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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。 

 本日の欠席の届け出議員は18番石橋達八君で

あります。 

 本日、副市長は、午後１時からやまゆりの里

敬老会に出席のため、欠席の申し出がありまし

たので御了承願います。 

 これより、本日の議事日程に入ります。 

────────────────── 

   日程第１ 一般質問   

○議長（新田勝見君）  日程第１、一般質問を

行います。 

 順次質問を許します。19番浅沼幸雄君。 

   〔19番浅沼幸雄君登壇〕 

○19番（浅沼幸雄君）  おはようございます。
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新興会の浅沼幸雄でございます。 

 通告に従いまして一般質問を行います。 

 私からは遠野市総合計画についてと題しまし

て、次期遠野市総合計画の作成手順や理念、そ

して効果的な実施方法等について一問一答方式

により順次質問してまいります。 

 それでは質問に入ります。 

 合併時の新市まちづくり計画を基本とした現

在の遠野市総合計画は、平成18年に策定され平

成27年度までを計画期間として各施策が実施さ

れており、次の遠野市総合計画は平成28年度か

らの計画期間となります。 

 そこで質問ですが、まずはその総合計画を立

案する際のスケジュールを含めた作成手順につ

いて現段階での状況をお伺いいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  浅沼幸雄議員の一般質

問にお答えをいたします。 

 総合計画というこれは極めて自治体にとって

は大事な大事な基本となる計画であります。御

案内のとおり合併時に10年計画として策定いた

しました。そして５カ年計画、前期５カ年計画、

後期５カ年計画。その間、３年ごとに、いうと

ころのローリングを行うという中でさまざまな

指数等を見直ししながら、また検証を行いなが

らという中で、この８年間、特に新遠野市誕生

以来の８年間といったような、その総合計画を

もって、また新遠野市のまちづくりとしての合

併時に対する約束事をきちんと果たすという中

で、健全財政を維持しながらという中で、この

総合計画に基づきまして進めていただいており

ます。 

 御質問にありましたとおり、この10年、５年

の10年というのは、この平成27年、2016年にな

りますが、それで修復するということになるわ

けであります。そして2015年ですね。そして20

18年、平成28年から新たな計画をというように

なろうかと思っておりますけども、まちづくり

指標なども、単年度ごとに検証するというよう

な作業の中で、これは総合計画に基づく実績数

値などは３カ年とかあるいは５カ年でどうだっ

たか、５カ年の中でここまでできたけども、あ

えて厳しい緊張感を持とうということで、単年

度ごとにこの数値目標を定めながら、それが先

般、御説明申し上げました24年度の数値は、達

成度と申しますか、それは78％ということにな

ったということであります。この78％をどう評

価するかにつきましては、議員各位あるいは市

民の皆様方の厳しい御指導と御指摘の中で、

我々もこれを素直に受けとめながら、であれば

という中で、この次の計画も、策定の準備に入

っていかなければならないという、そういうも

う時期になったのではないのかなというように

思っております。 

 スケジュール的なところは、さまざまな内部

でも検討しながら進めていきなきゃならないか

というようには思っておりますけれども、ただ

いま議員から御質問がありましたとおり、この

28年度を初年度にしてということになれば、今

の段階からは27年度は最終年度にあるようであ

りますから、今のうちからさまざまな準備を進

めながら28年度を初年度とし、そして平成35年

度というものでありますけども、10カ年計画で

前期５カ年、後期５カ年というような10年後の

近未来をも見据えた第２次総合計画という中に

やり続けることになるんじゃないのかなという

ことで、今はさまざまな準備作業にも既に入っ

たということであります。 

○議長（新田勝見君）  19番浅沼幸雄君。 

   〔19番浅沼幸雄君登壇〕 

○19番（浅沼幸雄君）  今、平成25年ちょうど

中間ですから、次の総合計画が28年度からとい

うことで、２年以上間がありますので、確かに

市長が今答弁されたように検討段階に入ったと

いうのも、時期的にはその程度かなというふう

には思います。 

 これから新しい総合計画を立てていく場合に、

合併から８年が経過したわけですけれども、当

時とは社会情勢が大分変わってきているんでは

ないかというふうに思っております。例えば、

従来は経済的な豊かさを重点的な目標に掲げて
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いたものが、現在はそれに加えまして、住みよ

さや暮らしやすさなども求められているとも考

えられます。 

 また、今まで日本が経験したことがない人口

減少社会への対応等、本当に、昨日、一昨日の

同僚議員の一般質問でいろいろな問題点が指摘

されておりますけれども、この合併から８年が

経過した現在の状況、その状況、そしてそれを

見据えて10年間の計画を立てる場合に、市長は

どのような基本理念で総合計画を策定なされる

考えなのかについてお伺いします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  どのような基本理念の

もとに、この10カ年、前期５カ年、そして後期

５カ年の計画、そしてその中におきまして、先

ほどの答弁を繰り返すことになりますけども５

年刻んだ中で３年の実施計画といったものの中

で、厳しく数値を検証しながら。 

 しかしまあお話がありましたとおり、時代あ

るいは社会経済によってかなりのスピードで進

んでいる、それからまた市民の価値観もいろん

な意味で加速しているというような状況をどの

ようにその何に向かっていくかがやはり極めて

難しい作業になったろうというふうに思ってお

ります。 

 その中で、私はよくこの、合併前、合併後、

あるいは震災前、震災後という言葉を使わせて

いただいてるわけでありますけども、特に、合

併前、合併後という中にあっては、地域をとい

うようなもの中で、きらっと光った地域が数多

く消えたのではないのかなというようなことも、

いろんな学者の先生方も、あるいはいろんな市

町村関係者もお話されている。そのきらっと光

った中にも、すさまじい力というものを出して

いた町や村もあったではないかということも今

よく言われているわけです。それが合併前と合

併後によって大きく変わってきた。しかし我が

遠野にあっては、この合併前、合併後という中

にあっても、まさに遠野郷という一つの共有す

る文化の中から、やはりそれぞれの地域の力、

まさにこの今議会でもいろいろ取り交わされて

おりますこの地域の底力といったものが随所に

見受けられている。それをやはりそこに光を当

てて、それにスポットを当てて、それをみんな

で、それを何ていいますか、盛り上げるってい

うような中におけるやっぱり計画の根底には、

そういうことが大事じゃないのかなと。追いつ

け追い越せという中で、さまざまな競争の論理

もありました。ビーバイシーっていう費用対効

果っていう中で価値判断する風潮もありました。

しかしそれは、ただいまお話がありましたとお

り、やはり大きく変わってんじゃないのかなと。

でなれば、抽象的な言葉ではありますけれども、

この「らしさ」という言葉は、私は遠野にとっ

ては、すごくマッチングした言葉じゃないのか

なといつも思うわけです。遠野らしさというよ

うな、そのようなものを根底におきまして対応

していくということが大事じゃないかと。 

 そして少子化社会対策には、それこそ果敢に

挑戦すると。高齢化社会といったものについて

は、これは素直に受け入れるというような、そ

ういうような中におきますバランスをうまくと

っていくということも、やはり次の計画におい

ては大事じゃないのかなと。 

 ちなみに、今、遠野市の市民所得は県内32市

町村の中で18、19位でありまして200万を割っ

ておるという状況にあるわけであります。 

 これは、したがってやはり市民の所得も、一

次産業の振興であるとか二次産業、三次産業の

振興、それがひいては六次産業といったものに

つながる中で、やっぱり市民所得っていったも

のをどのようにしっかりとふやす方向で考える

かということも、また一方においてはすごく大

事なことではないのかなというように思ってお

りますので、それらを、たて糸、よこ糸という

ことになろうかと思っておりますけども、その

ような中で次期総合計画といったものを、そう

いったものをベースにしながら策定していきた

いというように思っております。 

 先ほどの手順の中で、ちょっと、これも申し

上げなければならないかなと思っておったわけ
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でありますけども、この計画策定に当たって、

遠野市総合計画審議会条例といったものに基づ

きまして、総合審議会に諮問しながらお諮りす

るというほかに、もう一つ重要な、８年の中に

変わってることが一つあるわけであります。 

 23年８月に地方自治法が改正されまして、そ

してこれに伴って市町村の基本構想の策定に係

る規定が削除されたと。そして、これに対応し、

この昨年の６月、まさに議会基本条例が施行さ

れているわけでありますけども、この施行され

たことによりまして、基本構想とそれに基づく

基本計画は議会の議決事項になっておるという

ことも、またあれでございますから、まさに

我々当局と議会がそういった意味では、本当に

対等な立場で近未来をきちんと厳しく見据えた、

そしてまた夢と希望が持てるようなそのような

計画に、両者が厳しい議論の中からそのような

ものを策定していくことになろうかというよう

に思っておりますので、一つこのこともつけ加

えさせておきたいというように思っております。 

○議長（新田勝見君）  19番浅沼幸雄君。 

   〔19番浅沼幸雄君登壇〕 

○19番（浅沼幸雄君）  ただいまの質問は、次

期遠野市総合計画を立案する際の理念というこ

とで伺いましたので、まあ理念となれば漠然、

言い方は悪いんですけれども、漠然とした感じ

の答弁しかできないのかなという感じもいたし

ます。 

 ことしの10月に市長選挙があるわけなんです

けれども、先月８月の30日付の岩手日報に、市

長が８月29日に公約集を発表したということで

記事が載っておるわけなんですけれども、それ

は十の──10個のという意味ですけれども、十

の約束ということで、岩手日報のほうにも10個

全部ではないんですけれども、その中の主なも

のが、こういうことこういうことというもので、

これが公約集の中にありますというふうな記事

が載っておりました。恐らくこの十の約束とい

うのは、公約ではあるということですけれども、

それはそれとして私が考えるのには、この次期

総合計画に反映されてくるものなのではないか

なというふうに想像するところでございます。 

 そこでお伺いしたいんですけれども、この十

の約束公約集について、市長の思い入れ、特に

あるところがございましたら、そこのところに

ついてお伺いしたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  御案内のとおり私の任

期も10月の23日をもって満了という中で、それ

ぞれ先般の６月定例市議会におきまして、議員

各位にも、次の任期にも課題が山積しておると、

そういった中におきましては、いうところの庁

舎問題も含めてまだやらなければならない課題

があるという中で、私の考えていたものを議員

の皆様にも御披歴申し上げまして、次期市長選

にも立候補いたしまして、この市政課題を議員

各位と、また３万市民と気持ちを一つにしなが

ら、この市政課題には立ち向かっていきたいと

いうように改めて思っているところでもありま

す。 

 そういった中にございまして、地元紙を通じ

まして、十の約束を市長が示してるではないか

ということで、これは次期総合計画にも当然の

ことながら反映されるという前提で捉えていい

のかというような、そのような話でありました。 

 行政は継続であります。したがってそういっ

た意味におきましては、市民の皆様にきちんと

私なりの考えも申し上げなければならないとい

うようなこともありまして、「遠野」というも

のと「十」ということで「とお」ということを

重ね合わせた中で、具体的に考えているものは、

このようなことをやりたいと思ってるし、やら

なきゃならないと思っているということをお示

しを申し上げたのが遠野の約束──十の約束と

いうことになるわけであります。 

 その中で、それぞれ示したのは、やはり子育

てだと、少子化だと、子育てにどのように対応

しようかと。それからやっぱりこれだけのエネ

ルギーを使って、そして大変な思いの中で学校

再編というのを行った。やはりその中にあって

は、学力向上といったようなものを大きな市政
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課題として位置づけなければならなかった。こ

れだけの費用を投じたから、だからという意味

じゃなくして、やはりこれからの遠野の子ども

たちが世界に羽ばたくというような部分の中に

あっては、やはりきちんと、要するにしっかり

と学び、きちんと教えるというような、まあ、

しっかりと教えきちんと学ぶというそのような

環境づくり、教育環境づくりも大事じゃないだ

ろうかといったことを中心といたしまして、十

ほどを示させていただきました。 

 その中には産業振興も大事だと、農林畜産業

も大事だと。そしてまた六次産業も図っていか

なきゃならない。さらには保険、医療、福祉の

一体的な仕組みといったものを見直しをしなが

ら再構築を図っていかなきゃならない。新たな

ものというよりも再構築を図っていかなきゃな

らない。それは浅沼議員からも御指摘がありま

したとおり、時代はどんどん変わっていくわけ

ですよね。これでいいというのがないわけであ

りますね。したがってそれをどんどん進化させ

ていくんだというような、そのようなものを、

十を示す、で、この十の約束を、今議会におき

まして、さまざまな議員各位からも本当にいろ

んな角度から御質問いただいているわけであり

まして、その中でまた、市政課題がさらに浮き

彫りになっているわけでありますから、この今

議会が終了いたしましたならば、これをまたさ

らに財源的な問題、健全財政も維持していかな

きゃならないという一つの課題もありますから、

そこをもって、さらに具体的なものとして10月

早々にはもう少し具体的な内容として。具体的

な内容をお示しするということは、御案内のと

おり、当然、次期総合計画にもきちんと反映さ

せるということになるというような形で考えて

いるとこ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）  19番浅沼幸雄君。 

   〔19番浅沼幸雄君登壇〕 

○19番（浅沼幸雄君）  先ほどの答弁でもあり

ましたけれども、この総合計画につきましては、

議会にかかるということで、前は基本構想だけ

が議案ということで出てきたわけなんですけれ

ども、基本構想というのは本当に、10年間の基

本構想ですから、漠然というか、本当具体的で

はないもので、なかなか議論するのにも具体的

な議論にならなかったんですけれども、今度は

前期の基本計画も議決事項ということで、かな

り議会でも具体的なやり取りができるんではな

いかなというふうに。まあそのときに議員やっ

てるか、やってないかはわかりませんけれども、

まあいずれ誰がやるにしてもそのようには感じ

ているところでございます。 

 質問をちょっと変えますけれども、変えます

といいますか進めますけれども、その次期総合

計画が立案され、総合計画審議会に諮問され、

そして最終的には議決されて、そして平成28年

度から動き始めるわけなんですけれども、せっ

かく立てた計画を効果的に実施するためには、

行政がなすべきこと、あるいは言い方変えれば、

行政がしなければならないことは何なのかなと。

また同時に、市民、住民の役割はどうあるべき

なのかなというところを市長の現段階でのお考

えをお伺いいたしたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  市長と議会という中に

おいて厳しい議論を交わしながらそこで市政課

題を浮き彫りにし、そして総合計画といったも

のを策定する過程においてはそのような審議を

しながら、議論しながらっていう。 

 しかしもう一方においては、やっぱり市民と

いう存在を、これは我々、まあ我々当局も議員

各位も、市民という存在はこれは忘れてはなら

ないというような、これは生意気な言い方でご

ざいますけども当然だというように思っており

まして、そういった意味におきまして、市民協

働という言葉、そういったようなものが、私は

いろんな具体的な例がさまざま市内随所で起き

ておりますけども、一つの例といたしまして、

平泉の世界遺産があるんであれば、遠野遺産が

あってもいいという中で、これは単なる埋もれ

ているものの、古いものに光を当てるじゃなく
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して、そこから地域の底力を出そうと、引き出

そうというのも一つのやっぱり地域づくりでも

あったわけであります。この未来がある意味に

おいては、私は市内随所で展開されているとい

うことになりまして、その中で市民の皆様の力

といったものは、そこに形になってあらわれて

いる。よみがえったという中で形になってあら

われていると。古くて新しいものは光り輝くと

いう言葉を私は好んで使っているわけでありま

すけども、それは輝かせるのは市民の皆様であ

るというのが、一つのこれまで取り組んできた

中にも手応えとして私感じてるとこでございま

すから、この総合計画にしろ、あるいはこの進

化まちづくり委員会も、今般の本会議一般質問

の中で、本当に外部の、しがらみのない遠野の

伝統も、それからまずいうところの歴史も、わ

かんないものですよと議論させて、果たして大

丈夫かというような御質問もいただきました。

やっぱり私は指摘としては、まさに本当に慎重

に考えなきゃならない。しかし一方においては

市民の皆様の中に、我々もそうですし、皆様も

そうかもしれませんし、市民の皆さんもそうか

もしれませんけども、すばらしいものがあるん

じゃないかというような、意外と外部の方々が

指摘してくれるっていうような一つの現象もあ

るわけでありますね。したがって進化まちづく

り検証委員会の方々もただ外部の考え方で物を

申すんじゃない。どんどん地域に入ってもらう。

地域に入ってもらうというのは、市民の皆さん

とちゃんと接点をもってもらう。で、私自身も

市長と語ろう会というようなものを、もっとも

っと開催をしながら地域総合計画の策定にあた

っては、まさに市民の皆様の生の声を引き上げ

る、引き出す、そしてまたそれを聞くというよ

うな姿勢は持ち続けたいと思っておりますし、

まあ遠野市議会にあっても地域懇談会といった

ものを精力的に開催しておりまして、その中に

あった地域の課題といったものもそれぞれ整理

して、私どもにもちょうだいするわけでありま

すから、そのようなまさにそれぞれの立場で、

市民の皆様のいろんなニーズあるいは考え、そ

ういったものをきちんと把握するという作業に

は十分留意して対応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）  19番浅沼幸雄君。 

   〔19番浅沼幸雄君登壇〕 

○19番（浅沼幸雄君）  ただいまの答弁の中で、

市民の生の声を聞くということで、市長と語ろ

う会等を通じてという答弁ございましたけれど

も、私が感じてるのは、本田市長はいろんな機

会を捉えて市民の生の声を聞いてくれてるほう

じゃないかなというふうに思います。 

 でありますので、私が聞いている範囲では、

市長と語ろう会も、結局、議会も懇談会、住民

との懇談会、あるいはいろんな地域福祉計画と

かですね、行動計画の説明とか、いろんな場所、

場面で、市長のほうにも生の声が聞こえてくる

ので、市長と語ろう会はやらなくてもいいんで

はないのかという話も出ているということも伺

ったんですけども、まあそれはそれとして、市

長が先ほどの答弁の中で、市長と語ろう会等を

通して次期総合計画にも取り入れるということ

でしたなら、それはそれで構わないと思います。 

 確かに、せっかくいろんな角度から市民の声

を聞いて検討を加えて10年間の基本構想で５年

間の前期基本計画立案するわけなんですけれど

も、それを実施するときにですね、職員が、あ

るいは市民が、市長が考えていること、そうで

すね、本田イズムとでも申しましょうか。それ

をどの程度理解しているのか。あるいは理解さ

せなければならないのかということが非常に重

要なところではないのかなと。 

 それが市長の考えであることが職員に浸透し

なければ、市長がえらい一生懸命やろうとして

も、なかなか空回りする可能性があるんではな

いかなというふうに考えるんですけれども、ま

ずは職員に対して、市長のその考え方をどのよ

うにして浸透させていくのか。あるいは今現在、

どの程度浸透していると考えておられるのかに

ついて、ちょっと確認というか、お伺いしたい

と思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 
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   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  今、本田イズムという

言葉まで出たわけでありますけども、そのよう

な思い上がったつもりは私は持っておりません。

やはり謙虚に市民の皆様のお考えを聞きながら、

それでまずやっぱり現実でありますから、何度

も申し上げますように、行政は現実であります

から、やっぱりやれることとやれないことがそ

の中にある。しかし同じやれないことでも、も

っと知恵と工夫をすれば、まだ少しは前に進む

んじゃないかということもあるわけであります

から、その双方向の議論は大切であるというよ

うに思っております。 

 ただ、市長として何でもできるわけじゃあり

ません。したがって今その考えをどのように理

解させるのか、あるいは理解してもらうのかっ

ていうことも大事だと。 

 そのためには、市長が１人で市長と語る会で

もって走り回ったって、やっぱり職員がその市

長の考えをきちんと踏まえなければ、やはり本

当の市民に理解してもらう、あるいは理解をさ

せるといいますか、させる言い方はないんだけ

ども、理解をしていただくという分においては、

そのような取り組みもすごく大事だというよう

に思っております。 

 したがって、きのうの萩野幸弘議員の質問の

中にも、この行政の効率化がいろんな中にあっ

て職員体制はというようなこと、あるいは佐々

木大三議員のほうからも、交通安全など事故が

多いんじゃないかと心配だなというような話も

ありました。 

 その中で、ちょっと申し上げましたとおり、

庁議をやめたと。まあやめたという形で、かな

り市民の皆様に伝わったようでありまして、や

めてないんです。やめてないんです。これはみ

んなで、私も考えるから幹部職員の皆さんも考

えてくださいと。やはり市長のほうを向いて仕

事するんじゃない、市民の皆さんのほうを向い

て仕事してもらいたいというような思いの中で

皆で考えましょうということ。 

 それをただやめたんじゃなくて、これはやは

り一枚岩っていえばあれでございますけども、

本当にさまざまな角度から市政課題にいろんな

メスを入れ、いろんな角度から検討し、じゃあ

ぶれない形で遠野市とすればどうすればいいか

と。そうすれば効率のよい位置づけの中で議論

すれば、市民の皆様にも理解していただくし、

また理解してもらえるんじゃないかと。議会の

また理解もいただけるんじゃないかというよう

な中における議論の掘り下げが、ちょっといつ

の間にかおろそかっていいますか、ちょっと気

を抜いているうちにその部分が少し薄くなって

おったなというような中で、まあ大げさな言葉

でありますけども政策会議というような位置づ

けをもう少しきちんとみんなで踏まえて、これ

に時間をかけようじゃないかということで、先

般実施いたしましたのは30項目以上の市政課題

を全部挙げまして、約14時間、缶詰め状態で議

論をしたというような経緯もあります。 

 これは私やってみて非常によかったなと思っ

てます。それはうちの部の問題だ、まあ私の後

ろには部長たちがいるわけでありますけど、そ

れは誰それ部長のことだろうと、いやそれは俺

の問題ではないというようなのが、いつの間に

かそれが起きてしまって、まあよくタコつぼと

いうような言葉を、私よく使うんですけども、

横断的にやろうと、そして総合力でやろうとい

った言葉が、言葉だけにはなっていやしなかっ

たのか。それはリーダーとしての、私の一つの

役目も、ある意味においてはマンネリになって

いってしまったのかなということの反省も含め

て、今そのような形で考えようという。 

 したがって次の任期という中にあっては、そ

のようなものを市民の皆様と真正面から向き合

い、素直に向き合い、そしてその中で課題とい

ったものをきちんと踏まえながらというような

中になお一層留意していきたいと。そのために

はやはり380名を超える職員が一丸とならなけ

ればならないというような中における努力をさ

らに強めていきたいというように考えていると

こであります。 

○議長（新田勝見君）  19番浅沼幸雄君。 
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   〔19番浅沼幸雄君登壇〕 

