝見君）  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）  今の件はよくわか

りました。 

 次に、交通事故発生の原因分析と再発防止策

について伺います。 

 本題に入る前に恐縮でありますけども、ちょ

っと恥を忍んで私自身の失敗談を紹介させてい

ただきます。これは皆さんには私と同じような

失敗を繰り返されないようにするためにも、警

鐘を打ち鳴らすといいますか、そういった意味

からもお話し紹介をさせていただきます。 

 私はまだ30代前半の若いころでしたけども、

自転車事故によって大けがをするという大失態

を演じてしまいました。その事故状況は次のよ

うなものでした。当時、私は民間会社で勤務し

てまして、宮城県の仙台市内にいたわけなんで

すけども、職場までの距離が短いということも

あって自転車通勤をしておりました。事故現場

は会社からの帰宅途上でしたが、だらだらと長

く続く下り坂でしたので結構スピードも出てお

りました。そこに突然、相手自転車による道路

横断に遭遇してしまいました。私の体はもう相

手自転車の側面に激突しまして、前方を遮られ

てしまいましたので、私の体は空中を舞った後、

右肘から地面に強くたたきつけられてしまいま

した。結果はこの世の痛さと思えないほどの激

痛に襲われまして、右肘の複雑骨折ということ

で１カ月以上の入院加療、その後のリハビリ通

院、後遺症ということで、心身ともに大きな痛
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みとショックを体験しました。そして、この痛

みは私だけではなくて周りの方々全員に降りか

かり、大きな迷惑をかけることになってしまい

ました。それは、衝突事故に遭遇した相手方は

毎日のように病院に来られましたし、また、職

場を１カ月以上あけることによる仲間への仕事

の負担、これらは恐らく私が想像していた以上

に大きな迷惑をかけてしまったことでしょう。

といいますのは、当時の職場の上司である課長

はついに私の見舞いに来ていただけませんでし

た。当たり前ですけども。そして、妻も幼子２

人を抱えまして私の身の周りの世話のために毎

日通院し、大変な負担になったことと思います。 

 以上から交通事故の悲惨さと健康や命の大切

さについて自ら再認識し、反省させられた次第

であります。これが公用車による人身事故であ

ったならば、当事者のみならず、市民へ大きな

負担と迷惑を強いることになるでしょう。した

がいまして、事故を起こす側にも起こされる側

にもならないように、人ごとだといって軽視せ

ずに、しっかりと心にとどめおきたいものです。

そして、一人ひとりが注意すれば、事故は少し

ずつ減ってくるはずであります。 

 そこで、なぜこんな事故を起こしてしまった

のか私なりに検証してみますと、１つには毎日

通い慣れた道路でしたので、まさか自転車なん

かでけがをするはずはないという甘い先入観が

ありました。２つ目は、１週間の出張を終えて

職場の仲間と飲酒を交わした後の帰宅途上でし

たので、飲酒運転でした。また、早く家族に会

いたいという思いから、スピードの出し過ぎと

注意力の散漫ということでした。３つ目は、長

期出張帰りでしたので、家族へ何かお土産を買

って帰らなくちゃいけないという思って、ケー

キを買って右手に抱えておりましたので、当然

左手だけの片手運転状態でした。さらに４つ目

は、左ブレーキが整備不良、すなわちブレーキ

のきき具合が甘いという状態でしたので、とっ

さのときにブレーキの制動が機能しないと、最

悪状態といいますか、強く反省しているところ

であります。 

 以上、私の事故のように発生原因が明確にわ

かるであれば再発防止策は講じられるわけなん

ですけども、場合によっては原因が不明確な場

合も想定されます。しかし、原因は必ずどこか

に存在するはずです。原因があるからこそ事故

が発生するのです。その原因を見出してこそ、

適切な再発防止策が講じられることになると思

います。 

 そこで伺いますが、昨年度発生した22件の事

故発生原因の分析は明確に行われているでしょ

うか。また、適切な再発防止策を講じておられ

るかどうかについて伺います。 

○議長（新田勝見君）  午後１時まで休憩いた

します。 

   午後０時00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。 

 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  事故発生の原因という

ことで、昨年度22件の事故が発生したと。どの

ように分析しているのかと、いうなれば予防が

できたと、その辺の備えといったものをきちっ

とやっていればこの事故の件数も減らすことが

できたんではないかということで、佐々木議員

のかなり前の失敗談も例に、認識が甘かったと、

ケーキを持っておったと、ブレーキが不備だっ

たと、そしてまたさらには家族に早く会いたか

ったというような思いの中で、つい事故を起こ

してしまったというような失敗談の御披露もあ

ったわけであります。事故は起こすべきして起

こすというよりも、いうところの何かそういっ

た要因があって、それが事故に。ただ、今の

佐々木議員のように自転車の中において、それ

でも大変な大きな１カ月以上の治療入院、加療

を要すというような事故であったわけでありま

すから、まさに命にかかわる事故であったとい

うことになる。これまた、自動車ということに

なると、本当にこの不注意でそういったような
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ことになる。そして、加害者も被害者もなく、

大変な状態に陥るというのは交通事故であると

いうことは、いろんな事故案件がそれを物語っ

ているわけであります。 

 この22件の中で、ちょっと分析したものとし

て数字を持ってるわけでありますけども、まず

１つは、時期的には冬。そして、時間帯は午後。

それから、これを数字で見ますと、12月から3

月まで、この冬期間が10件。22件のうち10件が

この冬期間。そして、特にも２月が多かったと。

これは多分気象状況にもよるんじゃないかなと

いうように思っております。 

 そして、時間帯は14時から16時が７件と最も

多い、時間帯で見ますと。また、これは家族に

も駆けつける時間帯でもないわけでありますか

ら、14時から16時だと何かやっぱり午後になっ

てあれじゃないかなと。と申しますのは、この

事故で部署別に見ますと、市民センターと環境

整備部が多いんですよ。これは市民センターと

環境整備部が多いっていうのは、ある意味にお

いては当然という言葉はちょっと使っちゃなら

ないかもしれませんけども、とにかく出歩く

ケースが多い部署なわけですよ。したがって、

どうしても件数も多くなってくると。現場って

いうのを持ってるのが市民センターであり、環

境整備部でありますから。何かあれば直ちに出

ていかなきゃならないというような中での役目

を持ってるということで、どうしてもこういっ

た市民センター、環境整備部が多いということ

になります。 

 それから、この年代的に見ますと、20代が６

件と若い方に多いと。 

 そして、この22件のうち職員が14件、非常勤

職員が５件、委託業者によるものが３件という

形で数字が分析されておりますので、先ほど

佐々木議員のほうから自らの失敗談も含めてや

はり注意しなけりゃならないぞというような形

での御指摘があったわけでありますから、こう

いった職員への安全運転のなおの一層の周知、

それから、車のいうところの始業点検、これな

どもすごく大事だというように思っております

ので、そのようなこと。やはり公用車もそれぞ

れの専従のと申しますか、運転手がいなくて、

みんなかわるわけでありますから、要するに車

を大切にする、そして、ちゃんときちんと手入

れをするというような、ごく当たり前のことに

も、なお一層留意しながら、指導を徹底してま

いりたいというように思っております。 

○議長（新田勝見君）  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）  ありがとうござい

ました。 

 今、事故発生原因、御答弁いただきました。

再発防止策も多分御答弁いただいたと思います

けども、私によくわかりませんでしたけども。 

 それで、今その事故原因としましては、気象

状況、道路事情が悪かったとか、若い人に事故

が多かったというような御答弁いただきました

けども、失礼ですが、御答弁内容からは真の事

故原因はどこにあったのか、私はよくわかりま

せんでした。で、私も思うには、前回御提出い

ただいた議員全員協議会、あの資料から私なり

に判断してみますと、仕事が忙しくて、例えば、

いらいらが募っていて前方不注意であったとか、

これ例えばですよ、考えごとをしていて相手の

車に気づくのがおくれたとか、いつもの慣れか

ら気持ちに緩みがあったとか、そういったとこ

ろまで踏み込んで原因分析をしなくちゃいけな

いんだろうなというふうに思います。 

 恐らく、今、市長のほうから御答弁いただい

た内容は、事故当事者から、上司かどうかわか

りませんけど、その内容を取りまとめした資料

ではないかなと私は考えます。 

 やはり、事故原因の究明はそうじゃなくて、

もっと突っ込んで、例えば、安全運転管理者の

ような方、配置されてるはずですので、そうい

う方とか、上司、あるいは関係する方に入って

いただいて、徹底的に、「そこなの、それでい

いの」という感じで真の事故原因を探し当てる

というような姿勢、やり方が必要であると思い

ますが、いかがでしょうか。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 
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   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  全くそのとおりだとい

うように思っております。 

 先ほど、事故原因のどのような事故原因かと

いうことでのお尋ねでありましたから、そのこ

とを申し上げたわけでありますけども、それを

ただ放置しておくということは決してしており

ません。それぞれの職場で安全管理者がおりま

す。個々のケースに応じて何なんだろうと、や

っぱり不注意だったのかと。それから、天候や

路面の状況に対する判断の誤りもあったなと。

それから、一つあるわけです、飛び出しによる

危険を避けるために、危険回避するために事故

になってしまったというようなケースもあるわ

けでありますけども、それぞれこの原因はある

と。 

 その中において、仕事が忙しいという一つの

お話しもあったわけでありますけども、それも

あるかもしれません。何か急いでおったなとい

うこともあるかもしれません。帰るまでにきょ

う中に仕事しとかなきゃならないから帰りを急

いでいたこともあるかもしれません。それは、

それぞれ事故案件ごとに、その安全管理者の中

で、課長職等がそれをやってるわけであります

けども、きちんとあれしながら。ただ、ほとん

どが、やっぱり判断ミス、それから、先ほど申

し上げましたとおり、天候や路面が思わんなり

になっていて、ついつい事故につながってしま

ったという中で、仕事が忙しくてどうしても事

故につながったというようなことは、私は余り

事例としてはないんじゃないのかなというよう

に思って捉えておりますし、ちゃんと分析もし、

フォローもしておるということで御理解いただ

ければと思います。 

○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）  はい、よく理解で

きました。 

 それで、事故の再発防止に向けまして、職場

内での周知とか注意喚起はきちっと行われてい

るかと思いますけども、そのことに加えまして、

私さらに必要なことは、例えば、月に１回とか

四半期に１回程度の周期でもって全庁的な安全

朝礼、これは場合によっては部課単位でもよろ

しいかとも思いますけども、いずれそういった

やり方、安全朝礼の励行、あるいは職場内での

危機管理訓練と、こういったものを行う必要が

あるんではないかなというふうに考えます。 

 この安全朝礼では、各職場内の安全に対する

取り組み内容、あるいは御存じのようにヒヤリ

ハットですね、そういった事例を紹介し合いな

がら、お互いに確認し合うような励行が必要で

あると思います。 

 また、危機予知訓練では、職場内や車両を運

転途上での危険要因はどこに本当に潜んでいる

のかをよく話し合って、考え合って、そして、

見出して確認し合って、事故を未然に防げるよ

うな普段のトレーニングが必要ではないかなと

私は考えますが、このことに対しては市長、ど

のようなお考えか伺います。 

○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）  全くそのとおりの対応

が必要だというように承知しております。これ

は決め手がないと。やはり愚直に職場同市で話

し合いをしながら、お互い気をつけましょうと

いう中における職場環境をつくっていくという

ことが、やはり基本ではないかなと思っており

まして、この遠野市無事故無違反150日コン

クール、これには全職員参加の取り組みを毎年

実施しているということであります。ちなみに、

参加チームは80チーム、達成チーム、この無事

故無違反という中で達成するこの達成率は遠野

市役所の職場にあっては90％、無事故無違反を

達成したチームは72チーム、80チームのうち72

チームが、72の職場がそれを達成してるという

ことで、90％という数字もその中で確保してあ

ると。これは何も自慢することじゃないんじゃ

ないかと、達成率が100％で当たり前なんだと

いうことにも厳しい指摘もあろうかとも思って

おりますけども、やはりこの天候やら、あるい

は路面の状況やら、あるいはその危険回避やら



－ 88 － 

というような中で、どうしても避けて通れない

という事故につながってる件数がそのとおり22

件もあったということでありますがら、こうい

ったものを、いうところの愚直に繰り返し、た

だいま御指摘ありましたとおり、職場の中で安

全管理者といったものを組織しながら対応して

るわけでありますから、それを繰り返し繰り返

し行い、常にいい意味での緊張感を持って、公

用車の運転に従事するということの徹底をさら

に図ってまいりたいというように思っておると

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）  それと、事故発生

要因として留意しなければならないこととしま

して、車検切れや速度超過、追い越し禁止、一

時停止、そして、シートベルト非着用などの交

通ルール違反が上げられるかと思います。これ

らの違反行為の発生についてはきちっと管理は

なされているでしょうか。また、その違反状況

の確認と再発防止に向けた取り組みもなされて

いる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）  事故を起こしてはなら

ないということは当然であります。また一方に

おいては、違反を起こしてもならないというこ

とも、これは違反は事故にもつながるわけであ

りますから、この交通違反といったものにも十

分留意していかなければならない一つの課題で

あろうかと思っております。 

 この処分、事故等を起こし、あるいは違反等

を起こし、処分した職員についてはきちんと公

表もしているわけでありますから、その数等に

ついては議員各位も御案内のとおりであります

けども、ちなみに、ただいま御質問ありました

ので数字をちょっと申し上げたいと思っており

ます。 

 公用車及びこれは私用車も入ってです、マイ

カーも入っての数字でありますから、ひとつそ

れをお含みの上、数字といったものをお話し申

し上げたいと思っておりますけども、この過去

５年間の職員の違反行為、繰り返しますけども

公用車及び私用車というくくりの中ででありま

す、その発生状況は平成20年度は27件、21年度

は19件、22年度は20件、23年度は９件、平成24

年度、昨年は12件ということに、そのような形

に推移しております。これを見ますと、20年度、

22年度は20件台になったんですけども、23年度

は９件、24年度も12件となってますから、かな

り注意してんではないのかなと。 

 で、この違反ということから見た場合におき

まして、この全体の８割が私用車での運転中に

違反が起きていうということであります。公用

車ではないということもきちんと申し上げてお

きたいというように思っております。 

 それによりまして、道路交通法違反関係職員

の懲戒処分等に関する基準といったものを設け

ておりまして、厳重に処分を行っているという

ことであります。 

 先ほど申し上げました、佐々木議員からもお

話しありました職場内での職員相互のさまざま

な安全運転に対する確認であるとか、だから例

えば、もうどうしても８時半におくれそうだと、

どうしてもスピードがでてしまうということも

あるわけであります。そういったときはできれ

ば堂々と遅刻してもいいっていうような、ちょ

っと表現は余り適切じゃありませんけども、事

故を起こすよりもっていうような部分で、そこ

であせる、もう８時半まで行かなきゃならない

っていうんだなってあせってしまうと、それが

事故につながったり違反につながるわけであり

ますから、やはりどっちをってなったときにお

いては、どうしても間に合わないっていったと

きには、きちんと事後報告でもいいから、こう

いう理由で遅刻をしてしまったということをき

ちんと上司に申告をするというような、そのよ

うなけじめを大事にするっていうこともある意

味じゃ当たり前のことじゃないかなと思ってお

りますから、そういった点での周知徹底をなお

一層図るように、幹部職員を通じまして職員等

にも徹底を図っていきたいというように思って
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おります。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  市長の御答弁の揚

