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午前10時00分 開議   

○議長（新田勝見君）  これより本日の会議を

開きます。 

────────────────── 

   日程第１ 一般質問   

○議長（新田勝見君）  これより本日の議事日

程に入ります。 

 日程第１、一般質問を行います。順次質問を

許します。５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  皆さん、おはよう

ございます。清風会の佐々木大三郎でございま

す。ただいまから事前通告に従い一問一答方式
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により一般質問をさせていただきます。久しぶ

りに一番手での質問ですので多少緊張気味であ

りまして、喉が渇いてるような状態ですので、

いろいろと聞きにくい点もあろうかと思います

が、よろしくお願いいたします。 

 それでは質問に入る前に、本田市長におかれ

ましては、さきに行われた市長選挙で３期連続

の無投票当選、まことにおめでとうございます。

これは、これまでの本田市政を顧みても行政手

腕に何ら批判するものがないという市民の評価

であり、卓越した情報収集能力と発進力、そし

て俊敏で適切な判断力と行動力は誰もが認める

ところでありますし、遠野市の将来を託された

ものと認識いたしております。 

 しかし、無投票当選とはいえ白紙委任ではな

いはずでありますし、当市には少子高齢化と人

口減少問題や農業をはじめとする産業振興対策、

放射性物質の汚染被害対策等々々の課題が山積

しております。ぜひ、市長の持ち前のリーダー

シップとバイタリティーを大いに発揮していた

だいて、課題解決に向けて力強いかじ取りをお

願いいたします。 

 また、副市長に御就任なされた菊池孝二さん

と教育委員長に御就任なされた中浜艶子さんに

おかれましては、その分野の仕事に精通され、

広い見識と経験をお持ちの方々でありますので、

その力量をいかんなく発揮していただいて遠野

市のさらなる発展に御尽力いただけますようお

願いいたします。もちろん、私ども議員も積極

的な政策提案によって当局と協議を重ね、住み

よい遠野市を目指してまいりたいと考えており

ますのでよろしくお願いします。 

 さて、今回の一般質問は、１点目として企業

誘致対策について、そして２点目は、防犯灯の

今後の諸対応について、以上の２点について質

問をさせていただきます。 

 まず、１点目の企業誘致対策についてであり

ますが、実はこの件につきましては、前回９月

議会の一般質問で人口減少対策の一環として雇

用の場を確保するための産業振興策、すなわち

企業誘致対策にもっと力を入れるべきであると

いうことと、子育て支援住宅を充実すべきであ

るという趣旨の御提案をさせていただきました。

このことに対する市長からの御答弁は、基本的

な考えは同じであるというような内容であった

と承知いたしております。もし違っておりまし

たら、後ほど御指摘をいただきたいと思います。

しかしながら、私の質問時間の調整不備から企

業誘致対策の一部に質問漏れがありましたので、

今回改めまして、その辺を質問させていただき

ます。 

 実はこの件に関連しまして、子育て中の市民

の一部の方から、ある御提案をいただいており

ます。それはどういうことかと言いますと、遠

野市は全国に先駆けて遠野わらすっこプランを

作成して、少子化対策と子育て支援策によって、

安心して子どもを産み・育てる環境は整ってき

ております。しかし、少子化の現状を抜本的に

改善するには、その根っこの部分である若者が

地元に定着し、経済的にも安心して仕事ができ

るような環境、すなわち雇用の場を確保するた

めに企業誘致対策にもっと力を注ぐべきである

という内容のものであります。 

 市長御自身も、さきの市長選に当たり「とお

の約束」ということを公約に掲げて市民に訴え

られております。その中の一つに、雇用確保と

若者定住のための企業誘致の支援強化というこ

とがうたわれておりますが、このことについて

市長はどのような強化策を考えておられるでし

ょうか。また、これまで行われてきた企業誘致

対策との違いはどのようなものがあるのかにつ

いて伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  佐々木大三郎議員の御

質問にお答えいたします。 

 まず冒頭、今回改めて４年の任期をいただい

たということで、大変心強い激励をいただきま

した。精いっぱい、この市長という職に全力投

球をさせていただきたいというふうに思ってお

りますので、よろしくお願い申し上げたいと思

っております。 
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 さて、第１点目として企業誘致対策について