○19番（浅沼幸雄君）  市長のほうから庁議や

めたのではなくて休んでいるのだと。昨日も伺

ったんですけれども、正直に申し上げて、私も

アンテナが低いもんで、きのうの本会議場で休

んでるっていうのを初めて聞いたったんですけ

ども。 

 率直に感想を申し上げます。私は本田市長は、

ざあっとこう前だけ見て、一生懸命前のほうに

ざあっと進んでいくタイプの人間だなと思って

おりましたので、立ちどまったり後ろを振り向

いたりしたということを伺ったときに、ちょっ

と耳を疑ったったんですけれども、ただ非常に

失礼な言い方なんですけれども、市長も一皮む

けたんじゃないかなという感じがしました。多

分、市長になってから恐らく旧遠野市からで10

年以上になるわけなんですけれども、今のタイ

ミングでそのような考え方ができるということ

は、まだまだ市長も柔軟に物事に対応できるし、

するくらい、まだまだ頭がやわらかいのかなと

いうことで、半分はほっとしたところでござい

ます。 

 話は変わりますけれども、最近市長は、地域

の底力という言葉を一生懸命使いますし、今定

例会でもかなりの回数使っております。 

 そのときどき時代に応じて、この言葉、キー

ワードっていうのは変わってくると思うんです

けれども、恐らくこの地域の底力という言葉を

市長がお使いになるというのは、多分、やはり

これからますます大変になるであろう少子の社

会、これから避けて通れないという市長のおっ

しゃるとおりだと思いますけれども、少子化に

ついては本当に市長が答弁されているとおり、

努力の仕方では何とかなるんじゃないのかなと。

あるいは、少ない子どもたちを、本当に地域で

自分たちの子どもとして見守り育てていくとい

うやり方も考えながらやっていけば、それにつ

いては努力次第では何とかある程度の克服がで

きるんではないかなという、まあ時代になった

んだなというところ。そういう時代にこそ、そ

の地域の底力、やっぱり何でも順調に進んでい

るときには底力も何も必要ないと思うんですよ

ね。流れに任せていれば大体無難に世の中は渡

っていけるというのが実情じゃないかなと思う

んですけれども、やはりこのような時代にこそ、

市長が対応している地域の底力というのが大事

じゃないのかなと改めて感じているところでご

ざいます。 

 ちょっと話は変わるんですけれども、昔聞い

た話なんですが、ある中学校のサッカー部があ

りまして、そこの顧問になった先生が、全然サ

ッカーやったことのない人だったという。で、

どういうふうにして生徒たちにサッカーを教え

たらいいのかなって考えたときに、やっぱり上

手な子どもが何人かいるわけなんですけれども、

その上手な子どもたちにやらせると。後はそう

じゃない子どもたちには、この上手な子どもの

とおりやれよというふうにして指導したらしい

んですね。これは本当の話みたいなんですけれ

ども。そのような指導をしたチームがですね、

ちょっと忘れましたけれども、どのレベルだっ

たかは忘れましたけれども、やっぱりある大会

で優勝したというふうな実績を残したと。 

 こういうことから考えますと、この地域の底

力を遠野市内で発揮してもらうのもですね、遠

野のやはり、何ていうんでしょう、参考になる

ような地区をこう、特にピックアップしたりで

すね、あるいは市のほうでもバックアップした

りしながら、いずれ見習うということができる

ような地区を、やっぱりそういう地区をつくっ

て、そして後は、そうじゃない地区の人たちも、

ああそうかそうか。こういうふうにしてやれば

というところを、まあそういうやり方もあるん

ではないのかなというふうに感じてるところで

ございます。 

 市民協働と地域の底力というのは、多分これ

一体のものにならないと本当の効果が出てこな

いんではないかなというふうに考えますけれど

も、その辺について市長のお考えをお聞かせ願

いたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 
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○市長（本田敏秋君）  この地域の底力という

中に、質問の冒頭に、前に進むタイプで前へ前

へといって後ろを向かないんだなというような

イメージで持っておったけども、立ちどまって

後ろを見る、いや、まだやわらかいんだなとい

うような評価をいただいたことは、私はこれ素

直に受けとめたいというように思っております。 

 ただやはり、私一つよく職員に言っているの

は、合併して８年の中で、とにかく前に前にと、

解決しようと、もうスピーディーに、タイミン

グをまちがえずに解決しようとやってきたと。

それが大体おおむね一応の約束を果たしたとい

うことになれば、まあひとつ階段でいえば１階、

２階、３階と、そして８階まで１年ずつ刻みな

がら８階まで来たとなれば、遠野の一つの近未

来を考えての一つの高層ビルとして捉えて20階

建てだとすれば８階まで来たと。いうなれば20

年後の近未来を考えるんであれば、８階の踊り

場に立って、そして今までのものを振り返りな

がら、そしてまた次の階段を、次の10年の階段

をどのように登っていくかっていうことを、今

考えるそういう時期じゃないだろうかなと。 

 したがって、総合計画といったようなものの

分にあっては、27年度だからまだ２年あるじゃ

ないと。26と27と、まだ２年あるじゃないと。

あと２年しかないぐらいのやっぱり中で物を考

えていく分にあっては、今はそういったことを

皆で考える時期ではないだろうかなっていうこ

とを話しているわけであります。 

 そして今の子どもたち、まさに地域の力でと

いう話し合は、これはまさに中学校のサッカー

の例を出しまして、指導の方法、ちょっと離れ

たところであれしたらば、まさに結果的に優勝

という結果も得たという事例でありますが、こ

れやっぱり地域づくりも通じることじゃないか

なと思っております。 

 官民一体という中で、私は、これは職員にも

日ごろ言ってるんですけども、もちろん役所が

全部出て、全てやんなきゃならないということ。

もちろんそれをお手伝いをするのは当然だ。し

かしやっぱり官と民という中における役割分担

をしながら、役所、市役所職員はちゃんと給料

ももらい、ちゃんと時間も、それを仕事として

いるわけですから、やっぱりそれを今サッカー

部の話がありましたけど、ちょっと下がって、

あるいは脇にそれてですね、市民の皆様のさま

ざまな動き、あるいは地域活動といったものを

押し上げるっていうかサポートするっていう役

割も行政とすればすごく大事ではないのかなと

いうように思っているわけであります。 

 したがってメールでもって職員にときどき月

に２回ほど職員にやるんですけれども、走り回

っているのが市役所職員だけであるというのは

これはまずいよと。まずいよと。やっぱり取り

込むという言葉は、非常にある意味においては

思い上がった言葉になるかと思いますから、巻

き込むというようなそのようなスタンスも大事

にしてくださいと。そしてそこで市民と一緒に

なってまさに笑顔いっぱいで楽しいイベントに

するっていうようなところをひとつ心がけてく

れませんかという話は、職員には呼びかけてお

りますけどもね。 

 このサッカーのこの練習の仕方、あるいは結

果的にそれが優勝に持っていったという一つの

事例は、地域づくりにも共通するし、その指導

という立場にある行政の役割の一つの姿も、今

お話の中で示したんではないのか。ちょっとそ

れてる、関係ない、それは団体のことでしょう

と、それは民間のことでしょうという、そうい

う住み分けじゃなくして、どっかでこう重なり

合いながら、ちょっと脇にそれる、あるいはち

ょっと下がる、しかし離れない、そしていろい

ろやっていくというような、そのようなバラン

スをとった地域づくりといったものは、なお一

層大事になってくるんじゃないかなというよう

に考えているとこであります。 

○議長（新田勝見君）  19番浅沼幸雄君。 

   〔19番浅沼幸雄君登壇〕 

○19番（浅沼幸雄君）  市長にまとめていただ

きましたので、これで私の一般質問を終わりま

す。 

○議長（新田勝見君）  次に進みます。 
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 ２番瀧本孝一君。 

   〔２番瀧本孝一君登壇〕 

○２番（瀧本孝一君）  御苦労さまです。新興

会所属の瀧本孝一です。 

 今定例会の一般質問者の10人目ということで、

前回６月定例会の５人から７人もふえて12人に

なったということは、まことに喜ばしい限りで、

３日目に登壇するのもまたいいものですが、３

日目ともなるとこれまでの質問者と冒頭の部分、

話題の部分などが重複して鮮度が落ち、またか

というところがあるかもしれませんが御容赦を

願います。しかし、私がこの職をいただいてか

ら初めての経験であり、前向きに捉え、これも

議会の活性化と市政課題討論の最適の場として

大いに歓迎をしたいと思います。 

 今回の一般質問は、大項目３点のうち、２つ

の項目を市長に、残る１項目を教育長に、引き

続き答弁者には立ったり座ったりの御面倒をお

かけいたしますが、今回はなれない形での一問

一答方式にて行わせていただきます。 

 一抹の感傷を残して夏は過ぎ行き、秋の気配

が日増しに色濃くなってきましたが、ことしの

夏は北日本の梅雨明けがおくれたものの、全国

的には照れば猛暑、酷暑、降れば豪雨や濁流に

竜巻も加わり、温暖化の影響と思われる乱調気

象に惑わされながらも、お盆には故人をしのび、

終戦記念日や漫画「はだしのゲン」の閲覧制限

騒動を通して、平和というものを考えた方も多

かったのではないかと思われます。 

 そして、一昨日の先輩議員の話にもありまし

たが、暑い夏をさらに熱くしてくれたのが、第

95回全国高等学校野球選手権記念大会における

本県代表花巻東高校のすばらしい大活躍でした。

春の県大会初戦敗退校が全国ベスト４という大

躍進を遂げ、試合の成り行きに一喜一憂しなが

らテレビ画面にくぎづけになった市民、県民が

ほとんどではないでしょうか。残念ながら決勝

戦進出とはなりませんでしたが、礼儀正しい行

動とひた向きなプレイが全国の高校野球ファン

を魅了し、優勝候補といわれる強豪校を相手に

臆することなく接戦を戦い抜き、傑出した選手

がいなくとも努力やチームワークですばらしい

結果がついてくるということを示してくれまし

た。 

 さらに忘れてならないのは、花巻東の甲子園

レギュラーに現遠野西中、旧宮守中学校から進

学した本市出身の選手が２名も入り、試合でも

４投手の１人の河野選手や内野手の照井選手が

あの大舞台で活躍してくれたことが宮守町民の

誇りとするところでもあります。私は花巻東の

卒業生でも関係者でもありませんが、花巻東高

校よ、岩手県民に、そして全国に感動をありが

とう、本当にお疲れさまでしたと、彼らに最高

の賛辞を贈りたいと思います。 

 それでは通告に従い、市長に対し最初の項目

の質問に入ります。 

 公共工事等における随意契約、特にも１業者

指名見積入札の考え方と競争のあり方について

をテーマに、順次中身の項目について質問をさ

せていただき、市長の見解を伺うものでありま

す。 

 まず、常日ごろ、本市の入札業務やそれに伴

う各種建設工事等の発注、監督、検査などに携

わり、市民福祉向上のため、施設や環境整備を

行っていただいている職員並びに関係者の皆様

の御労苦に対し、感謝と御礼を申し上げます。 

 さて、現代社会においては、インターネット

で多種多様な情報が飛び交っている中で情報公

開が求められ、我が遠野市のホームページから

もさまざまな情報を入手することができます。 

 その一つとして、本市の建設工事の入札結果

については、平成22年度分から、建設関連業務

の入札結果については、平成23年度分からウエ

ブサイトで公開されており、ネット環境にある

人は誰でもそれらの情報に接続して入手するこ

とが可能です。 

 入札が執行され、落札業者が決定すれば請負

契約という商行為が交わされるわけですが、地

方自治法第234条は契約の締結について定めら

れ、第１項は売買、貸借、請負、その他の契約

は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又

は競り売りの方法により締結するものとすると
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規定され、また同法施行令第167条では指名競

争入札の、同条の２では随意契約について規定

されています。 

 それを受けて遠野市の財務規則も契約に関す

る規定が第６章の第99条から130条まで定めら

れており、指名競争入札や随意契約の請負契約

が交されているものと、私は法令条文の難しい

内容に頭をひねりながら素人判断をしています。 

 ところで、地方自治法施行令第167条の２第

１項では随意契約のできる範囲が第１号から第

９号まで、それぞれ該当条件が細かく定義され

ています。その一部を抜粋して述べさせていた

だけば、第１号は地方公共団体の規則で定める

額を超えないものをするとき、第２号は性質又

は目的が競争入札に適しないものをするとき、

第５号は緊急の必要により競争入札に付するこ

とができないとき、第８号は競争入札に付し入

札者がいないとき又は再度の入札に付し落札者

がいないときとされ、指名１業者の見積もりや

入札において予定価格内で落札された場合や落

札されなかった場合、これを随意契約の各号１

から９の定義に当てはめて請負契約が締結され

ていると私は解釈をしております。 

 以上のことから最初の質問は、ウエブサイト

で公開している見積もり結果及び契約締結の内

容の備考欄に記載されている随意契約に付した

理由づけをする適用条項の第１号から第９号ま

でのうち、各号に該当する案件がどれくらいあ

るものなのか、各々の工事のＰＤＦファイルを

開いて確かめればいいかもしれませんが、数が

多いこともあり、その時間を省略させていただ

き、これらの適用状況と現状と内訳についてお

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）  瀧本孝一議員の一般質

問にお答えをいたします。 

 一問一答方式での対応でございますので、か

なり具体的な数字、そしてまた入札業務に係る

対応でありますので、本会議場ということも考

えれば、間違った答弁をしても、またこれはま

たいろんな意味において、慎重を期さなければ

ならないという内容でございますので、詳しい

数字等につきましては、入札に係る委員長とし

て、入札選定委員会の委員長として仕切ってお

ります副市長のほうから具体的な形での御答弁

という中でお許しをいただければと思っており

ますし、この本会議一般質問後、決算等に係る

審査の委員会も設けられているとこでございま

すので、そういった中におきまして、さらに具

体的にいろんな形での御質問等を賜ればという

ように思うとこでございますので、その点をま

ずもって御了解いただければというように思っ

ております。 

 それで質問の冒頭、本当に東日本大震災、き

ょうが、９月11日であります、２年６カ月。け

さの各市の新聞の見出しはまさに進んではいな

いと、重くのしかかっているというようなその

中で、この２年６カ月のきょうの節目といった

ものを報じておりました。進んでいないと。そ

の中の一方においては、2020年の東京オリンピ

ックという中で新聞の一コマ漫画に、象徴的な

一コマ漫画、風刺漫画ですけれどもありました。 

 いろんな重機だとかヘルメットをかぶった作

業員の皆様が、どんどん被災地から東京に向か

っている姿が一コマ漫画に載っておりました。

いろんな文字を追うよりも、あの一コマ漫画の

中に、我々もそこのところ厳しく現状というの

を見詰めながら、一方においては夢をと、しか

し一方においてはふるさと再興をというような

中における文字どおりバランスのある、スピー

ド感のあるバランスのある一つの災害復旧とい

ったものに、国は十分英知を絞ってもらえれば

なということもまた思った次第でもありますの

で、所管をひとつ申し上げていただきたいと思

っております。 

 また、東高校、本当にこの、春では初戦敗退、

しかし夏の大会では県大会を制し、全国の強豪、

それも本当にマスコミ等が大きく報じている強

豪、堂々とした相手の中でベスト４まで進んだ

と。その中に、照井君と河野君という２人の旧

宮守中学校、遠野西中学校の出身の生徒さんも
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入っていると。まさに遠野としても誇りであり

自慢であったわけでありますから、私もあの花

巻東高校のひたむきなプレイに心から称賛の言

葉を、そしてまた感動をありがとうという言葉

を私も申し上げたいというように思っておりま

す。 

 なお質問の第１点でありますけども、随意契

約という分の中にあっての工事は45件というこ

とになっておりますけども、詳細につきまして

は冒頭申し上げましたとおり、副市長のほうか

ら御答弁申し上げますので、御了承いただけれ

ばと思っております。 

○議長（新田勝見君）  及川副市長。 

   〔副市長及川増德君登壇〕 

○副市長（及川増德君）  命によりまして、私

のほうから、瀧本議員の随意契約にかかわって

の件数あるいは適用条項の内訳にかかわって答

弁させていただきます。 

 先ほど市長の答弁でもありましたように、平

成22年度から25年度までは随意契約で発注した

工事は45件というように答弁いたしました。 

 その内訳でありますが、随意契約で工事発注

できるその適用条項は、瀧本議員のほうから質

問の中で触れられておりましたので、また私の

ほうからはその部分については省略させていた

だきますが、第２号というこの適用条項、これ

は契約の性質又は目的が競争入札に適さない場

合というものであれば随意契約で進めていいと

いうようにされているもので、これは14件であ

りました。 

 また第５号、これは緊急の必要により競争入

札に付することができない場合ということで、

これに該当するものは４件でありました。 

 また第６号、これは競争に付することが不利

と認められる場合というもので20件。 

 そして、第８号に該当するものは、入札又は

再度入札に付し、落札者がいない場合と、これ

が７件と、合わせて45件という内容、内訳にな

っております。 

○議長（新田勝見君）  ２番瀧本孝一君。 

   〔２番瀧本孝一君登壇〕 

○２番（瀧本孝一君）  入札に関することであ

り、答弁は慎重を期さなければならないという

こともいただきました。３年半にわたる随意契

約は45件という御答弁もいただきました。 

 次に、入札又は見積徴集に付する工事におい

て、その工事の緊急性やもととなる工事からの

継続性や整合性を考慮して、随意契約条項を適

用する考え方についてと、施行令第176条の２

第１項の中の、特に第２号の性質又は目的が競

争入札に適しないものをするとき、第５号の緊

急の必要により競争入札に付することができな

いときの適用基準について伺います。 

 要は、競争入札に適さないもの、あるいは緊

急の場合で入札に付する時間がない場合は、随

意契約が可能であるということになりますが、

入札又は見積もり結果及び契約締結の内容をネ

ットで閲覧していると、法律上は合法であるこ

とは当然でしょうが、先ほど述べた備考欄に記

載されている条項の号数適用の仕方に疑問を感

じざるを得ないものが見受けられます。 

 話は変わりますが、本年７月４日、５日の２

日間、天皇・皇后両陛下が東日本大震災、大津

波の被災者を励まされるためや復興状況御視察

のため、我が遠野市や沿岸被災地を御訪問され

ました。 

 最初に宮守ホールにお立ち寄りになり、その

後、私も消防団の一員としてお出迎え、お見送

りをさせていただく機会を得た総合防災セン

ターの御訪問、御休憩後は、仮設住宅希望の郷、

絆で、震災前の生活に１日も早く戻ることを願

いながら暮らしている沿岸からの避難者を親し

くお励ましになり、当日は、あえりあ遠野に御

宿泊されました。またこれに多くの市民がお出

迎え、お見送りの機会に恵まれたことは、この

上ない喜びでもありました。 

 市長は他の首長から、なんで遠野なんだと聞

かれるそうですが、この行幸啓は本市にとって

も大変名誉なことであり、市長を先頭に、官民

一丸となって後方支援に尽力した経緯を宮内庁

からも高く評価をいただき、そうした背景も後

押しとなっての本市も含めた行幸ではなかった
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かと、私は勝手に推察をさせていただいていま

す。 

 その行幸啓に際し、幾つかの緊急的な工事が

発注されるに当たり、見積もりや入札が行われ

ました。 

 一つは本年５月29日に執行された、あえりあ

遠野改修工事であり、ほかに翌30日に執行され

た市道一日市新張線ほか３路線路面補修工事で

あります。 

 天皇・皇后両陛下が御宿泊される施設や御通

行される道路などに係る環境整備であろうと推

測しましたが、私の仮設住宅の近くの市道で初

夏の強い日差しのもと汗を流し懸命に作業をさ

れている舗装工事中の現場に遭遇した市民の一

人でもあります。 

 両陛下をお迎えするに当たり、失礼のない環

境に準備を整え、万全の体制でお迎えすること

は至極当然のことであり、私は工事そのものに

何ら異論を挟むものではありません。しかし、

先ほど述べた工事の契約締結の内容を見ると、

前者は地方自治法施行令第167条の２第１項第

２号を適用した準大手ゼネコン１業者による見

積入札であり、備考欄には、緊急の必要により

競争入札に付することができない場合と記載さ

れていますが、適用した第２号は、性質又は目

的が競争入札に適さないものをするときの規定

であり、備考欄記載どおりであるならば緊急の

場合の第５号を適用するべきであり矛盾してい

るのではないかと思われます。 

 後者の舗装工事は、傷みの目立つ市道の環境

整備や舗装補修ということで緊急性を含みなが

らも、市内の土木業者６社で通常どおりの形を

とって行われた入札であり、当然ながら備考欄

には何の記載もされていません。 

 同様の事例は、東日本大震災直後の平成23年

３月25日に執行された本庁舎機能とぴあ移転改

修工事と、宮守総合支所議会関係移転改修工事

に見受けられ、１業者の指名見積入札執行で、

それこそ緊急の場合でありながら、同施行令の

第２号が適用されており、一般的な感覚と条文

解釈からすれば第５号が適当ではないかと思わ

れます。 

 勉強不足で甚だ申しわけありませんが、公共

工事等の随意契約における工事の性質又は目的

が競争入札に適しないことの判断や緊急性の考

え方と地方自治法施行令第167条の２第１項の

中の、特に第２号と第５号の適用基準について

見解をお尋ねいたします。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午前11時00分 休憩   

────────────────── 

   午前11時10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）  ただいまのこの、いわ

ゆる随契に対するこの施行令第２号及び第５号

の適用基準といったものについて、いろいろ見

てみたけどもどうなんだろうというような御質

問でありました。 

 冒頭申し上げましたとおり、この選定、この

入札に係る契約予定者選定委員会というのが庁

内に設けられておりまして、副市長がその委員

長ということで、各部長等も参加しながらこの

入札の公平性、競争入札、あるいは随契も含め

て、公平性を保つその中で、大変思い上がった

言い方にはなるとは思いますけども、市長とい

う権力の中で、この公平な入札といったものつ

いてはできるだけ私は関与しない。公平な目で

選定をし、選定したものに対して、私はそれに

従うというような一つのルールをつくっている

ところでございますので、もちろんその選定委

員会でこのような議論の結果、この分には競争

入札、この分は随契、さらにはこの分は見積も

りという中におけるものは、間違いなくきちん

と議事録も添えて私のところには報告があって

まいります。 

 その報告を見て、えっ、ううん、というよう

なことは一切しない。それはもうきちんと所定

の手順を踏んでの中における結果でありますか

ら、それに対しては全て私は従うというような
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手法で仕方で対応しておりますので、議員各位

も御案内のとおりであり、また瀧本議員も御案

内のとおりだというように思っておりますので、

そのことをまずもって御承知おきいただきたい

ということと、それから冒頭、天皇・皇后両陛

下の行幸啓のお話がありました。 

 これは本当に遠野市にとっては名誉なことで

あり、御質問の中にありましたけども、多くの

首長仲間から、なんであんたとこに遠野にいく

んだと、両陛下が行くんだと。でまた、こうも

言われました。泊るとこあったのかってまで言

われたわけでありますけども、立派な泊るとこ

ろもあったわけでありましたし、その中で１万

2,000名を超える市民の皆様がお出迎え、お見

送りをしていただいたと。そこに両陛下もそれ

こそ本当にお気楽にお声をかけ、また対応して

いただいたということで、宮内庁から県を通じ

てでありましたけども、遠野市民の皆様から、

両陛下、大変お元気を、逆にいただいて戻りま

したというような、そのようなありがたいお言

葉もいただいたわけでありますから、瀧本議員

と同様、私も本当に多くの市民の皆様の御協力

と、そしてまたこれがこのような形でお出迎え、

お見送り、そしてまた御視察、そしてさらには

お泊りという中における遠野がそのような場を

いただいたというのも、この後方支援活動の一

つの結果ではなかったのかなと思っておりまし

て、私も御説明の中で、宮守ホールでの御説明

でありましたけども、全く予定したシナリオと

は違ってまあ文字どおり一問一答でありました。

両陛下から質問、皇后さまから御質問という中

で、一問一答という役割も果たさせていただい

たというのも、これも議員各位はじめ市民の皆

様のおかげであり、また全国の仲間そして多く

のボランティアの皆様が遠野を拠点にして活動

したという一つの結果ではなかったのかなと思

っておりますので、この御質問を通じながらそ

のことをまた御報告申し上げ、感謝も申し上げ

たいというように思っているとこであります。 

 なおこの本題の施行令第２及び第５号の適用

基準について、瀧本議員はこの一連の入札結果

の随契なり、さまざまな理由の適用条項の捉え

方にちょっと疑義があるというようなそのよう

な形での御質問でありましたので、実はこのこ

とについては最終チェックのときにちょっと単

純なミスがあったということもあったようでご

ざいますから、その辺の経過につきまして、副

市長のほうから答弁をいたしますので御了解い

ただきたいと思っております。 

○議長（新田勝見君）  及川副市長。 

   〔副市長及川増德君登壇〕 

○副市長（及川増德君）  命によりまして、再

質問にかかわって私のほうから答弁をさせてい

ただきます。 

 瀧本議員の質問の中で、ホームページで公表

している入札結果にかかわって適用の仕方に疑

問を感じたというところがありました。そのこ

とにかかわって調べましたところ誤りがあった

ということで早速訂正をしたところでございま

す。 

 このホームページで公表をしている入札結果

については、それぞれの契約案件ごとに、この

ようなものを作成をして、そしてこの表の中に

備考欄というところがありまして、そこに、随

意契約であればなぜ随意契約としたのか、その

根拠規定、理由を記述する、そういう様式にな

っておりまして、そこが誤りがあったというこ

とであります。 

 平成22年度からことしの８月末まで全てにつ

いて調べました。大変申しわけありませんが21

件について適用条項に関する記載誤りがあった

ということが判明したところであります。この

ことについては入札結果の公表前の最終チェッ

ク段階で見逃してしまったということでありま

す。 

 この契約事務の処理にかかわっては、案件ご

とに決裁文書あるいは契約書、公表用の様式と、

さまざまな複数の様式が作成をされて、その中

にホームページで公表されている様式もあるわ

けでございますが、そこにうまくデータが連動

する部分と、後はその公表用の様式に直接入力

をして、処理をするものとがありまして、直接
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入力する部分が折れてしまったその結果という