げ足をとるつもりはないですけども、道路事情

が悪い場合には始業時間に遅れてもいいから、

慌てないで安全に注意して出てこいというよう

なお話しだったかと思います。私は違うと思い

ます。そのような危険性がある場合には、もっ

と時間に余裕を持って朝早く自宅を出発しなさ

いというようなことになると思いますが。これ

は御答弁は必要としませんが、いずれ私はその

ように思います。 

 それと、今の御答弁で違反件数は平成24年度

に12件でしたよと、これは公私ともに運転時間

帯ということでありましたが。私はこの件数は

多過ぎると思います、正直申しまして。といい

ますのは、無事故無違反コンクール、いろいろ

とやられて、注意喚起を図ってる中で、この件

数は多過ぎると思います。なぜこの辺のことが

生かされないのか、その相関関係、市長の思い、

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）  先ほどの言い方が、答

弁はいらないってお話しでありましたけども、

言い方がちょっと短絡的であったかもしれませ

ん。もちろん、余裕を持って行動するというこ

とはごく当たり前のことであります。しかし、

やっぱりいろんな事情の中で、そういうケース

もあるだろうということの事例としてお話しを

申し上げたと。その前提には余裕を持って出社

するというか、時間に余裕を持って出勤しまし

ょうということは、これはごく当然のことであ

ると。しかし、事例の中においてはそういう状

態のときもあるだろうと。そのときはどっちを

っていったならば、安全をとってくださいよと

いうようなことを言っておるということであり

ますから、そのように御理解をいただければ。

見解の相違では全くないんです。同じことを言

ってるわけであります。そのことをひとつ御理

解いただきたいというように思っております。 

 それから、多いんじゃないかという部分につ

いては、これだけの車社会であります。それを

多いか少ないかというのは、これは正直なとこ

ろ、ないにこしたことないわけでありますけど

も、どうしてもこの違反っていったものにもつ

ながるっていうような事例も、このとおり数字

であらわれてるわけでありますから、これを限

りなくゼロに近いような形で、全職員一体とな

って安心安全といったようなものに、そしてま

た違反を出さないっていったようなものに取り

組んでいくということで、多いか少ないかにつ

いてはコメントを差し控え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）  先ほどは安全運転

管理者を配置されて、安全安心には十分注意さ

れて取り組んでいるよというようなお話しをい

ただきました。たしか、道路交通法上では一定

台数の自動車の使用者、これはその使用事業者

ごとに安全運転管理者を配置しなければならな

いことになっているかと思います。また、その

管理者は、年に１回か２回か忘れましたけど、

とにかく安全講習を受けなければならないこと

も義務づけられてるかと思います。で、その講

習内容を職場に帰って、生かすために周知とか

安全対策を講じなければならないことになって

いるかと思います。もし、これが本当にきちっ

とやられてるようであれば、多いか少ないか別

というお話しもありましたけども、大変厳しい

言い方をさせていただきますと、事故の発生件

数、交通違反件数から私が判断すれば、明らか

に何かが欠落しているんではないかなと私は言

わざるを得ません。 

 参考までにお話しをさせていただきますけど

も、先週の岩手日報紙に県交通の事故がとまら

ずという大見出しで、大変不名誉な記事が掲載

されてました。皆さんも恐らく御承知のことで

しょう。県交通は路線バスに絡む事故が相次い

でおりまして、ここ１年間では３件の死亡事故

が発生しております。物損事故を含めますと約
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80件も起こして、東北運輸局のほうからはバス

の使用停止処分まで受けております。当然バス

会社ですから、バスの台数は多いですから、そ

れからしますと確率的には多くて当たり前だと

いう考え方もありかもしれませんけど、私は決

してそういうことはないと思います。で、同社

の言い分は安全対策を講じているということだ

そうですが、先週またしてもＴ字路で停止中の

ワゴン車に後続のバスが追突したという事故を

起こしております。利用客のほうからはスピー

ドの出し過ぎだとか、会社そのものに問題があ

るんだとか、あるいは仕事に対する意識が徹底

していないんじゃないのというような厳しい声

が寄せられるみたいであります。今後、被害者

への補償問題、あるいはお客さんからの信頼回

復対応、再発防止に向けた安全運行体制の確立

等々で、膨大な費用とエネルギーを要すること

になるんだろうなと思います。 

 そこで提案ですけども、市長が普段おっしゃ

っている安全第一、これを本当に順守されるの

であれば、公用車の事故発生件数についても、

まちづくり指標項目の一つに追加して安全管理

を徹底すべきと考えます。このことによって、

職員一人ひとりが交通安全に対する意識の高揚、

あるいは安全行動に気配り、注意するようにな

るんではないかなと私は考えますが、いかがで

しょうか、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）  今の御質問の中で県交

通の事故の例を引き合いに出しまして、確かに

私も新聞で拝見いたしました。そして、遠野市

役所のこの事故、あるいは違反件数は多いとい

うものの引きかえの中で、県交通の事例も出さ

れたわけでありますけども、そして、その中に

何か欠落してんじゃないかというような御指摘

もありました。これは大変重要な発言だという

ように私は受けとめました。何か欠落している

でしょうか。やっぱり職員は懸命に頑張ってい

るわけであります。そして、何度もおっしゃい

ましたとおり、気象状況なりさまざまな要因で

ちょっとした不注意の中でつい事故を起こして

しまったという中で、それはさらに厳しく受け

とめながら無事故無違反ということでやろうと

いう中で、懸命に頑張ってるわけでありますか

ら、もちろん、岩手県交通の事例の中のような

こともあるぞということはもちろん私も厳しく

受けとめます。我が遠野市役所にそんなことは

ないというようなことは、この車社会でありま

すからあり得ないわけでありますから、いつど

んな大きな事故に遭うのか、また、事故を起こ

すのかということは全く予断を許さない、した

がって、いい意味での緊張感を常に持ち続けな

きゃならない、したがって、安全管理者がちゃ

んとあるはず、これはもう決まりであります。

決まりでありますから、職場の中に安全管理者

というのは所有台数に応じて安全管理者っての

を定めて、そして講習会を行ったり、先ほど言

いました無事故無違反コンクールに全職場が全

部参加するっていう中で、90％の達成率をもっ

ているという中で取り組んでいるわけでありま

すから、まちづくり指標に職員の事故といった

ようなもの、違反といったようなものをまちづ

くり指標に持つっていうこと自体、私は情けな

いことだと思っております。そういうことはな

いと。そのようなものを掲げなければならない

のか。あんたのとこの市役所は一体どうなって

んだと市民から逆に私は厳しい指摘を受けると

思います。当たり前のことを当たり前に。事故

を起こさない、違反を起こさない。そのような

当たり前のことを、繰り返しになりますけども、

決定打はないという中にあって、やっぱり愚直

にそれを市民というよりも市職員全員が共有し

ながら、そのような中でお互い気をつけましょ

うという中における取り組みこそ大事であって、

まちづくり指標に職員の違反、事故といったよ

うなものについて設けること自体については、

私は賛同しかねます。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  たしかに市長のお

っしゃるとおりかもしれません。いずれ、とに
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かく市長からの御答弁もありましたとおり、今

まで以上に安心安全には十分留意しまして、交

通違反、交通事故、ゼロに向けてさらに努力を

していただくことをお願いして、次の質問に入

らせていただきます。 

 次に、２点目の質問である人口減少対策につ

いて伺います。 

 この件に関しましては、きのう同僚議員のほ

うから一部同じような質問がありまして、市長

からは詳細な御答弁がありましたので、答弁内

容が重複するような場合は簡潔な御答弁で結構

でございますので、そういうふうな形でお願い

したいと思います。 

 前回の６月議会でもお話ししましたが、こと

し４月に厚労省の人口問題研究所から出された

2010年から40年までの人口推計値によりますと、

当市の人口は2010年が29,311人で、2040年には

39.36％も減少して17,786人になるということ

であります。これは、県内13市のうち沿岸地域

の釜石市、陸前高田市、宮古市、そして、八幡

平市に次いで５番目に高い減少率ということで、

市民にとっては大変ショッキングなニュースで

あります。ただ、これはあくまで推計値であっ

て、何も対策を打たなければこのような数字に

なると私は理解いたしております。 

 皆さんも御存じのとおり人口減少による影響

は、行政運営面では税収の減少と国からの地方

交付税額の減少によって財政状況が悪化すると

いう問題が生じてまいります。また、市民サイ

ドにとっては後継者不足や産業の衰退、雇用の

場の減少、需要の減少に伴う商店街の衰退、生

活利便性の低下、若年労働者の流出、少子高齢

化、そして、これらの要因が連鎖してさらなる

人口減少に陥ってしまうのであります。 

 当市では、この人口減少対策として本田市長

を先頭に職員の皆さんが一丸となってさまざま

な政策を立案し、手を尽くされ、努力、実践し

ておられることは十分私自身承知しているとこ

ろであります。しかし、残念ながら人口減少に

全く歯どめがかからず、ついに３万人割れが生

じてしまっているのが現状であります。 

 人口減少には複雑で多様な要因が絡み合って

おりまして、大変難しく厄介な課題かもしれま

せん。しかし、だからといって諦めるて傍観し

てるわけにはいかないのであります。 

 そこで伺いますが、今後この人口減少の問題

に対して、本田市長御自身の解決策とビジョン

をお示し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）  人口減少社会が到来す

るという中にあって、市長の施策とそのビジョ

ンをというお話しでありました。 

 この問題につきましては、本議会におきまし

ても昨日の瀧澤征幸議員、そしてまた、午前中

の萩野幸弘議員等からもとり上げられ、また、

他の議員のほうからもこの問題に対してもう待

ったなしだぞという中に認識における御質問等

いただいております。 

 ただいま佐々木議員から一定の評価はすると

いうようなお話しできました。午前中の答弁の

中で申し上げましたとおり、私どもこの行政を

担う市町村長という、この基礎自治体の市町村

長として、私は自ら戒めなきゃならない一つの

言葉使いとして、避けて通れない少子高齢化で

人口減少をやむを得ない流れとなっておるとい

うことで、少子化と高齢化を一体の言葉として

使っているという部分の中で、少子化は対策と

して示せるはずだと。高齢化はどう幾ら行政が、

また、政府がやったって、１歳ずつ間違いなく

年をとっていくと、これは避けて通れない。避

けて通れない高齢化社会っていったものを素直

に向け、少子化っていったものに対してはまさ

に挑戦をし、それに歯どめをかけていくってこ

とで、少子化対策と高齢化対策っていったもの

は使いわけるっていうのがすごく大事じゃない

かという話を私ある大学の先生からいただいた

ということもあります。 

 また、県内の経済界の有力な方も、やっぱり

あんた方、行政は少子高齢化っていったものを

もう一緒くたにして言葉を使ってると。これは

やっぱり間違いじゃないかっていうような形で
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指摘も受けたこともありますので、やっぱり私

はそこのところをちゃんとわけながら、避けて

通れない高齢化対策については、まさに行政は

現場であるし現実であるわけでありますから、

もう例えば85歳になったんだ、もうどうでもい

いんだじゃなくして、やっぱり大事な施策とし

てきちんと高齢化対策も進めていく。一方にお

いては、少子化対策っていったものに一定の施

策っていったものをそこの歯どめをかけるよう

な形での対応をとっていくということが私は大

事じゃないかなと思っております。 

 御質問の中にありました13市の中で５番目で

はないかと、遠野の減少率が。確かにシミュ

レーションはそうなってます。これはいろんな

要素をまた分析しながら、そして、その中で歯

どめをかけるという遠野のこの地理的な、ある

いは地勢的な、そしてまた、一方においては歴

史的な、きのうの瀧澤議員の明治22年、遠野郷

は２万5,000人持っておったぞという話もしま

したけども、私はそういった底力というものを

そこで見出せば、この少子化と、そして、少子

化対策に何らかの対応を行えば、いうところの

人口減少といったものにも一定の歯どめってい

うところをその中で見出すことができんじゃな

いのかなと。それがわらすっこ条例であり、そ

れに基づくわらすっこプラン、そして遠野が子

育てするならば遠野だと、そして、一方におい

ては企業誘致、地元企業の支援を行いながらの

雇用の場の確保といったところを両立させなが

ら、人口減少といったものに一定の歯どめをか

けるという施策をより充実し、また、強化をし

てまいりたいというように思っております。 

○議長（新田勝見君）  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）  確かに市長御答弁

ありましたように、今、市長の指導といいます

か、アイデアのもとでいろんな夢を持てるよう

な、抱けるような施策を次から次と打ち出して、

果敢に挑戦していられるのは事実であります。 

 ただ、それはそれとして、私は市長のおっし

ゃるとおりですし、否定するつもりはありませ

ん。ただ、限られた予算内での行政執行になる

わけですので、あれもこれも全て重点施策とし

て、項目として手がけるわけにはなかなかやる

のは難しいかと思います。 

 ですから、いろいろ考えられる解決策の中か

ら、的を絞るといいますか、濃淡をつけるとい

いますか、優先順位をつけながら着実に手がけ

るほうが効果的であるんではないかなと私は考

えるのであります。 

 そこで、私が考える解決策の優先順位の高い

ものについて述べさせていただきます。 

 まず１番目としては、若者が地元に定着でき

るような雇用の場の確保について、これまで以

上に力点を置いた取り組みが必要であると考え

ます。 

 具体策としては産業振興策であり、遠野の基

幹産業である農業に昔のような元気を取り戻さ

せるような取り組みが必要であると考えます。

この農業振興策については、以前の一般質問で

も市長から御答弁をいただいているところです

が、再度確認をさせていただきます。 

 先日、当局から24年度のまちづくり指標の実

績値が示されました。この中の農家所得に直結

する農家生産物の出荷額の達成状況についてで

すが、ほとんどの品目で目標値を下回っており

ます。特に、重点野菜であるホウレンソウやレ

タス、ピーマン、キュウリ、ニラなどの出荷額

の達成率は48％と最悪状態であります。 

 また、農産物直売所は夢産直かみごうをはじ

めとした新たに３カ所が開業したわけですが、

これら新たな産直を含めた売上高目標値も未達

成という現状であります。 

 さらには、人・農地プランの導入に伴う新規

就農者数も期待どおりには集まっておりません

し、耕作地の面積も減少しております。そして、

認定農業者数も目標値に届いていないのが現状

であります。 

 当市の農業生産100億円達成アクションプラ

ンとは裏腹に、このように低迷する農業生産に

対して、市長はどのようなお気持ちなのでしょ

うか。そして、低迷する農業環境の下で苦悩す
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る農家の打開策として、どのような農業振興策

を考えておられる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）  この減り続ける人口と

いうものに対する対策としてということで、先

ほど施策とビジョンといった中でお話しがあり

ました。 

 もちろん、子育てという中における施策の充

実は、先ほど午前中の質問にありましたとおり、

我が子を抱きたいけども抱けないような夫婦も

いるぞと、そのような中における特定妊産婦治

療と申しますか、そういったようなこともとい

うことで御質問あったわけでありますけども、

もう一つの解決策として、子育てだけでなくや

っぱり産業振興が一番基本なわけであります。

やっぱり家族がっていうことになると、やはり

一定の家族を持つということは雇用の場がある

ということになるわけでありますから、そうし

ますと、議員各位はおわかりのことであります

けども、そういった雇用の場があると、そして、

両親も一緒に、おじいさん、おばあさんも一緒

に、家族がおってという中で、いうところの介

護という問題もその中から一つの解決策をそう

いった家族っていうものの中から見出すという

ことも可能だというようなこともあるわけでう

でありますから、これは極めて大事な政策の一

つであると、産業振興は。 

 中で、いろいろ質問ありました。まちづくり

指標の数字も上げまして、それぞれ重点野菜の

中における数字もお示しいただいたわけであり

ます。この中におきまして、出荷額、まちづく

り指標では出荷額の目標は３億5,000万円とい

ったものに設定している。実績は１億6,000万

円にとどまったという中で、達成率は大変残念

でありますけども48％という数字になっておる

ということで、これは正直なところそのとおり

であります。 

 しかし、確かに目標っていったものは下回っ

たという現実は厳しく我々も受けとめなければ

なりません。これでいいんだ、仕方がないんだ

というつもりは毛頭ないわけであります。しか

し、この中にありましても、内訳を見ますと、

例えば、ホウレンソウが5,400万円、レタスが3,

000万円、ピーマンは3,400万円、キュウリは3,

200万円、ニラは1,400万円、アスパラガス400

万円と。で、そのような数字になったわけであ

りますけども、この農業っていうのは自然を相

手にする仕事でもあるということなわけであり

まして、この夏場の高温、猛暑といったような

ものが、もうここ数年、大変な、いうなれば社

会現象というよりも大きな課題になってるほど

のものすごい猛暑なわけであります。そういっ

たものを、それからもう一方においては、これ

は本当に極めて残念で悔しいことでありますけ

ども、福島第一原発の放射線被害に基づく風評

被害っていったようなものを、この数字に影を

落としておったということもあって、そういっ

たものが相まって48％という数字にしかならな

かったということもひとつ御理解をいただきた

いというように思っております。 

 ただ、この中におきまして、伸ばしてるのも

あるんです。ニラは対前年22％ふやしておりま

すし、それから、アスパラガスについても特に

力を入れてっていうことになってまして、県内

一というような生産量を誇るような形で、確実

に力をつけてきてるという数字もその中にあり

ますから、こういった点をきちっと伸ばすもの

は伸ばすという中における取り組みをさらに強

めてまいりたいと。 

 それから、御質問の中にありました産直、こ

れはこの中におきましては市内に13の直売所が

あります。みんな懸命に頑張っております。６

次産業化という中における取り組みをこの13の

直売所はそれぞれ工夫をしながら展開をしてい

ただいておりまして、目標額が５億7,500万円

と設定をいたしました。その結果、この概ね達

成という中における96％の数字を確保したわけ

でありますけども、販売実績は５億5,200万円

という数字を確保することができたわけであり

ます。これはやはり産直の方々のあのひたむき

な、懸命な姿がこのような数字となってあらわ
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れたということでありますから、これを行政と