でありました。これは９月定例市議会におきま

しても、佐々木議員といろいろやりとりをした

という中におきまして、非常に大事な、大事な、

これは取り組みであります。なぜかと申します

と、高速インフラ、情報通信網をはじめ、この

人と物の交流を確実なものにするためにおける

高速道路が確実に今遠野に延びてきておると、

それが姿が見えてきたという状況にあるわけで

あります。 

 また、今御質問ありましたとおり、ある市民

の方から佐々木議員のほうにも提案があったと

いうことでありました。やはりわらすっこ条例、

そして子育てするなら遠野だと言っても、その

根っこの部分、やはり雇用の場が大事じゃない

かということでありました。全くこれもそのと

おりでございまして、今般改めて４年の任期を

努めるに当たりまして、市民の皆様、また市議

会議員の皆様にお約束した中に、２つの緊急優

先課題といったものを位置づけさせていただき

ました。 

 それは１つ目は、産業の経済の活性化と雇用

の確保、交流人口の拡大といったことを第一義

的として最重要課題として位置づけさせていた

だきました。そして、２つ目の重要課題として、

子育てするなら遠野だと、やっぱり基礎学力の

向上も含め、「しっかりと教え、きっちりと学

ぶ」というような、そのような環境をつくって

いきたいということを市民の皆様にお約束をし

たわけであります。 

 この１つ目の産業の経済の活性化、雇用の確

保というのは、しいていえば企業誘致というこ

とにもつながると。雇用の確保に、若者定住に

もつながり、そこで出会いがあり、家族がとい

う中における人口減少にも一定の歯どめをかけ

るという状況が、遠野にもまさに現実なものと

して近づいてきたということになろうかという

ように思っておりまして、この市民の皆様から

の提案があったという部分におきまして、企業

誘致対策にもっと力を入れるべきではないかと

いうのが、全く私もそのとおりであります。 

 ただ、企業誘致という中にありましても雇用

ということを考えれば、地場企業のやはり育成

といったことも、そこの中に念頭に置いておか

なければならないというように思っておりまし

て。この地場企業と誘致企業とのいうところの

バランスをうまくとりながら、地場にこのよう

な力のある企業があるんであれば遠野に行って

もいいというような、そのような企業誘致につ

ながるという考え方もあるわけでありますから、

そのような中における取り決めといったような

ものを進めてまいりたいというように思ってお

りまして。 

 これまで行ってきた企業誘致とどのような違

いがあるのかということでありましたけども、

私は、これは違いというよりも愚直にやはり情

報を収集し、それでもってさまざまなネット

ワークを構築し、相手の企業のニーズがどこに

あるかということをまさにピンポイントで、そ

の条件を可能な限り整備し、まさにスピードと

タイミングを逸しないような形で企業にアプ

ローチするということの繰り返しではないのか

なというふうに思っているわけであります。 

 インターネットの時代でありますから瞬時に

情報は飛び交いますけども、やはり企業誘致と

いったものについては、私は足で、そしてみず

からの口でというアナログの世界もまた大事に

していくというのも、遠野としての企業誘致の

あり方ではないのかなと思っておりますので、

そのようなことをこれからも愚直に進めてまい

りたいと。 

 そしてまた、加速度的に進む、この交通イン

フラ、これをきちんと整理した中における受け

皿整備と発信を高めていきたいというふうに考

えておるところでございますので、よろしくお

願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  今の御答弁で、企

業にかける市長の熱い思いが伝わってまいりま

した。ぜひ今のお話の内容、実践に向けて生か

して取り組んでいただきたいというふうに思い
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ます。 

 ただ、この企業誘致というのは、その結果を