ことがほとんどでありました。正しい内容に訂

正をして公表しておりますが、今後については

十分注意をしながら公表していくように努めて

まいりたいというように思っております。 

 また、適用基準の判断にかかわっての御質問

でありました。 

 いろいろとその関係する、特に施行令第167

条の２の第２号というのが、いわばその契約の

性質又は目的が競争入札に適さない場合と、そ

れと第５号というのが、緊急の必要により競争

入札に付することができない場合と、ここのそ

の判断という部分で、特に先ほど指摘されたと

ころが多くあったわけでございますけれども、

この件は、関係する部分もあるわけでございま

すが、先ほど45件という中身については、全く

関係性がない、ほかの適用条項と関係のないっ

ていう部分じゃない、ある程度、関係性もある

ところがあるんですが、主にという部分で、さ

っきの45件は内訳を整理をしたところでござい

ます。 

 入札選定委員会、契約予定者選定委員会にお

いては、これらの、特に随意契約で進めようと

する工事等にかかわっては、やはり１者だけに

なりますから、それだけに慎重を期しながら審

査をしながらその判断をするということをして

おります。 

 ついてはその判断を、そのときどきの判断と

いうことでも問題が出てくるということから、

規則あるいはそれを受けて、随意契約運用基準

というものを細かく規程を定めて、そこに該当

するかどうかを見ながら最終的に予定者選定員

会で判断をしているということであります。 

 この発注方法についての判断は総合的にとい

う部分も、判断する上では総合的に判断をする

という部分も極めて重要だというように思って

おります。したがってこれら総合的にというこ

とで、単に主観的な判断だというように思われ

ても、これもいろいろ混乱が出てきますので、

先ほど言いましたような運用基準、これを定め

てそれに該当するのかどうか、そういうところ

を精査をしながら一件一件の審査案件を判断を

しているということであります。 

 例えば、この運用基準については、特に２号

にかかわって、いわば競争入札に適さない場合

ということでは具体的な例を挙げて、そしてそ

れに該当するのか、類似するのか、そういう判

断ができるようなそういう基準の内容になって

おります。 

 例えば、既設の設備あるいは成果品等と密接

不可欠部分の関係にあるとか、そういうものの

工事にかかわっての契約案件の場合はどうなの

かということとか、あるいは修繕工事等で現場、

あるいは現場を掘削、解体して確認しなければ

その修繕内容等が特定できないような工事、そ

ういう部分は前に工事を実施した業者、あと、

いわば競争入札に適さないということに結びつ

くことになりますが、いわばこういう個々の例

に照らして、そして判断をしているということ

であります。 

○議長（新田勝見君）  ２番瀧本孝一君。 

   〔２番瀧本孝一君登壇〕 

○２番（瀧本孝一君）  ただいま選定委員長の

副市長のほうから詳しい運用基準、判断基準等

の答弁をいただきました。 

 そして、適用号数の間違いということも判明

されました。データ入力の反映の過程に問題が

あって、チェック体制の不備で見過ごされてき

たということになるでしょうけれども、私も早

速ホームページ上で公開されている入札結果、

見積もり結果及び契約締結の内容を拝見し、訂

正していることを確認しております。21件の訂

正があったということは確認させていただきま

した。 

 質問通告書提出の第２号表記となっていたも

のが、第５号と６号などに訂正となり、スピー

ド感をもって対応し訂正されたことについては

高く評価をいたします。 

 しかし、ここに大勢の体制に影響のない小さ

なことではあるかもしれませんが、３年半にわ

たる見過ごしというチェック体制の問題が露呈

をしたわけです。似たような事例はまだあるか



－ 136 － 

もしれませんが、この問題の検証を図っていた

だくとともに今後しっかりとした対応をとって

いくということでありますので次の質問に移り

ます。 

 先ほどの質問の中でも触れた、あえりあ遠野

の改修工事に関連し、お尋ねをいたします。 

 ネットで閲覧できる平成22年度分から本年８

月までの期間で、あえりあ遠野に関する工事は

設備工事２件を含めて計４件が発注、施工され

ていると認識をしています。そのつい２週間前

の９月４日に防水改修工事が入札に付され、計

５件であると思われます。 

 これらの内訳は、平成23年度に浴室浴槽内床

石張りかえ工事で170万円の見積価格。24年度

には２件の設備工事関係が契約締結され、その

うち１つは温水ヒーター更新工事で1,047万6,0

00円の見積価格、もう一方は、ボイラー・空調

中央監視装置改修工事で、専門性や既存との整

合性が認められてしかるべき工事であり見積価

格は275万円で、中央の専門業者支店との契約、

残る１件は、先般の行幸啓に係る外壁の改修及

びロビー、階段、カーペットの張りかえなどを

主体とした改修工事で見積価格1,990万円で、

決定の上、施工された工事です。 

 加えて、質問通告書提出後の９月４日に入札

された防水工事は1,205万円で落札決定され、

先般ウエブサイトにアップロードされたばかり

であります。 

 なお、これまで申し述べた金額は、消費税抜

きの価格であることを申し添えます。 

 この５件の工事のうち、一歩退いて専門性も

高く、継続性、整合性を認めて指名業者も違う

ボイラー・空調中央監視装置改修工事を除く他

の４件の工事概要は、単なる浴室の床石タイル

の張りかえや、温水ヒーターの交換、更新、さ

らには珪藻土塗りの外壁改修、カーペットの交

換、植栽工事などで、直近のアスファルト防水

工事についてはある程度の専門性も必要とされ

るかもしれませんが、ほかは何ら高度な技術を

必要としたり、特殊な施工内容とも思われず、

市内の建設業者で十分対応できる工事でありな

がら、見積もり指名業者は中央の準大手ゼネコ

ン１業者のみであるということに、私は大きな

疑問を持たざるを得ないのであります。 

 そして、このうち２件の契約締結内容の備考

欄には、緊急の必要があり競争入札に付するこ

とができないと記載しながら、その規定の地方

自治法施行令第167条の２第１項第５号を適用

せず、性質又は目的が競争入札に適しないもの

としての第２号の適用はなぜなのでしょうか。

これが適正なのでしょうかと質問する予定でし

たが、先ほどの答弁で号数適用ミスとのことや、

直近の入札の適用が是正されておりましたので、

この部分は割愛をいたします。 

 あえりあ遠野に関する工事は、なぜ中央の準

大手ゼネコン１業者指名でなければならないの

でしょうか。なぜ地元の建設業者はその機会を

得ることができないのでしょうか。適用条項違

いのなぜは判明したので省きますが、なぜ競争

入札に適さないのでしょうか。なぜがいっぱい

頭の中を駆けめぐりますが、市内の建設業者は

最近に限っても、斎場をはじめ総合防災セン

ター、遠野中学校、総合食育センターなど、Ｊ

Ｖも含んで大規模な建設工事を立派に施工して

いる実績が幾らでもあります。 

 このような背景を考えると、私は工事の内容

や難易度からも、市内の建設業者や資材業者へ

の経済波及効果や雇用の面からも、競争性や透

明性の確保の面からも、図面や仕様書などの設

計図書をきちんと示すことで何ら問題はないと

思われ、請負資格のある地元の業者を優先指名

し、競争の機会を与えるべきではないかと思い

ますが、納得のできる答弁をいただきたいと思

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）  この随意契約、あるい

は指名競争入札と、でまた、それぞれこの随契

の理由等についての手順、あるいはその中にお

いて適用条項の記載の誤りもあったということ

につきましては、先ほど副市長のほうから詳細

に答弁を申し上げ、これについては瀧本議員も
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まあ了解をしたと、スピード感のある対応をし

たということで一定の評価をするということで

ありますけども、やはりこの入札業務というの

は、慎重の上にも慎重を期さなければならない

という意味におきまして、そのような記載の過

ちがあったと、これはコンピューターというか、

先ほど副市長のほうからも答弁申し上げました

とおり、この決裁文書あるいは契約書、そして

この公表用様式等、複数の様式にデータをきち

んと反映させる仕組みになっているわけであり

ますけども、このホームページ公表用様式に入

力データがきちんと反映されなかったという部

分が、これはよほど気をつけなきゃならない、

この入札業務だけじゃなくして、その他の業務

の中にもそういった過ちがあるということであ

りますから、私のほうからもそのような間違い

を起こさないように、なお一層緊張感を持って

業務に当たってほしいということにつきまして

は、指導をきちっと行ってまいりたいと思って

おりますので、御了承いただければと思ってお

ります。 

 なお、この、あえりあの入札に係る御質問が

ありました。あえりあは、議員各位御案内のと

おり、いうところの１日何十万、何百万という

世界の中でまさに経営をしているわけでありま

す。１日足りとも休業というものの中にあって、

それがそれだけ経営に反映すると、したがって

もう13年になりますから、あっちこっちが傷ん

でいるというのも現状なわけであります。そう

いった中におきまして、傷んでいるからもう仕

方がない、もうやめてもう手順を踏みながら、

そしてっていう中におけるそのような手順も、

もちろん御指摘のとおりちゃんと踏まなきゃな

りません。透明性も高めていかなきゃなりませ

ん。しかし一方においては、きちんとあそこの

現場といったものに周知し、データを持ってい

る業者もおる。そこのほうにお願いすれば、い

うところの直ちにスピード、例えば１週間かか

るところを３日でやってもらえるとなれば４日

は営業できるわけであります。その分で収入と

いったものを確保できるっていう厳しい経営っ

ていったものの中に立ち向かっていかなきゃな

らない施設なわけであります。 

 それを言葉は大変失礼な言い方になるかもし

れませんし、ここは本会議場ですから、そのよ

うな言葉を使うっていうことは避けなきゃなら

ないということはあえて承知の上で、まあよく

お役所仕事っていうのがあるわけであります。

こういったようなものを、あのような日銭を稼

ぎながら経営を成り立たせて、健全経営をとっ

て、市民の負担をとにかく少なく、なくするん

だという部分の、そのような背景といったよう

なものがあって、そのような随意契約といった

ものに持ち込んで、直ちに、ボイラーなんかも、

なればもうお客さんにそのまま不便をかけるこ

とになるわけであります。そのようなこともあ

っての、私は選定委員会での、何と申しますか、

議論の結果として、そのような結果になったの

ではないかなと。 

 これは実は、その入札選定委員会の報告の中

においても、この設備等の故障に伴う緊急復旧

工事に該当するという判断で、これ１日足りと

も営業を休むわけにいきませんよというような

のもその中にあったと。だから工期に余裕のな

かったというようなこともその中にあって、市

民はもとより市外からも多くの方々に利用され

ている施設だと。その利用者への最小限の影響

に配慮し、短期間でより安全確実な工事をとい

う一つの審議の結果として、ただいま議員が申

し上げたとおり４件のうち３件、あるいは９月

４日、これもという中で話ありましたけども、

いずれもそのような専門性、継続性といったよ

うなものも十分議論した上での結論であったと

いうことを御了解いただければと思っておりま

す。 

○議長（新田勝見君）  ２番瀧本孝一君。 

   〔２番瀧本孝一君登壇〕 

○２番（瀧本孝一君）  その１者指名といいま

すか、継続性、専門性、そういうことが必要で

時間がないということの説明がありました。 

 ただ私はちょっと違う見方もできるのではな

いかなと経験上思います。 
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 小回りのきく市内の業者で、細かく対応でき

るという部分もあるとは思います。そういう見

方もできるのではないかと。返って大きなとこ

ろほどいろいろ体裁といいますか、手続が結構

かかってしまうというようなことも私は見てい

ますので、そういう部分からの判断もあっても

しかるべきではないかというふうに思います。 

 先ほども市営工事の契約者選定委員会につい

ても若干お話がありましたが、それにかかわっ

て私はさらにちょっとお尋ねをします。 

 次に、指名競争入札における入札予定者の選

定や、随意契約における契約予定者の選定を行

う市営建設工事等契約予定者選定委員会につい

てお尋ねをいたします。 

 本市の建設工事等の請負契約を締結する場合

において、優秀にして確実かつ良心的な工事等

請負業者を厳正かつ公平に選定するために設置

されているこの選定委員会は、副市長を委員長

として建設工事等に関しては、総務部長、環境

整備部長をはじめとする計７人の委員で構成さ

れる１号委員会と、役務の提供や物品の購入に

係る業者選定が目的の会計管理者をはじめとす

る計９名の委員で構成される２号委員会がある

ようです。 

 この契約予定者の選定委員会の規程を見れば、

第７条資料の提出の項に、経営企画管理情報担

当課長は入札予定者の選定に必要な資料を委員

会に提出しなければならないという条文も掲げ

られてあります。 

 先ほどのあえりあ遠野の改修工事に話は戻り

ますが、見積入札業者を指名する際に、この選

定委員会は、あえりあ遠野の工事に関しては、

優秀にして確実かつ良心的な工事等請負業者が

市内に存在しないに等しいという判断を３回も

４回も下したことになり、同一の準大手業者の

指名は果たして厳正かつ公正に選定されたとい

えるのでしょうか。 

 さらには、あの程度の工事内容と工事金額と

表現するのは申しわけないのですが、工事を所

管する担当課や管理情報担当課長は市内業者の

施工能力をどう判断しているのか、市内業者の

資料の提出はあったのか、なかったのか、十分

だったのか。 

 前段の質問の答弁で、大手準ゼネコン業者の

単独指名に至る経緯の説明もありましたが、や

や理解に苦しむところであります。 

 そこで、このような状況を鑑み、委員会の構

成員ではない市長ではありますが、この市営建

設工事等請負予定者選定委員会の機能はしっか

りと果たされているのかどうか、あるいは会議

の内容や状況をトップとしてきっちりと把握さ

れているかどうかなど見解を伺うものでありま

す。毎度毎度の似たような業者選定などと軽く

考えてはいないか。また従来からの前例踏襲に

何の疑問も抱かずにそのまま継続してはいない

かなど、形骸化に陥っているのではないかとい

う懸念もありますが、私の杞憂に過ぎないので

しょうか。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この入札にかかって、

瀧本議員、いろんな事例を出しながら御質問が

あるわけで、大変失礼な言い方になりますけど

も、何か予断を持って御質問をされてるんじゃ

ないのかなと。地元の業者をないがしろにしな

がら進めてんじゃないのかなと。そんなことは

毛頭ない、選定委員会においてもこのいろんな

部分で地元の業者、いろんなさまざまなプロジ

ェクトを展開してきております。 

 本当に、なんだ、市長は最近箱物からやって

んじゃないかなというような、そのような痛烈

な意見もいただいたりしたことがあります。駅

前の再開発、あるいは、とおの物語の館リニ

ューアル、さらには旧ＪＡ遠野の本店ビルのリ

ニューアル、そしてまた総合給食センター、あ

るいは遠野中学校というような大規模な工事等、

全て地元の業者の皆さんの懸命な力でやってい

ただきました。 

 そして特に印象的だったのが一つあるわけで

ありますけども、遠野中学校、これだけ地域の

皆様の理解をいただいてやったんだとなれば、

震災っていうものもあったんだけども、何とか
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この25年の４月１日、ことしの４月１日ですね、

開校に合わせようと、非常にスケジュールもき

つかったわけであります。で、きちんと入札等

の手続がおり、発注、受注といった行為が行わ

れた後、皆で集まって一緒になってやろうと、

発注が終わった、受注が終わったっていうその

厳しい緊張感関係にはあるけれども、形式的に

ちゃんと契約になったんだから、もう堂々とし

て、とにかく子どもたちのためにも工期を間に

合わせようというような中で私も参加いたしま

した。 

 そうしましたところ、こういった発注側も入

っての結団式というのは初めてだなというのは

あったんですけども、事がいうなれば、あれだ

けの厳しい工期の中で地元の業者の方々はきち

んと答えを出してくれたわけであります。 

 そういった一つの事例の中でそういったもの

がありながら、地元の業者はどうでもういいん

だと、いや地元の業者の皆様のきちんとした協

力関係があって雇用が確保され、そして遠野の

地域経済も確保されるという中で、選定委員会

は公平な議論をしながら私は対応しているとい

うように思っておりますし、現にそのようにな

っております。 

 この契約予定者選考委員会の機能や関与の実

態という中で、指名業者の選定に当たっては、

公平性確保のため市、市営建設工事等の契約予

定者選考委員会の判断を必要とし、地方自治法

施行令、遠野市随意契約運用基準、工事内容を

総合的に協議をしているというのが、先ほど瀧

本議員から、いろいろ構成メンバーについての

お話もありましたけれども、そのような場でこ

の協議をしてると。 

 で、流れは、担当課が工事内容等を考慮し、

入札方法、指名業者案を作成して、管理情報担

当課長へ選定依頼をすると。そしてそれをもっ

て管理情報担当では、担当課長のところではそ

の内容について確認をすると。選定委員会での

協議するために必要な資料をきちんとつくると、

作成をすると。そしてその後、選定委員会でそ

れを協議し、協議内容とその判断に至った経緯

は、会議結果としてきちんと議事録等残して、

最終的には市長としての私のとこに上がってく

ると。それは私もちゃんと読ませていただくと

いう中で、そのような手順をかなり厳密に行っ

ているとこでありまして、その過程において、

地元の業者をというような部分の判断は、まさ

に、その都度都度、先ほど申し上げましたよう

な事情と言ったものをケースバイケースできち

んと客観的に判断しながら、客観的というより

も総合的に判断しながら対応しているというこ

とでございまして、繰り返しになりますけども、

地元業者をないがしろにするとか、地元業者を

まあ、あれしないで、大手ゼネコン等々に云々

ということではないということは、繰り返し繰

り返しになるけど、そういう対応は全くしてい

ない。逆に地元の業者の皆様に、市長の立場と

してもこれだけのさまざまな厳しい状況下にあ

っても、懸命に対応していただいているという

ことに逆に感謝を申し上げている。それでまた

今後もそのような一つの地域経済、そして地域

の雇用を守るという中において、さまざまなこ

の事業を、そしてまたいろんな予算をといった

ことも持っていきながら、市民の福祉向上、そ

してまた安心安全の生活環境の確保といったも

のに、地元業者の皆様と一緒になりながら対応

していきたいというように思っているとこでご

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）  ２番瀧本孝一君。 

   〔２番瀧本孝一君登壇〕 

○２番（瀧本孝一君）  だからこそ、私はさま

ざまな現場で、大変御苦労されている地元業者

にもそういう機会があってもいいのではないか

ということを申し上げておりますが、時間の関

係もありますので、次の質問に移っていきたい

と思います。 

 大項目１点目の最後の質問になろうかと思い

ます。 

 地方自治体が発注する公共工事においては、

昔から収賄、贈賄、談合、癒着など多くの問題

をはらみながら推移してきましたが、近年は競
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争制度の多様化、情報公開、企業コンプライア

ンスの充実、工事量の減少によるパイの奪い合

いや不適格業者の淘汰などで透明性と競争性が

高まっていることも喜ばしいことだと感じてお

ります。 

 私も、会社員時代は20年以上建設業界にお世

話になった人間でありますので、入札等には興

味があり、公開されている入札結果、見積もり

結果及び契約締結の内容をたまに閲覧している

わけですが、その中でこれまで述べてきた事案

に疑問を感じて今回の質問をさせていただきま

した。 

 一般競争には一般競争の、指名競争には指名

競争の、そして随意契約には随意契約のそれぞ

れ長所があり、短所もあります。そのような中

で、特に１業者指名の見積入札や随意契約は競

争性、透明性に乏しく、あらぬ疑いを生む要因

ともなり、前例にとらわれることなく、よほど

の事情がない限り避けたほうが無難であると私

は思います。 

 この世の中、昼があるから夜があり、表があ

るから裏がある、小があるから大があり、地方

があるから中央がある。一方がなければ他方は

存在しない関係にあって、建設業界は個人営業

の大工さんからスーパーゼネコンまで、そして

住宅からあらゆる大規模ハード施設や自然相手

の環境整備に至るまで、発注者と手を携えなが

ら日本の高度成長を支え、官民を問わず常に国

民生活、住民生活に深くかかわってきた業種で

あります。 

 本市は、地方の小さな基礎自治体ではありま

すが、当局としてこれまで以上に市内業者の育

成発展はもちろんのこと、財政状況が厳しさを

増す中でさらなる競争性、透明性を確保し、市

民の信頼と福祉向上につながる入札執行及び契

約締結業務の取り組みをどのように図っていく

のか、市長の見解を伺うものであります。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま瀧本議員が申

したとおりだというように思っております。よ

り緊張感を持っていろんな手順、そしてまた結

果の公表、そして公表する前のチェック体制、

さらには案件の内容を慎重かつ多角的に検討を

しながら、１つは公平性、１つは競争性、さら

には３つ目として透明性といったものを確保す

るように、市長としてのその部分の責務をきち

んと果たしてまいりたいと思っております。 

○議長（新田勝見君）  ２番瀧本孝一君。 

   〔２番瀧本孝一君登壇〕 

○２番（瀧本孝一君）  次に、大項目２つ目の

テーマの質問に移ります。 

 きのうの先輩議員の災害対策についてという

項目に重複する部分があるかもしれませんがよ

ろしくお願いをします。 

 １週間前の９月４日の日本列島は、南九州へ

の台風の上陸、西日本各地の１時間に100ミリ

を超える猛烈な雨と、桜島の爆発的噴火、栃木

県の竜巻、鳥島近海を震源とするマグニチュー

ド6.9の広範囲の地震など、当地でも一時強い

雨が降りましたが、異常な天気事象のオンパ

レードだったそうです。地球温暖化の影響と思

われる異常気象が日本はもとより世界各地で大

規模に発生し、この夏も全国では大雨、集中豪

雨の災害や猛暑、酷暑のため熱中症で病院に運

ばれた方も多く、中には高齢者が室内で亡くな

っているという報道もありました。つい先日も

台風17号の影響による各地の大雨災害、埼玉県、

千葉県に続き栃木県でも発生した竜巻被害の惨

状が繰り返しテレビから流されていました。一

瞬のうちに住宅などの屋根が吹き飛ばされたり、

学校のガラス窓の破損、電柱の倒壊、自動車の

横転など、改めて自然災害の猛威を感じさせら

れたところでしたが、被災された皆様には心よ

りお見舞いを申し上げます。 

 本県においても７月下旬の長雨と大雨、そし

て８月９日には特別警報が運用される前ではあ

りましたが、それと同等の、これまでに経験し

たことのないような大雨に関する気象情報が流

され、県央部を中心とした豪雨水害で、雫石町

や矢巾町などで甚大な被害が発生しました。 

 我が遠野市においても、各町で床下浸水や小
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規模の土砂崩れ、のり面流出などの被害があり