してもいろんな角度から支援をしていくという

ことも、これもまた大事なことではないかなと

改めて思ってるわけであります。新たに夢産直

かみごう、それから結和産直、それから産直

「森の市」といったような開業をしたことによ

りまして、農家所得もその中で一定の成果が上

がったということでもありますから、これはや

はり評価をし、非常に善戦をしているというプ

ラス評価で捉えてよろしいかというように私は

思っておりますので、そのような形で伸ばして

いくと。 

 そしてまた一方、この新規就農者についても

厳しい数字じゃないかなということが御指摘が

ありました。そして、具体的には、今、夫婦３

経営体、それから単身者11経営体、そしてこの

計14経営体に対する給付金の予算を確保して取

り組んだ結果、夫婦は５経営体、単身者は３経

営体、８経営体が給付の対象となり、当初にあ

れしますと約６割の実績となったと。６割かと。

予算をせっかくとったのに６割ということはな

いだろうというような御指摘はまたいけるかも

しれませんけども、私は正直なところ、これは

私がそういうお話しをするとよくいう天つばす

るような言い方になりますけども、私は取組体

制の甘さもあったんじゃないのかなというよう

にも思ってるわけであります。したがって、実

はそういった意味においては、どうも条件が厳

しいとか、ハードルが高いとか、あるいはこれ

は書類を出さなきゃならないとか、もう玄関を

あけて入ったとたんにさまざまなことを言われ

てしまって諦めてしまうというようなケースも

若干聞こえてきております。したがって、14の

うち８経営体ということになった場合に、この

数字をどう捉えるかあれですけども、やはりも

う少しせっかくやる気ていうことを起こしたこ

の新規就農者の方々には、その中に私は失敗例

もあっていいと思うんですよね、いろんな事情

で失敗する例もあるわけでありますから、でき

れば、もういうなればとにかく後押しするぞと、

応援するぞというようなやっぱり基本的なスタ

ンスをそこにおいて、若干の、これは職員もそ

れは市長がそう言ったからって、じゃあ何でも

やってもいいんだなと受けとめられればちょっ

とこれもあれでありますけども、やっぱり公金、

税金を使うわけでありますから厳しくはしなき

ゃならない、しかし、一方においてはやっぱり

弾力的なものの考え方の中から応援をしてやら

なきゃならないというような、そのような、先

ほど期待される職員像というとこで午前中萩野

幸弘議員にも話いたしましたけども、スピード

とタイミングとバランスと、そして、ネット

ワークといったようなものをきちんと持ち合わ

せれば、こういったこの経営体の新規就農でや

るといった方々に対する一つの答えも行政とし

て見出すことができんじゃないのかなと、その

ような形でよりそういった弾力的な運用といっ

たものにも努め、やる気のある方々、そして、

本気でやる気のある方々、で、根気強くやる気

のある方々に応援していきたいものだなと改め

て思ってるところであります。 

 それから、今、なかなか制度が周知できない

っていうような一つのジレンマにも立っており

ます。やはり、遠野テレビがある、あるいは議

会がある、そしてまた、いろんな役所でもいつ

でも応じるっていうになっても、それで来るの

を待ってるわけにはいかないってことで、今さ

まざまなこういった制度の周知といったもので

現在市内11カ所で、農林畜産部とＪＡと、それ

から、県の農林振興センターとも連携をとりな

がら、各地区にお邪魔いたしまして、この制度

の適用に当たってのさまざまな条件、そしてさ

らなる裾野の広がりといったものについても今

懸命に努力しているところでございますので、

それをまた見守りながら、そういった取り組み

にもぜひ御理解をいただきたいというように思

っております。 

 この低迷するっていう中における農業生産額、

タフ・ビジョンにおきましては、20年度の現状

は実はタフ・ビジョンにおける農業生産額とい

ったものに着目しますと、平成20年度は現状で

は68億8,000万円という数字が一応確保してあ
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ります。そして、この23年度は79億円、そして、

27年度には８億円といったような目標数値でタ

フ・ビジョンの中で持ちました。しかし、やは

り厳しいと。先ほどあったように厳しくて、23

年度79億円という目標数値に対しましては、極

めて残念でありますけども、さまざま要因があ

りますから、その要因を今度は委員会等でもっ

ていろいろ議論していただければというように

思っているわけでありますけども、23年度の実

績は60億1,000万円で達成率は76％ということ

になったという厳しい数字も把握してるところ

でございますので、その要因等も分析する中で、

このいうところの農業産業振興、特にも農業振

興に対する一定の遠野としての答えをその中で

見出すことができるんじゃないのかなと思って

おりますので、これに懸命に取り組んでまいっ

て、そして、人口減少といったものに対する一

つの答えを、この１次産業の振興からも導き出

していきたいというように強い決意を持ってる

ところでございますので、よろしくお願いをし

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）  農家生産額が低迷

してる理由、今、市長のおっしゃるとおりだと

思います。確かに原発事故をはじめ、その外部

環境、非常に悪いですので、確かにそういうこ

とになろうかと思います。あと、市の職員も、

私も農家の一人としてわかりますが、よくやっ

ていただいております。懇切丁寧にいろんなこ

とを教えてくれます、説明もしていただけます、

対応もしてくれます。それはお礼申し上げなく

ちゃいけないんですけども、だからといって、

今の農家の現状を考えた場合には、そういうこ

とは私どうしても言えないんですよ。どうして

ももっと頑張ってくださいということを言わざ

るを得ない。それは市長、ぜひ御理解ください。 

 それと、私が考えるに、政府自民党は既に掲

げている農業・農村所得倍増10カ年戦略の実現

に向けまして、農林水産関係の14年度予算概算

要求額を前年度比で13.6％増を確保して、各種

の新規事業を立ち上げようとしております。 

 一方で、当市では足腰に強いタフな農林水産

業を目指すということで、タフ・ビジョンを策

定して取り組んでいるところですが、この際、

国の新たな計画と連動して、また、農家の現場

実態を踏まえた対応策として、大胆な予算措置

と販路の拡大支援などの人的支援の強化が求め

られていると思いますが、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）  国がこの農業といった

ものをさらに元気にあるものにするためにとい

うことで、いろんな施策を打ち出しておると。

自公政権になってまたさまざまな動きが出てき

ているということは十分承知しております。 

 近いうちに東北農政局長と市町村長との意見

交換会っていったものもセットされているとこ

ろでありますので、ただいま御指摘のありまし

たこの10項目に掲げたそれぞれの項目が、より

具体的なものとして我々現場にぶれないものと

してしっかりと示していうようなことについて

は、農政局長との懇談会の際にもしっかりと主

張させていただきたいと思っております。 

 農業・農村所得倍増目標10カ年戦略という御

指摘のありましたとおり、そのような位置づけ

がされておりまして、担い手、人・農地プラン、

あるいは基盤づくり、さらには付加価値をつけ

る６次産業化、所得安定対策といったようなも

の、そして、農山漁村の都市農業との交流とい

ったようなものがそれぞれ位置づけられている

わけでありまして、どれ一つとってみても遠野

という一つのキャンパスにはそれぞれ受け入れ

は可能な、で、あるいは、またいろいろ取り組

んでいるものもこのプランの中に５項目として

位置づけられておりますので、これをタフ・ビ

ジョンといったようなものとの中における、は

っきり言えば、国の政策と我々現場の政策とい

ったものがきちんと整合性がとれると、今まで

どうしても、これは言いわけになりますけども、

よく言う猫の目農政という中において、国の農
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業政策もどんどんどんどんぶれていったという

ような流れがあったわけでありますから、本当

にこの農業・農村所得倍増目標10カ年戦略とい

ったものがぶれない形できちんと市町村という

現場のほうにも、あるいは市町村っていう現場

っていうよりも、農家っていう現場の中にきち

んと示してただくように、さらに我々も声を大

にしていきたいと。 

 そして、声を大にするとともに、このような

戦略と遠野のタフ・ビジョンといったものがき

ちんとすり合わせができるような、そういうよ

うな仕組みにもっていかなきゃならないかとい

うようにも思ってるところでございますので、

よろしくお願いし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）  はい、承知しまし

た。ぜひ、財政の上積み措置のほうも前向きに

御検討いただきたいと思います。 

 それと、ずばりともう伺いますけども、農産

物の販路拡大のために、販売専担者をぜひ配置

していただきたいと思いますが、この件はどの

ようにお考えでしょうか。お伺いします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この販路拡大、大事な

一つの課題であります。つくったはいい。しか

し、それをどのようにっていう部分で、例えば、

これから一つ正念場に入るわけでありますけど

も、遠野牛などは生産と、それから加工し、そ

して、出口であるお店に並ぶという中で、エス

フーズさんという食肉加工業者と、それから遠

野市と、そして、いわゆる最終ユーザーと申し

ますか、店頭に並ぶっていう中でイトーヨーカ

ドーさんと３者協定をやって、これが着々と形

になりつつあるということで、そういった面で

はこの販路といったものは極めて大事な、仕組

みづくりとしては大事だというように思ってお

りますので、アドバイザーをこのタフ・ビジョ

ンの中から、経験者の方、ノウハウを持ってる

方をアドバイザーとして配置してるわけであり

ますけども、このアドバイザーの配置の中にお

けるさまざまな取り組みを検証しながら、生産

体制、それから、出荷時における連絡調整、さ

らには、こういった中における専門機関、そう

いったものとよく連携を図った販路拡大につい

て、まさにこのタフ・ビジョンの計画の中をも

う少し深堀りしながら、一つの仕組みというも

のにもっていきたいというように考えていると

ころでございますので、御理解いただければと

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、御答弁ありま

したように、販売専担者としてアドバイザーの

配置をぜひお願いしますということをお話しし

まして、次の質問に入らせていただきます。 

 ちょっと持ち時間大分なくなってきましたの

で、聞き取りにくいかもしれませんが早口でち

ょっと質問させていただきます。申しわけござ

いません。 

 産業振興策の２つ目として、企業誘致策のさ

らなる強化が必要であると考えます。 

 遠野東工業団地の大看板を毎日のように目に

しておりますが、なかなか変化の兆しが見えて

いりません。 

 また、今後本庁舎新築ということになれば、

複数拠点に点在している現庁舎の活用も大きな

問題としてクローズアップしてくるでしょう。 

 したがいまして、この人口減少対策として、

若者の地元定着とを絡めて、将来の公共施設の

有効活用という観点からも、今のうちに企業誘

致活動の強化が必要であると考えますが、いか

がでしょうか。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）  全くそのとおりだとい

うように承知いたしております。 

 今議会でも人口減少、そして、社会資本とし

ての道路インフラ整備が加速度的に進むと。し

たがって、通過型になって遠野は大変になるん

じゃいかなとかじゃないと。この道路ネット
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ワークっていったものを有利な条件都市として

なれば、企業誘致などもそういった意味におい

ては環境が整いつつあるわけでありますから、

このタイミングをもって、雇用の場としての企

業誘致にもなお一層力を入れてかなきゃならな

いという中で、その従事する職員の強化、さら

には、首都圏を中心とする、東京、あるいは大

阪、さらには名古屋といったような大都市圏を

中心としてどのようなネットワークの中からそ

のような情報を収集するかというようなことに

ついても、今までのやり方を今一度検証しなき

ゃならないんじゃないのかなというような思い

も持っているところでもあります。 

 そして、この本庁舎もいずれは新築すると、

空き庁舎になるんじゃないかなという部分につ

いては、これは一つの利活用の方法としてはそ

ういう方法も選択肢としては当然出てくるわけ

でありますから、ただ、庁舎問題がどういう機

能でどこの場所にっていうのはまだちょっと一

定の時間を要さなければなりません。今の進化

まちづくり検証委員会のほうからの一つの検証

結果については、12月か、あるいは年を越すっ

てことになろうと思っておりますので、26年度

本格的な庁舎の、望ましい庁舎については議論

することということになろうというように思っ

ておりますので、その際に、新しい庁舎だから

それを議論するだけであって、じゃあ今までの

空き庁舎と申しますか、空きスペースになると

ころはどのように利活用するのかということに

ついては、やっぱり同時並行的に議論していか

なきゃならない。そのときには、今お話しのあ

ったような形での雇用の場としての誘致企業の

一つの受け皿というのも、当然選択肢にははい

ってくるということになろうかというように思

っておりますので、そこはバランスをとった議

論をしていきた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）  さらに突っ込んだ

質問をさせていただきます。 

 この企業誘致は相手のある交渉ごとですので、

大変難しいことは私自信十分承知いたしており

ます。ただ、企業誘致活動は営業活動と同じで、

企業へのアプローチと提案活動の繰り返しが大

変有効になってくるわけであります。すなわち、

種まき活動が重要でありますし、この種をまか

ないことには当然収穫も期待できないのであり

ます。 

 そういった意味から、企業訪問と提案活動は

十分行われているかと思いますけども、昨年度

１年間でもよろしいですので、何件ぐらいの企

業を訪問されているのかをお伺いします。 

○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）  種まきと刈りとりとい

う話の中で、どれぐらい展開しているんだとい

う話がありました。この中で、ちょっと数字を

申し上げますと、それぞれ展開して何件ぐらい

っていうよりも、企業誘致の実績の中でちょっ

とお答えを申し上げたいというように思ってお

りますけども、東工業団地はあのとおりの状況

でありますけども、宮守地区には１社電子部品

製造業が立地をいたしました。それから、下一

日市のまちなかギャラリーの２階には創業77年

という萩原印刷さんが展開をして、今上々のス

タートを切っておると。そしてまた、そういっ

た中で、この17年度の新市誕生以来、今まで６

社、72人の雇用といった場を確保してきておる

ということであります。 

 そしてまた、地元の高校生も、25年４月のこ

としの地元就職をみますと、43人が地元就職を

しているということになってまして、今就職活

動してる高校生、もう地元就職希望が８月末段

階で35人という数字になっているところであり

ますから、こういったものをきちんと受け皿と

して確保するような、いうところの種まきと申

しますか、訪問活動を強めていきたいものだな

と改めて思ってるところでもあります。 

 それで、この回数という話でありました。 

 今、専従職員を１人の中で対応しております

から、実は私もかなりの訪問回数を数えており

ます。上京した際には必ず誘致企業のほうにも
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挨拶もかねて出向くということをしております

から、担当職員、あるいは私も含めれば、いう

ところの極めて抽象的な言い方になりますけど

も、かなりの訪問回数にはなっているというこ

とにはなってんじゃないかなと思っておりまし

て、実は私の訪問回数っていったものは上京し

たときにちょっと時間があれば行くというよう

な対応をとっておりますから、それは具体的な

訪問回数とはカウントされておりませんので、

担当者が回る、で、私が回る、あるいは担当課

長が回るっていったようなことになると、かな

りな数として、いうところの種まきという行動

はかなり濃密に行っているというように承知し

ておりますので、それでもって御理解いただき

たいと思います。 

○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）  ただいまの御答弁

ではかなり訪問されてるていうのはよくわかり

ました。 

 かなりの数字は、大体でいいですので何件く

らいなのか、もしおわかりになれば教えていた

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）  訪問日数何件くらいか

となると、ただいまおっしゃいましたとおりあ

れですが、大体月のうち、１カ月ですね、二、

三回ということになれば、年間12カ月となりま

すから、例えば、月３回訪問活動を行ってくと

なれば掛ける12の36回ということに、そのあた

りの数字になんじゃないかなというように承知

しております。 

○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）  この件はまだまだ

突っ込んで質問させていただきたいところです

けれども、ちょっと時間の関係がありますので、

またの機会でこの件は質問させていただきます

んで、その際はよろしくお願いします。 

 次に、人口対策の２つ目としまして、遠野市

内に就労、居住する方を対象にして、インセン

ティブを与えることを目的にした子育て支援住

宅の充実を図るべきと考えますが、いかがでし

ょうか。特に、遠野中心部だけではなくて、立

地企業の従業員の利便性と地域の活性化のため

にも、上郷町とか宮守町といった地方への子育

て支援住宅の充実が必要であると考えます。 

 子育て支援受託の充実は、所得の少ない若い

人にとっては安心して仕事ができますし、結婚

ができ、そして、子どもを産み育てることが可

能になりますので、少子高齢化に歯どめがかか

ることが期待されます。 

 当市では少子化対策の一環として、全国に先

駆けてさまざまな事業に取り組んできておられ

ます。それは、ねっと・ゆりかごの開設であり、

全小学校区への児童館、児童クラブの開設、子

育て健康住宅の建設、わらすっこ条例の制定、

わらすっぺホーム設置、そして、子育て支援を

ワンストップにということで、元気わらすっこ

センターを開設して、関係機関が連携してさま

ざまな施策を講じていただいております。これ

は大変すばらしいことであると私も非常に関心

といいますか、期待もしてますし、いいことだ

というふうに理解いたしております。 

 しかし、少子高齢化の進展は著しくて、特に

上郷町では児童の数は減少をし続けております。

中学校はもとより、商店も飲食店もなくなって

しまいまして、地域の活力も極端に低下してお

ります。このことはほかの地域でも全く同じこ

とがいえるかと思います。 

 この状況はソフト的な子育て支援策だけでは

解消困難と思われますので、ハード面との両面

策として子育て支援住宅の整備が必要であると

いうふうに考えますが、いかがでしょうか。市

長の御所見を伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この施策は私は非常に

大事な施策だというように思っておりまして、

子育てしやすい環境づくりのためには、住宅環

境というのもものすごく大きな課題ではないの
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かなというように思っておりまして、子育てに