もって評価をされるんだろうな、私は考えます。

したがいまして、いかにして有効な施策を打つ

にかかっているんだろうなというふうに考えて

いるとこであります。したがいまして、これか

ら私の考えを、提案型ですね、質問をさせてい

ただきたいと思います。 

 まず、その１点目としまして、企業誘致に関

連して、企業サイドの視点に立って考えてみま

すと、さきの東日本大震災後、危機管理を重視

している企業がふえているということです。最

近、近い将来首都直下型地震や南海トラフ巨大

地震問題がクローズアップされておりますが、

企業は地震などによる非常時に事業の継続を進

める上で災害時に備えた事業拠点の危険分散と

いう観点から、岩手は北東北の交通の要衝であ

る点や強固で安定した地盤などが評価されまし

て、県内への企業誘致件数は急激に増加傾向に

あるということです。 

 ちなみに、県内の2012年度の企業誘致実績は

37件で、復興支援ということもあってバブル期

以降の最高水準に達しているということであり

ます。 

 また、本年度も物流などで本県への企業進出

が相次いでおりますので、今まさにこのような

誘致実績や良好な地盤条件、高速交通網の整備

計画等の優位性をアピール材料として、誘致活

動により一層力を入れるべきときであると考え

ます。 

 企業誘致対策に関連して重要なことは、前回

も私のほうから提案させていただいたとおり、

企業の情報収集や訪問件数、提案件数をふやす

ことが大切であると考えます。ただいまの市長

の御答弁にも、その辺の内容はお話いただきま

したけども。そこで、他市の企業誘致活動の内

容を参考にさせていただくために、県内でも誘

致件数の多い北上市を訪問して活動内容につい

て教えていただいてまいりました。その特徴的

なことは、５点ありましたけども。 

 まず、その１点目としましては、24年度の企

業誘致件数は６件で、本年度も既に４件の立地

を契約済みであるということでありました。 

 ２点目としましては、広大な工業団地を複数

箇所に所有しているということであります。 

 ３点目としましては、新幹線や高速道路が整

備されておりますので、交通アクセスの便が大

変よろしいということであります。 

 ４点目としましては、近隣に大学や高専・専

門学校があって、企業が必要とする人材が豊富

で豊富であり、なおかつ確保も容易であるとい

うことであります。 

 最後、５点目としましては、ここが一番のポ

イントなんですが、企業誘致は課長を含めて６

名体制で対応しておりますということでありま

した。企業の情報収集から訪問、提案、そして

アフターフォローまで、質、それから件数とも

に万全に行っているということを強調されてお

りました。 

 このようなことを遠野市に求めても、人口や

財政力あるいは多様な学校の数と生徒数、交通

アクセスの利便性等々、ないものねだりをする

ようなもので実現は不可能な面もあろうかとは

思いますが、せめて企業の情報収集や訪問件数、

提案件数をふやすことを目的に、組織の強化を

図るべきというふうに考えますがいかがでしょ

うか。 

 このことに関連して、前回の私の質問に対す

る市長からの御答弁は、企業訪問と提案は濃密

な対応をしているということであったと承知い

たしております。果たしてそうでしょうか。現

在、当市の企業誘致担当者は専担として何名配

置されているのかわかりませんし、しかも、同

じ担当が雇用対策関連の仕事も兼務しておられ

るかと思います。これではいかに有能なメン

バーをもってしても対応にはある程度の限界が

あって、十分な企業誘致活動は困難ではないか

なというふうに考えております。 

 したがいまして、組織の強化、例えば人員の

増強とか専担者の配置を考えるべきと私は思い

ますが、いかがなものでしょうか、市長のお考

えを伺います。 
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○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいまの企業誘致の