ましたが、中でも宮守町達曽部湯屋地区の土砂

崩れは比較的規模も大きく、今も山腹の亀裂の

拡大が少しずつ進んで予断を許さない状況が続

いております。 

 市内各地で迅速な災害対応を求められる中、

発生当初から地域振興課や建設課並びに消防関

係などの早期対応で、人家への被害を最小限に

とどめていることに、この場を借りて地元住民

として感謝と御礼を申し上げます。 

 ところで、気象庁は去る８月30日から特別警

報の運用を始めたことは多くの市民の方々も承

知をしていると思われます。これまでも大雨、

地震、津波、高潮などにより、重大な災害の起

こる恐れがあるときに、警報を発表して警戒を

呼びかけていましたが、今後はこの警報の発表

基準をはるかに超える豪雨や大津波等が予想さ

れ、重大な災害の危険が著しく高まっている場

合、新たに特別警報を発表し、最大限の警戒を

呼びかけるというものです。 

 本市ではこれまでも遠野市防災計画の策定、

自主防災組織の設立支援、福祉による要援護者

の見守りなど災害時要援護者の把握や対策を講

じてきていますが、万が一災害が予想され危険

が逼迫している場合、身体にさまざまな障害を

お持ちの方や、単身、または夫婦だけの高齢者

世帯、外国人などの安全確保に向け、現時点に

おける市内の災害時要援護者の実態について、

どのように把握されている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）  このゲリラ豪雨から始

まり、そして竜巻なども押し寄せているという

ような最近のこの災害が文字どおり多様化して

きていると。かつてなように、台風が来るぞと、

あと２日、３日後には台風がコースに乗ってる

ぞという中における備えもできたわけでありま

すけども、今はそのような状況でないと。 

 先般の盛岡、あるいは矢巾、あるいは雫石と

いったところなども身近な例にもそれが出てい

るし、８月９日ですか、瀧本議員の地元におい

ても大きながけ崩れといったものが生じて、本

当に消防団の一員として陣頭指揮をとってたす

がた、私も現場で拝見いたしましたけども、大

変地域を守るという意味におきましては、消防

団の皆様の活躍といったものはこれは本当に欠

かせないものでございますから、今後ともなお

一層このような活動によろしく対応をお願いを

したいものだというように思っております。 

 その中でこの特別警報というこの問題につき

ましては、昨日の石橋議員の質問の中でも、緊

急時における要援護者への対応ということでの

御質問ありまして、その中でもいろいろお答え

を申し上げているところであります。 

 民生児童員の皆様の大変な活躍もいだいたと、

でまたさらには消防団の皆様の活躍もいただい

ておると、どうしても自然災害というのは、こ

れはこの２年半たって、最近よく新聞等の論調

でも、これは２年半たってっていう時間的な経

過もあろうかと思っておりますけども、防災防

災に一辺倒ではなくして、やっぱりいかにして

１人でも２人でも命を救うかっていう減災って

いう切り口もすごく大事ではないだろうかと。

自然の猛威、巨大地震と巨大津波といったもの

は、幾ら科学技術が進化し、人類といったもの

が月にも行き、新たなという部分にあったとし

ても、あれだけのエネルギーを持って防ぐとい

うことはできない。であればいなすっていう言

葉もあってもいいんじゃないかということが、

最近よく新聞やさまざまな論調にそういったの

を見られるわけであります。 

 そういった中で、そうはいいながらも、この

要援護者の方々に対する、特に視覚聴覚障害者

も含めてということで、その実態をということ

でありました。これはきのうもお答えしてあり

ますけども1,674人として把握しておりまして、

このうち98.9％の90行政区中89地域がこの災害

時要援護者といったものをリストアップをして

おるということであります。そのうち視覚障害

は74人、聴覚障害の方は32人と登録されている

という状況にあるわけでございますので、こう
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いったきめ細かい対応をしながら、災害弱者と

いう方々に対する怠りない対応を地域住民の皆

様方とともに行政と一体となって対応していき

たいというように思っております。 

○議長（新田勝見君）  午後１時まで休憩いた

します。 

   午前11時55分 休憩   

────────────────── 

   午後１時00分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 ２番瀧本孝一君。 

   〔２番瀧本孝一君登壇〕 

○２番（瀧本孝一君）  午前に引き続き質問を

続けます。 

 次に、この数十年に一度というような災害も、

近年は発生頻度がふえて、たまにというような

状況にあるということですが、例えば数十年に

一度というような豪雨などで、本市を含む地域

を対象に特別警報が発令され、避難勧告や避難

指示が出された場合、強烈な雨の音で健常者で

も音が聞き取れないときなど、耳の不自由な人

や高齢者には防災行政無線からの放送も聞こえ

ない、遠野テレビの告知放送も聞き取れない。

また目の不自由な人にはテレビに表示される警

報や情報のお知らせも見えない、あるいは外国

人の方には意味が通じないなど、いろいろな場

面が想定されます。 

 私の家は築40年を経たトタン屋根のおんぼろ

家屋ですが、強風や吹雪をはじめ豪雨といわれ

るような降り方をされると防災行政無線からの

放送はもちろん、会話やテレビの音声もほとん

ど聞こえません。例えば、外に出るのが危険で

ためらわれるような豪雨の中で、区長さんや民

生委員さん、さらには消防団員などが、要援護

者の安否確認の見回りなどを行なわなければな

らないような事態も考えられますが、危険や避

難の周知が大きな問題となります。 

 気象庁は特別警報が発表された場合、身を守

るために最善をし尽くしてくださいとか、直ち

に命を守るための行動をとってくださいという

ようにアナウンスをする旨の情報もありますが、

それにさえ気がつかずに行動をとれない方もい

ると考えられます。 

 特に、高齢者をはじめ、耳や目の不自由な方

への一つの方策として、可能であるならば、遠

野テレビの告知端末の改修を図り、異常に大き

な警告音を発生させるとか、または警告の光を

大きく点滅させるとか、さらにはこれらの方々

への危険周知や救助要請が一目でわかるような

システムづくりということは考えられないでし

ょうか。 

 災害は人間の力では完全に防ぐことはできる

ものではありません。しかし、できる限りのこ

とを想定して、住民の生命、財産を守るべく備

えることは自治体としての当然の責務であり、

防災、減災のために日々尽力されていることは

十分承知をしていますが、近年の想定外異常気

象の続発が、それこそ想定外の被害をもたらし

ている現実もあります。備えあれば憂いなしと

いわれますが、本市では身体に障害を抱える

方々をはじめ、高齢者や幼児を含む災害弱者と

いわれるこのような方々に対し、どのように特

別警報の周知を図り、避難に結びつく安全を確

保するのかについて考えをお示し願います。 

○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）  この特別警報といった

ものが、これまで経験したことのない雨量とい

ったような中で、特別警報といった制度が、こ

の８月30日から気象庁のほうで、いうなれば制

度化したということであります。 

 この制度化したという中で、災害発生の危険

性をよりわかりやすくということで、そのよう

な制度になったわけでありますけども、ただい

ま御質問がありましたとおり、ゲリラ豪雨ある

いは竜巻のような、さらには高潮あるいは大雪

といったものも入ってくるかというように思っ

ております。 

 つい最近の例でありますけども、ゲリラ豪雨、

上流の雨量を判断し、ある役場の担当課長とい

うことで報じられておりましたけども、その方
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の判断で、これは二、三十分後に大変な増水す

るなという判断をし、全員避難させたというこ

とで、誰一人命を失うことがなかったという事

例が大きく報道されておりました。 

 その課長さんの話がインタビューで出ており

ましたけど、迷ったと、どうしようかと。もし

もそれがそうならなかった場合、多分批判され

るだろうというふうに躊躇したけども、やはり

あれだけの雨量というものがあれば、間違いな

く下流域は大変な増水になるという判断をし、

これはもう避難を指示するしかないという形で

避難したということを振り返っておりましたけ

ども、ことごとさようにその判断、したがって

その判断といったものに特別警報といったもの

は大きく現場に対して、万が一そういう状態に

ならなくとも、やはりそういう想定しない災害

というものは来ますよというようなことを周知

させる一つの制度なわけであります。 

 そういった中で、この発表された場合には、

直ちに県のほうから通知があるという仕組みに

なっておりまして、ただいま御質問にありまし

たとおり、この特別警報の運用といったものを、

やはり遠野としてもきちんと組み立てていかな

きゃならないのかなと、まさに命を守る行動と

して組み立てていかなきゃならないんじゃない

のかなと。 

 防災行政無線、遠野テレビの音声告知、それ

からそういったあらゆる手段、それから今、話

ありましたとおり、耳が聞こえなかったり、あ

るいは目が見えなかったりということの中にお

ける災害弱者といわれる方々に、どのように対

応するのかというのは、幾ら防災行政無線があ

る、今御質問ありました防災行政無線もある、

望楼からも出ている、といっても聞こえないの

であれば周知をできないわけでありますから、

こういった方々にどのような形で周知するかと

なれば、やはり自主防災組織であるそういった

ようなもの、あるいは民生児童委員、さらには

区長さん方の力をいただくという中で、やはり

徹底的に災害弱者への安心安全といったような

環境を一つの連絡網として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。 

 それからもう一つは、こういった災害弱者の

方々のほかに、いわゆる観光客とか、さまざま

市外から訪れてきている方々、宿泊施設に泊っ

ている方々、そういった方々へのどのような周

知を図るかということも、これまた大事な取り

組みの一つではないのかなというように思って

おります。仕事や旅行等で市外にいる市民の

方々にも情報を伝えなきゃならない。この遠野

市消防防災情報も発信を行ってはおります。い

うところのモバイルメールシステムによりまし

て、そういったものも図っておりますけども、

こういったようなあらゆる手段を連携させると

いうことも一つ大事じゃないのかなというよう

に思っているところであります。 

 先ほど、午前中の質問でお答えも申し上げて

いるわけでもありますけども、このような要援

護者の安否確認を必要とする要援護者の方は1,

674人ということで、去る８月31日の市内一斉

総合防災訓練の中にあっても、この方々の、き

のう石橋議員の質問にも答えているわけでもあ

りますけども、69％の方々はフォローできたと、

したがってこれはより100％に近い数字に持っ

ていかなければ命をつなげないわけであります

から、まあおおむね７割周知を図ったからそれ

でいいだろうというわけにはいかない。それで

もっといろんな緊張感を持って、これを80、90、

そして100という数字にフォローできるような

システムを、やはり早急に構築するということ

になお一層努力をしなければならないんじゃな

いのかなと。 

 この８月31日午前７時のサイレンは、いずに

避難していただくというような体制をとりまし

た。全行政区の中で参加人員が5,770名であり

ましたので、この数字も、やはりもう少し高め

ていかなければならないのかなと。そしてこの

部分で、私のところにも若干苦情というか意見

も来ておりましたけども、やっぱりただ避難す

ればいいんじゃなくして、避難してきた方々に

対してどのようなフォローをするか。やっぱり
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避難所の中で集まったものの、その後どうした

らいいかということについて、明確な指示もな

ければ、そういった集まった方々に対する、一

つの何といいますか、呼びかけ、働きかけのよ

うなものもなくて、しばし集まったまま、解散

していいのかどうなのかとまどったというよう

な、そのような直接の現場から、生の声も来て

おりますので、消防長やらあるいは健康福祉部

長やら、それら担当幹部のほうには、やはりそ

の点はきちんとしながら。せっかく集まってい

ただいたのに、避難していただいたのに、じゃ

あその避難していただいた方にどのように働き

かけをするかっていうようなことも、やっぱり

大事であって、ただ5,770名集まっておおむね

予想6,000名予想しておったけども、まずまず

だなではだめだぞという話もやった。 

 ところで5,770名でどれぐらいの推定をしと

ったと言ったらば、6,000名という形であらか

じめ想定しておったということでありますから、

その6,000名からすると5,770っていうのはまず

まずおおむね達成ということになるんでしょう

けども、そういうわけにいかんぞという話もし

ております。 

 特にこの弱者という方々に対してどのような

フォローをするかとなれば、どうしてもマン

ツーマンといったような中における対応しかな

いんじゃないのかなというように思っておりま

すので、それは地域の方々のお力も借りなきゃ

ならないということになろうかというように思

っておりますのでよろしくお願いしたいと思っ

ております。 

○議長（新田勝見君）  ２番瀧本孝一君。 

   〔２番瀧本孝一君登壇〕 

○２番（瀧本孝一君）  大項目３つ目、最後の

質問に移ります。 

 中高生のネット依存に対する教育指導や対策

についてをテーマに、教育長に質問を進めてま

いります。 

 最初に、厚生労働省の研究班が昨年度全国の

中学、高校から無作為に選んだ264校に調査票

を送って生徒に記入を依頼し、約７割の約10万

人から回答を得た調査結果が先般公表されまし

た。 

 多くの若者がパソコンやスマートフォンなど

で情報交換やゲームに没頭していると考えられ

る今日の社会において、ネットに夢中になって

いると感じているかとか、使用時間を短くしよ

うとして落ち込み、いらいら感を感じるかなど

８項目の質問をして、５問以上に当てはまると、

ネット依存の疑いが強いと分類され、その割合

は中学生の６％、高校生の９％で、中高生全体

の８％、全国の中高生数で計算すると51万8,00

0人と推計されるとのことであります。 

 さらには、男女別の割合では、女子が10％、

男子が６％で、女子の割合が多い理由にはチャ

ットやメールを多く使うためではないかと分析

しているようです。 

 このように、小学生から携帯電話を持ち、パ

ソコンを自由に操られる環境の中にいる今日の

子どもたちは、インターネット端末はごく普通

の情報収集や仲間とのコミュニケーション手段

であり、使用時間も中学、高校になるにつれて

長くなっていると容易に想像できます。ネット

依存の疑いが強い子どもは、日常生活や健康に

も影響が見受けられ、この症状が深刻になると

依存症と判断され、生活が昼夜逆転して不登校

になったり、本人の健康や人生設計、家族関係

が崩壊する場合もあると言われております。 

 そこでお尋ねをいたしますが、学校教育現場

をつかさどる教育委員会として、中高生を中心

に急速に進展しているのではないかと思われる

ネット依存に対する認識をどうお持ちなのかを

伺います。 

○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）  瀧本孝一議員の一般

質問にお答えをいたします。 

 ネット依存に関する認識でありますが、議員

が御指摘になったのは、厚生労働省の研究班が

８月１日に会見したものであり、その内容は各

種報道機関等を通じて報道されたものと認識し

ております。この調査は、議員がおっしゃられ
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ましたけども８項目の質問の中から５問以上が

それに該当するんであればネット依存と評定し

ております。 

 インターネット依存が強いと十分な睡眠が取

れない、食事が不規則になり栄養が不十分にな

る等の健康被害が指摘されております。 

 今回の報道でも病的な使用とされた中高生の

うち、睡眠時間が６時間未満と答えたのが43.

0％、調査時点の直近１カ月の午前中の体調が

常に悪かった、しばしば悪かったと回答した生

徒は24.0％にのぼり、いずれもネットに依存し

ていない人と比べて1.6倍から2.7倍率が高かっ

たとされております。これらがネット依存が健

康に悪影響を与えているという結果と認識をし

ております。 

○議長（新田勝見君）  ２番瀧本孝一君。 

   〔２番瀧本孝一君登壇〕 

○２番（瀧本孝一君）  健康に影響を与えてい

るという答弁でありましたが、次に、ネット依

存の疑いがあるとされた全国51万8,000名の生

徒、この中学校６％、高校９％の数値を、我が

遠野市の本年度の中学生総数719人、高校生総

数659人という人数に単純に掛け算をしてみる

と、中学生で約43人、高校生で約59人の合計10

2人となります。平均の８％で計算するならば1

10人という数字になりますが、全国調査の数値

をもってすれば、市内の中高生に100人から110

人ぐらいいても不思議ではない人数ということ

になります。 

 けさの地元紙の新聞記事にもありましたが、

奥州市教育委員会では、これまでの調査をもと

にさまざまな懸念のあるインターネットや携帯

電話の詳細な調査を、来年度小中学生を対象に

して実施する方針であると報道されていました。 

 そこで伺いますが、昨年度に前段の質問で述

べた厚生労働省研究班のネット依存の全国調査

の対象になった市内の中学校、高校があったの

か、なかったのか。あったとすればその状況を

把握されているのか。また、先ほどの全国調査

の数値が本市の中高生にそのまま当てはまり、

相応の数の生徒が存在するのか。あるいは遅刻

をする、授業中居眠りをする、しょっちゅうス

マートフォンなどをいじっている、家庭では

ゲームに没頭しているなどネット依存の兆候な

どがあった場合の生徒に対する対処はどのよう

になされているのか。教育委員会単独や個々の

学校での調査や現状把握はなされているのか。

なされていない場合、今後ネット依存に対する

市内小中学校、高校への調査を行うのかどうか

など、取り組みの意向や方針について見解をお

示し願います。 

○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）  ネット依存の調査状

況及び現状についてですが、教育委員会が中学

校に対し報道発表された調査と同様の調査は、

今のところ実施しておりません。 

 次に、市内中学校、高校の中に今回の調査に

対象校があったかどうかについてですが、それ

ぞれの学校に個々に聞きとったところ、調査対

象ではないということがわかっております。ま

た、ネット依存の兆候のある生徒がいるかどう

かの聞き取りも行いましたけれども、今のとこ

ろ現状では心配される状況には至っていないと

いう回答もいただいております。 

 また、市内各校においては、それぞれ携帯電

話等に関する調査を実施しており、携帯電話を

所持している児童生徒数、インターネット利用

による問題行動の有無を適切に把握していると

ころでありますし、今後も考えて、これらに係

る事案等が発生した場合は速やかに委員会に報

告いただくようお願いをしているところであり

ます。 

○議長（新田勝見君）  ２番瀧本孝一君。 

   〔２番瀧本孝一君登壇〕 

○２番（瀧本孝一君）  今のところ心配される

ような状態にはなっていないということであり

ますが、次の質問に移ります。 

 インターネットに熱中するあまり、そこから

離れると孤独感や絶望感にさいなまれ、深刻化

すると睡眠や家族との交流が犠牲になり、イン

ターネットから離れた現実は耐えがたくなり、
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悪循環が形成されて睡眠障害や生活のリズムの

崩れなど、さきにも述べたような症状が発現し、

医療機関などで中毒や依存症と診断されても、

アルコールや薬物のようにそれとわかる症状が

あらわれるものと違って、依存症と本人が認め

るのは難しいとされています。 

 インターネットは適度な頻度で使い方さえ間

違わなければ、現代社会においては有益な情報

収集やコミュニケーションツールとして誰もが

認めるところでありましょう。 

 しかし一方においては、以前、自殺系サイト

で知り合った同士のネット心中が話題となり、

その影響力の強さや危険度が再認識させられた

こともありました。特に、チャットやネット

ワークゲームなど双方向性の強いサイトほど独

特の世界を構築しやすく、日常とは違う連帯感

や親密感が生まれると言われています。 

 現実での人間関係や家庭生活に疲れ、学校や

仕事などでストレスがあるとインターネット上

の疑似世界は安心で所属感の強い場所となり、

悩みを回避させてくれ、ネット上の知り合いを

失うことは大切な親友を失うのと同等の怖さと

喪失感があるのだそうです。さらには、自分の

姿を見られることがないので、仮想の自分を生

きることもでき、一方、声や姿のない相手を理

想化することや、自分の違う一面を体現する場

合もあるなど、多感な年ごろの中高生がのめり

込み過ぎて、バーチャルの世界が現実と曖昧に

なって区別がつきにくくなるなどの危険性も秘

めています。 

 以上、インターネット社会の急激な進展に伴

ってネット依存という青少年を中心にしたさま

ざまな弊害が、ここ一、二年大きく取り上げら

れるようになりました。このような中学生、高

校生は、市内の学校生徒には恐らく一人もいな

いであろうと期待するとともに、健全な精神と

肉体を兼ね備えた生徒ばかりであると信じたい

ところですが、これから未来ある中高生や青少

年にネット依存の危険性を、学校教育の場など

を通してどのように周知や指導をしたりしてい

くのか。また、ネット依存に陥らない対策をど

のように進めていくのかについてお尋ねをいた

します。 

○議長（新田勝見君）  藤澤教育長。 

   〔教育長藤澤俊明君登壇〕 

○教育長（藤澤俊明君）  ネット依存のリスク

の周知及び教育指導や対策についてであります。 

 市内の全ての小中学校において、携帯電話や

インターネットの正しい使い方やネット犯罪か

ら危機回避等に至る情報モラル教育を実施して

おります。職員を対象にしておりますけども、

職員から各教室で個々の児童生徒に伝えること

にしております。 

 先日から申し上げている全国学力学習状況調

査の質問書の調査の中に、携帯電話やスマート

フォンの使い方について、家の人と約束をして

守っていますかという問いがあります。本市の

生徒は、中学生ですが56.7％は携帯電話を持っ

ていないと回答をしております。また33.0％の

生徒が約束を守っていると回答しております。

少なからず情報モラル教育が児童生徒に浸透し

ているものと認識しております。 

 また、教育委員会では、県教育委員会と県警

察本部が策定したフィルタリング利用のリーフ

レットを、昨年、市内全ての学校に配布し、児

童生徒及び保護者への周知及び指導を実施して

いるところでございます。 

 また本年５月29日には、市内の全校が集まる

生徒指導推進協議会という組織がありますが、

その総会の中で市内全ての小中高校の校長、生

徒指導主事及び生徒指導にかかわる関係機関の

方と、情報モラル教育に係る研修を、実際の携

帯電話を利用して実施したところでございます。 

 加えてインターネットに接続できる機器を買

い与える保護者等への情報提供等も必要である

と感じているところでございます。 

 今後も、今回報道発表があったような結果や

対策等を含め、校長会議、研修会等の機会を捉

え、情報提供するとともに情報モラル教育をよ

り一層推進してまいりたいと考えております。 

○議長（新田勝見君）  ２番瀧本孝一君。 

   〔２番瀧本孝一君登壇〕 
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○２番（瀧本孝一君）  質問ではありませんが、

まだ若干時間が残っていますので、これで私の

一般質問は終了しますが、遠野の里も間もなく

実りの秋とお祭りの時期を迎え、黄金色にこう

べを垂れる稲穂に神々への感謝と五穀豊穣を祈

らずにはいられません。 

 さて、きょう11日は申し上げるまでもなく、

東日本大震災から２年半目の月命日です。前回

定例会の私の一般質問の日も３カ月前の６月11

日でありましたが、改めて被災者の皆様にお見

舞いと犠牲になられた皆様にお悔やみを申し上

げ、一日も早い震災からの復興と原発事故の収

束を心から願うものであります。 

 その復興支援の願いが込められたＮＨＫの連

続テレビ小説「あまちゃん」も今週は震災から

の復興で力強く生きる主人公や北三陸の姿が放

送されておりますが、残念ながら間もなく終了

になるようです。 

 これとあわせるように、本田市長もこの議会

が閉会し、約１カ月後には一つの区切りの時期

を迎えられます。前回６月の定例会で、次のス

テップに挑戦することをこの場で表明されてお

りますが、これまで山積する市政課題に、精力

的にそして果敢に取り組まれ、着実な歩みを遂

げられてきました。 

 また、東日本大震災における後方支援という

前例のない取り組みは、強いリーダーシップを

発揮されて官民一体となった被災地支援が内外

から高い評価を受け、地方の小さな自治体であ

る遠野市の名を広く知らしめたことは、市民の

大きな誇りと財産になりました。 

 結びに、少し早いかもしれませんが、これま

での市政運営に改めて敬意と感謝を申し上げま

すとともに、今後とも健康に留意され、さらな

る飛躍とますますの御活躍を祈念いたし、終わ

ります。 

○議長（新田勝見君）  次に進みます。 

 ６番菊池巳喜男君。 

   〔６番菊池巳喜男君登壇〕 

○６番（菊池巳喜男君）  清風会の菊池巳喜男

であります。 

 通告に従い、大きく分けて３点について一括

質問で行ってまいります。 

 11番手になりますと鮮度がおりて、先ほどは

きたといいますが、味もおりてくるかもしれま

せんのでよろしくお願いをいたします。 

 質問に入る前、2011年３月11日の東日本大震

災発生から本日で２年６カ月が経過します。改

めて犠牲になられた方々の御冥福をお祈りいた

しますとともに、今も避難生活を余儀なくされ

ている皆様にお見舞いを申し上げ、一日も早い

復興を心から願うところであります。 

 また、さきの７月26日並びに８月の９日、10

日の記録的な集中豪雨による洪水により、被害

に遭われた皆様にもお見舞いを申し上げるとと

もに一日でも早い復旧をお祈り申し上げます。 

 政府は、８月15日の閣議で、６月８日から８

月９日にかけて中国地方や東北地方を中心に相

次いだ豪雨による被害を激甚災害に指定するこ

とを決め、農地や水路、農協が所有する施設な

どの復旧事業に対し、国が最大約９割を補助す

ることとしています。 

 岩手県によると、７月下旬に県南部や沿岸部

で発生した豪雨災害の被害総額は、８月９日現

在で47億2,314万円で、農林水産業関係は３分

の１程度の15億4,473万円に上るとのことであ

ります。 

 ８月９日の県央部豪雨については調査中であ

り、県総合防災質の防災危機管理監は、激甚災

害指定は被害の復旧と被災者の生活再建に向け

た力強い支援となり、早急に全体の被害額をま

とめ、引き続き国の対応をお願いし、作業を急

ぎたいと報道されております。 

 遠野市でも、速報値での被害額は出している

ものの、詳細はまだ取りまとめ中とのことであ

りますが、この９月定例会に、災害復旧費とし

て4,555万円、並びに農地等の災害復旧費支援

事業300万円を計上しているところであり、早

期の復旧工事が求められておりますが、この早

急の取り組みに感謝を申し上げるところであり

ます。 

 それでは、質問項目の１点目である中学校跡
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地活用問題について質問を進めてまいります。