やさしい生活環境づくりっていう中で、市営住

宅の子育て健康住宅を21年度には材木町に22年

度には稲荷下地区に、それぞれ６戸整備をした

と。この中で６世帯、29人、うち子どもが18人

という一つの場が出てるわけあります。 

 で、上郷町と宮守町を名前を挙げて、極端に

活力が低下してるってことでございますけど、

なんのなんの、上郷は大変頑張っております。

だけども、人口減少は上郷小学校を新しくした

ときの数字と比べますと、やはりかなり厳しい

数字になってるってことは佐々木議員の御指摘

のとおりでありますから、有力な企業もある。

特に若い方々が住田とか釜石からも来ているっ

ていうような状況を考えたときに、あるいは宮

守町地区が企業集積が非常にどんどん進んでい

る北上地区、あるいは花巻地区に完全な通勤圏

に入ってるっていうなれば、あえてこの２地区

を申し上げるわけでありますけども、上郷地区

と宮守地区にあっては、そのような住宅ってい

ったようなものを手当てするという十分な理由

づけは可能ではないのかなといように私は認識

いたしております。 

 ただ、そういった部分におきまして、それぞ

れの各地区の、ある意味ではバランスもとって

いかなきゃならないわけでありますから、子育

てというようなものとさらには、もう花巻に務

めたんだけども、もうこの際遠野で子育てをす

るんだと。あるいは、北上でいるんだけども遠

野で子育てしたほうがずっといいんだというよ

うな、そのような環境をつくって、呼び込むと

いうような中における施策もまた充実させて、

その中で住宅環境といった切り口の中から一つ

の人口減少対策にも取り組むということは、大

変大事な施策の一つとして私も位置づけてると

ころでございますので、よろしく御理解いただ

ければと思います。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後２時06分 休憩   

────────────────── 

   午後２時16分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き、会

議を再開いたします。 

 ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  先ほどは子育て支

援の整備に関連しまして、市長のほうから大変

前向きな御答弁いただきました。夢と期待を持

ってお待ちしてますので、早目にやっていただ

くことをお願いします。 

 参考までに、実は私、上郷小学校に入学した

１年生の同期は、166名でした。ところが、私

の孫がことし１年生として入学したんですが、

クラスメイトは10名だけです。それだけ激減し

てるんです。ぜひこの辺の実情を、現状を御理

解いただいて、早目に手当てのほうをよろしく

お願いします。 

 ということで、次の３点目の質問に入らさせ

ていただきます。 

 質問はインターネット選挙運動解禁に伴うそ

の対応のあり方について伺います。 

 公職選挙法の改正によりまして、ことし７月

の参議院選挙からインターネットを使った選挙

運動が可能になりました。私自身このインター

ネット分野は余り得意としておりませんが、こ

れから迎える遠野市長選や遠野市議選、そして

岩手県議選での投票率アップと選挙違反防止の

ためにも伺います。 

 今回の参議院選挙はインターネット選挙が解

禁されて初めての選挙であったわけですが、投

票率は52.6％と戦後ワースト３の低さであった

ようです。これは昨年12月に行われた衆議院選

挙の59.3％、2010年に行われた前回の参議院選

57.9％よりも悪い結果に終わってしまったこと

になります。 

 当初は、このインターネット解禁により、普

段投票率の低いネット世代の若年層が投票する

ことも予測されておりましが、今回はまだその

効果はなかったようであります。特に驚いてい

るのは、総務省の情報によりますと、自宅での

普段のネット利用率は40代までほぼ100％で、5

0代では86％、60代後半では61％と下がってい
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ますが、選挙に関するネット利用率では年齢が

上がるにつれて利用率が高いという結果が出て

いるということです。つまり、選挙に関しては

投票率もネット利用率も高齢者のほうが高かっ

たということになろうかと思います。 

 そういうことで伺いますが、遠野市の場合に

は、今回のインターネット選挙運動の解禁によ

って投票率にどのような変化が見られたでしょ

うか。また、若者の選挙に関わる行動内容や投

票率に変化があったかどうかについて伺います。 

○議長（新田勝見君）  藤村選挙管理委員会委

員長。 

   〔選挙管理委員長藤村正子君登壇〕 

○選挙管理委員長（藤村正子君）  佐々木大三

郎議員の御質問にお答えいたします。 

 １、遠野市内全体の投票率及び若者の行動や

投票率に変化はあったかについてお答えいたし

ます。 

 最初に、ことし７月に行われた第23回参議院

議員通常選挙の遠野市の投票率についてお答え

いたします。 

 岩手県選出及び比例代表選出のどちらの選挙

においても、市全体の投票率は60.10％であり

ました。これは前回、平成22年７月の参議院議

員通常選挙と比較して、岩手県選出で0.81％の

減、比例代表選出で0.82％の減という結果にな

りました。 

 今回の国や岩手県の低投票率や前回比較での

大幅な減に対し、遠野市の投票率は若干の減少

はあったものの、ほぼ横ばい状態で推移したと

みております。 

 参考までに、県内で見ますと13市中投票率が

60％を超えたところは遠野市を含め５市であり、

前回比較で投票率が増となったところは１市の

みとなっております。 

 次に、若者の行動や投票率の変化についてで

すが、議員がおっしゃるとおり、インターネッ

ト選挙運動解禁により若年層の投票率の向上が

期待されていましたが、投票率だけを見れば、

全国的な傾向と同様に遠野市においても変化は

みられなかったという結論になります。 

 また、市内の若者の行動の変化についても、

具体的に変化したといえる動きや情報はつかん

でおらず、把握の方法が難しいこともあり、実

態はわからないというのが実情であります。 

 しかし、一方ではインターネット選挙運動解

禁の有無にかかわらず、時代を担うべき若年層

の投票率の向上については重要な課題として捉

えており、成人式での成人者への選挙に関する

意識啓発や遠野テレビでの新成人者の出演によ

る投票の呼びかけなど、若者を意識した継続し

た取り組みや活動も重要であると認識しており

ます。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  ただいまの委員長

からの御説明内容、よくわかりました。確かに、

そのとおりだと思います。 

 次の質問に入らせていただきます。 

 今回のインターネット選挙によりまして、選

挙運動面で新たに解禁された内容や、あるいは

電子メールの利用制限、誹謗中傷・なりすまし

対策等々について、なかなか私でもなれており

ませんので、市民への周知とか、あるいは場合

によっては勉強会といいますか、講習会のよう

なものを開催する必要があるんではないかなと

私個人的に考えてますが、この辺につきまして

はやられるお考えがあるかどうかについて伺い

ます。 

○議長（新田勝見君）  藤村選挙管理委員会委

員長。 

   〔選挙管理委員長藤村正子君登壇〕 

○選挙管理委員長（藤村正子君）  今回の制度

導入に伴い、市のホームページに掲載するとと

もに、遠野市明るい選挙推進協議会の各町支部

等において周知し、また、遠野テレビにおいて

新成人者が出演する選挙啓発番組を制作する中

でお知らせするなど、本制度の概要について、

広く市民への周知を図ったところであります。 

 今後については、本年10月の遠野市長選挙や

来年の遠野市議会選挙等、市民により身近な選

挙が行われるため、インターネットで選挙運動
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できる具体的な内容等を広報媒体を通じ、引き

続き周知を図る予定です。 

 また、本制度はウェブサイトのなりすまし対

策として、候補者や政党等が立候補の届出にお

いて、インターネット選挙運動のためにウェブ

サイト等のアドレスを届け出し、市のホーム

ページ等に掲載して周知することができること

となりました。 

 したがって、これら余り知られていない候補

者等の手続について、これからの選挙に向け、

丁寧に周知を図っていく必要があると考えてお

り、事前説明会などで周知する予定です。 

 市民向けの講習会の開催につきましては、募

集を呼びかけての講習会の開催は考えておりま

せんが、広報媒体や市民が多数参加するイベン

ト等の機会を捉え、広く市民に周知を図ってま

いります。 

 なお、つけ加えまして、７月の参議院選挙に

対しましては、３月の定例会で石橋議員から期

日前投票の際に宣誓書を書くのに緊張するとい

う質問を受けまして、ホームページに掲載して

ありますので、それをダウンロードして、あら

かじめ宣誓書を書いて持ってきていただいても

よろしいですという答弁をいたしました。そこ

で、私は非常にそれをどうなってるかっていう

ことが気になりまして、期日前投票所に何回も

足を運びました。そうしますと、きちっと宣誓

書に書いて持ってきてくださる方がたくさんい

ましたので、「あ、あのときに話しをしてよか

った」ということで、非常にうれしくなりまし

た。 

 また、「あ、この人は遠野人らしくないな」

と思いまして、60代の女性でしたけど、選挙終

わった後、追いかけていきまして、「済みませ

んけど、私こういうことをしてるんですけど、

どちらからいらっしゃいました。そして、どう

してこういうことをわかりました」と聞きまし

たところ、「インターネットで知り、ここへ投

票に来ました。」ということでした。「うわー、

すばらしいですね。私は、インターネットを使

って、できません。」とこう言いましたらば、

「いや、仕事上インターネットを使っているの

で、それでわかりました。」という方。 

 また、若い方、男性の方が来ましたので、そ

の方にも「どちらから来ました？」って言った

らば、「北海道です。」その方もインターネッ

トで知り、ぜひ投票しなければ、ということで、

ボランティアで来てた方のようですけど、そう

いう方もありまして、ああ、ちゃんとそういう

方たちが増えているということを、この目で確

かめまして、非常によかったなと思っておりま

す。 

 以上です。 

○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）  今の御答弁では、

講習会については考えておられないというよう

な御答弁であったかと思いますけども、投票率

のアップは私、考えるには、市民の意見、要望

ですね、行政に反映して行政サービスの向上に

つながるんだろうなというふうに思っておりま

す。 

 そこで、今度は投票率アップに向けた啓発活

動の新たな展開が必要になってくると思います。

特に、若者の投票率アップ対策としましては、

やはり市のホームページやフェイスブック、あ

るいはツイッターというものをうまく、この

ツール類を活用して積極的な情報提供をしてい

かなければならないんだろうなと考えてますが、

この辺の御見解を伺います。 

○議長（新田勝見君）  藤村選挙管理委員会委

員長。 

   〔選挙管理委員長藤村正子君登壇〕 

○選挙管理委員長（藤村正子君）  その点につ

きましては、そのとおりでありまして、この７

月の参議院選挙に当たりまして、成人式のとき

に一番大事なのは、成人したっていうことは選

挙ができるということだよ、ということを強く

こう、言っておりまして、その中の１人に、期

日前投票の立会人をしてほしいと頼みましたと

ころ、いいですよ、と言って、引き受けてくれ

ました。また、当日の、投票日当日の立会人も
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その地区でやっていただきましたし、あるいは

明るい選挙、明推協ですね、そういうときにも

強くそういうことを訴えておりまして、今後、

いろんな方法で投票率アップに向けて委員会と

しては努力していく決意です。 

○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）  私は、今回のイン

ターネット選挙運動の解禁は、候補者と有権者

間の距離を縮めて投票率アップさせることにあ

るんだろうなというふうに考えて、の質問であ

りました。まあ、委員長の御答弁では、始まっ

たばかりですので、その辺の投票内容とか、あ

るいは若い人たちの行動内容、具体的にわかり

ませんでしたという内容であったかと思います。

それは、確かに始まったばかりでそのとおりだ

と思います。私の聞くほうが間違ったと思いま

すけれども、御容赦願いたいと思います。 

 ただ、それはそれで、やっぱり今後の投票率

アップに向けて、委員会としてでもよろしいで

すし、委員長御自身でもよろしいですが、何か

妙案をお持ちでしたら、ぜひ御披露していただ

ければ幸いですが、お願いします。 

○議長（新田勝見君）  藤村選挙管理委員会委

員長。 

   〔選挙管理委員長藤村正子君登壇〕 

○選挙管理委員長（藤村正子君）  妙案と言わ

れますと、そんなにこれだっとこうここで強く

言えるものは、ちょっと今──言われてもあれ

ですが、昔の職業柄、教え子や何かがたくさん

います。そして、きょうも多分、私を見ている

教え子たち、あるいは父母たちがたくさんいま

す。これが終わりますと、先生、見たよ、見た

よ、とあちこちから声をかけられます。声をか

けられても、あら、済いません、あなたどなた

でしたってこう言わなきゃわからないぐらい、

数がこう、多くなっております。今度の22日に

は、上郷中学校で教えた生徒たちの還暦祝いに

も呼ばれています。 

 そういうところでも、選挙がきたときには棄

権しないでよっということは強く言いますし、

いろんな場面で、教え子やその家族には強く強

く訴えてまいりますので、そういう気持ちで、

あるいは委員会としても頑張っていきますので、

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）  ただいま、市長と

選挙管理委員長のほうから、私の突っ込んだ質

問に対して、漏らさずに御答弁いただきました。

内容も前向きにおっしゃっていただきましたの

で、私自身、大変満足しています。ありがとう

ございます。 

 特に、本田市長におかれましては、10月には

市長選挙も控えておりますので、市民の更なる

安心、安全、そして心豊かな生活ができること

の実現に向けて、新たな御覚悟を持って、行政

執行に当た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。 

 ありがとうございました。 

○議長（新田勝見君）  引き続き、一般質問を

行います。７番照井文雄君。 

   〔７番照井文雄君登壇〕 

○７番（照井文雄君）  清風会の照井文雄です。 

 2011年３月11日の東日本大震災以降、昨年ご

ろから気象変動が著しく変化し、気温の変動も

あり、日本全国で竜巻や大雨の被害が続出して

おります。被害に襲われました皆様に、心より

お見舞いを申し上げます。 

 幸い、遠野市においては被害が少なく、一安

心しているところでもあります。 

 しかし、ある学者によりますと、地球の氷河

期が１万年サイクルであるそうなんですが、西

暦2000年代においてはその地球の氷河期に向か

っていると言われ、皆さん、マスコミなどでよ

くＣＯ２の過剰による地球の温暖化が原因だと、

よく言われてますが、その学者は、そんなもの

は関係ねえと。１万年に１回来る氷河期に向か

ってるだけだ、谷間だという、ちょっと怖い話

をしております学者もおりまして、いずれにせ

よ、あまり信じたくない話であります。 

 私の質問は環境問題ではありませんので、遠
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野市独自の問題点の指摘でございます。御答弁