具体的な取り組み、組織の強化ということでの

立場での御質問であったというように思ってお

ります。北上の例を挙げ、課長以下６人の体制

で構成されているということでもありました。

それは御質問にありましたとおり人口規模、財

政規模、さらには条件、北上などは本県の中に

おいても、岩手県の中にあっても、企業誘致と

いったものの昭和30年代からもう取り組んでお

ると、まさに先進地域なわけでありますし、確

実に高速インフラ、新幹線、空港あるいは高速

道路といったようなものもきちんとアクセスさ

れておりまして、条件は整っているということ

であるわけでありますから、そのような状況で

取り組むということも、またある意味では当然

なことだというふうに思っております。 

 この認識の中におきまして、今１人の体制で

はないかなというふうな御指摘だったわけであ

りますけども、私の認識は産業振興部という部

を設けております。そこには商工観光課という

一つの組織も設けてあるわけでありますから、

私自身はこの企業誘致に取り組む職員は１人で

はないと。まさに産業振興部という組織の中に

商工観光課と、この商工観光課もいろいろふる

さと交流課になったり、さまざまな変遷があり

ました。変遷がありましたけども、やはり商工

観となるというところの一つの６次産業化とい

ったことも、今いろいろな形で言われているわ

けでありますけども、そのようなことを縦糸、

横糸に組んで、それを総合力の中で企業誘致の

受け皿といったものを考えていくという一つの

私は体制ではないのかなというふうに認識して

おりまして。ただ、御指摘がありましたとおり、

なかなかそれが形に見えていないという部分の

もどかしさも私はあるかというふうには認識は

いたしております。 

 ちなみに、新市誕生以降におきまして８年と

いう中で、企業誘致は６社、74人の雇用が確保

されておりますし、市内の既存企業の増設が述

べ10社、103人の雇用増があったということが

あるわけでありますから、北上ほどではないし、

北上にはとても及びもつかないとこになるわけ

でありますけども、遠野市としてはそれなりの

やっぱり成果もまた得てきているのではないの

かなというふうに思っておりまして。 

 ただ、これをもってよしとするんじゃなくし

て、ただいま北上の例、それからさまざまな訪

問件数、企業訪問と提案は濃密なものとして対

応していると市長は言ったんだけども、それを

具体的に形に見えるようにもっとすべきじゃな

いかなというような前向きな御質問と承りまし

たので。この部分につきましては平成26年度の

定期人事異動の中で、やはりさまざまな観点か

ら検討を加えまして、やはり雇用の場、若者定

住、これは高速インフラ整備に伴いまして、本

当に御心配されているように通過型になってし

まったんでは、これは遠野としては本当に道路

整備のネットワークを生かし切れないというこ

とになるわけでありましたから、震災で得た教

訓、遠野の地理的な、市政的な、あるいは交通

の要衝としての遠野の優位性といったものをき

ちんと踏まえた体制整備を、この年度末定期人

事異動におきまして、きちんと充実させる方向

で検討してみたいというふうに考えてるとこで

あります。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  ただいまの市長か

らの答弁を待つまでもなく、遠野市の誘致企業

はほんと少人数の中でよく実績を上げていただ

いているなということで、私は高く評価してい

るところではあります。また、人事面でも何か

考慮されるようなお話もありましたので、大変

心強く考えているところであります。 

 何度も言いますけども、やっぱりこの企業誘

致は将来の雇用の場の拡大ということで、まさ

にこれは市長御自身の所信表明の中にもあった

「ドリームキャッチャー」でしたか、聞きなれ

ないはじめての言葉ですが、これにもつながる

といいますかそういうことになろうと思います
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ので、ぜひそういう方向でやっていただきたい