このことは、さきの３月議会でも一般質問をさ

せていただいているところですが、遠野市民の

税金を投入して建設された校舎が、中学校再編

によりやむなく廃校となった経緯を考えるとき、

そして地域住民の思いを考えるとき、もう一度

くどいようですが、市長に質問を行ってみたい

と思うところでありますので御理解を賜りたい

と思います。 

 さて、さきの３月議会の答弁の中では、この

跡地活用について順次地区懇談会を開催し、地

域の皆様との意見交換を行い、地域の同意が得

られた活用策を優先しながら改修工事に向け、

具体的な対応を進めていきたい。しかしながら

財源を伴うことから、一気にできないので緊急

性、優先度などを踏まえて優先順位をつけなが

ら対応していくとの答弁がありました。その中

でも、地域の意見合意がなされているのは、綾

織地区や附馬牛地区と伺っておりますが、この

ことについて、その後の経過や進行状況を閉校

になった旧中学校別にお話いただきたいと思い

ます。 

 また、日本全体を見るとき、少子化という中

で廃校としてまだどうにもできない施設が1,00

0校以上あり、あるものをいかに地域の活性化

につなげるか、この廃校に国としても利活用す

るのであれば応援するような制度をつくってほ

しい。全てが基礎自治体である市町村で負担し

ていくことは大変なものがある旨も、市長は答

弁されておりましたが、いずれ廃校跡地の施設

を地域の活性化に利活用し、地域コミュニテ

ィーや交流人口の拠点として財源的なこともあ

ることですが、積極性を持って国に対してどの

ような要請等の行動を起こしているものなのか

も次に伺います。 

 次の、質問項目２点目の放射能除染対策の進

捗状況について伺います。 

 冒頭にも述べましたが、あの東日本大震災か

ら２年６カ月が経過しました。きょうの岩手日

報紙の見出しには、復興の足取り重くと題した

記事が掲載されているように、いまだに復興の

道は遠く感じられております。また、このこと

は同僚議員の多くが取り上げておりますが、ま

すます重要で大変な問題でありますので、質問

をさせていただきます。 

 この遠野市でも、放射能被害はいまだに解決

に至っておらず、汚染牧草や牧草地の除染、そ

して原木生シイタケと放射能汚染対策に追われ、

畜産農家、シイタケ農家に大きな影響が出てい

る現状下にもありますが、農家と行政の連携の

もとで、必死の取り組みが行われているところ

であり、敬意と感謝を申し上げるところであり

ます。 

 その中で秋のシイタケ生産シーズンを前に、

出荷できる体制づくりに向けての検査を行うと

のことであり、出荷制限解除に万全を期してほ

しいものであります。 

 しかしながら、マツタケなどの天然のキノコ

には、依然として出荷制限が解除されていなく、

危惧をしているところであり、万全な対策を講

じていかなくてはならないと強く感じるところ

であります。 

 さて、市内の5,000ヘクタールに及ぶ広大な

面積を有する牧草地の中で、その９割の牧草地

で放射能除染工事が急ピッチで進んでいるよう

ですが、秋を迎えて来年度も継続して行われる

とのことであります。その工事の進捗状況はど

のようになっているものなのか伺いたいと思い

ます。 

 また、除染工事をしていく中で、宮守町内の

寺沢牧場と宮守町以外の4,260ヘクタールの牧

草地は、岩手県での牧草地再生対策事業による

対象地域でありますが、その中には、放射能測

定により対象から除外されている牧草地も点在

しておることから、対象地域を遠野市内全域に

改め、岩手県牧草地再生対策事業として一律の

除染工事を行い、一刻も早い清浄化を図るとと

もに、全ての畜産農家について代替牧草を支給

することが望まれると、岩手県に対して要望活

動行っていただきました。このことは、以前か

ら強く畜産農家からの要望もあり実現したもの

と伺っておりますが、その後要望について岩手
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県からの回答の状況をお示しください。 

 次に、質問項目３点目、進化まちづくり推進

状況についてに入ります。 

 このことについても、さきに多くの同僚議員

から質問があり、重複する点もありますが、重

要課題であり質問させていただきます。 

 我が遠野市では少子化、そして高齢化により

人口減少が急速に進んでおり、そのことに対応

した今後のまちづくりとして、遠野市総合基本

計画を合併時から立ち上げ、現在、後期基本計

画のもと、市民の皆様と一緒に考えようと、第

２次遠野市進化まちづくり検証委員会を設置し、

外部からの視点で地域コミュニティーの検証を

進めてもおります。 

 さきの８月22日には、第２回遠野市進化まち

づくり検証委員会が開催され、遠野市の現状と

将来の庁舎機能のあり方について検証されてお

ります。 

 その中には、遠野市の人口の推移も示されて

おりますが、現在の３万人の人口が10年後には

おおむね5,000人減少し、さらにその10年後に

は約２万人の人口となり、今後20年後には１万

人もの人口減少となり、少子高齢化が進むもの

と思われることが数値化されており、中でも小

友、附馬牛町の人口は20年後には1,000人を割

り込み、900人前半となることが推移されると

のことでありました。 

 これらのことから地域経営計画策定の中で、

市民への十分な説明を行いながら取り組みを進

め、将来にわたり持続可能な地域経営を図るた

め、各地域へのこれまでの財政支援等のあり方

についても見直しし、人、物、金、の一体的な

取り組みを基本的に、仕組みの再構築を行って

いくことで進めておられます。 

 そして、国や県ばかりに頼らず基礎自治体と

してできることに挑戦し続ける遠野スタイルを

掲げておりますが、進化まちづくりと基礎自治

体のかかわりの中で、庁舎機能のあり方を語る

市民懇談会も、全市議会議長であられました河

野氏を座長として計７回の会議を開催して分散

化している各庁舎の検証と新庁舎の整備の必要

性について方向性をまとめられておられます。

大変なる御労苦に対して、敬意と感謝の意を申

し上げます。 

 この提案をもとに今後、遠野スタイルの中で

どのように展開していくものかをお伺いいたし

ます。 

 また、遠野市総合計画での平成23年度から平

成27年度までの後期基本計画まちづくり指標平

成24年度実績概要が報告されました。その中で

は141指標が示されておりますが、平成24年度

実績は達成が80指標、おおむね達成が30指標と、

合わせて110指標がおおむね達成となり、残り

の31指標は未達成となりました。この数値を平

成23年度実績と比較すると８指標が伸び、未達

成は８指標が減少したことになります。平成24

年度の未達成の31指標を見ると、社会情勢や自

然環境の変化、東日本大震災などの影響による

外的要因が13指標、市民等との連携や啓発など

の取り組みが不足したなどの要因による内的要

因による指標が16指標となっています。残り２

指標については目標値設定段階において高い目

標値を設定して目標値に届かずに達成ができな

かった旨が述べられております。 

 内的要因による未達成指標については、参加

者不足によるものが多いので、開催方法の検討、

ＰＲ活動の充実を実施して、市民の参加を促す

必要があることを述べられておりますが、その

中では、みんなで築くふるさと遠野推進事業参

画者数が達成率80.5％も含まれており、そのほ

かにも同じような指標の採点があり、目標率9

0％以上という厳しさが伺われます。 

 一方で外的要因による未達成は、社会情勢や

自然環境の変化そして、東日本大震災と福島第

一原子力発電所の事故による放射能被害の影響

を受けているものがいまだに多く、まだこの状

況は続くものと予想されるとしております。 

 その中には、外的要因として、市長と語ろう

会が０％と開催されていないことが含まれてお

ります。今後においては、より積極的に計画に

沿って行われるべきと考えるところであります

がいかがなものでしょうか。 
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 このまちづくり指標平成24年度実績について

は、９月下旬に遠野市総合計画審議会に報告し

て、遠野市のホームページに掲載、10月３日発

行予定の広報遠野10月号に掲載され、市民に公

表される運びとなっているとのことです。 

 これらのスケジュールの中で、広く市民に講

評を得て、今後の方向性を探るべきと考えます

がいかがなものでしょうか。 

 以上、３項目の質問を行います。よろしくお

願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  菊池巳喜男議員の一般

質問にお答えいたします。 

 ３つに絞ってということであり、11人目なの

で味が落ちてくるという話もありましたけども、

ますます味が濃くなってきたんではないのかな

というようにも思っているところでありまして、

私は、今議会一般質問、３日間に及びました。 

 で、12名の議員の皆様が登壇をし、そしてま

さにこの本会議場でそれぞれの市政課題といっ

たものを浮き彫りにして議論を交すことができ

たということで、大変私はうれしく思っており

ます。こういった中で、議会等の中における意

味の緊張感の中から、さまざまな市政課題を浮

き彫りにし、その中で議会ともども市政課題に

立ち向かっていくということを多くの市民の皆

様は文字どおり期待してるんじゃないのかなと

いうように思っておりますので、私も非常に、

登壇者が多かったということにつきまして、ま

た質問も、確かにいろんな意味で、課題そのも

の、項目そのものは重なった部分はあるわけで

ありますけども、それぞれの議員の持ち味の中

から質問の角度といったものがそれぞれ異なっ

ているという部分につきましては、これは大変

私は大事なことじゃないのかなと改めて思って

いるところでございますので、そのことを一言

申し上げてそれぞれ御答弁を申し上げていきた

いというように思っております。 

 質問の冒頭に、いろんな災害、東日本大震災、

まさにそのとおりであります。きょうは月命日、

きょうもかなりの規模でもって200名以上の規

模でもって警察の皆様が何か手がかりがないか

ということで捜索をしておると。けさの新聞も、

非常に重いという言葉の中で進んでないという

状況も報道されておりました。 

 そういった中で、このゲリラ豪雨といったも

のも被害が多く4,550万、遠野市にとってもそ

れこそ大きな負担を強いる災害が起きたわけで

あります。そういった中で、この９月定例市議

会でもタイミングを失しないような形でという

部分で、予算も提案しているところでございま

すので、あすから始まる決算、そしてまた予算

といったものにつきまして、またいろんな角度

からの議論を活発にしていただきますように心

からお願いを申し上げる次第であります。 

 さて、この中学校跡地問題、まず３月市議定

例会でも答弁をもらっておると、そしてこの旧

学校施設の跡地利用について、それぞれ地区懇

談会も行っているということを踏まえまして、

それぞれ綾織中と附馬牛中学校については、あ

る程度方向性が出たというようには聞いておる

けども、その他のことも含めて、学校ごとに今

の現状について示していただけないかというよ

うな御質問と賜りました。 

 地区懇談会そのものにつきましては、市の政

策会議って申しますか、幹部が集まってのいろ

んな学校ごとに議論を深めながら、おおむねの

方向性を出しまして、その状況については全員

協議会等も通じまして、各議員のほうにはお示

しをし、また御説明もしてあるということなわ

けでありますけども、学校ごとにやっぱり濃淡

があるという部分は否めない事実であります。 

 そういった中で、その後３月定例市議会後、

４月以降でありますけども、地区懇談会ってい

うものを既に開催をいたしておりまして、綾織、

小友、附馬牛、土淵、上郷、全ての地区におき

まして地区懇談会、で、地区の皆様の意見を、

まあアバウトだけどもこのような方向で跡地利

用を考えているというような中における双方向

の場を設けさせていただいております。そして

双方向の中における地区の皆様の意見を聞きな
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がら、どういう活用策といったものについては、

まあ改修工事に向け、所要の予算なども手当し

ているわけでありますけども、やはりどうして

も、どうもイメージが沸かない、まあ本当にそ

ういうものになるのかなという部分については、

まだまだ詰めなきゃならないといったようなも

のにつきましては、内容のさらなる検討、具体

的な形で検討するということ。それからまた、

課題として指摘されたことについては、それは

どうでもいいんだじゃなくして、どうなんだろ

うと、再度また持ち帰りながら検討しようとい

うようなことを、担当部長も含め丁寧にその分

については、地域に入っている対応をしている

ところであります。 

 今、お話ありましたとおり、それは丁寧にや

っている、双方向でやってる。わかったんだけ

ども、じゃあ学校ごとにはどうなんだというこ

とで、ちょっと時間をいただきまして、学校ご

との状況についても、私のほうから申し上げた

いというように思います。 

 まず、１つは綾織中学校であります。これは

もともと学びのプラットホーム構想ということ

で、平成19年、20年ごろからその議論を深めて

おりまして、文科省のほうにも、これは文科省

だ、いやこれは厚労省だとかじゃなくして、現

場という市町村にあっては、これ一体的に利活

用するということが一番大事なんで、それは学

びのプラットホームという中で、一つの市長権

限の中から利活用するっていうような中におけ

る対応というようなことも、文科省に訴えなが

ら進めておりまして、学びのプラットホーム構

想そのものは、子どもから高齢者まで年代、世

代を超えて、そしてこの集う、いわゆる学ぶと

いう中におけるプラットホーム、まあプラット

ホームであればそこに幼稚園児から保育園児か

ら始まって高齢者の方々もいて、それぞれの年

代に応じて学ぶというプラットホーム構想とい

うことで打ち出してありますから、コンセプト

は一つできてあるということで、それに基づい

ての環境整備をしようということで、小学校の

特別教室とそれから児童館、だから地域団体活

動スペースとして、今、言いましたとおり、児

童館、小学校の特別教室、さらには地域団体活

動スペースであれば老人クラブ等も入ってくる

わけでありますから、そのような活動スペース

として活用するっていう中で、これについては

おおむね良と、これはかなり前から議論してい

るとこでありますから、地域からはおおむね良

という形になっておりまして、現在９月末を期

限に実施設計しておりますけども、小学校の特

別教室等について改良するということになって

おります。 

 そして、９日には、きょうは11日ですから、

おとといですか、には、また再度、児童館と地

域団体活動スペースについて配置や使い方の案

を提示しながら地域の皆様と懇談会を実施して

おるということでありまして、一つ一つクリア

してきてるんではないのかなと。それは、学び

のプラットホームという一つの構想の中で一つ

一つ具体化してきているというのが、今、綾織

中学校の現状であります。 

 また、小友中学校であります。菊池巳喜男議

員の地元であります。 

 これにつきましては、地域活性化と文化の伝

承といったようなものを一つのテーマに持ちま

して、青少年教育類似宿泊施設、あるいは産直

加工施設、地域団体活動スペースとして活用す

る案として、案としてはお示しをいたしました。 

 ただ、これはまあこの中におきまして、この

今申し上げました若干、抽象的な言葉でありま

すけれども、１つ具体化になっているのが、い

わゆる産直ともちゃんのプロジェクトに伴う六

次産業化を目指した加工場の整備といったもの

を空き教室を利用してやろうじゃないかという

形で一つ合意ができておりまして、加工グルー

プとの整備方針もまとまりました。設計に入る

段階にあるということで、年度末でありますけ

ども完了を目指したいというように思っていま

す。ただこれは、ちょっとここでいうのはあれ

でありますけど全体を活用するということでは

ないということでありますので、一部をそのよ

うな形で六次産業化を目指したものとしての拠
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点にしようかということで。 

 それからまた、地域団体活動スペースとして

の活用策でありますけども、これはやはり引き

続き、もう少し慎重な検討していかなきゃなら

ない案件ではないかというように私は認識して

おります。 

 まあ暫定的には、老人クラブであるとか郷土

芸能団体であるとか、消防団の方々のスペース

であるとかということについては、これはどう

ぞ利用してくださいということは当然あってい

いと思うんですけども、これもやっぱりそうい

ったものの中から、であればどうすればいいか

というようなことも、この暫定的な活用方法の

中から見出すというか、ヒントを得てくという

ことの一つの経過的な措置として御理解をいた

だければというように思っております。 

 それからこの地域活性化施設部分に当たるっ

ていう部分につきましては、これもいろんな形

でありますけども、実はことし４月に地元に立

ち上がった子育てグループ、これ夢町会と申す

んですかね、夢町会という組織も立ち上がって

おりますので、こういった方々の意見なども聞

きながら、さらに協議を、いわば掘り下げてい

きたいと。掘り下げていくことによって具体的

なイメージが物すごい出てくるんじゃないかな

というように思っております。 

 では続きまして、附馬牛中学校でありますけ

ども、子育て機能の充実と診療所をリニューア

ルといったようなコンセプトの中で、跡地利用

をということで、これも小学校が非常に老朽化

していることもありまして、附馬牛中学校はま

だかなり新しい学校でもあるということを踏ま

えまして、これは附馬牛小の皆様の合意を得た

わけでありまして、この間、附馬牛にお邪魔し

たときは、何も４月じゃなくてもいいんだと、

早く改造してそして途中でもいいからもう子ど

もたちに新しい環境の中で学習できるようなそ

のような場として前倒しでやってほしいという

ような、附馬牛の皆様から切実な声も来ており

ますので、教育員会のほうには、何も年度とい

うことに、こだわらなくて、年度途中でもいい

から新しい環境に移るというようなことも考え

てもいいんじゃないかということは私も意見を

申し上げているところであります。 

 いずれ６月補正で、中学校を小学校にするっ

ていうこの事業につきましては、議決もいただ

いているとこでございますので、年度内に、そ

れも設計も少し早目にし、そしてそれこそ発注

も早目にしながら、早目にっていうよりも前倒

しでそのような環境をつくっていきたいという

ように思っております。 

 そうしますと、いずれ小学校の今度は跡地問

題になってきているわけでありますけども、保

育園とか児童館としての活用については、地元

はまずまずいいんじゃないかというような意見

もいただいているところであります。 

 ただ、診療所のリニューアルということにつ

きましては、もう少し慎重な議論しなきゃなら

ないんじゃないのかな。小友の診療所の問題も

あります。小友の診療所の問題は、やはりいろ

んなことを、経過を考えるとやっぱり一つの結

論を出さなきゃならないだろうと。しかし、附

馬牛の診療所にあっては、まあ道路網がかなり

整備もされてきているわけでありますから、や

はり慎重に附馬牛の診療所については、もう少

し慎重に議論しなきゃならないんじゃないのか

なというように思っておりまして、担当のほう

には、この分についてはもう少し議論を掘り下

げてほしいということを指示しているところで

もあります。 

 いずれ保育園、児童館といったようなものと

も含めながら、さらには附馬牛は非常に、いう

ところのＩターン、Ｕターンの方が非常に多い

という地域でもありますし、ふるさと早池峰学

校といったものもあります。ふるさと村といっ

たような、それこそ遠野ならではのそういった

施設もあるわけでありますから、そういったも

のと有機的な連携をとるっていうようなことに

おける拠点として、再整備するっていうのも一

つ検討してみてはいいんじゃないのかなという

ように思っておりまして、少々時間がもう少し

かかるということになろうかと思っております。 
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 土淵中学校は、実は大分、具体化してきてお

るということにはなっているところであります。

これは土淵という中で地域資源を生かした遠野

の魅力発信といったものを一つのコンセプトに

しながら検討を進めておりまして、おおむね地

区との活用の方向性が一段落したというように

私どもは捉えているところであります。 

 ただ、そうはいいながらも、具体的な利用活

用計画といったものを、もう少しきちんと示さ

なければならない。この中で、内閣府の補助事

業を６月補正に計上しております。これは土淵

の、あそこの地域資源を生かしたプロジェクト

というものに、検討のための財源としていいよ

ということで採択いただいたわけでありますけ

ども、そのような遠野民族学大学院構想、この

民族学大学院構想というのは、ずっと私も主張

してきている一つの構想でありますけども、な

かなかやっぱり現行法の壁の中でうまくいって

ないということもありますけども、この際思い

切って、そのような中においての一つの遠野地

域資源を徹底的に利用した、それらを拠点にす

るということもあっ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、この内閣府の

ほうから採択いただいた1,000万以上の財源で

ありますけども、これは有効に活用してきちん

とした具体的な対応を示したいというように思

っておりますし、そこでまた一つの追い風が来

ておりまして、この追い風というのは、この今

の活用案のテーマにまさに一致するっていう意

味では追い風であったというように捉えており

ますけども、富士ゼロックスグループ、富士ゼ

ロックス株式会社、地域連携による学びの拠点

づくりということで、未来づくりカレッジとい

ったものを、昨年、これは震災で得たきずなで

あるわけですけども、富士ゼロックスグループ

も遠野に拠点に置きまして、さまざまな過程で

の震災支援活動を行いました。 

 富士ゼロックスグループ、まあ国際的に見て

も海外企業も含めますと従業員が約５万人近い

という一つの大きな企業集団でありますから大

変なパワーを持っている。そこで復興支援室と

いう組織も持っているわけでありまして、盛岡

のほうの住友生命ビルのほうに支援室も設けて

やっておるというというそのような会社であり

ますけども、この震災支援活動の中から、遠野

との中におけるコラボをもう少し具体的にして

みたい、それは富士ゼロックスグループとして

も５万人を抱える社員の教育の場として、遠野

も非常にふさわしいんじゃないかというその位

置づけだったわけであります。 

 新採用の職員が250人とも270人ともいわれる

数が毎年入ってくる。その方々を東京のビルの

会議室で研修しても何もならんと。遠野のこの

すばらしい歴史、自然、文化、風土の中で、社

員教育もしてみたい。そしてまたその中で、遠

野の市民との交流の中から、特に高校生といっ

たような世代と新入社員がさまざま意見交換す

ることによって、遠野のまちづくりの一役を買

いたいというような中におけるコラボなわけで

ありますけども、これがかなり具体的に見えて

まいりました。 

 そういった場合において、拠点とする場合に

おいては、この土淵中学校が非常に適地という

か、いい場所にあるというようなことも、富士

ゼロックスの幹部社員の皆様からそのようなお

話もいただいておりますので、何とかそれこそ

官民の中から、これをうまく土淵中学校跡地と

いったものに、それをうまく形にできればなと

いうことで、これは進めているところでもあり

ます。 

 まあ、いずれ、非常にグロバールな企業です

ね、それからもう一つは大学があり、自治体、

この間も東京大学で土淵中学校を活用して２日

間セミナーを行ったということもあるわけであ

りますから、そのようなものを発信力の高い企

業、大学、自治体と、事業展開といったものの

拠点とするということで、この12日にまた再度、

土淵地区に地区懇談会として12日、あすであり

ますね、入りたいというように思っているとこ

ろであります。 

 それから最後、上郷中学校であります。これ

は民間活力と郷土芸能を生かしたコミュニテ
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ィー活動の増進という、そしてＮＰＯ法人等を