をよろしくお願いいたします。 

 それでは、質問に入ります。まず、１点目で

あります。オートキャンプ場の設置について伺

います。 

 ことしになってから、アベノミクス景気浮揚

期待と円安による効果なのかどうかわかりませ

んが、海外旅行が減少し、国内旅行が増加傾向

という分析をしている方もございまして、皆さ

ん、マスコミで御存じのように、富士山の世界

遺産登録や伊勢神宮の式年遷宮の話題もあり、

国内旅行に拍車がかかっていると思っておりま

す。 

 私もことしは旅行の機会が例年より多いなと

思っております。高速道路のサービスエリアや

道の駅、観光地のお土産売り場を見ますと、お

客様の購買意欲も景気のよかった時期に戻りつ

つあるなと、私はそのように思っております。

趣味の多い人は旅行も頻繁に行くし、趣味を通

じた交友関係の広がりから、趣味の全くない人

よりは旅行が多いというデータがあります。し

かも、予算は５万円以内、民宿やキャンプ場、

ペンション、ゲストハウスなどが若者に人気の

ようであります。 

 近年、アウトドアが女性にも人気でございま

して、山ガールなどという言葉がありまして、

登山や野山でバーベキューの愛好者が多いと聞

いております。そしてまたこのアウトドアに関

するインターネットの検索も増加傾向でありま

す、ことしになってから、特に。そしてまた、

ことしのゴールデンウイークとお盆は、東和の

道の駅、アウトドアの愛好者でいっぱいだった

と、すごい人だったと聞いております。女性が

増えているので、お風呂のあるところが人気の

ようでございます。 

 当市には水光園や運動公園周辺の民間のお風

呂施設、清養園などもありまして、非常に環境

のよい所にお風呂もあるので、この付近に一区

画の中に駐車スペースと芝生のスペースを並べ

て設けまして、今だったら電源コンセントと水

道設備が、足洗い場的な水道１本と、それから

防水コンセント１つ。うちのかみさんが、こう

いう話をしましたら、キャンプさ行くのに何で

電源のコンセント、必要なんですか。ランタン

１つあればいいでしょって。それは、その昔の

話で、今は皆さん携帯電話持ってくるので、持

って歩いてるんで、充電しねばなんねえんです

よと。それからキャンプ、キャンピングカーで

すか、キャンピングカーもコンセントから電源

をいただいて、豪華とまでいかなくても別荘的

な利用ができるキャンピングカーが非常に多い

です。 

 そんなことも話しまして、オートキャンプ場

の設置を１区画っていいますか、１地区に10カ

所、10台か15台とめればいいのではないかな。

その程度でいいのではないかなと思っておりま

す。まあ岩手県の中にはオートキャンプ場で有

名な陸前高田市小友町にモビリアっていう所が

ありますが、そこも非常に景色のよい所なんで

すが、そんな感じで、当市にもオートキャンプ

場の設置を願うものです。 

 2016年岩手国体、2019年ラグビーワールドカ

ップ開催、2020年東京オリンピックと、大きな

スポーツの祭典が目白押しに続きます。遠野市

に訪れる皆さんも多いと思っております。やは

り、客層の幅を広げる意味でも、遠野市にはま

だないオートキャンプ場の設置をぜひと提案す

るものですが、市長のお考えをお聞きいたしま

す。 

 次に、２点目の質問に入ります。雇用と求職

について伺います。 

 雇用側、いわゆる経営者側と求職者側、職を

求めている側との間に、いまだ雇用のミスマッ

チという言葉がありまして、少し考えてみまし

た。ミスマッチが生じる背景には、雇用側が重

要視する条件として、職業能力と経験がありま

す。求職者側のほうですが、なかなか就職でき

ない理由は、希望する仕事が見つからないがも

っとも多く、次に、求職側が求めてるのが年齢

制限、賃金、労働条件、職業能力が合わないと

いうような順になっており、求職者は職業能力

の習得等を重要視していないのが実情であると
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聞いております。 

 企業側は職業能力を一番に上げる、求職者側

は職業能力を最後に上げるという、ここでミス

マッチが生じると聞いております。若年者にお

いては、職業経験不足から就職できないケース

や、職業意識が希薄なため、就職してもすぐ離

職してしまう者もおります。 

 これらの解消のためには、求職者が早い時期

から職業意識を高め──早い時期というのは若

い頃からの話ですが──職業意識を高め、何の

ために仕事をしなければならないのかとか、職

業とは何だとか、こういうことをやはり講習を

するとか、道徳の時間に勉強するとかというよ

うなことで、そういう意識を高め、実践的なキ

ャリアアップに努めれば再就職の可能性を高め、

ミスマッチの解消になると思っております。 

 当市においては、小学生、中学生、高校生の

時期から職業意識教育やキャリアアップの講習、

職場実習の実施や就職面接会の開発など、一貫

して就業支援するなどの雇用ミスマッチの解消

する策はあるのかどうか。市長は、どのように

お考えなのか伺います。 

 次に、３点目の質問に入ります。地域リー

ダー育成について伺います。 

 午前中も同僚議員のリーダー育成の質問がご

ざいましたが、私の質問は、若年者じゃなくて、

今、即戦力になるといいますか、大人っていい

ますか、今現在、地域の中におられる皆さんの

地域のリーダーの育成の話でございます。 

 近頃、当市においては市民協働やボランティ

ア活動、郷土芸能、地区防災など、多岐にわた

って多くの地域づくりが取り組まれ、それなり

に効果もあると認識しておりますが、集落単位

で見ると、リーダーがいない地域もあると思っ

ております。 

 婦人団体の組織、シニア団体のリーダーの高

齢化、郷土芸能のリーダーなども上げられるの

ではないでしょうか。 

 例えば、地域での反対運動、何かに反対する

とかっていうような、反対運動するときなどは、

自然とリーダーが出現しますが、リーダー育成

を急ぐあまり、行政があまり親切にしすぎると、

市民が行政に頼りすぎる環境をつくってしまう

のではないかと思っております。先進的な、逆

に、先進的な施策ですと、逆に市民が追いつけ

ない状況になると思っております。 

 この問題の解決策としては、行政窓口の一本

化、これは、それぞれの担当課が考えるのでは

なく、いわゆる郷土芸能は文化課が考えるとか、

農業は農業振興課が考えるとか、農業者の後継

者の部とか、リーダーとかっていうのは、それ

ぞれの担当課が考えるんじゃあ、横の連携から

地域の全体の課題解決をするのもいいのではな

いか。実際、企画、事業展開できる人間やボラ

ンティアだけでなく、コミュニティビジネス─

─これ、有償のコミュニティビジネスですが─

─としてのまちづくりを活動できる人間、まち

づくりは楽しいことなんだ、でも、活動すると

きはその資金を稼げるような手段も必要だよと

いうふうに、一緒に考えていかなければなりま

せん。何をやるにも行政の支援に頼るようなこ

とではならない、あってはならないと私は思い

ます。 

 未来を見据えたリーダー育成には、小さい頃

から座学による知識詰め込み型研修より、実際

の地域づくりの場面に参加させて、経験を積む

ことが必要と考えます。 

 地域の課題に気づいて責任を持って行動、実

行力のある人間を育成しなければと思いますが、

市長のお考えを伺います。 

 以上、３点について質問いたします。 

○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）  照井文雄議員の一般質

問にお答えいたします。 

 ３つ、それぞれオートキャンプ場、さらには

雇用のミスマッチ、リーダーの養成といった、

まさに待ったなしの課題に対するひとつの御質

問でありました。 

 この、第１問のオートキャンプ場の問題であ

りますけども、これは今議会でも大きくクロー

ズアップされております高速インフラ道路、社
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会資本としての道路が整備される、その中で空

洞化になってはいけない、この道路整備といっ

た、もう諸刃の道路整備っていったものを文字

どおり吸い取る、吸い寄せると言う中において、

ハブ機能を持つ遠野としても、この地理的な立

地条件といってもいい、いかさなきゃならない

っていう中における１つの提案ではないのかな

と受け止めたところであります。 

 先般、土淵町の伝承園で、25万人でしたか、

集まったセレモニーがありました。その中に─

─200万人です、ごめんなさい、200万人──20

0万人のセレモニーがあったわけでありますけ

ども、その中で199万人だか200万１人だかにな

った方が御夫婦でありました。御夫婦でありま

したならば、もう既にリタイヤしたと、もう日

本全国中そうして回って歩いてると。じゃあど

こにお泊りになりましたかっていうことを尋ね

ましたところ、このキャンピングカーで全国を

回って歩いてるという話で、今まで働きづめて

きたと、中で、夫婦でこうして全国を回って歩

いてるんだと、そしてこれから久慈のほうにま

いりますという話をして、あまちゃんですかっ

て言ったら、そうですっていう話をしながら、

そういうやり取りがあったわけでありますけど

も。 

 このオートキャンプ場っていうのも、そうい

った意味ではこれからの時代の中で、加速度的

にって何度も申し上げてるわけでありますけど

も、道路インフラっていったものが進む、整備

されるわけであります。そうしますと、まさに

ネットワークとしての道路の中で、ああいうと

ころのお膳立てがされたんじゃないと。じゃあ

きょうは遠野に泊まったんだけど、遠野に来る

んだけども、じゃあ次は大船渡に行こうか、釜

石に行こうか、宮古に行こうか、いや、盛岡に

行こうかっていうような１つの選択肢は、こう

いったキャンピングカー等、あるいは車などは

そういう分に対する答えになってるわけありま

すですね。 

 したがって、このオートキャンプ場っていう

のも非常にこれからの近未来を考えてみた場合

も、この問題についてはかなり前からこの車や

オートバイを利用する、いうところのアウトド

アを嗜好する方々、若い方々も、今私が申し上

げた団塊の世代と申しますか、そういった中高

年も、それぞれのニーズによって、若い方々は

オートバイだとか、あるいはこのキャンピング

カーだとかっていったものの中におけるニーズ

が高まってくるわけでありますから、私は１つ

のこのアイデアとしてっていうよりは提案とし

ては、受け止める１つの課題ではないのかな。

道路がどんどんどんどんネットワークとして整

備されてくるわけでありますから、そこにうま

く、こうタイミングを失しないような１つの受

け皿としてはあってもいいのかなと。 

 実は全国に1,113カ所オートキャンプ場が整

備されておりまして、東北には119カ所。そし

てじゃあ岩手にはっていうと、14カ所という形

で整備されております。大変、四国４県と広い

岩手県なわけであります。そしてこの遠野市は

そういった意味においてハブ機能を持つ交通の、

道路の終結点でもあり展開でもあるっていう中

における、この有意性も持ってるというふうに

なれば、これからの観光あるいは交流人口とい

う場合においては、１つの道路って言うものを

通じて受け止め、そして受け止めたのは今度さ

まざまな形で内陸へ、沿岸へと旅行者の方々の

選択肢、メニューをふやすことができるってい

う、１つの立地的な有意性ってのをそこに見出

すことができるんじゃないのかなというふうに

思っておりまして、この高速道路の開通、見据

えた上で、いうところのクリーンセンターや、

あるいはたかむろ水光園やら、あるいは風の丘

やらっていうようなものがあるわけであります

から、これが将来展望、近未来の将来展望の中

でどのように次の土俵をつくっていくか、受け

皿をつくっていくかっていうことになった場合

においては、このプロジェクトも大いに関心の

あるプロジェクトとして位置づけることができ

るんじゃないのかなというように思っておりま

すので、きょう、この時点におきましては、そ

のような答弁で御理解をいただければと思って
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おります。 

 オートキャンプ場はいうところのさまざま、

この炊事場や水洗トイレなど、そういったもの、

ちゃんとしとかなきゃなりませんし、どの程度

のっていう部分のニーズがどの程度これから増

えていくのか、ありました今、2017年には、20

17年ですね、岩手国体が、2019年にはラグビー

のワールドカップが、そして2020年には東京オ

リンピックがっていうことが相次いで展開され

るわけでありますし、その時点でおきますと、

復興っていったような被災地の復興も文字どお

り形が見えてきているということになるわけで

すから、迎え撃つ、そして打って出るという分

においては非常に興味のある提案だというよう

に受け止めたところでありますので、御了承い

ただければというふうに思います。 

 続きまして、この雇用のミスマッチの問題、

これもよく指摘されて、関係者、学校の進路指

導の先生、そしてまた行政、また事業主の皆さ

ん、それぞれ頭を抱えてるっていうのはちょっ

と言い過ぎた言い方になろうかと思っておりま

すけども、ミスマッチの結果、いうなれば、や

めていくっていうことも後を絶たないわけであ

ります、もったいないなというような思いと、

やはりもう少し我慢してもらえないだろうかっ

ていう部分。 

 しかし、もったいないな、我慢してもらえな

いだろうかという前に、やはり基本的な部分に

おける、やっぱり学校現場における進路指導も

含めて、職業教育っていったものを徹底してい

かなきゃならない。 

 また一方においては、行政も学校側も、子ど

もたち、生徒たちの事情、価値観、それからも

う一方においては事業主のっていうか事業の、

企業の実態っていったものをよく把握した上で、

そこをうまくコーディネートしていかなきゃな

らない。とにかく求人が出たから行けばいいん

だ、そのような中における安易なところがそこ

にはないだろうかっていうことも謙虚に、行政

側もいろいろ反省しなきゃあならない課題もそ

こにはあるんではないのかなというように思う

わけであります。 

 ただ、これはただ単に放置してるわけじゃな

いということで、いろんな手立てを講じながら、

ミスマッチを解消するための方策を、就職、高

校生や大学生たちがこの就職希望先を決定する

前に、直接企業と面接をすると、そして、自分

に合った仕事かどうかっていうことを判断して

もらいたいっていうことで、この「とおの就職

ガイダンス」っていったのもやってる、これな

どもやっぱり一定の効果、上げてるようであり

ます。 

 学校の先生、進路指導の先生も、直接このガ

イダンスがあって、この企業、こういう歴史を

持って、こういうのもつくってんだなっていう

ようなこと、よく理解できたっていうのは、先

生も、進路指導の先生もいらっしゃるわけであ

りますから、こういった中で、ちなみにことし

の７月31日に、この就職ガイダンスを行ってる

わけでありますけども、この中では27企業、団

体、65人が参加しておるっていうことでありま

すから、こういったようなものを繰り返し繰り

返し行っていくっていうことも、私は１つ大事

なことではないのかなというようにも思ってお

ります。 

 それから、やはりよく言う見学会ですね、見

学会のようなものも行い、市内に就職を希望し

てる、特に３年生になってからだと遅いわけで

ありますから、２年生の段階で、市内の企業を

回ってもらって、見学をして、直接生徒たちが

その、自分が希望している会社っていうのはど

ういう会社なのかっていうのを自分の目で見て

もらうということが大事じゃないかなと思って

おりまして、例年実施しておりますけども、昨

年の11月にも実施いたしまして、この時は３企

業、２回開催いたしまして３企業、その対象に

なったわけでありますけども、参加した生徒さ

ん方が83人に上ったっていうこともありますか

ら、これもやはりきちんとやっぱり、常に検証

を加えながら、その開催方法、実施方法、その

ようなものも検証加えながら繰り返しながらや

っていくっていうことが大事じゃないかなと思
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っております。また、県の１つの事業といたし

まして、産業振興部の商工観光課の中に配置さ

れておりますけども、県の就業支援、これ、県

費の中で２人配置されております。 

 そういった中でこの方々が、特にもう遠野高

校、緑峰高校、この２校を随時回りながら、ま

た一方においては企業回りをしながら、意識の

啓発といったようなものも高校生と直接面談し

ながら、まずマンツーマンのフォロー体制も取

っているということも１つ御理解をいただけれ

ばと思っております。 

 そのような経過を踏まえながら、これも大事

な取り組みの１つだというふうに思っておりま

すけども、この石の上にも３年っていうことで、

３年間頑張って働き続けた方には、継続勤務奨

励金ということで、５万円を支給するっていう

制度も議会の議決をいただいて、そのような制

度も立ち上げております。頑張ったなと、よく

頑張ったなっていうような部分もやっぱりなけ

れば、今の若い世代の方々に対する１つのフォ

ローにもならないんじゃないのかなと思ってま

して、そのような体制も組ませていただいてお

るということで、予定35人の中で、25年９月３

日、現在でありますけども、この石の上にも３

年事業については19人の方がその支給対象とし

て、待っておるということも付け加えさせてい

ただきたいと思っております。 

 いずれ、小中学校でのこの勤労観、あるいは

職業観、この、いろんなこの工場見学や職場体

験、そういったものを繰り返すことによって、

いうなればミスマッチが防げるっていうことの

結果になるんじゃないかなと思って。ただ、何

か特効薬があるとなると、なかなか特効薬は見

いだせないんじゃないかと。 

 したがって、このようなことを、人とそして

行政と、そしてまた高校っていう１つの生徒を

指導してる現場と、それから受け入れる企業と

の３者による密接な連携がやっぱり一番大切じ

ゃないかなというように思っておりますので、

そのトライアングルの仕組みをきちんとしたも

のにするという中身、なお一層、市の行政の立

場からも力を入れていきたいというように思っ

ております。 

 ３つ目の質問でありましたリーダーの養成、

これも地域の底力と、コミュニティをどのよう

に維持するかという中で、非常に大事な課題で

あります。 

 まさにこの地域ごとの諸活動において、参加

率等に格差がある、そしてまたそのためには、

リーダーを育成する取り組みが必要ではないか

と。自治会や自治防災組織、こういったものに

ついてもっていうことであります。 

 これは進化まちづくり検証委員会の中におい

ても、特に大きな課題として位置づけておりま

す。地域のリーダーがまだ健在なんです、各地

域におきましては。懸命に頑張っていただいて

おります。しかし、一方においては、高齢化っ

ていう避けて通れないものが来るわけでありま

すから、その地域のリーダーも高齢化っていう

中にあって、やはりその──大変言い方が失礼

かもしれませんけども──段々肉体的にも、あ

るいはいろんな精神的にも、リーダーとしての

力といったものはいつまでも維持できない、そ

れは１つの流れでありますから、当然そのとお

りになる。 

 したがって、次のリーダーをっていう中にお

いて、リーダーがいる間に次のリーダーをって

いう中における１つの仕組みをきちんとつくっ

ていかなければならないんじゃないのかなとい

うように思っておりますので、行政区長、ある

いはこういった方、あるいは自治会長っていっ

た方々に対する研修、あるいは地域活動専門員

といったような新たな地位といったものを、新

たな人脈っていったものをどのように生かすの

か。 

 それからやっぱりこうして市内見ますと、退

職して遠野に戻ってきたっていう方も結構増え

てきておりますから、そういった方々とどのよ

うな形でのタッグを組むかといったような問題、

そのような中で人材確保と人材育成といったも

のを図っていきたいものだなというように思っ

ております。 
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 特に、地域活動専門員という、この改正過疎

法に基づくこのマンパワーに着目し、そういっ

た若い方々の新たな発想っていう中において、

こういった仕組みも１つの地域の活性化と、１

つの地域に対する刺激と、もう一方においては

リーダーの養成といったものにつながるんじゃ

ないかなと思っておりますから、その中におい

てはうまくいかないケースもあると思います。

みんな全て成功事例にはならないと思います。

全てがみんなリーダーになってしまったんでは、

これまた地域が成り立たないわけでありますか

ら、やはりその中で、やっぱりこの方といった

ものについては長い目で育成していくと。引っ

張らないで支え、そして引き上げていくってい

うような、やっぱりそのような住民の方々の、

何と申しますか、この問題に対する協力といっ

たものも欠かせないんじゃないかなというよう

に承知しておりますので、よろしくお願いいた

します。 

○議長（新田勝見君）  10分間、休憩いたしま

す。 

   午後３時06分 休憩   

────────────────── 

   午後３時16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。18番石橋達八君。 

   〔18番石橋達八君登壇〕 

○18番（石橋達八君）  通告に従いまして、一

般質問を行います。 

 まず冒頭、通告に過ちがございました。要援

護者基本法と認識しておりましたが、災害対策

基本法でありましたことを訂正をさせていただ

きます。勝手に法律をつくって、間違いでござ

いました。 

 災害対策についてお伺いをしたいと思います。 

 災害時における要援護者の避難対策について。

災害対策基本法改正の成立に伴う遠野市の現状

と今後の取り組みについて、確認をいたします。 

 国では、これまでガイドラインを示して、市

町村に要援護者名簿の作成や、共有化、具体的

支援計画の策定を図るよう、促進してまいりま

した。しかし、個人情報保護の観点から、名簿

の整備や共有に二の足を踏む場合もあったよう

であります。策定過程で、個人情報に関する認

識度もまちまちで、名簿を提供して個人情報が

漏えいする心配はないのか、こうした課題もあ

り、避難支援を行う関係機関、関係者と情報共

有ができなかった自治体も少なくありません。 

 これまで遠野市の要援護者名簿作成の状況は

どうなっているのか。このたびの改正では、今

後、個人情報の取り扱いの明確化や、名簿を提

供された人への秘密保持義務が課せられました

が、自分の経験からは人はさまざまであります。

個人情報を取り扱う側の自覚と品位をどのよう

にして保つのか。また、名簿の共有化では災害

時発生等の緊急の場合は別にしても、要援護者

の同意、了解が必要となります。丁寧な説明が

求められますが、どう扱うのでしょうか。 

 ２点目の、水害対策であります。 

 これまでも、地域防災計画に当たり、豪雨対

策やハザードマップ作成など、質問をしており

ますが、しかし、同じ課題であっても、ことし

などは認識を大きく変えなければならない状況

が県内でも多発しております。 

 私も目の当たりにしましたが、先月、８月９

日、用事があり盛岡に行っておりました。その

帰り、国道396号線は土砂崩れによる片道通行、

２カ所では迂回、迂回した道路に入ってからは、

沢からの大量の雨水、側溝の崩壊、田んぼの冠

水、設置されていた滑り止め用の砂箱が、目の

前を流れてまいりました。低い道路の冠水など、

やっと抜けて帰ってまいりました。この日は遠

野市内でも大量の雨による被害も発生しました。 

 短時間に大量の雨があった場合、市内の峠や

沢、Ｔ字路で一方が坂の交差点などは大丈夫か、

側溝の幅員は十分か、こうした雨量に脆弱な地

域や地形がないのか、市内全地域の総点検も必

要と感じたところでございます。 

 地域防災計画の策定は当然、災害基本法に基

づき、防災会議等で諮問されるわけであります

が、市民はもちろん、滞在中の観光客、遠来者
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等の安全を含め、防災・減災のための遠野市と

してどのように取り組まれるのかをお伺いした

いと思います。 

 ３点目は、災害支援の歴史をとどめることで

あります。 

 遠野市では、2011年３.11の東日本大震災後

方支援活動検証記録誌を作成をいたし、私ども

もいたしました。早速、知人に見せましたが、

すばらしい貴重な記録誌であり、私もほしいと

も言われたところであります。また、遠野はさ

すがと評価をいただきました。貴重な記録であ

り、今後防災・減災の災害支援等に大きな意味

を持つことは間違いありません。 

 それとは別に、提案であります。被災地では

津波が到達した境などに未来の住民への継承や

記録のため、石碑等が設置されております。遠

野市民の後方支援活動100年、1000年後にとど

め、かつ三陸沿岸に悲惨な災害があった歴史を

風化させないためにも、適地を選び、記念碑の

ようなものを立ててはどうかというものであり

ます。「絆」は時空──いわゆる時間や距離─

─も越え、また生死──生きているときも死ん

だときもとの意味でございますが──生死を超

えるものと私は思慮いたします。これこそ後世

に刻み、残すべきであると強く思いますが、市

長はどのように受け止められるかをお聞きした

いと思います。 

 次に、市民の健康づくりについてであります。 

 遠野市は健康福祉の里を拠点に保健、医療、

福祉連携し、市民の健康づくりを継続的にこれ

まで先進地として取り組んでまいりました。長

寿社会の到来とともに、健康長寿が求められて

おります。私も９月２日、遠野町敬老会に参加

をさせていただきましたが、健康で長生きされ

ておられる大先輩は、私にとりましてうらやま

しい限りであります。ただ、同じ長生きでも、

いかに元気で健康にいられるか。大きな課題で

もありますが、健康づくりにチャレンジする市

民にポイントを還元する健康マイレージ制度に

ついてお聞きをいたします。健康診断の受診で

あるとか、スポーツ活動、食事など、健康づく

り、生活習慣の改善へ参加する市民にポイント

を換算し、何らかの特典を付与し、活用できる

制度。先進地では大きな効果も出ているようで

ありますが、この健康マイレージ制度について、

導入について、いかにお考えになられるかをお

聞きします。 

 次に、女性施策について伺います。 

 我が国では、男女共同参画が言われて久しい

わけでありますが、自由主義経済圏では最低水

準と言われ、女性が思う存分活躍できないこと

が日本にとっては経済成長にブレーキをかけて

いるとの分析をされております。国では今後、

日本の発展にはどうしても若者や女性の活躍が

欠かせないことから、その環境整備づくりを進

めようといたしております。一方、現在では政

治、経済、教育をはじめ医療、介護、保健、あ

らゆる分野で女性の方の活躍があり、その存在

がなければ成り立たなくなっております。 

 女性の社会進出やリーダーの育成、幹部登用

の背景を見ますと、一般企業でも女性が活躍す

る会社は大きく実績を伸ばしている実例が報道

されております。これまでも女性消防士や女性

救急救命士の採用、市職員の女性幹部の登用、

女性の農業委員や農村女性リーダーの育成など、

求めてまいったところでございます。また、私

が所属する公明党の地方議員は3,000余名おり

ますが、約３分の１が女性議員であります。政

治、行政の世界であれ、経済活動の世界であれ、

女性特有の優しさ、細やかな視点、感性、発想、

斬新なアイデアこそ不可欠であります。国の発

展のみならず、遠野市をさらに活性化させる原

動力となると確信いたします。これまでも当市

は成果や実績を残しておりますが、どこの自治

体より、またどんな地域よりも女性がいきいき

と輝き、活躍できる遠野市をつくるべきと思っ

ております。 

 また市長はこれまでも女性の持つ力を十分に

理解されていることは承知しておりますが、か

のフランスの英雄ナポレオン・ボナパルトは、

反省の言葉として、最期に「もっと女性と会話

をしておけばよかった」このように語っており



－ 110 － 

ます。これは深い意味があろうかと思うわけで

ございますが、市長の女性施策に対してどのよ

うに考えておられるのかをお聞きしたいと思い

ます。 

 次に、地方自治体からの平和施策についてで

あります。 

 先月８月は太平洋戦争の終戦から68年、広島

に原爆が投下され名もなき多くの庶民、子ども、

未来ある青年が犠牲になりました。また、長崎

も同じ悲惨な犠牲をこうむり、今なお苦しんで

おります。そして当時、全国民は誤れる国家指

導者に率いられ、多くの国民も尊い命を失いま

した。 

 今、国際情勢、特にも近隣諸国との間で、こ

れまでになかった主張や論調が顕在化しており

ます。例えいかなる事態があろうとも、どの国

とであれ、戦争の道を進んではならないと私は

考えます。 

 ８月30日遠野市主催の平成25年度遠野市戦没

者追悼平和記念式に参列をさせていただきまし

た。「戦争をなくし平和の建設」市長の式辞、

議長、遺族の代表の追悼の言葉や非核宣言都市

につきておりますが、ただ、今後、戦争を実際

に体験した方々が少なくなり、遺族も高齢化し

ておられます。戦争の風化を心配いたします。

式典には未来を担う遠野高校の合唱部の皆さん

が参加され、美しい歌声も聞かせていただきま

したが、大変意義あることと感じました。その

ほか学校での平和教育、ユネスコ協会が実施し

ている「平和の鐘を鳴らそう」民間団体の戦争

反対運動、平和行事これも大変重要であります。

特にも現在のような状況だからこそ、声を大に

したいと思います。これまでも、杉原幸子さん

の顕彰、不戦の碑など取り上げていただいたも

のもありますが、これからこそ戦争の語り部を

つなぐそれらへの支援、一つ一つの平和建設の

くさびを打たなければなりません。歴史上、国

家の最高権力者には今もって限界があるように

思えてなりません。地方そして庶民こそ平和・

不戦のとりでであります。例えば、松井一美広

島市長や被爆２世制度もあられる田上富久長崎

市長など、市なども講演の機会をつくるなども

１つであります。戦後生まれが多くなってる今、

風化、無関心、無気力を払しょくしていかなけ

ればなりません。地方行政の長たる市長のお考

えをお聞き願いたいと思います。 

 次に、芸術文化振興と観光についてでありま

すが、御承知のように円高の要因もあり、海外

からの観光客が増加傾向にあります。ことしに

入って上半期の在日外国人旅行者は前年同期比

で約23％の増、496万人、半期として最多とな

っております。遠野市にはどれくらいの人が来

られてるか掌握されているのでしょうか。 

 政府ではことしは1,000万、そして2,000万を

目指し、2030年には3,000万を目指しておりま

す。昨日は2020年の東京オリンピック、パラリ

ンピックの決定により、日本国中が盛り上がり

ました。スポーツのみならず、さまざまな点で

効果も期待されており、ますます海外からのお

客様も増えることが期待されます。観光はさま

ざまな産業の裾野が広く、経済効果は極めて大

きいわけでありますが、遠野市としても海外か

らの旅行客誘致の戦略も必要であります。 

 遠野市は海外からの観光客に魅力がないのか、

呼び込めるだけの資源がないのか、もちろん、

ショッピング、名だたる名所、旧跡、温泉、日

本食や日本文化を求めるニーズもそれぞれあり

ますが、その目的も細分化していくことも考え

られます。遠野市はこれまで養ってきた「民話

のふるさと」としての地域の文化財、歴史的風

土、優れた自然の景観、日本の田舎の原形、そ

して日本の地方に育まれてきた数多くの民俗芸

能などによる世界の人々との交流が盛んになる

ことは、間違いありません。海外からの観光客

誘致を図るため、永遠の日本のふるさと遠野を

アピールすべきであります。 

 同時に、日本の芸能や日本の芸術文化の新た

な拠点としての遠野市のあり方も挑戦をしてい

きたいものであります。これはあくまでも１つ

のアイデアでありますが、宮守町の遠野高校情

報ビジネス校の跡地利用は、岩手県に対する要

望や強力な働きが求められます。長年の懸案で
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もあり、県の財産とはいえ、一日も早い活用を

図るべきであります。情報ビジネス校の跡地を

日本文化や日本の民俗芸能の拠点に活用できな

いものか、遠野市には岩手県の管理運営する県

施設はございません。宮守地域の空洞化や、活

性化のためにも運動はできないものか、伺いま

す。 

 次に、農業について伺います。遠野農業の将

来に関わり、攻めの農業に関して伺います。 

 現在、市内では地域農業マスタープランの協

議と持続可能な農業確立のための真剣な検討会

のただ中であると思います。 

 農家は年々減り続け、農業従事者の平均年齢

66歳、66歳と言えば私の歳でございます。どう

いう意味か、お察しをいただきたいと思います。

高齢化とともに、耕作放棄地も歯止めがかから

ない状況にあります。この構造的な課題の解決

は避けて通れない現実であります。農業法人、

認定農家、集落営農など、農地集積をはかり、

生産現場を強化しようとするものでありますが、

生産された遠野農産物をどう売るかであります。 

 国内販売では、これまで農協ルート、産直等

の直売、ネット販売、農家レストラン、民宿な

ど多様化し、加えて６次産業や農商工連携によ

る付加価値化により市場拡大しております。市

内でもそうした商品が産直等で見られますが、

未開拓分野に海外への輸出も挑戦すべきではと

考えます。 

 これまで、日本の工業製品が世界の中で製品

の優秀性と信頼性を得て、冠たる立場を築いて

まいりました。日本の食文化は今注目されてお

りますが、農業生産物はそうした地位を確立で

きないものか、捕らぬ狸の皮算用をするつもり

はありませんが、素朴な疑問でもあります。世

界でも安心、安全な食材を欲しい市場があるは

ずであります。低価格で勝負しようとするなら、

１農家、１戸の農家の耕地面積が10倍、100倍

を所有するオーストラリアやアメリカに勝ち目

がありません。その意味ではアメリカ農業を目

指しても、遠野農業は土台無理があるのではな

いでしょうか。 

 むしろ、ヨーロッパの中でも比較的耕地面積

の小さいオランダ式農業のような輸出産品に特

化した農業も１つではないか。遠野農業もそう

した分野の販売部門があってもよいのではない

かとも考えます。 

 安心安全な食材とともに、遠野産農産物と優

れた加工品、以前も求めましたが、６次産品の

開発、新種農産物の開発振興が必要と考えます。

そうした、世界市場から支持され、求められる

商品など、農業品生産に取り組む計画や海外へ

の農産物の輸出の可能性があるのでしょうか。

現農業者の方や新規就農者のメンバーが定着し、

希望が持てるよう望みますが、今検討されてい

る地域農業マスタープランの行き着く先として

位置づけができないのかをお伺いして、質問と

いたします。 

 以上であります。 

○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します。 

 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  石橋達八議員の一般質

問にお答えいたします。 

 それぞれ、大きな項目で６項目でありました。

また、この災害対策につきましては、この災害

対策基本法の改正に伴う市の対応、さらには水

害対策、そしてこの東日本大震災っていったよ

うなものの中におけるこの何かモニュメントと

申しますか、記念碑のようなものを検討しない

のかっていうような中における３項目としてそ

れぞれ質問を承ったところであります。 

 それぞれの中身におきましては、もういろん

な地域振興にかかるこの観光、振興あるいは農

業振興につきましては、この後、一般質問が終

わった後、決算特別委員会、あるいは補正予算

審査にかかる予算特別委員会等も開催が予定さ

れておるところでございますので、具体的な点

はそういった中におきまして、さまざまな議論

をしていただきたいというように思っておりま

すので、私のほうからそれぞれ６項目につきま

して簡潔に答弁を申し上げたいというふうに思
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っておりますので、よろしくお願いを申し上げ