している地域コミュニティーセンターあるいは

総合地域スポーツクラブ、そして郷土芸能伝承

館としての活用する案ということで、おおむね

地区としてはこのコンセプトについては異存は

ないと。ただ団体はどういう仕組みをつくるか

ということだということの、今そのような状態

になっております。 

 まだ具体性が乏しいんではないかと。もう少

し具体的に見せてくれないかということになり

まして、広域社団法人青年海外協力協会、ＪＯ

ＣＡですね、ＪＯＣＡといったような組織も大

変な関心を持っておりますから。もともとが上

郷を拠点に活動しているわけでありますからそ

の部分。それからもう一つはことし設立されま

した地域スポーツとカルチャークラブのＮＰＯ

法人オヴェンセという組織も新たに立ち上がっ

ておりますから、そういったところとうまく連

動できないだろうかと。 

 それから、上郷地域は遠野市内にあってもビ

リヤードが大変盛んな地域でありますから、こ

の健康寿命、そしてまた高齢化社会の中にあっ

て、どんな年齢層に応じて、さまざまに楽しめ

るビリヤードのような拠点といったようなのも

いいんではないだろうかというようなところを、

文字どおり、たて糸、よこ糸につなぎ合わせな

がらこの部分を具体化にしていきたいと、具体

的なものとして立ち上げていきたいというよう

に思っておりまして、ただいま、一気呵成に５

つの学校の状況を申し上げたわけでありますけ

ども、その濃淡は御指摘のようにあります。あ

りますけども、着実に一つのイメージのもとに

前に進んでいるというような状況でありますの

で、そういった点でさらなる具体的な議論、そ

して問題点、そしてまたいろんな意味でのアイ

デアといったものは、ぜひぜひ議員各位からも、

議員という立場も当然でありますけども、地域

住民の一人としてもこういったプロジェクトに

ひとつ御支援と御理解と、またいろんな意味で

建設的な御提案といったようなのもいただきた

いわけでありますし、最終的には地元合意と、

地域の方々の合意という面につきましては、菊

池巳喜男議員のみならず、各議員のひとつ御支

援と御理解もいただければということをこの場

でお願いを申し上げたいというように思ってい

る次第であります。 

 そしてそれを一つ具体的な形に進めるとなれ

ば当然のことながら、国や県の特別支援体制と

いうか補助対象といったものを考えられるんじ

ゃないかなということであります。これは考え

なきゃなりませんし、また引っ張り出さなきゃ

ならないかというように思っておりますので、

特に、小友中学校では、菊池巳喜男議員にもこ

れは３月あるいは当初予算の中で、実は総務省

で5,000万円の小友中学校を利活用しながら循

環型のものとして5,000万円用意したぞという

話は総務省からいち早く情報もらったわけであ

ります。 

 遠野市も直接、電話かかってきまして、遠野

市も非常にと思うから手を挙げろということだ

ったんで、まあすぐに手を挙げて動いたという

んですけれども、結局は非常に10分の10の事業

でありましたから、全国の、それこそ今の御質

問でありましたとおり、廃校を抱えてる自治体

が圧倒的に多いわけですよね。殺到したわけで

あります。したがって予想の10倍以上の市町村

が申し出があったということで、結果的につい

た予算が500万円しかつかなかったということ

で、地元の期待をちょっと裏切ることになって

しまったわけでありますけども、早速、総務省

のほうに参りまして、こういう使い勝手のいい

予算こそ、遠野市だけの問題じゃない、全国的

な、地方の全国的な問題なんだと。だからこう

いう使い勝手のいい、我々はただ欲しいといっ

てるんじゃない。真剣に議論して有効な財源と

して活用するからもう少し幅をっていうか、財

源を、額をふやして、そして我々にもっとそう

いった頑張りというような中におけるものとし

て、5,000万って飛びついたら500万しか来なか

ったということじゃなくして、やっぱり対応し

ていただけないかということを申し入れをして

きました。 
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 そうしましたら財務省がなかなかうんと言わ

ないっていう話をしておりましたけども、まあ

何兆円という額の規模のものがどんどん動いて

いるわけでありますね。もちろんその中には震

災復興といったもの、大変なものに対応しなき

ゃならない財源もあるわけでありますけども、

やはりこのような形懸命に頑張っている地方、

それも余儀なくされて廃校っていうことに追い

込まれたというものに対して、もう少し暖かい

手というものと申しますか、財源手当というも

のがあってもいいんじゃないのかなと。我々は

何も１兆円とか２兆円を求めているわけじゃな

いわけであります。5,000万、１億円の中でも

いろいろなことはできるぞということを言って

いるわけでありますから、そのようなことをこ

れからも引き続き訴えてまいりたいと思ってお

ります。 

 土淵中学校には、先ほど申し上げましたとお

り、内閣府の特定地域再生計画事業といったよ

うなものが位置づけられました。それから農水

省にも農村地域力発揮総合対策事業というのが

あります。それから国交省には集落活性化推進

事業などもありますから、まあどうしてもそれ

ぞれたて割りの中で事業ぶら下がっている状況

でありますので、それを素早くキャッチしなが

らタイミングよく、それこそこういった補助事

業の財源の引き出しと申しますか、導入をこれ

からも全力を挙げて対応してまいりたいという

ように考えているところであります。 

 ただ、この部分におきまして、県のほうにも

強く申し入れしてありますけども、国が、今、

市町村と国がという部分の中で、結構このよう

にやり取りがなってるんですけども、国が採択

したんであれば、例えばさっきいったとおり、

総務省5,000万だけでも500万だといったときに、

そういった中で国が採択したとなれば、県もそ

こに少しは上乗せをするっていうような仕組み

をつくれば、市町村っていう現場は、500万だ

ったけれどもそこでまた県が500万上乗せして

くれれば、1,000万円の事業ができるっていう

ことになるわけですよね、だからそのような、

これはかっての国県市町村っていうような中に

おけるかっての３分の１、３分の１、３分の１

っていうことじゃなくて、国がわかったと、採

択すると、10分の10事業だけども採択するけど

も、財源はないから額は少し減らすよといった

ら、そこを今度は県がそこをフォローするとい

うような仕組みもまた大事じゃないかなという

ことを、県のほうにも盛んに申し入れしている

とこでございますけども、これなどはやっぱり

ただ行って申し入れするというわけにはいきま

せんので、まあいろんな統一要望といったよう

な部分の中において、きちんと県のほうにも訴

え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。 

 それから、放射能除染対策についてお話があ

りました。 

 これにつきましては、御質問にありましたと

おり、昨年の３月であります市議会にも特別委

員会が立ち上がって、常に情報を共有しながら

この問題にはまさに両者一体となって取り組ん

でいるということで、私は本当に感謝しなきゃ

ならないかというように思っております。 

 そのような一つの体制が、遠野が一番早く、

除染なりあるいは焼却なりといったようなもの

に取り組むことができたという結果であったわ

けでありますから本当に感謝を申し上げるとこ

ろであります。 

 ただきょうはこの一つの本会議の場でありま

す。その中で、市民の皆様もお聞きになってい

る方もいらっしゃるかというように思っており

ますので、まあ議員各位にすれば、いやそれは

もう既に特別委員会等でも聞いているというこ

とにもなろうかというように思っておりますけ

ども、今のこの厳しい状況の中にあって、これ

までの取り組みと現状といったものにつきまし

て、お時間をいただきながら答弁として情報を

申し上げたいというように思っております。 

 まず一つは、牧草地の放射能除染工事の進捗

状況でありますけども、100ベクレルを超えた

除染対象面積は4,260ヘクタールと、いやこれ

本当に聞いたときは、今でも私は覚えておりま
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すけども、当時の平野復興大臣から携帯で鳴っ

たときに、4,260という話をしたらば、平野復

興相は、ええ、そんなにかっていう話をして、

思わず絶句をしたっていうことを思い出すわけ

でありますけども、まさに4,260ヘクタールと

いうのが遠野の牧場の、除染しなきゃならない

牧場の一つの面積だったわけであります。 

 その中で、公共牧場は５年、農家所有草地っ

ていいますか、草地は３年で除染することを目

標として掲げました。そのうち８月20日現在で

公共牧場は2,216ヘクタールという中で365ヘク

タール、率にいたしますと16.5％っていう中で

工事が完了しております。今年度末までには、

さらに460ヘクタールということで21％の完了

を目標といたしております。それから残りの1,

750ヘクタール、今の数字は2,210ヘクタール、

公共牧場がですね、2,210ヘクタール。残りの1,

750ヘクタールはと、およそこのうち1,390ヘク

タールについては、実は林間地や林であったり、

あるいは急傾斜地であったり、岩石が非常に多

いというような状態になりまして、非常にこの

施工が難しい場所ということになっております。

これは議員各位も御案内のとおりだというよう

に思っておりますけども、なっております。し

たがいましてこの中で来年度施工可能な360ヘ

クタールほどについて除染を進めたいという一

つの位置づけをしております。 

 やっぱりこの林間地や急傾斜地、あるいは岩

石等が散在しているとこについては、正直なと

ころ難しい作業を強いられているっていうこと

でありますので、これはまた理解をいただける

んじゃないのかなと思っておりまして、そのよ

うな形で。 

 そしてなお、工事がさらには困難な草地もあ

るわけでありますから、これが今1,390ヘク

タールと見込んでおりますけども、これらにつ

いては、やはり県のほうと早急に協議をしなが

らこの対応についても検討をしていかなきゃな

らないんじゃないかなということでそのような

現状にあります。 

 それからこの公共牧場はそのような状態であ

りますけども、農家所有草地についてでありま

すけども、除染申請面積が1,600ヘクタール、

そのうち昨年から進めてます自力施工、まさに

農家の皆さんの御協力いただきながらしている

わけでありますけども、昨年からの分と本年度

の工事を加え、この８月20日現在でありますけ

ども515ヘクタールでもって進捗率は32％とい

う数字になっております。これからさらに270

ヘクタールほどの工事を行い785ヘクタール、4

9％、まず半分ほどは今年度中に完了するとい

う計画にいたしております。 

 ことしは御案内のとおり長雨がありました。

天候不順、その中で工事そのものにおくれが出

ているという現状でもありますし、この畜産セ

ンター内に設置しております農業公社の現地駐

在員の職員と農家等、さまざまな交渉を行いな

がら、まさに総合力でこの問題に懸命に取り組

んでいるということでございますので御理解を

いただければと思っております。 

 それから原木栽培シイタケに取り組み状況な

り除染の進捗状況でございますけども、これは、

乾燥シイタケ5.7トンでありますけども、集中

保管しておりまして流通規制に対応したと、流

通させないと。それから使用不可となった10万

本のホダ木は、これはチップ化処理を行ったと

いうことであります。そして、ホダ場の除染作

業を行わなきゃならないということで、新たに

この、そしてまたもう一つ出てきたわけであり

ます。ことしのホダ木の放射線物質の検査の結

果、新たに２万本のホダ木が指標値50ベクレル、

まあキログラムでありますけども、これ以降こ

うやって使用不可となったということで、昨年

度同様、市において集中チップ化を行わなけれ

ばならないというような状態にもなっておると

ころであります。 

 いずれ生産者の皆さんの協力を得ながら、早

期にこの流通規制解除を目指すような形での対

策はとっていきたいというように思っておりま

す。 

 それからお話がありました牧草利用自粛地域

を遠野市の全域にということで、遠野の中にグ
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レーもあれば、グレーの中に白いところもある

というまだら状態になっている。これは大きな

課題でありまして、私も十分その状況は認識し

ておらなかったんですけども、これは大変なこ

とだ、いうところの300ベクレルから100ベクレ

ルというところに基準値が改めたとこに、この

許容値以上の利用自粛牧草地が一挙にふえたわ

けですね、300から100になったことによりまし

て。 

 そしてこの目に見えない放射性物質の性質も

ありまして風評被害対策として、遠野市は許容

値以下の牧草地についても除染を行うという方

針を決定をしたわけであります。そして除染の

優先順位は、許容値以上の草地からであると。

先ほど申しましたように５年後には全てのって

いう中における目標を持つと。 

 その後、岩手型牧草地再生対策事業というの

を県が打ち出したと。その中で２分の１ずつ負

担をするという中で、今、作業を行っているわ

けであります。そしてこれは、この部分の中で、

サンプリング調査をしたという中にあって、寺

沢地域を除く、旧宮守地区の２つが、この利用

自粛地域として指定された中で併存していると。

いうなれば白と黒が一緒になった状況になった

わけであります。 

 そこで、いろんな課題が、農家の皆さんは出

てきたということで、この数字の目標はあるも

のの、この旧遠野市、いわゆるグレーになった

ところに、白い農家が、27農家ほど散在してい

る状況だと。逆に旧宮守地区には、いわゆる白

になった地域にも個別検査によると、黒という

か基準値を超えているっていうようなところも

あったというような非常に複雑な様相になって

る。したがってこれは、いうなれば黒になった

り白になったりということがあってはならない

んだと。おかしいんだと。やっぱりこれは私も

おかしいと思うんです。説明聞いておかしいと

思っているということで、先ほど質問がありま

したとおり、去る７月10日、そして同16日に議

長にも出ていただきました。地元選出の工藤県

議にも立ち合っていただいて、特別委員会のほ

うを代表いたしまして、多田委員長にも、荒川

副委員長にも同行を願って、県のほうに強く働

きかけたと。私はちょっと都合があって副市長

に出向いてもらったということであったわけで

ありますけども、結果につきましては、寺沢周

辺を除く旧宮守地区を利用自粛地域と、まあい

うとこの黒ですね、ということにすることはで

きないという回答をいただいております。 

 いや、おかしいんじゃないかと、そしてまた

一方において、旧遠野市地域にあって、これは

全農家が自粛対象と改めるかどうかについては、

グレーのとこに白があるということについては、

合理的資料をもって遠野農林振興センターと協

議の上、県庁に上げてほしいということになっ

ておりまして、今、この分におきまして、この

遠野農林振興センターとこの分についてはどの

ような形で除染を実施するか、その手法につい

て検討を進めているという状況でありますので、

これはちょっと理不尽なところもあるし、理解

できないところもあるわけでありますけども、

やっぱりそれこそ冷静になってこの分について

はということで、議会と我々市と、それから関

係者が一体となってこの問題に向かっているん

だということは強く訴えることができたんじゃ

ないかなというように思っておりますので、ま

あそういった現状にあるっていうことを御理解

いただきたいというように思っております。 

 繰り返しになりますけども、やっぱり地形的

なあるいは天候の問題、さらには今、がんが多

かったりというような問題の中で、いろいろぶ

つかりながら、でも着実に前には進んでいると

いう状況でありますのでよろしく御理解をいた

だきたいと思っております。 

 それから３つ目、進化まちづくりの進捗、推

進状況についてということで、これも非常に大

事な課題であります。遠野スタイルのまちづく

りって一体、何なんだと、５つの大綱といった

ものを示しているけども一体どうなってるんだ

と。そしてまた、今後の方向性、そしてまちづ

くり指標の中には、市長と語る会などはゼロだ

ぞという話も指摘をいただいたわけであります。 
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 確かに開催といったものについては、市長と

語ろう会という形での看板を掲げて地域に出な

かったというのは24年度でありますから、そう

いった意味においては数字上はゼロになったと。

じゃあ何もしてないかっていうなれば、何もし

てないわけじゃなく、さまざまないろんな手法

で地域のほうに出向いて、地域の皆さんの、市

民の皆さんの声は常に聞いておるということで、

ただこれは語ろう会というものはしなかったん

ではないかという意味においては、そのとおり

だということになるわけでありますけども、そ

のような実績数値の中には、まちづくり指標の

中にはそのようなものがいろいろあると。 

 この問題につきましては、この一般質問の中

におきまして、瀧澤議員からもこの遠野スタイ

ルによるまちづくり、あるいは佐々木大三郎議

員からも、この進化まちづくりという中におい

てもいろんなお話もいただいております。 

 したがってその中で、人口減少これは申し上

げましたけど、昭和35年がピークで、５万人台、

５万811人という人口を数えておったという中

で、それから徐々にというよりも、減少し続け

ているということになるわけであります。 

 もちろんその中においては、少子化、高齢化

といったようなものもある。 

 高齢化の進展も非常に大きい課題である。そ

れに伴って交通弱者、災害弱者といった方々も

ふえてきている。 

 特にこの交通弱者という方々にあっては、病

院、受診、あるいは買い物にも支障を来たして

いるという状況にもあるわけであります。そう

いった中で、この予約乗合バス、デマンドいっ

たようなもの、あるいはケーブルテレビも使っ

てという中における情報通信、それから、この

は８割が加入する遠野テレビを使っての医療福

祉の分野における課題、あるいは将来発生する

ようなこの弱みを的確に把握しながら、これま

で以上に県や国に頼るというおねだりではなく

して、懸命に頑張って、その一つの汗してる姿

を見せれば、黙ってても県や国も応援してくれ

るぞと、まさにひがむな、ぼやくな、ひるむな

というのは、そこに私はあるというように思っ

ておりまして、１つの例などは、これは私なり

の受けとめ方でありますけども、本庁舎の再建

をどうしようかと。年間１億円ずつため込んだ

としても、10億になるのは10年かかるなと。10

億円ぐらいの基金がなければ庁舎問題には手を

つけられないなと、じゃあここは仕方がないな

という中で我慢しようかというように思っとっ

たわけでありますけども、総務省のほうから手

当をしたぞと、だからうまくやれば10分の10の

財源の中で庁舎再建も可能になるという仕組み

をつくったから、まあ市長頑張ってみろと、早

く庁舎の問題にも少し踏み込めっていうような

形で、逆に声をかけられたんです。そのときに

佐藤さんっていう財政局長ですけども、あんた

はいつ来ても庁舎の問題、一言も話したことな

いなっていう話の中で、そういうようなやり取

りがあったと。これは私は一つの遠野スタイル

だというように思っているわけであります。 

 ないものの中で、おねだり、ちょうだいじゃ

ないと。３万市民と、そしてまた我々と議会が

心を一つにしながら、いい意味での緊張感を持

ちながら、その中で合意形成をしたければ向か

っていくと、そして努力をすると。そうすれば

県や国も黙ってないっていうのが私の一つの遠

野スタイルとして合っているんじゃないのかな

というように、まあいつもそのように自分にも

みずからにも言い聞かせているということであ

ります。 

 この遠野らしさ、遠野ならではというものに

徹底的にこだわる。少ない予算でも知恵と工夫

といったものをそこに見出す。そしてまた市民

と行政が一体となりながら、ひとつ目指すもの

にみんなで向かっていくというのが、私は遠野

スタイルだというように理解をしているところ

でもあるし、そのように受けとめているところ

でもあります。 

 そしてこの部分におきまして、地域づくり推

進事業、約1,500名ほどでありますけども、こ

の2,000名以上の方が、市民共同事業にも参画

していただいておりますし、遠野遺産認定制度
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にも本当に市民の皆様がさまざまな課題に取り

組んでいただいて、「ねっと・ゆりかご」って

いう中においても、産婦人科がいなくてどうな

ってんだというような声よりも、こういった中

で仕方がない、仕方がないっていう意味におい

てはやむを得ない部分の中において、こういう

仕組みにも理解をしていただいているというこ

とに私は市民の皆さんが理解していただいてい

るというものの中で、向かうべき一つの目標が

その中に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。 

 ５つの大綱のこの達成状況につきまして141

において110指標、78％、これは再三この言葉

は申し上げてきております。 

 先ほど言いましたとおり、その中にあっては、

内的外的要因もあるんじゃないかと、市長と語

ろう会もゼロだぞという話もいただいたわけで

ありますけども、これはここでくどくどと申し

上げても言いわけになりますから、語ろう会と

してはやらなかったけども、語ろう会的なもの

はかなりやっているということの中で、若干言

いわけになろうかと、しかしそれを言いわけす

るわけにはいかない。語ろう会はやらなかった

んじゃないけど、やっぱり結果はそれこそ素直

に受けとめなきゃならない。したがってゼロで

あってもこれはやむを得ないってことはそうい

う数字になるってことは正直に認めなければな

らないというように私は思っております。 

 その中で、この大綱別で見てみますと、１項

目の自然を愛し共生するまちづくりは82％、す

みやかに人が輝くまちづくりは71％、活力を創

意でで築くまちづくり72％、そして、ふるさと

の文化を育むまちづくりは87％、みんなで支え

考えるまちづくりというのが81％と、おおむね

達成という結果になっておりまして、私は自己

採点でありますけども、平均的には高い達成率

というものに私はつながったんではないかなと

いうように承知しております。 

 ただこの分におきましては、ただいまいろい

ろ申し上げてまいりましたけども、この災害の

問題、それから福島第一原発の問題、そのよう

なものが一つ影響しながら、なかなか達成でき

なかったという部分、その中には数字がある。

ただそれをいつまでも言いわけにするわけには

いかない。やっぱり厳しくそこを見詰めないと、

なぜなのかということを、今議会でもさまざま

な形で議員からも指摘をしていただいておりま

すけども、謙虚に分析しながら、さらにこの遠

野スタイルのまちづくりといったものの中にお

ける進化し続けるという、そのような地域経営

といったものにも取り組んでいかなきゃならな

いかと改めて決意いたしているところでござい

ますので、それをもって答弁とさせていただき

ます。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後２時28分 休憩   

────────────────── 

   午後２時38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。 

 ６番菊池巳喜男君。 

   〔６番菊池巳喜男君登壇〕 

○６番（菊池巳喜男君）  それでは、再質問を

させていただきます。ちょっとお昼後というこ

とで、眠くなって方も見受けられますけども、

ひとつ真を持って皆さんとともにやっていきた

いということでございますのでよろしくお願い

をいたします。 

 先ほど、中学校の跡地利用の中で、旧中学校

別に市長が丁寧に説明をいただきました。本当

にありがとうございました。 

 そして、地区懇談会におかれましても、綾織

が今度９日に行われ、そして土淵におかれまし

ても、12日に懇談会が行われるということで、

活発な地区の方向性を見出していただいている

のかなと私なりに思うところでございますので、

今後ともよろしくお願いをいたします。 

 また、牧草地の放射能に関しましても、いろ

いろな形ではございますが、雨が降ったりいろ

いろ大変でございますけども、公共牧場、そし

て農家それぞれ賢明なる除染工事が行われてい

るということでございまして、本当に敬意を表
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するところでございます。ただ、グレー部分に

関しましては、先ほども申しましたけども、遠

野振興センターですか、農林センター等協議を

ということでございますけども、何とか農家を

すくっていただけるような方策を、さらなる要

望を強くしていただきたいと思います。 

 それでは、私、２回目の質問ということで、

中学校跡地の活用策に関しまして、若干、私の

思いを込めながら、地元の中学校跡地の問題を

質問させていただきます。 

 いろいろ先ほどの説明では、地域の活性化と

文化継承という形で産直ともちゃんがあのよう

な形で一部利用を計画、そしておおむね年度内

に完了予定だということを話されましたけども、

全体的ではないと、一部であるということでご

ざいますので、まあそのほかに関しては慎重に

今後いきたいということでございますけども、

まあ、ずっと前でしたけども、新聞にも報道が

なされたとおり、小友は青少年類似宿泊施設の

構想を打ち出してるということで、当時の教育

部長の飛内さんからも、きちんと説明も受けた

次第でございますけども、まあこの構想を具体

的なものをということで、地元では結構その計

画にちょっと希望を持って、地元のことだけじ

ゃなくて、やはりほかからのものを入れること

によって活性化するんじゃないかという希望が

あるということをお伝えしておきます。 

 そして、議員の懇談会が春に行われまして、

もう既に議員の方、皆さんも承知でございます

けども、その中で小友中学校は閉校となったと

いうことで、意見が出た中ではやはり学校がな

ければ寂しい、跡地利用計画はどうなっている

のか、お金がかかるかもしれないが地域のため

に活用したい、地元負担が少ないようにお願い

をしたい。議員の皆さんにも市に働きかけをお

願いしたい、小友町全体で利用できることを考

えてもらいたいという意見が提言されておりま

す。 

 これら地元の寂しさと市に対して大いに期待

ということで意見が出たものと伺ってるところ

でございます。 

 そこでこれはちょっと大胆な意見でございま

すけども、そういう青少年類似宿泊施設の構想

に関しまして、全国に大学が相当数ございます。

700、800という大学があるということでござい

ますけども、ぜひそういう形で、市長の、本田

市長の命で少しラブコールを送っていただける

ことがいいのではないのかなと、まあ単純な発

想でございますけども。 

 そして、そのほかに、広報９月分にはホップ

の特集がなされておりましたけども、まさに平

成19年からＴＫプロジェクトということでキリ

ンビールと遠野市はきずなを深めているわけで

ございますので、そういう遠野に関連するよう

な企業にも声かけをして、土淵のような、まあ

富士ゼロックスさんの、学びの道カレッジとい

うような形も非常にいい形で進んでいるのじゃ

ないかなと私も思いますので、その辺も、ちょ

っとあわせながらですね、市民の声、地域の声

をお聞きしながら進めてもらいたいと思いまし

て、その辺を、一概にお答えはできないかもし

れませんけどもよろしくその辺を、考えを少し

でもお聞かせ願いながら質問とさせていただき

ます。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この小友中学校の跡地

ということで、先ほどそれぞれ５つの学校の様

子を申し上げました。 

 綾織中学校は９日、20名の地区懇談会を行っ

たと。この12日は土淵中学校の利活用について

も地域の方々と意見交換をすると。議会のほう

で、今御質問がありましたとおり、市民との懇

談会、春の懇談会でただいま申し上げたような

意見が出たということで、当局のほうにも、そ

の結果については、議会事務局から送付になっ

ておりますので、その答えをまた差し上げてい

るわけでありますけども、そのような厳しい、

寂しいと、どうにかしてくれと、市のほうで何

とかならんのかなという地元の皆様の切実な声

があるということは私も十分承知しております。 

 先般、小友祭りのときも小友のほうに出かけ
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たわけでありますけども、その直会の席上でも

地域住民の方々から、市長一体どうなってんだ

という話も入れ変わり立ちかわりありましたの

で、私も直接聞いてきているところであります。 

 御提案のあったもっと大学のほうに積極的に

売り込んだらどうかというのも一つの選択肢、

あるいは富士ゼロックスのような話もあるんで

あれば、キリンビールとの話なども可能性はど

うなんだろうというのは、私はいずれも可能性

としてはやっぱり考えてみるべき１つの、何と

申しますか、働きかけとすればあってもいいん

じゃないのかなと。 

 特に大学の場合は、少子化っていうことに伴

いまして、学生をいかに優秀だっていうのも変

ですけども、まあ、いい学生を確保するかって

いうことが大学の生き残りにもなっているんで

すね。そしてまた企業もそうですけども、大学

も社会貢献というような中における役割の中で、

大学の存在感、あるいは企業の存在感というも

のを出そうと、一生懸命、今、なってるのが今

の一つの流れなわけであります。 

 大学も、そのような社会貢献、地域貢献とい

うような中で対応することによって、大学その

ものの存在感を受験生のみならず、父兄のほう

にも強くアプローチすると。ああそういえばこ

こなのかと、一生懸命地域貢献もする、学生さ

んたちもどんどんボランティアに入っているの

かというところが、非常にある意味においては

売りになっているというような状況でありまし

て、今般の震災にあっても、東京大学はじめ、

あるいは関西大学も、あるいは神奈川大学も、

あるいは立命館大学、さらには法政大学といっ

たような学校がどんどん遠野を拠点にしながら

活躍していったと。 

 で、法政大学の岡崎さんという現代福祉学部

の学部長さんでありますけども、遠野を非常に

いいフィールドだと、中で学生を鍛えやすい場

所だということで、岡崎ゼミの、この何と申し

ますか、遠野を拠点とした研修は単位になって

いるわけです。単位取得につながるということ

になっているわけでありますから、そのような

形で地域とのかかわりを、もうとにかく強めよ

うという動きが、大学の生き残りというような

ものの中から動きが出てきておりますので、今、

御提案があったようなのも一つの考え方、ある

いは２つ目の、企業とどうコラボするかという

のも考え方としてあっていいかと思っておりま

すので、その辺も御提案のあったということも

含めながら、はっきりいえば、あらゆる可能性

を追求してみるということで、私も先頭に立っ

て対応していきたいというように思っておりま

すので、御理解いただければというように思っ

ております。 

○６番（菊池巳喜男君）  ありがとうございま

した。これで終わります。 

○議長（新田勝見君）  次に進みます。 

 ３番多田勉君。 

   〔３番多田勉君登壇〕 

○３番（多田勉君）  今定例会の一般質問の最

終ランナー、12番目の多田勉でございます。11

番目に登壇した同僚議員は、鮮度も味もおりた

というような話でございましたが、12番目はも

っとおりてるかもしれません。そういうことで

最後ではございますが、質問をさせていただき

ます。 

 先般、遠野市が新遠野市として８回目を数え

る慰霊祭が戦没者追悼平和祈念式が厳かに開催

をされました。大戦からの68年という経過の中

で行われたわけでございますが、今もいやされ

ない遺族の心の傷というものに、非常に私ども

も悲しみを感じたところでございます。そうい

った中で、1,833名の御霊に心から御冥福と一

輪の菊の花に託してささげてまいりました。献

花の後に行われました亡き夫をしのんで、そし

て、戦死した父、遺書という追憶がお二人の遺

族から御紹介をいただきました。なぜか私も祭

壇がかすんで見えるような状況でございました。

出席した方々の中にもそれぞれの戦没者に対す

る思いに涙したのではないかなというふうに思

います。改めて戦没者の御霊に哀悼の誠をささ

げるとともに、今後も御遺族の心の支えとなる

戦没者追悼平和祈念式であることを願うととも
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に、戦争の悲惨さや平和の尊さを忘れず、後世

に続けていただけるような式であってほしいな

というふうに願うものであります。 

 それでは通告に従いまして、今回初めて一問

一答方式により質問をさせていただきます。 

 大項目３点でございますが、まず最初に、猿

ヶ石川の環境悪化に伴う再生についてでござい

ます。 

 御承知のことでございますが、岩手県の河川

管理である猿ヶ石川の状況は、年々悪化をたど

っている現実でございまして、最上流に位置す

る遠野としてどのようにこの様子を捉え、今後、

市政の中で対策を講じようとしてるのか。今回

は市長に、強い姿勢で再生に望むべき決意があ

るのかどうかその思いを伺ってみたいと思いま

す。 

 私は再三にわたって河川環境の悪化について

は質問をしてまいりました。今までの質問の中

は保全保護というような言葉でもって私は質問

してまいりましたけども、それはもう限界に来

ていると。保全保護ももう既に限界を過ぎてい

るのではないかなというふうな危機感の中から、

今回はそれを再生するという意味で、私は質問

をさせていただくものであります。 

 市長は、このような状況、現状を十分把握さ

れ、永遠のふるさと遠野の現風景を未来に引き

継ごうとしてると思いますけれども、どのよう

にこの問題を捉え、猿ヶ石川の再生対策に挑も

うとしているのか。遠野市の貴重な財産を守ら

なければならない立場として市長の決意をお伺

いいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  多田勉議員の一般質問

にお答えいたします。一問一答方式ということ

での議論であるわけでありますけども、冒頭、

この平和の尊さ、戦没者慰霊祭と平和祈念式と

いったもの、これはきちんと位置づけて、平和

の尊さ、戦争の悲惨さといったものを次の世代

にもということは私も全く同感でありまして、

今般行われた中におきましても、御質問にあり

ましたけども、もう半世紀以上前、68年という

時代の流れの中で、見たことないと言えば変な

あれでございますけども、親からの、父からの

手紙が読まれたり、あるいは亡き夫の手紙が読

まれたりという中で、この六十数年という時間

の経過というものを忘れさせてしまう切実なも

のがあったわけであります。それだけ平和の尊

さ、あるいは戦争の悲惨さというものが、一気

にこの六十年、半世紀以上の時間を縮めてしま

うというところに、その尊さと悲惨さが私はあ

るんではないのかなと改めて私も思ったところ

でありますので、遠野としてこういったものを

きちんと継承し、次の世代にもちゃんと伝えて

いくという活動は、極めて大事なことだという

ように改めて私も思ってるところであります。 

 さて、御質問の第１問でありますけど、猿ヶ

石川の現状悪化、それに伴ってどのような決意

を持ってという形でいるのか、それをまず示し

てくれないかということであります。 

 この里山という言葉はよく使われております。

遠野のこの優しい山並みといったものは、まさ

に遠野らしいということで、非常に優しい山で

すねっていう話はよく観光客の方、あるいは遠

野から訪れる方々からよく聞きますけども、最

近はもう一つそこに加わっているのは、里川と

いう言葉であります。 

 このほぼ道路と、人々が歩く道路と川、水面

が並行であれしてると。そして小宇宙と言われ

て、そのような表現をされているわけでありま

すが、遠野盆地、その中でこの猿ヶ石川を中心

に、その支流があり、それがいずれ里川として

の、非常に日本でもいわば珍しくなった一つの

景観を生み出しているということがよく言われ

ているわけでありますから、これもやはり遠野

らしさ、遠野ならではという言葉の中であれば、

里山としての山も守っていかなきゃならない。

そしてまたこれは一つの山という、そして川と

いうものがこれ、つきものなわけでありますか

ら、この、里、川といったものも遠野として大

事にしていかなきゃならないというような中で、

私はこの里山、里川といったような一つのこの
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キーワードを大事にした一つの景観づくりであ

り、地域づくりといったものにも、一つの大き

な市政課題の柱として、単なる改修ではない、

抜本的にどのような形での事業としてこの川を

よみがえらせるかということは、山をどのよう

にして手入れしていくかということともつなが

ってくるわけでありますから、里山、里川とし

て、特に今のこの猿ヶ石川、遠野の分水嶺は全

て市町村、市境になっているわけでありますか

ら、遠野に降った雨は猿ヶ石川に全て流れ込ん

でくるというような地勢的な一つの特徴も持っ

ているとこなわけでありますから、やっぱりこ

の川も大事な大事な地域資源として守り抜く、

そしてまたその守り抜くだけじゃなくして、や

っぱりよみがえらせるというような中における

プロジェクトとして明確に位置づけた対応をし

てまいりたいと、そのような決意にいるとこで

あります。 

○議長（新田勝見君）  ３番多田勉君。 

   〔３番多田勉君登壇〕 

○３番（多田勉君）  ここで、２つの例を御紹

介をさせていただきますが、徳島県の徳島の例

であります。徳島市では、川から広がるまちづ

くりとして「心おどる」そして「水の都」、そ

して「とくしま」を目指したという河川文化を

語る会が催しされました。その中で私が非常に、

遠野もこれではまずいなと強く思いを起こした

のが、その中で、魚が住めない川となったとい

う小学生の取り上げた言葉でありまして、小学

生が写生大会をしたんだそうですが、私たちの

幼少のころは、写生大会となれば川は水色で色

を塗りました。ただし今のその小学生が写生大

会をしたところ、川の色が真っ黒に塗り潰され

ていたという事例が紹介されております。 

 これは、川沿いはハード事業で整備はされて

おりますけれども、その事業をされる我々は、

その川の中をしっかりと見ていなかったという

のが結論であります。それを、守ろうとするの

ではなくて、それをもう一度よみがえらせたい

というその思いから出た言葉が、石の上に３年、

川の上に10年という精神で河川の環境再生に取

り組んでいると。まさに本当にこれは当市の猿

ヶ石川に言えることであります。 

 ですから私は、今までの取り組みが悪かった

ということだけではございません。しかしそれ

を、川ゆえに、水に流すということは、私は頭

には毛頭ございません。ですから、そういった

状況を猿ヶ石川にかぶせて考えると、今質問し

たような形になるわけです。 

 もう１点、愛知県の例でございます。ここで

も川が死んだという一つの言葉であります。昭

和24年にここでは漁協が設立されておりまして、

その解散の危機に立たされているという問題で

あります。 

 昭和62年に釣客が年間7,000人あった太公望

が、2002年に釣客が、まあ、アユに例えれば、

アユに限ってですが、アユの釣客が全くゼロに

なったと。ことしの猿ヶ石川とすっかり同じ状

況であります。これは、徳島県や愛知県の自治

体が抱えているんだというふうな見方では済ま

されない我が遠野市の課題でもあると私は強く

認識をしているものでありまして、このことに

ついて、川に小石がなくなって、魚が食べる餌

も、生物も住めず、全ての魚がいなくなったと、

このような全国各地での取り組みの経緯から、

国では生態系の健全性を回復するために2001年、

10年以上前ですが、自然再生型の公共事業を推

進する必要があると、そのような提言をおきま

して、翌2002年に自然再生推進法が制定されて

おります。このことを踏まえて遠野市として政

策をもってそれに立ち向かうというような考え

を持てないかどうか、市長の今の見解を伺いた

いと思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  徳島の例やら、あるい

は愛知県の例も出し、アユのあれが激減してい

るという中で、遠野市も同じような状況である

ぞと、猿ヶ石川もそんな状況になっているぞと

いう指摘だったと思います。この現状につきま

しても、私も今そのような状況にあるんではな

いかなということは、それこそ一つの現実とし
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て認めたいと、認めなければならない。 

 したがってこの自然再生法という中で、一時

本当にさまざまな形で国も手だてをしている。

だから私はどうなんだという話があったんです

けど、例えば国土強靭化法といったようなもの

がっていう中であります。一部においてはそれ

はまた先祖返りするのか、公共事業のばらまき

するのかというような声もあるわけであります

けども、決してそうではないと。社会資本とし

てのいろんな社会インフラとしての、例えば上

下水道であるとか、そのような生活の安心安全

のために、高度成長の中で整備してきたものが

時間の経過とともに老朽化してきている、それ

をメンテをするんだと、そのための公共事業な

んだという捉え方は当然しなきゃならないし、

それを丁寧に説明することによって、やっぱり

良好な生活環境、そしてまた自然環境も含めて

守られるということになるわけでありますから、

ただいまのこの河川問題などもそのような位置

づけの中から、単なる改良する、だから公共事

業ということじゃなくして、やっぱり魚が住ん

で、まあ多田議員も私も同じ、同じ世代といえ

ばちょっと失礼かもしれませんけども、よく川

遊びって言ったんですよね、プールに行くんじ

ゃなくて、川に行って遊ぶといった中で、いろ

んな形で水浴びをするという中で川と戯れてい

たという時代は、我々世代は今持っているわけ

でありますから、その我々このそのよき時代の

といえばちょっとあれですけども、そういった

ことをきちんとまだインプットされている、鮮

明な印象としてまた思い出として残っていると

いうんであれば、それはやっぱり次の世代もと

いう中で、やはりこの一つの公共事業という位

置づけの中で、河川改良あるいはさまざまなよ

みがえらせるというような、里川をよみがえら

せるというようなプロジェクト、そしてそれは

文字どおり日本のふるさと、あるいは日本とい

うものであれば、地方の農村景観といったもの

が本当に大事だと。オリンピックが来る、外国

からどんどん来るといったときに、荒れ果てた

農村風景を見せてですね、これが日本でありま

すよといったことは言えないわけですよね。 

 したがってそのような、国際的リニアコライ

ダーだってそうなわけであります。単なる岩盤

があるというだけじゃなくして、世界各国から

来る科学者、その家族といったものに、日本の

文化を、そしてまた地方のしたたかさと、まさ

にこれが日本だというようなものを、日本のふ

るさと遠野を標榜するんであれば、やはりその

ような環境をきちんと守る、そしてまたそうい

ったものを次の世代につないでいくということ

は何度も申し上げておりますけども、極めて大

事な一つのプロジェクトだというように受けと

めて、承知しているとこでございますので、国

へ積極的に働きかけ、そしていうところの、ど

うしてもよみがえらせる、再生するといっても

実際はお金が必要とするわけでありますから、

そのような財源といったものもきちんときめ細

かく、国土強靭化というのは、ただただコンク

リートのあれをどんどんつくるんじゃない。や

っぱりそういった中において、優しいひとつの

河川環境の中から、まあいうところの、山が荒

れてなければあれだけ一気に増水もしないんだ

という話もあるわけであります。 

 先般の８月９日の日のゲリラ豪雨のときの御

所ダムの惨状は本当にすさまじいものでありま

した。あれはあれだけの山が荒れてるって一つ

のあかしででもあったわけでありますから、そ

れは人ごとじゃないという中における取り組み

もしてきたいというように思っております。 

○議長（新田勝見君）  ３番多田勉君。 

   〔３番多田勉君登壇〕 

○３番（多田勉君）  市長の言葉には取り組み

たいというふうなお言葉もありました。ただ現

実としては、私、遠野市には上猿ヶ石漁協があ

ります。その中で、ここの組合の変化を見ます

と、大変な状況に進んでいるというふうに言わ

ざるを得ません。 

 平成16年に529人の組合員がおったわけでご

ざいますが、25年には252名に激減をしており

ます。そういったことが影響をして、放流数も

16年にアユが1,100キロを放流できたものが、2
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5年には400キロ、総体で、いろんな種類の魚を

含めると1,850キロから800キロに減ってるわけ

です。これは、イコール財源の伴わない状況に

陥っているということでありまして、先ほど話

しましたが、ことしの猿ヶ石川には、さおを垂

れた人が私の聞いたところで、１名か２名しか

見てないという状況であります。 

 そういった状況で、漁協の組織としては利益

がないわけですから、来年の種アユの購入費用

もおのずと減っていくわけです。どんどんこの

まま進めば、本当に猿ヶ石川は河床が砂でびっ

ちり固まり、本当に、夏休みでしたが、小学校

の子どもが川に行きました。宿題で何か自由研

究課題ということで川に行ったそうです。とこ

ろがメダカの一匹も見つけれなかったと。その

ような川しか知らない子どもが今、遠野市内に

もいっぱいいるわけですよ。 

 先ほど市長との年代の話もありましたが、そ

ういう環境は、私は、子どもが遠野市内の子ど

もが我々の年代になったときに、遠野の川は単

なる排水路に過ぎなくなってしまう。そういう

私は、永遠のふるさとの遠野は、残したくない、

つくりたくないと、私は願うものなんです。 

 そういった状況の中で、その上猿ヶ石川漁協

の話をしましたが、このことについてはやっぱ

り観光行政のほうにも直結することであります

ので、私はこのことについては、さきに市長が

23年に、花巻遠野流域協議会を、猿ヶ石川ビジ

ョン策定ということで取り組んでいるというお

話をいただいたことがありますし、県内広域振

興局では、猿ヶ石川流域の魚類等生息調査を平

成24年９月から実施したということでございま

すけれども、その結果を私は市民にも公表いた

だき、そしていろんな角度から組織から含めて、

それらの対応に私は一丸となって取り組むべき

じゃないかなとそういう思いをするものであり

ますので、ぜひ猿ヶ石川の上流にある、先ほど

冒頭にも申し上げましたが、遠野市の首長とし

て、どうかその流域の首長として、ぜひ目標を

私は将来この猿ヶ石川をこのように再生してい

きたいというその目標を掲げながら、それの達

成に向けたアクションをぜひ起こしてもらいた

いと。そのような市長の姿をぜひ私どもは拝見

したいもんだなという思いでおりますが、もう

一度その辺の考えについて、市長の決意をお願

いいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この平成23年７月に結

成したという花巻遠野流域協議会、そしてこの

協議会では、岩手県ふるさとの森と川と海の保

全及び創造に関する条例に基づき、緑豊かな森

と清流を次の世代に引き継ぐことを目的として

猿ヶ石ビジョンを策定したということに、その

ような経緯もあります。 

 それから毎年、田瀬ダムを中心にいたしまし

て、これはＮＰＯの方々で、私も何度か参加し

ておりますけども、ごみ川柳大会、あるいは柏

木平リバーサイドまつりといった中で、周辺住

民、事業者、民間団体が、行政も入りまして、

この取り組みを行っております。これは単なる

イベントとしてよりも河川の保持連携にみんな

で取り組みましょうというそのような集いなわ

けであります。 

 それからまた、田瀬ダム水源地域ビジョン推

進協議会というのもあります。これは私よく言

っているわけでありますけども、田瀬ダムもア

オコの処理問題が毎年問題になって、経費をか

けてアオコの処理をしているわけでありますけ

ども、あれは富栄養化という水質が、どんどん

富栄養化してきたと。富栄養化してきてるとは、

上流域、実は全国のダムを見ましても、上流域

に１万世帯、３万人が住んでいるっていうダム

は少ないんですよ。ほとんど水源地域にダムつ

うものは設定されているものでありますから、

まあ田瀬ダムっていったら、そういった意味に

おいては非常に特徴のあるダムだと。そこが、

アオコという問題を抱えながら水質問題を抱え

てるってことは、猿ヶ石川がそのとおり汚染っ

ていうか、富栄養化してきているということに

なるわけでありますから、そういった点をきち

ん捉えながら、特にこの流域っていったものの
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中で遠野市単独というものがあるわけでありま

すから、まあこれはある意味においては県とい

う組織の中において、今お話ありましたとおり、

県内広域振興局というものは、そういった点で

も非常にユニーク、ユニークというよりも重要

な役割を果たす存在であると思いますんでね。

そういったことをひとつ情報を共有しながら、

この流域の環境についてという中において、県

をそれこそ巻き込むという中で、先頭に立って

いきたいというように思っておりますのでよろ

しくお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  ３番多田勉君。 

   〔３番多田勉君登壇〕 

○３番（多田勉君）  先般、産業建設常任委員

会で西米良村のほうにお邪魔してまいりました。

非常にうらやましく感じたのは橋の上から、川

を泳いで、石をなめるアユの姿がすっかり見え

ると、やはり昔の猿ヶ石川だなという思いを持

って、ぜひ今回の議会で質問しなければならな

いと思って、張り切ってまいりました。 

 次の質問に移らせていただきます。２点目の

質問でございます。 

 遠野農業の経営安定と産地化の形成に向けて

ということであります。 

 遠野市の農業生産は、少量多品目の傾向に現

在向いているのかなというふうに理解されます

が、産地化としての確立に向けた推進方策を、

今、明確に示す時期に来てるのではないかなと

いうふうに思います。 

 現状課題を十分に理解しながら、遠野の農業

の方向性を見定め、そして、農家の経営の安定

と、そしてまた新規就農の活性化へ生かしてい

けるような取り組みをしていただきたいという

ことから今回この質問をさせていただきます。 

 遠野市では、平成16年12月に農業生産100億

円達成アクションプランを作成いたしました。

遠野農業元気アップチャレンジ事業を展開して

まいりました。その当時は農業生産額が100億

円ともいわれたときでありますが、その後、多

様性に富んだ農業経営の挑戦、安全安心な農産

物は遠野の大地から、農のある地域づくり、こ

れら３つの基本理念によって具体的な取り組み、

基本プランのその当時の目標年度は平成25年で

あると私は理解しております。しかし振り返っ

てみますと、当時と現在のギャップが明らかで

ありまして、そのことが現遠野の農業の振興に

大きな課題として立ちはだかっているのではな

いでしょうか。 

 今の本市の農業生産物は、先ほど冒頭申し上

げました少量多品目の傾向にあり、販売額は低

迷状況にあるという結果が示されております。 

 遠野市として産地化の確立に向けた推進を私

は明確に示し、それらを農家の経営にしっかり

と反映させていく段階に、今来ているのではな

いかなというふうに思います。 

 現在の状況をしっかり分析しながら、これら

の遠野農業の方向性を見定め、そしてまた遠野

の農産物が市場性、重要性にすぐれた作目であ

るようなそういう選定を図るなど、市場でも勝

てるような特色ある品目で産地化を目指すべき

ではないかと考えるもので、目標年度の今年25

年以降に向けた遠野農業の取り組みとして、市

長はどのような絵をお描きになっているのか、

考えを持っているのかお聞かせ願いたいと思い

ます。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この遠野農業の問題、

昨日の佐々木大三郎議員からもこの農業問題に

ついての御質問をいただいているとこでありま

すけども、ただいまの御質問は、いうとこの少

量多品目の中でやってていいのかと、また市場

で勝てるような、そのようないうなれば産地化

といったものも形成するということも大事じゃ

ないだろうかということでの御質問と承ったわ

けでありますけども、まさにこの遠野農業でも

って農業生産100億円アクションプランという

ものを立てながら、出たり引っ込んだり、うま

くいったり、ちょっと引っ込んでみたりという

中で繰り返しながら、でも確実にこの厳しい状

況の中にあっては、これはちょっといいわけに

なるかもしれませんけども、ある一定の農業生
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産額を維持しているということは、いろんな要