たいと思っております。 

 まずこの災害対策基本法、これは戦後、法律

っていうものがなくて、伊勢湾台風、昭和35年、

６年頃ですか、あのときに日本としては初めて

災害対策基本法っていうものがつくられたって

いう中で、１つのこの制度のあれがあるわけで

あります。 

 そういった中におきまして、東日本大震災の

ときもこの災害対策基本法の中で要援護者名簿

のっていう中における御質問あったわけであり

ます。個人情報保護法っていうのもあり、なか

なかその辺のところ、本当にこの災害弱者って

いう方々をどのようにフォローするのかってい

うところに、個人情報保護法っていったものも

立ちはだかっていたっていう中で、これは、こ

れじゃあいかんと。助かる命までも助けられな

いでしまうっていう中におきまして、災害対策

基本法の本格的な見直しが行われたっていうこ

とで、昨年の、25年、昨年じゃない、ことしで

すね、ことしの６月の17日に一部改正が行われ

たっていうのが１つの経緯があるわけでありま

す。 

 この改正案は、あらかじめこの名簿を作成す

ることを義務づけるという形になったわけであ

ります。その中におきまして、この災害時に自

分の力で避難するのは困難な、自力で避難する

のは困難な高齢者や障害者の方々のこの名簿を、

市町村に作成を義務づけるということになった

わけであります。これもなかなか市町村って現

場にあってはそれを把握する、そしてそれをリ

ストにする、それを民生委員だとか区長さん方

が共有するっていうことについても、なかなか

この法律っていう縛りの中で、それがうまくい

ってなかったっていうのが一連の経過にあった

わけでありますけれども、ことしの６月17日に

きちんと法的にも、これを我々市町村にも義務

づけられたっていう経緯があります。 

 こういった経緯の中で、この作成を市町村に

義務づけたということの中で、この個人情報の

保護対策を講じなきゃならない、もちろんこれ

も当然でありますね、そしてこうしたほかに、

緊急時には本人同意なしで名簿情報を提供でき

るということになったわけです。そして、これ

は私は当たり前のことというように思っておる

わけでありますけどね、国が復旧作業など代行

できる制度の創設もその中に盛り込んだという

ことになっております。 

 平成20年度からこの遠野市にあっては、民生

児童委員等によりまして、日常においての見守

りや地域の配慮が必要な人たちの情報を記載し

た福祉票という形で呼んでおったわけでありま

すけども、それを作成し、本年８月末現在で34

3、300じゃない、3,430人を登録しておるって

いう作業を担当部のほうではこれを進めてしっ

かりとその台帳を把握しておるということにな

っております。 

 そこに、この災害対策基本法っていったもの

の一部改正がなされたっていうことであります

から、災害弱者って言われる方々の情報ってい

うのはきちんと把握し、それを共有できるって

いう仕組みにはなったということになっている

わけであります。 

 そして、実はこの災害時等要援護者、この登

録状況、８月末現在で市内では1,674人という

形で把握しております。そしてこれは、この名

簿も含めてでありますけれども、先ほどの福祉

票も含めてでありますけども、地域の民生児童

委員の皆様の大変献身的な取り組みによって、

これが可能になったわけでありますから、御質

問に答える形ではありますけども、民生、協力

いただいた民生児童委員の皆様にも答弁の中で

はありますけども、感謝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。 

 そして、今度は作成された名簿を活用しなが

ら、これは名簿があるからいいんじゃない、や

っぱりこれ、どう活用するかっていう中におけ

る、それからまたリストを更新するっていうよ

うな作業も大変大事なわけでありますから、関

係機関、地域関係機関は当然でありますね、ま

たこの地区センター、市民センター、そしてい

うところの、災害時にあっては災害対策本部と
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いったところにきちっとこの連絡網を整備を図

りながら、災害弱者と言われる方々をきちんと

ケアしフォローするっていうような仕組みに持

っていかなければ、情報が共有した台帳がある

だけではならないということに当然なるわけで

あります。 

 地域が支え合う体制づくりといったようなも

の、あるいは市内全域のハザードマップのよう

なものも作成しながらそれと連動させるという

ようなこと、そしてそのような福祉避難所とい

ったようなものも、これも３月に協定を結んで

おりますから、そういうとこも連動させていか

なきゃならない。 

 東日本大震災のときは本当に特別養護老人

ホームの方々が、陸前高田から100、スタッフ

も入れますと100人を超える方々が来たわけで

あります。さあ、どうしようといったときに、

県立遠野高校の体育館しかないかなと思っとっ

たわけでありますけども、あの寒さであります。

あの職員のほうから、とてもは無理だと、講堂

では無理だといったときに、特別養護老人ホー

ムの長寿の里がそれを受け入れをしたっていう

中で、100人収容の施設に100人入ったわけであ

りますから、玄関から廊下から、空間という空

間にぎっしり入ったけども、誰一人体調崩さな

いで対応できて、無事お帰りいただいたってい

うのは貴重な経験をしてるわけでありますから、

この福祉避難所的なものもきちんと位置づけた

この対応しかなきゃならん。情報は持った、台

帳は持っただけじゃない、そのような連携、連

絡、あるいは受け入れといったようなところの

仕組みをきちんとしていかなきゃならないかと

いうように思っております。 

 そういった中で、去る８月31日、遠野市の総

合防災訓練を開催いたしました。その中におき

まして、安否確認も行わせていただきまして、

対象者、さっき1,674人と申し上げましたけど

も、このうちの約７割に当たる1,163人、率に

いたしまして69％の方々の安否を確認できたと

いうような、１つの検証もいたしておりますの

で、この台帳を持ったけども1,163人、69％か

と。８割にいかなかったのかと。９割にいかな

かったのかということになろうかというふうに

は思っておりますけども、これは、やはり、あ

る意味においてはかなりの、全部100％数字を

っていうことについてはこれだけ広い地域であ

りますから、おのずと限界もあるっていうこと

の中で、70％近いこの要援護者の方の安否確認

をフォローできたっていうのは、私は訓練とし

てはまずまずではなかったのかなというように

も捉えているところであります。 

 この貴重な経験といったものを生かしながら、

今後の対応もまたきめ細かく対応していかなき

ゃならないかというように改めて思ってるとこ

であります。 

 個人情報、この部分は一体どうなんだってい

う部分もありました。この部分は、当然のこと

ながら個人情報は守秘義務っていうものを我々

も持ってるわけでありますし、民生児童委員等

も当然そういう立場にあるわけでありますから、

取り扱い要綱を定め、適正に取り扱うというこ

とでもって、関係者の皆様には協力をいただい

ておりますし、同意は得てるとはいえ、やっぱ

り個人情報でありますから、この取り扱いには

災害時、災害時と要援護者の名簿の活用にはよ

り慎重な対応はしなければならないかというよ

うに、改めて思っているとこでありますので、

そのような形での対応をきちんと遠野市として

の中における仕組みを対応していきたいと思っ

ております。 

 大変繰り返しになりますけども、やはりこの

地域が相互理解し合える、情報を共有する、そ

して一方においてはやっぱりプライバシー、個

人情報にきちんと配慮すると、ここがバランス

は、やっぱり繰り返し繰り返し、地域の皆様に

も丁寧に説明するっていう中から信頼を得ると

いうことになるんじゃないかなというように思

っております。 

 次に、水害対策についてであります。これも

56災害からの既に三十数年が経過いたしました。

あの当時の記録を読んでみますと、あと15分か

ら30分、あの状態で降り続けたならば、早瀬川
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が越水もしくは堤防が決壊という中にあって、

遠野町そのものも大変な床下浸水どころか床上

浸水までになったんじゃないかなというような

ことが指摘されているわけであります。これは、

先般の８月９日の御質問にありました、達曽部

の湯屋地区のがけ崩れがあったわけであります。

大分規模が大きいということで、私も駆けつけ

ました。地域の消防団の方々は全部駆けつけて

おりまして、土のうを積んだり390号が通行止

めになり、片側通行っていう中にあって、そし

てまた濁流も田んぼに流れ込んでおったわけで

ありまして、まさにいつどんな形でああいうも

のが押し寄せてくるか、それから同日、８月や

はり９日でありましたけども、荒川と猿ヶ石川

の合流地点が堤防が決壊し、濁流がものすごい

勢いで田んぼに流れ込んでいるっていうような

情報もありまして、附馬牛も被害が大きく出た

という中で、今般の予算でも5,000万近い復旧

費を予算計上してるわけでありますけども、あ

れだけの150ミリを超えたという中にあって、

正直なところ5,000万で済んだっていうことで

はある意味ではほっともいたしておりますけど

も、いつどんな形であれが大規模な水害になる

かっていうことは、まさに予断を許さないよう

なゲリラ豪雨っていったようなものは、この日

本列島各地で相次いでおります。雫石、盛岡の

繋地区、それから矢巾町、紫波町、いろいろ私

も情報聞いておりますけども、全く予想だにし

なかったと。見る見るうちに５分、10分、５分

の間に腰まで水が上がってきたっていうような

話もされておりまして、考えられない、まさに

かつて経験したことがない雨量と、そして特別

警報といったようなものも制度化されたという

ことでありまして、かつて経験したことない、

これまで経験したことない雨量、っていったも

のが来ますよというような警報も出る、そのよ

うな気象条件になっているわけでありますけど

も、全くそういった点でも油断はできないとい

うように思っております。 

 この対応といたしましては、今回の豪雨災害

対応も検証しながら、それぞれ建設課を中心に

しながら、土木センターあるいは消防団、消防

士も含めて、パトロール等しながら４班体制か

ら10班体制に強化をするということにいたしま

した。そして情報交換を密にするということで

あります。 

 このゲリラ豪雨というのはもう、備えの余裕

すら与えてくれないんですね。ほんとにあっと

いう間にもう来てしまうっていうことでありま

すから、こういった連携っていったものの体制

と、事前のパトロール体制も強化したというこ

とでありますし、また、これは東日本大震災前

でありますけども、平成21年に岩手県じゃなく

て建設業協会遠野支部という締結をいたしまし

て、緊急パトロールなり応急工事ができる体制

を継続、そしてまた協力体制をお互い確認をし

合っているところでもあります。 

 この管理する市道を含め、農道より河川の脆

弱な箇所っていうものをあらかじめ把握してい

るところでありますので、これからのこの改修

などもそういったところは優先的に、言うなれ

ば点検し、整備をしていくということも大事か

と思っておりますし、また地域によっては防災

マップ、これをきちんとつくっていただくとい

うことで、地域の全市の防災マップも当然であ

りますけども、地域にこの今、８行政区で地域

防災マップをつくっているわけでありますね。

ですからこのようなものも各行政区単位できめ

細かくつくっていくという中における指導なり

働きかけも積極的に行っていかなきゃならない

かなというように思っております。 

 本年度でありますけども、この防災情報デー

タを統一した遠野市防災マップを作成しながら、

さらにこの自主防災組織にも提供しながら、地

域防災マップの作成を加速させていきたいなと

いうように思っております。 

 また、この、それこそ突然っていう中におけ

る災害がこうして押し寄せてくるわけでありま

すから、観光客やあるいはこの、特に観光客を

中心に、住民市民だけじゃなくて観光客等への

情報提供については非常にこれは大事なことに

なっておりますので、この遠野テレビ、あるい
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は防災行政無線、音声告知放送、あるいはこの

エリアメール、携帯のエリアメールですね、そ

ういったようなものを迅速に活用しながら、迅

速に情報提供図るっていうこともかなり配慮し

なければならない１つの対策ではないかなとい

うようにも思っているところであります。 

 突発的な災害というものに、どのように対応

するかと、最終的には自らの危険を感じたらす

ぐに避難すると、自分の身は自分で守るという

ような１つの原則も市民の皆様とも１つ、共有

するということも私は大事じゃないかなという

ようにも思っているところであります。 

 この東日本大震災、それから続くさまざまな

このゲリラ豪雨、竜巻、竜巻などもほんとにす

さまじい破壊力でああいう状態になってるわけ

でありますから、そのようなものにつきまして、

さらにこの地域の皆様と一緒になりまして、地

域防災といったものに対応していきたいと。 

 もうことしの３月の17日に、包括的な協定を

結ぼうということで、市内の福祉避難所として

34の施設と協定を結んでおります。これをも福

祉避難所的にっていうのは、ただいま石橋議員

から御質問ありましたとおり、災害弱者ってい

う方々にどうきめ細かくフォローするかとなれ

ば、やっぱりそういった施設なり、持っている

福祉、特別養護老人ホームだといったような福

祉施設が非常に有効に機能するということも、

東日本大震災で我々も学んでるとこでございま

すので、そのような協定も締結しているってい

うことも加えさせていただきます。 

 それから、記念碑的なものという話がありま

した。そして、検証記録誌、大変石橋議員から

も評価いただきました。また議員各位にもそれ

ぞれお配りをしております。 

 これは、担当のほうから聞きますと、メール

やらファックスやら電話で、購入したいってい

う申し込みが相次いでいるということの報告も

受けておりますから、貴重な財源を議員各位か

らも御理解いただきながら、検証委員会を立ち

上げ、委員長には副市長が就任いたしまして、

官民の中で検証してきたという記録誌でありま

すから、これはやはりあれだけのものとなれば、

後世にきちんとこの災害時における対応として、

遠野から１つの新たな教訓、またつくらなきゃ

いけない新たな仕組みづくりっていったものも

発信できた１つの内容になってんじゃないかな

と思っております。 

 それから、これは国交省の東北地方整備局の

ほうの特段の配慮であったわけでありますけど

も、国交省が持っている衛星で捉えた、衛星で

捉えた宇宙から見た被災地の状況、震災前と震

災後といったようなものがその映像も遠野に寄

せていただきました。そしてまた、さまざまな

あのすさまじい惨状の写真、パネルも遠野に寄

せていただきました。それから、折れ曲がった

さまざまな、津波の凄まじいエネルギーを物語

るいろんなものも遠野に寄せていただいており

ますし、それから約80枚──正式には70枚近く

でありますけども、メモまで入れますと80枚ぐ

らいになります──震災時に書き込んだリアル

タイムで書き込んだ記録のものも、これも全部

保存処理をしているところでもあります。それ

からさらには住民とか市民とか、あるいは国と

か県とかやり取りしたこの情報を処理票、これ

約8,000枚になっておりまして、これの１枚た

りとも捨てるなということを指示いたしまして、

これも全部保存してあります。それから、写真

も遠野テレビの映像も含めて、市の広報が撮っ

た写真も含めて、かなりの膨大なものになって

おりますので、これを一つ一つ忘れさせない、

忘れてはならないっていう中において、国から

寄せていただいたそのようなものも含めて、記

念碑というよりも、記念館的なものをやっぱり

遠野として考え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、実は、国交省のほ

うの中に私、盛んに話しておるんですけども、

ある県でと申しますか、もう既に防災センター

的なものを国交省の事業でつくって、その中に

いろんなものも、記念館的に位置づけてる事例

も出てきておりますから、だからその事例をう

まくあれしながら、遠野にもそのようなものを

できれば国のお金でつくってくれないかという
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ような作戦で、少し行きたいなというのも実は