件を考えれば、まあ遠野は頑張っているなとい

う形の評価にもつながるのじゃないのかなって、

まあそういうプラス思考で物を見なきゃだめじ

ゃ、どんどん生産額が減ってるっていう中にあ

っても、高齢者不足で農業をやめる方も出てき

ているわけでありますから、そういった中にお

いては健闘してるのかなというようなそのよう

な形で私は受けとめ、で、そこに一つのやるん

だぞと、挑戦するんだぞという気概をその中に

見出していきたいものだなと、いつも思ってい

るとこでありますけども。 

 実は、このビジョンでもってタフ・ビジョン、

昨年24年度において中間検証を行ったと。これ

は議員各位にも御説明を既に申し上げていると

こでありますけども、この中間検証の中で、全

体計画を22年度から27年度まで主要事業費、約

45そして総事業費を約37億余という中で計画を

スタートしている。 

 そして、パワーアップといったものをあれし

ながら、まあこれはある意味では産地化につな

げようという部分もあったわけでありますけど

も、きめ細かな生産振興を行うということでア

ドバイザーも４人配置してあると。それは花卉

とか得意分野といったものを持ったアドバイ

ザーも配置しているという中で、現場主義とい

ったものを徹底させようと。 

 それから、エスフーズと、イトーヨーカドー

と、遠野市という中における３者連携の中から、

畜産振興といったものの拠点となるキャトルセ

ンターにも建設を着手し、この11月には一応建

物そのものが完成すると。そして遅かれ早かれ

というか、おのずと運用開始もするというよう

な一つの中にあるわけであります。 

 そういった中で、私は非常に、ある意味にお

いては残念だったと思ったのは、きのうの質問

でもちょっとお答えしてありますけども、この

特産化、産地化という部分にあっては、大規模

な形でヨーイドンといくのもそうなんだけども、

一つ一つの積み重ねの中で実績をつくりながら、

徐々にそれを、いうところの産地化といったも

のに目指していくんだというような取り組み、

それはアストパワーアップ事業の中で挑戦して

みたいっていう一つの意欲のある農家の方々を

バックアップすると。それに対しては、市長が

どうのこうのじゃないと、現場主義なんだと。

だから、ああこの人はやる気満々だなといった

らば、少々まあ繰り返し言いますけども、貴重

な税金ですからばらまきするわけにはいかない

けども、やる気があるな、じゃあ応援してみよ

うという中における取り組みとして、ある程度、

権限を落としているわけでありますけども、こ

のアストパワーアップ事業が24年度当初で補助

金1,700万円ほど計上しとったわけであります

けども、いずれ決算審査のときには、また私は

これ議論になるんじゃないかなと思って想定し

ておりますけども、決算額、執行額が1,100万

台にとどまったということなんですね。いやも

ちろん、貴重な税金ですからばらまきするわけ

にいかない。それだけきちんと精査しながら、

そしてちゃんと整合性を図って厳しく検証しな

がら予算を執行してくれということは口うるさ

く言っておりますからあれですけども、やっぱ

り自然を相手にするという部分と、こういった

農業といったらやる気っていった方がすごく大

事なわけでありますから、それであれば少々詰

めが甘くても農業者の立場に立ったこのきめ細

かい支援を行えば、これだけ余さなくても、余

さなくてもいいって言い方はこれもまた誤解を

招く言い方でございますけどもね、もう少しき

め細かい執行ができたんじゃないか。だってど

っかやっぱり取り組みに甘さがあるんじゃない

のかなというようなことを、私自身、痛感して

いるわけであります。 

 したがって今、少量多品目という中における

取り組みもさることながら、産地化といったも

のを目指すという部分は、やはり大規模に国の

事業っていうか予算を持ってきて、大規模にや

って産地化というよりも、まあ一つ一つ、いう

なれば達曽部のワサビなどもそうなんですよね。

やっぱり長い歴史の中で、愚直に繰り返してき

たことが、まあもちろん水というのも一つの環
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境としてあったわけでありますけども、１つの

産地化になったというのは、そういう積み重ね

なわけでありますね。 

 それからキリンビールも、遠野にホップを導

入してちょうどこちら50年。だけどもこれも着

実にこの50年という中で歩みを続けてきたとい

う中で産地化ということになったわけでありま

すから、そしてそれがキリンビールというもの

のコラボの中で、大きく全国に発信をするって

いうような一つの大プロジェクトにもなってい

ったと。これはやっぱり積み重ねであり、繰り

返しであり、そういったものの、まあ何といい

ますか、失敗をしながら、またそれを経験をし

ながら、またそれ挑戦していくことがあったわ

けでありますから、やっぱりその部分を行うと

いうことで、今のこの経営安定と産地化といっ

たものに遠野としてもつながるんじゃないのか

なというように思っているわけでありまして、

まあ若干抽象的な言い方にはなりましたけども、

その気概でもってこの問題には取り組んでいか

なきゃならないという形で答弁とさせていただ

きます。 

○議長（新田勝見君）  ３番多田勉君。 

   〔３番多田勉君登壇〕 

○３番（多田勉君）  以前の議会でもあったよ

うに記憶しておりますけれども、やはり、今、

市長の答弁の中にも細やかな支援対策というふ

うなこともありました。 

 確かにその支援、お金の問題やら、さまざま

な支援方法があると思いますけれども、そうい

った中でやはり現状、個々農家の庭先をどのよ

うに捉えるか、捉えているかということが私は

計画のスタートの始まりだと、そこがスタート

地点だというふうに私は理解してます。そうい

うことをしっかり捉えながら、アクションプラ

ンをしっかり立てていかなければ、実行がやは

り達成できなかったということにもつながる。

明らかに私は結果が見えるものじゃないのかな

というふうに思います。 

 農家の現状における品目や面積、そういった

ものがしっかりと把握されてからこそ計画の数

字が積み重ねられるわけでございまして、そう

いった生産、そういった状況に、農家の生産意

欲をしっかりとその辺に誘導できるような技術

の指導や組織の強化体制、そういったものを私

はここで、そっちのほうもパワーアップを図る

必要があるんじゃないかなと私は思います。 

 これは手前みそになるかもしれませんが、旧

宮守村では、普及所のＯＢの方とそれから農協

からの派遣１名、それから村からの職員１名、

そこに事務をサポートする臨時職員女性の方が

１名、そういった形で本当に専門のプロジェク

トチームをつくって、どこの家のあそこの田ん

ぼだと、畑だと、だれそれさんの畑では今ピー

マンがあると、そういったものをすっかりわか

るからこそ、市場にも売りに入れる。年間何キ

ロとれますよっていうふうな計算も成り立って

くるわけなんです。 

 そういったのが、私はちょっと遠野にしてほ

しいなというふうな願いで、今、いるものなん

ですが、それで実はさっき少量多品目の話をし

たんですが、長野県の川上村、これはテレビで

も先般紹介されました。 

 人口が4,000ちょっとの村でありますけども、

レタスの栽培が中心で、販売額が年160億であ

ります。これを農家に換算しますと１農家2,80

0万円の売り上げ収入になるわけです。そうい

ったところで、どのような方々がそれに従事し

てるのかなと思っていろいろ調べたところ、若

い人たちが平均年齢が非常に若い。沖縄県に続

いて２番目というふうな話でありました。それ

はその農繁期、レタスの時期には一生懸命働い

て収入を得るわけですが、農閑期は好きな趣味

の世界に一生懸命没頭できるわけです。だから

若い人がするんだというふうな話もありました。 

 そういったその新規就農も含めて、そういっ

た魅力のある遠野農業スタイルを構築していた

だきたいなということを紹介しておきますが、

今遠野市が非常にチャンスにある恵まれた市で

はないのかなというふうに思います。 

 先般、市場でも、ある責任者の方から、何で

遠野市は農産物を市場によこさないんだと。こ
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れだけ日本全国有名になっている遠野市の農産

物は絶対売れると。今売らないでいつ売るとい

うふうな、今でもその言葉がはやってるんです

が、そういった遠野物語とか、後方支援のこと

とか、観光面で非常に知名度が高い遠野市にと

って、本当にチャンスの真っただ中じゃないの

かなというふうに私は思っております。そうい

ったことを逃すことのないように、私は期待を

しておりますが、そこで市長にお願いでありま

す。全国の農業産地の首長さんは市場に出荷す

るわけですが、その冒頭、首長さんが競り台の

上にのぼって、仲買人、市場関係者に挨拶をし

ます。絶対おらの野菜はうまい、高く買ってく

ださいと。そうやって首長さんのＰＲ活動して

いる姿を私も何度か拝見いたしました。ぜひ、

知名度にまさる遠野市であります。本田市長が

行けば市場関係者、大いに大歓迎するのではな

いかなというふうに思いますので、ぜひ一度お

でってくなんせということを申し上げておきた

い。ぜひ遠野市長としてここで一肌脱いで、気

概持ってみてはどうでしょうかということを、

これは笑い話でもないんですが、これが農家の

励みにもつながるのではないかというふうに思

いますが、市長のお考えをお願いします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この産地化に伴っての

さまざまな新たな仕組みづくりという中にあっ

て、まずもって現状把握がきちっとやっぱり大

事じゃないかなと。それに基づいていろんな数

値目標というのが出てくるんだということ、こ

れは最もなことなわけでありますから、まあど

うしても希望数値ってというものはこれ。しか

し実際生産する方は、その実力あるいは現状と

いったものもよく見ていかなければならないと

いうようなことは、我々、作業する場合によっ

ては十分留意しなきゃならないことではないか

なというように思っております。 

 でまた、新規就農の一つの方々、一つレタス

の話も出ました。 

 これなども本当に2,000万、あるいは多い方

によっては3,000万ぐらいの収入も得てるって

いう話も聞いておりますから、そこは産地って

いうところと、大消費地といったところがどの

ように連携してるかっていうところも聞かなき

ゃいけない要素なわけであります。どうしても

例えば首都圏という東京を中心とした首都圏の

近郊の、例えば長野であるとか、茨城であると

かいった、栃木であるといったところは、もう

３時ごろとったのがもうそのまま６時には東京

の市場に持ち込めるというようなすごく有利な

条件があるわけでありますから、そことどう立

ち向かうかっていうことについては、やっぱり

まだ一工夫、二工夫していかなきゃならない。

しかし、高速道路といった社会インフラがこの

とおり整備されると、遠野も高速新時代の中に

あって、いうとこの首都圏と、私よく言うんで

すけれども、信号がなくても東京にたどり着く

ぞというような話をしているわけでありますけ

ども、そのような、いうところの産地化という

ものを図ることによって、それをさらに付加価

値を高めながら売り込むという一つの構図が遠

野にも見えてきてるというわけでありますから、

そのようなこの、そしてまた一方によっては知

名度、そういったのもあるぞと。 

 実はきのうの佐々木大三郎議員の質問にも答

弁しておりますけども、新規就農者につきまし

て、夫婦で５経営体、単身で３経営体、８経営

体の方々に、この新規就農者としての給付金制

度が給付されたということであります。 

 この中で、米が中心が１経営体、野菜中心が

３経営体、和牛の繁殖が４経営体ということに

なってますから、こういったようなものもきめ

細かくそれこそフォローしながらですね、まあ

産地化。 

 特に畜産の場合においては、キャトルセン

ター間もなく稼働を始めるわけでありますから、

この部分は生産地と、それからそこをあれする

食肉加工という一つの大手が入り、そしてエン

ドユーザーであるところの店頭に並ぶというイ

トーヨーカドーとの連携でありますから、この

遠野牛という中における一つの産地化といった
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ものが、これは少しは見えてきたかなと。いや

少しは見えてきたからじゃなくて、もちろん油

断することなく、これをきちんとした仕組みで

もっていきたい。例えばこのもう一つはワサビ

なども、これはやっぱりきちんとした産地化と

して、行政がどのようにそこをフォローするか

ということによって、揺るぎのない産地化とい

うものに持っていくんだというようなことも少

し大事じゃないかなというように思っておりま

す。 

 それから市場に直接呼びかけるという中で、

よくトップセールスということを言われており

ます。そういった意味においては私も実際の運

営を知らないんだろうと、市長も知らないんだ

ろうということをよく言われます。正直申しま

すと、知らないということになるわけでありま

すけども、それは現場としての農業に従事した

ことがない、畜産に従事したことがないという

意味でありまして、そういった意味においては、

じゃあ自分の果たす役割を具体的にはやっぱり

呼び込みといった部分においてのトップセール

スはすごく大事な一つの取り組みだというよう

に思っております。 

 毎年これは一度も欠かしたことがないんです

けども、和牛の子牛の初競りには、１月には毎

年足を運んでおりまして、ことしも参りました。

ちょっと残念だったのは、結局、首長では私１

人、県のほうはほとんど誰も来ていない。そし

てまた、ＪＡ関係も常務さんが来ておりました

けどもという中で、初競りとしては非常に寂し

いかけ合いでありました。 

 それで遠野市長が初競りなんで挨拶をしろと

いうことで、え、私が全国の購買者に挨拶をす

るんですかと言ったら、そのときもらった言葉

が、今おっしゃるとおり、遠野市でいいから、

遠野市長だということで挨拶してくれという話

をされたんで、まあこちょがすいような、ある

いはいうところの誉れのような、そのような複

雑な心境になりましたけれども、やはり周りは

そう見てるんだなということを、これまた素直

に受けとめながら、トップセールスといったも

のにも力を入れていきたいというように思って

いるところであります。 

○議長（新田勝見君）  ３番多田勉君。 

   〔３番多田勉君登壇〕 

○３番（多田勉君）  ぜひ遠野の未来にひとつ

市長のリーダーシップをひとつ期待して、この

部分については終わりたいと思います。 

 それでは最後の３点目に入ります。 

 通告では、中学校再編後における遠野西中学

校のその後の検証とその結果に対する対応につ

いてということで、教育長に御質問させていた

だきます。 

 その前に、先ほど来、同僚議員からも発言が

ありました。旧宮守中学校出身の河野君と照井

君が、日々の厳しい練習の積み重ねながら、本

夏の大会で優秀な健闘をしたことを心からたた

え敬意を表したいというふうに思います。 

 さて、冒頭に申し上げましたように、再編か

ら新生中学校スタート、５カ月が経過して今６

カ月目でございますけれども、私たちはこれが

再編の完結というふうには捉えておりません。

むしろ十分環境が、教育現場としてそろってい

るのか、常に、環境強化に向けて配慮しなけれ

ばならない立場にあろうかというふうに思って

おります。 

 そのような中に、遠野西中学校の環境は十分

に理解された状況に、私はなかったのでは思わ

れる点が、最近ちょっとありましたので、教育

委員会当局としてどのような理解に至っている

のか。そしてまたその後の検証結果が手元にあ

れば、その課題に対する対策について、教育長

の所見をお伺いしたいというふうに思います。 

○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）  多田勉議員の一般質

問にお答えをいたします。 

 今年４月から新しい中学校がスタートし、早

６カ月目に入り、新しい制服と旧中学校の制服

が入り混じる中、生徒、教員、気持ちを新たに

新しい生活を始めていると認識しております。 

 初めてのスクールバス通学や新しい校舎、そ
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れから新たな友との出会い、数多くの不安を感

じながら中学校生活のスタートではなかったか

なとも思っております。 

 御指摘もありましたけど順調に学校経営も行

われ、関係者、地域の皆様にスタートを切れた

ことに感謝を申し上げたいというふうに思いま

す。 

 さて、中学校再編がスタートする前に、新設

となる中学校施設の平等性をチェックすべきで

はなかったかとこういう御指摘でございますが、

中学校再編に当たっては今年４月の開校を目指

し、生徒が豊かな学校生活を送れるよう校舎関

連施設の整備を優先してまいりました。 

 遠野中学校におかれましては、建設されてか

ら60年以上の老朽化した校舎の新築、遠野東中

学校については中学校再編成により普通教室が

不足することから、普通教室を増築いたしまし

た。 

 また、遠野西中学校については、平成17年に

大規模改造工事が行われておりますので、中学

校再編に当たっては早急に急いで校舎を整備す

る必要が少ないということから、再編成後に、

順次、教育環境を整備することとし、学校とも

協議しながら中庭整備、３月に閉鎖した旧宮守

給食センターを多目的教室とすることの整備の

計画を立て、本年度に中庭の整備を行い、また

給食センターの耐震診断を発注しております。 

 そんな中、去る６月の21日、西中学校のＰＴ

Ａをはじめ小友町、宮守町の地連協の皆様から

夜間照明と校庭の野外トイレの設置の要望がご

ざいました。こうした地域の皆様の学校教育並

びに生徒に対する熱い思いを改めて感じたとこ

ろでございます。 

 市内小中学校に設置されている夜間照明は、

学校開放施設として地域住民等のスポーツレク

リエーション等に利用させていただくための施

設として設置しており、各町に１カ所整備をし

ております。小友町は旧小友中学校、松崎町は

遠野中学校、青笹町は遠野東中学校、そして宮

守町は銀河の森などとなっております。 

 新しい中学校３校の施設を比較すると、遠野

西中学校だけに夜間照明と野外トイレがないの

は承知しておりましたが、さきの中庭の整備と

旧給食センターの多目的教室等への整備を優先

したところでございます。 

 遠野西中学校においては、さきの要望を受け、

整備の更新についてＰＴＡとこれまで２回の検

討を行ってまいりました。既存の設備を有効活

用するという視点を大事にし、中斉地区にある

現在使用されていない夜間照明について、中斉

地区の意向を確認し了承を得た上で移設すると

いうことも視野に入れております。その前段と

して、灯具等の状況を確認するため、試験点灯

を行い、それを学校、ＰＴＡと再度、皆様とと

もに意見をいただきたいと考えております。 

 これからさらに学校、ＰＴＡと意見交換をし

ながら遠野西中学校全体の整備計画を再度見直

しを行い、生徒一人ひとりが新しい中学校の生

活、活動を通して充実感、達成感を味わい、個

性を磨き、確かな学力、豊かな心と体を育んで

いくことができるよう、今後とも誠心誠意取り

組んでまいりますので、御支援、御協力を賜り

ますようお願い申し上げます。 

○議長（新田勝見君）  ３番多田勉君。 

   〔３番多田勉君登壇〕 

○３番（多田勉君）  私は、旧宮守中学校の立

場であれば、新たな施設の整備というものの希

望、要望は出されてもよかっただろうと思いま

すけれども、ただ西中学校再編によって小友中

学校から宮守に来られた生徒の思いを考えれば、

あるものがないというのは、非常に私は不合理

だと、不条理と私は思います。ないものがある

ということは非常に逆にいいわけですけれども、

誰しもが私はあったものがなくなるというのは

非常につらいものでありまして、そういった教

育環境が私は大事だと思います。 

 先ほど教育長の答弁では、中庭などの整備と

いうふうな話もありましたが、私はそういった

生徒の立場に立って、教育の環境、それから編

成後のそういったもろもろの環境、それらの優

先順位をしっかりとやはり考えるべきじゃなか

ったのかなと思います。そういったさまざまな、
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まあ教育委員会としての過程もあろうかと思い

ますけども、その辺の私は考えをもう一度、教

育長に伺ってみたいと思います。 

○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）  夜間照明につきまし

ては、確かに小友中学校にあって、こちらに移

って西中学校にはないと、これは現実でござい

ます。 

 しかしわかっていただきたい、理解していた

だきたいのは、社会教育施設としての夜間照明

を市のほうで設置しております。１町に２カ所

ということで、宮守地区におきましては、西中

学校の場所につきましては、銀河の森に設置を

していると。 

 また、夜間照明と付随する外のトイレについ

ても、夜間照明が旧宮守中学校にはございませ

んので、校舎内の手洗いを使っていただいてい

たということは理解していただきたいというふ

うに思います。 

○議長（新田勝見君）  ３番多田勉君。 

   〔３番多田勉君登壇〕 

○３番（多田勉君）  ちょっと私、今の教育長

の答弁は、社会教育施設として設置しているも

のであると、基本的には。 

 しかし、ＰＴＡをはじめ生徒はそのように思

っていますでしょうか。私はそういった理解が

ないから先般、ＰＴＡなり地連協が要望行動を

起こしたのではないかと、私はそのように理解

します。そういったところの私は、いろいろな

教育委員会としての言い分もあろうかと思いま

すけれども、その辺の分け隔てと、そういった

ことをしっかり理解されてない。私はそれに原

因がある。ＰＴＡも理解されていない、それが

今回の要望活動につながってるわけですよ。そ

の辺についてもう一回お願いします。 

○議長（新田勝見君）  藤澤教育長。 

   〔教育長藤澤俊明君登壇〕 

○教育長（藤澤俊明君）  確かに私がさっき述

べたことは行政側の、委員会側の言い分である

と思います。それが一般市民、町民、保護者、

それらにその背景がわからず、あることだけで

比較するというのは当然だと思います。つまり

は、説明が足りなかったということは十分反省

しなければならないというふうに考えます。 

○議長（新田勝見君）  ３番多田勉君。 

   〔３番多田勉君登壇〕 

○３番（多田勉君）  参考のために申し上げて

おきますが、綾織には２つあると私は理解して

おります。 

 そこで、先ほど時間もないんですが、中斉へ

の既存施設の移設という話もありました。私は

そこに整備した当初の記憶からいけば、あれは

多分野球競技には適さない照度の施設じゃなか

ったのかなというふうに、私は今記憶をよみが

えらせておりますが、そういったところが、今、

テストしてるという説明でございますけれども、

仮にそれがもし足りなかったらどのようにする

おつもりなんですか。 

○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）  中斉で今設置されて

いるとあろう電灯は400ワットと聞いておりま

す。それから他地区、遠野中学校、東中学校に

あるのは１個の電灯が1,000ワットでございま

す。その辺が、初点灯ということをこれからや

っていきますが、簡単に1,000ワットでできる

のかどうか。電気の配線の関係で、そのような

のもチェックをし、幾らかでも照度を上げる配

慮はしたいというふうに考えます。 

○議長（新田勝見君）  ３番多田勉君。 

   〔３番多田勉君登壇〕 

○３番（多田勉君）  その照度の関係で、私、

将来、リスクを背負うような整備はすべきじゃ

ないと。例えば電気をふやせばいいとか電球を

大きくすればいいっていうその考え方は多分、

中斉の施設は、頭の上の電球、照明設備に沿っ

た私は基礎から柱があると、私は認識しており

ますが、そういったところで私は将来修理費が

かかるとか、そういった維持管理に、またさら

に細やかな経費がかかるようなことのないよう

に、リスクもできるだけなくすような考え方を
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持って、今回の西中学校の整備に当たっていた

だきたいと思いますがその辺について伺います。 

○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）  基本的にはあるもの

をいかに活用するかという発想に立っておりま

す。それは場所も違いますし、用途も多少異な

るので、いろんな専門的な検討もしなければな

らないと思いますが、今、議員がおっしゃられ

たとおり、リスクを少なくしながら生徒のため

に活用したいというふうに思います。 

○議長（新田勝見君）  これにて一般質問を終

了いたします。 

────────────────── 

   休会の議決   

○議長（新田勝見君）  お諮りいたします。 

 ９月12日から19日の８日間は委員会審査のた

め休会いたしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新田勝見君）  御異議なしと認めます。

よって９月12日から19日の８日間は休会するこ

とに決しました。 

────────────────── 

   散  会   

○議長（新田勝見君）  以上で、本日の日程は

全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。御苦労さま

でした。 

   午後３時56分 散会   
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