思っておりますので、そのような膨大な資料を

その生かすという中における対応を、これから

進めてまいりたいというように思っております。 

 それから、行政視察者が数多く大変訪れてお

ります。その中には、市町村の議会も大変多く、

まさに議会事務局通じましてどういう、どこそ

この議会が視察に来るからっていう中で相次い

でおりまして、私も可能な限りっていうよりも、

できるだけ時間を割いて、そういった部分にお

いては対応していくっていうことでございます

ので、そのようなネットワークをちゃんと構築

もまたしていきたいというようにも思っている

ところでもあります。 

 それから、健康長寿社会のため、健康マイ

レージという、１つありまして、マイレージと

いう言葉は、これは航空会社がこの１つの自社

路線、例えば全日空なり日本航空が自社路線の

利用者に対して、搭乗距離の増加に応じてさま

ざまな特典を与えるという１つのサービスプロ

グラムのその中から出てきているということの

言葉であるわけでありますけども、利用するご

とにマイルと呼ばれるポイントというか、そう

いうものが付与されまして、一定数貯まると無

料航空券などが引き換えができるっていう制度、

これは健康マイレージという１つの言葉の中で、

生涯を通じた健康づくりを推進するため、この

健康づくりの取り組みをポイント化し、特典を

与えるという、石橋議員の御質問はそのような

中におけるものを取り組んでみてはどうかと。

そうすれば、積極的に健康づくりに参加する市

民が多くなってくるんじゃないかなというよう

な御質問だというふうに受け止めたわけであり

ます。私はこれは大変重要な１つの提案ではな

いのかなというように思っております。 

 インセンティブというような話もあったわけ

でありますけども、何かそういう特典があると、

参加しやすいと。やっぱりそのような中で声が

けをしながら取り組んでいくっていうか、参加

して、健康づくりに取り組んでもらえるってい

う部分については十分検討に値する１つの課題

ではないのかなと。今、ＩＣＴ、情報通信技術

を利活用したＩＣＴ健康づくり事業を行ってる

わけであります。国の事業として行い、今単費

で、単費で私いつも国に行ったときに、4,000

万近いのを単費で健康づくりっていったものに

つぎ込むっていうことは大変なことですよと。

したがって、国は３カ年でモデル事業であれば

やめたって。やめたっていったって我々踏み出

してしまえばやめるわけにいかない。だったら

県がすぐそれを受けて県のモデル事業にしてく

れるかとなれば、なかなかそれもうまくいかな

い。 

 したがって、単費で今、やりくりしておりま

すよっていうこと、盛んに立証してるわけであ

りますけども、今、着実に参加者の方も増えて

きておりまして、健康づくりは人づくり、人づ

くりは地域づくりというような、１つの体制が

市内各地でこう展開しておりますから、もう少

し頑張って、単費のやりくりの中からこの健康

づくりの１つの、何と申しますか、事業を広く

展開していきたい。その中に、このような新た

なポイント制を持ったこの対応をしていくとい

うことになれば、参加者がより増える。健康と

お得、それをやはりあれするっていうのも１つ

の考え方ではないのかなということであります。 

 静岡県の複数の市町村において、健康づくり

メニューを行った住民に対し、ポイントを付与

し、優待カードを発行し、県内の協力店におい

て提示することで、協力店が用意したサービス

を利用できるっていうことも静岡県のほうでも

やってるようでございますから、このような中

から我々なりの、遠野スタイルの１つの仕組み

づくりを行っていきたい。その土壌はあると。

例のＩＣＴの健康づくり事業の中でその土壌は

あるということで捉えておりますので、このよ

うな御提案をさらに充実させるような形で検討

していきたいというように思っております。 

 それから、女性施策がまた、またっていうよ

りも、出ております。またっていうのはちょっ

とあれでございますけども。ちょっと言葉が走

ってしまいましたけども。大変これは重要な課
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題であろうかと思っております。 

 市政運営における市長の女性施策を問うとい

うことであります。 

 ただ、御質問の中にもありましたとおり、随

所で女性の方々はリーダーとして活躍されてお

ります。女性の方々の地域づくり、あるいは産

直も含め、産直は大変言い方はちょっとあれで

すけども、私は女性パワーによって産直は支え

られてるというふうに思っておりまして、特に

産直ともちゃんなどはもう10年たちましたけど

も、女性パワーによってあのような健全経営と

いうよりも、ドンドン発展していると。夢産直

かみごうも、まさに女性パワーであります。 

 そういった中で、この男女共同参画社会基本

法といったもので、女性参加をドンドンという

形で、そして指導的地位に女性が占める割合を

３割、30％にしろというような数値目標も出て

るわけであります。ちなみに、これを遠野に当

てはめますと、この審議会委員とかさまざま、

行政委員会も含めて、女性の割合は24年度で23.

8％。だから３割には至っていないと。 

 この24年度ですけども、23年度と比べれば3.

1％の伸びでありますけども、まだ３割って目

標数値は近づいている、それでは無理かとなれ

ば無理じゃない、やっぱり３割、あるいは３割

以上を目指すっていうような中における対応は、

私はこれ、当然だというように思っておりまし

て、これからも積極的に女性登用っていう中に

おける施策と、あるいはそのようないろんな組

織、団体の活性化のためにも、そのような対応

をしていきたいというように思っておりますし、

これは例えば、ちょっと言葉が走ってしまうか

もしれませんけども、市議会にも女性議員がい

てもいいんじゃないのかなというようにも思っ

たりもいたしているところでもあります。 

 そんな中で、女性の視点と女性のこの生活者

視点に立ったさまざまなこの視点を、市政にど

んどん反映させていくっていうことは、時代の

流れでもありますし、当然のことではないかな

というようにも思っているところであります。 

 次に、この平和施策っていうことで、戦争体

験、平和意識が風化、さらには無関心、無気力

といったような中におけるこの貴重な歴史的な

経験といったものが忘れられていくんではない

かなというような、そのような御心配もあって

の御質問だというように思っております。 

 ただ、この、戦後生まれが圧倒的に多くなり

ました。その中で、この戦争の悲惨さ、あるい

は平和の尊さといったものを、次の若い世代に

どのように伝えていくかっていうのは、我々の

１つの役目でもあり、大げさに言えば義務でも

あるんじゃないのかなというように捉えてるわ

けであります。 

 そういった中で、戦没者追悼式、実は遠野市

が主催になってことしで８年目と。それまでは

遺族会がやっておったと。遺族会もどんどん高

齢化していく、そしてまたこれは非核平和都市

宣言まで遠野市が行ってるわけでありますから、

そういった中においては当然のことだという中

におきまして、市が主催となってこの戦没者追

悼式を行っておりますけども、23年度から議員

各位にも御案内のとおり、戦没者追悼、そして

没・平和記念式と、その集まりの名称も、この

ように平和記念式と改めて、そこには高校生の

皆さんも参加をいただいて、遠野中学校や遠野

高校の皆さんにも非核平和都市宣言の朗読や、

合唱なども行っていただいて、その戦争の悲惨

さをお互い共有しようというような形での式典

にいたしております。 

 そしてまた、ことしは遺族がどんどん高齢化

していくっていう１つの時代の流れを、それこ

そ正面から受け止めながら、この遺族の次世代

の方々により、残念にもっていうよりも亡くな

られた方々のこの追悼文を朗読していただいた

っていうような企画もその中に持ち込んだとい

うことでありますから、そのようなことの中で、

この平和といったものを市民それぞれの立場で

共有すると。そしてその平和の尊さっていった

ものをその中で訴えていくということも私はこ

れからも大事なことだというように思っており

ますし、それから原水協、原爆被害者団体協議

会、こういった団体にも平和を学ぶ授業、そう
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いったようなもの、それからこの、原爆の悲惨

さを訴える展示、そのようなものも行っている

ところであります。原爆、次世代に伝える原爆

パネル写真展といったようものも行っておりま

すし──平成22年でありますけども、この５月

１日でありましたけども、広島、長崎の被爆の

悲劇を２度と繰り返すことのないよう、核兵器

廃絶に向けての都市連帯推進計画といったもの

に呼びかけがありまして、私も賛同いたしまし

て、遠野市長として全国組織であります平和首

長会に加盟し、その取り組みにも協力している

ということも申し添えておきたいというように

思っております。子どもたちにそのようなこと

をあらゆる機会を通じて呼びかけると、平和の

尊さを伝える取り組みをこれからも進めてまい

りたいというように思っているところでありま

す。 

 それから、観光振興であります。 

 これも、先ほど照井議員のほうからも御質問

ありましたとおり、2017年には岩手国体が、20

19年にはワールドカップ、ラグビーですか、

ワールドカップも計画されてる、そして2020年

には、７年後って、2020年には、56年振りの東

京オリンピックが日本で開催されるっていうこ

とが、それぞれプログラムとして決定してるわ

けであります。 

 そうしますと、観光庁などは、この間ちょっ

とお邪魔しておきましたけども、観光庁なども

とにかく外国人の観光客をとにかく呼び込むん

だと。あのときは多分東京オリンピックってい

ったが決まりじゃないかなっていうことで、多

分課長さんは喋ったんじゃ、話したんじゃない

かなと思っていますけど、ものすごい、何て申

しますか、勢いで、海外からの観光客をどんど

ん呼び込んで、日本全体を活性化するんだって

いうような話をあつっぽくっていうか、熱っぽ

くっていうか、語っていただきましたけども、

そのときに、あなたのところの遠野市だって、

大変な１つの受け皿になるんだよと、だからま

た頑張ってくれと話もされてまいりました。 

 したがって、この日本再生戦略の中における

観光立国といったものの中で、外国人、訪日外

国人旅行者の受け入れをということについて、

遠野市もきちんと対応するっていうことは当然

のことというよりも、やっぱり今のうちからそ

のような準備をしていかないと。 

 ただ、今のこの22年度から24年度、３カ年で

約4,000名の、3,777人ていう数字になってます

けども、外国人が遠野、訪れているんですね。

いるんです。そしてその中で、国別では台湾が

一番多く、そしてアメリカ、フランス、オース

トラリアっていうところが続いておるいう数字

も、観光協会等を通じて我々行政も確認してお

りますし、震災の年の翌年には減ったんですけ

ども、24年度以降回復傾向にあるということも

数字的に言っておりますので、英語、韓国語、

中国語などにおける、既にガイドブックを整備

しておりますけども、これらについてもさらに

充実した中で、遠野としての受け入れ態勢って

いったものを取り込んでいかなきゃならないん

じゃないのかなと。 

 そしてこの問題は、この観光客っていうより

も、佐々木大三郎議員があの、非常にいいニ

ュースだっていうことで、リニアコライダーの

お話、ＩＬＣの話をいたしました。このＩＬＣ

もプレゼン用のＤＶＤを見ておりますと、ちゃ

んと遠野が見事にちゃんと位置づけられている

んです。日本の文化を、ということは世界から

集める科学者の方々が家族で１万人とか１万5,

000人と言われる方々がっていったときに、日

本の文化を知るには最適市として遠野だってい

うことが、そのプレゼン用にもう、遠野市が位

置づけられている。そしてその話を持って、全

然相談がなかったけども勝手にやったなって言

いながら、いや、そうは言いながらやっぱり遠

野はそういう場所だからなという話をしておき

ましたから、これは喜んで素直に協力するって

いう中におけるプログラムにも私はつながるん

じゃないのかなと思っているところであります。 

 それから、この日本文化の新たな拠点として、

情報ビジネスはどうだろうかというような御相

談でありました。 
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 ただ、これは受け皿っていう中におきまして、

この日本文化の拠点、それは１つの切り口とし

て、あるいは１つの検討のポイントとして、決

して否定するものではないというようには思っ

ております。ただ、校舎、体育館、そしてグラ

ウンドっていったようなその全体のロケーショ

ンを考え、実はこの間８月５日の日に、14時間、

朝７時半から夜10時まで、幹部職員集まりまし

て、缶詰状態になりまして、市政課題を徹底的

に掘り下げようっていうような検討会を行いま

した。これは、政策会議と位置づけてあったわ

けでありますけども、述べ14時間であり、その

中で情ビをどうするかっていうのも１つの大き

なテーマだったわけであります。それで、さま

ざまな人口減少もこのとおり、避けて通れない、

かなり加速度的に進んでる。まだ傷んではいな

い、今のうちにやっぱりあれを生かさなきゃな

らないとなったときに、このさまざまなこれは

あれでございますけども、先ほどの交通事故と

かの話、佐々木大三郎議員とやりとりしたわけ

でありますけども、この交通事故といったもの

を起こしたことによって、いうところの、その

一定の矯正っていうか教育を受けなきゃならな

い、っていう１つの受け入れ先なんですね。こ

れは刑務所っていう言葉とはちょっと違った中

で、中国地方に２つ、それから栃木県に１つ、

東北北海道地区にはそういった方々を再教育す

るという施設がないんですね。そこで、それが

空白地域だということを１つ考えれば、こうい

ったようなものも１つ受け入れて、要するに犯

罪者じゃない、いうところの刑務所じゃない、

やっぱりどうしてもハンドルの切り方を誤って

人をはねてしまったとか、ちょっと本当にでき

心でちょっと飲んでしまって摘発されたとかっ

ていう方々が、やっぱり一定の反省をしなさい

と、それできちんとまた社会に復帰しなさいと

いう、そういう仕組みとしての施設があるわけ

でありますから、であれば、北海道東北区域が

そのような形で空白域であれば、あそこの情ビ

もそのような１つのキャンパスがそのような受

け皿にもならないだろうかっていうことで、大

分議論を展開いたしました。 

 ただ、それを追うばっかりに時間ばっかり費

やしてもこれまただめなので、ちょっと集中的

にこの問題についてアプローチしてみようかと

いうことで、議論が終わったわけでありますけ

ども、これをもうちょっと時間をいただきまし

て、このプロジェクトの可能性についても私は

議論してみたいというように思っているところ

であります。と申しますのは、入ってくるのは

入所という言葉が、今、入所というか入校でい

いとと思うんですよね。なってきたときに、今

度はそのスタッフが、同じぐらいスタッフが必

要なんですよね。そうすると、社宅も必要だ、

そこで、３度食事するわけでありますから、そ

うすればこの地産地消と申しますか、地元の食

材もっていう、１つのそこにその情ビのプロジ

ェクトを中心に、循環型で人口減少にも一定の

歯止めをかけるっていう、何かプロジェクトに

持っていけないだろうかなと、いうように思っ

てるわけであります。 

 先ほどちょっとこの施設が日本の中でちょっ

と間違っておりましたけども、こういう施設は

全国に４カ所、４カ所。そのうち西日本のほう

に、中国地方のうち西日本３カ所、して東日本

は栃木県に１カ所という形にありますから、交

通事犯もどんどんどんどん減ってるから、それ

だけ大丈夫だっていうような話もあるわけであ

りますけども、やっぱり老朽化してきていると、

いずれの施設も。というような話も法務省など

のほうから情報は聞いておりますので、その辺

も１つのポイントかなということで、先般、集

中的な検討会を行ったということでございます

ので、お答えというよりも、情報としてそのよ

うなことも考えているということもお話申し上

げておきたいというように思っております。 

 最後の質問であります、農業。これは、海外

市場への販売の可能性、あるいは６次産業の振

興ということでありますが、これはこのやっぱ

りネット販売などはまさにその１つの表れじゃ

ないかなというように思っております。 

 この農業のその所得倍増、この目標、10カ年
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戦略っていったようなことによると、輸出倍増、

それから国別品目別戦略といったものに基づき

ながら、2020年までに農林水産物食品の輸出を

倍増し、１兆円を目指すという、そのような、

政府はそのように言ってるわけでありますね。

そうしますと、うちのような３万人の１つの地

域であっても、何かもうこの国の流れに乗って、

平成10年代から盛んに言っておったリンドウだ

とかリンゴだとかっていうのを伸ばしてきたっ

ていうような１つの実績もあるわけであります

から、この輸出品目の中で24年度実績では、果

実が１億500万円、花卉が540万円、牛肉等につ

いてもそれなりのこの約、24年100頭ほど輸出

という、１つの数字も出てきております。こう

いったようなものも含めて、遠野市としてとな

れば、アキタコマチをシンガポールに輸出した

実績もありますから、海外の販路拡大、国策で

取り組もうとしてるわけでありますから、この

流れに乗って輸出可能性といったものを遠野と

して身の丈でこの中に挑戦していく、これタ

フ・ビジョンっていうことにもなってくるとい

うことになるんじゃないかなと思っております。 

 それから、６次産業、これは６次産業は議員

各位もごらんのとおり、１たす２たす３は６で

あり、１掛ける２掛ける３は６であるっていう

中から、従前から６次産業化といったもの言わ

れてきとったわけでありますけれども、これも

かなり本腰を入れて国も動き出してきてる。こ

の国が本腰を入れたからって言っても、我々も

前からその６次産業化についてはさまざまな取

り組んできているということがあるわけであり

ますから、「タフ・ビジョン」の７つの目指す

目標の中にも、この６次産業化に積極的に取り

組むってことで、農産物加工施設の整備や加工

品開発の取り組みといったものを強化するとい

う中で取り組んでいるところでありますので、

それぞれ取り組んでいる事業主体の皆さん方と

更なる連絡を取りながら、ブルーベリー、ある

いはリンゴやトマト、ヤマブドウ、あるいは私

はどぶろくもその１つじゃないかなというふう

に思っておりますので、そのような中で産直施

設と更なる連携を図りながら、６次産業化とい

ったものの中において経済の活性化、所得の向

上、そして遠野の元気といったものをその中か

ら見出す取り組みに、なお一層力を入れていき

たいというように思っておるところでございま

すので、よろしくお願いいたしまして、答弁と

いたします。 

○18番（石橋達八君）  ありがとうございまし

た。 

────────────────── 

   散  会   

○議長（新田勝見君）  お諮りいたします。本

日の会議は、この程度にとどめ、散会いたした

いと思います。これに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新田勝見君）  御異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれにて散会いたします。御

苦労さまでした。 

   午後４時20分 散会   