と思います。 

 実は、先日熊本県の菊池広域連合の議員の皆

さんが、遠野市の視察に来られました。参考ま

でに、この菊池広域連合というのは熊本県の北

部に位置する広域連合体で、菊池市と合志市の

２市と大津町と菊陽町の２町で構成されている

ということでありますが、この懇親会の席上で

大変興味深い話題の提供がありました。それは

どういうことかと言うと、この４自治体の人口

は毎年増加傾向にあるというようなものでした。

今ほとんどの自治体は、これはもちろん遠野市

も含めての話ですが、人口減少問題であえいで

いる中で、これ意外な情報でしたので、後日即

刻電話をさせていただいて、４自治体に電話し

ましたけども、人口増加の要因について確認を

させていただきました。 

 そうしましたところ、菊池市だけが若干少し

減っておりましたけども、それ以外の自治体、

３自治体は、間違いなく毎年増加傾向にあると

いうような御説明をいただきました。この人口

増加要因の共通点は、大都市である熊本市に隣

接しているということのほかに、いろんな要因

があるんだよということもおっしゃってました

けども。その中の一つが、やっぱり雇用の場が

豊富であることから、若者が多く定着している

んだと。したがって、平均年齢も非常に若いん

だよということまで突っ込んだお話されてまし

た。 

 ちなみに、これらの自治体の職員数は遠野市

よりも少ないにもかかわらず、企業誘致担当者

は２人から３名配置──これもちろん専担者で

すけども、配置してますよということで、大変

参考になりましたけども。ただ菊池市だけは、

５万人ということで職員数は400人ということ

で遠野より少し多いんですけども、いずれこれ

だけの専担者が配置されていると。 

 やはり企業誘致にはかなりの力を入れている

ということを伺い知ることができました。この

ことからも企業誘致件数をふやすには、やはり

組織の強化が必要であると考えます。先ほど大

変前向きな御答弁いただきましたが、再度市長

の思い、心をお伺いします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま菊池広域連合

の先般遠野に視察においでになったという事例

の中から、もっと遠野よりも小さな町なんだけ

ども、企業誘致にかなり力を入れ、人口増とい

う結果を得ているぞというような中におきまし

て、遠野の取り組みもその中から得るものが、

あるいは見習うべきものがあるんではないだろ

うかというような形での御質問と承ったわけで

あります。 

 私も菊池市、何度かお邪魔しておりますけど

も、政令都市に今般なりました熊本市のベッド

タウンという中にございまして、特にあそこは

自動車産業のホンダ自動車がかなりの主力工場

を持っておるという中で、目覚ましいいうとこ

ろの企業集積を行っている。自動車産業という

のは、その傘下に約1,000社の企業が集約する

ということが言われるほど非常に裾野が広い産

業なわけでありますから、単なるいうところの

自動車産業が来たというだけじゃなくして、そ

の裾野に広がる小さな中小企業もさまざまな形

で展開できるということになるわけであります。 

 したがいまして、今の例からも見ましても、

私自身もトヨタ東日本ですか、前の関東自動車

でありますね、小型車の戦略工場として明確に

位置づけられておりまして、その関連企業の動

きも遠野のほうにもさまざまな形で紹介が来て

おるというようなことも、やはりこれは大事に

しなければならないんじゃないのかなというふ

うに思っているわけであります。 

 したがって、菊池広域連合の事例なども、も

ちろん参考にしながらということと、それと重

ね合わせれば、この自動車産業が、金ケ崎の自

動車産業の拠点を中心として北上あるいは仙台

といったものを見据えれば、奥州市、それから

一関市あるいは宮城県北ということになろうと

いうふうに思っておりますけども。この震災と

いったものが、復興がきちんと形になれば、釜
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石港の利活用といったところもその中に見えて

くるということになれば、そしてまた一方にお

いては釜石自動車道も全通ということになれば、

遠野も40分、50分の距離の場所になるわけであ

りますので、そのようなことも踏まえながら、

ただいまの菊池市周辺の動きと同様な中におけ

る一つの戦略的な展開も当然のことながら考え

ていかなきゃならないというふうに思っている

ところでもあります。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  ただいまの市長の

御答弁にもありましたように、自動車産業には

関連企業が集積するというような傾向にあるみ

たいですので、ぜひ機会がありましたら遠野に

も自動車の関連企業誘致に向けて頑張っていた

だきたいというふうに思います。 

 私の私案でありますけども、企業誘致担当者

ふやす方向で検討するようなニュアンスの御答

弁いただきましたけども、それに当たりまして

は正規職員をふやすとなると、恐らくよその担

当のほうから異動させるとなると、当然ほかの

担当は業務繁忙、お忙しくなると思いますので、

それもなかなか難しいかなと思います。じゃ、

新規採用を充当することにすると、また人件費

もかさんで財政上大変なことになろうかなとい

うふうに思いますので、できましたら正規の職

員ではなくて非常勤職員の配置を検討されてみ

てはいかがでしょうか。その非常勤職員も、恐

らく民間会社かどうか別にしまして営業関係の

仕事を経験された方、何かの都合で中央のほう

で活躍されて退職して遠野に帰られている方も

いらっしゃると思いますので、その方々を非常

勤配置ということで御検討されてはいかがでし

ょうか。 

 さらに、この雇用期間につきましても、企業

との相互信頼関係を高めるという観点から、１

年とか２年の短期ではなくて５年スパンぐらい

の長期の期間の雇用を考える必要があろうかと

思います。いかがでしょうか。 

 それと、これちなみですけど、非常勤職員で

すと人件費は大体年間200万ぐらいになろうか

なというふうに思いますが、この方が１社誘致

をすれば、その税収の増加分でこの方の人件費

以上の収入といいますが、いずれ人件費以上の

ものが賄えると私は期待しております。また、

いろんな面でプラス効果も出てくると思います

ので、この辺の内容も加味していただいて御答

弁いただければと思います。 

○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）  この企業誘致体制の取

り組みにあってマンパワーをいかに位置づける

かという中における御提案だというふうに受け

とめたところであります。定数管理、これはや

っぱりかなり厳しく管理していかなければなり

ません。人口が減るということは、それだけイ

コール交付税も減るという一つの今の流れであ

りますので、一つ一つ我々行政を預かるものと

いたしまして、その中にメスをきちんと入れな

がら本当に必要な一つの中におけるいうところ

の税金の使い道というものを位置づけていかな

きゃならないということで、これはある意味で

は当然でありますけども、それにはなお意を用

いていかなきゃならない。 

 しかし、今御提案がありましたとおり、この

企業誘致というのは非常に総合的な取り組みな

わけであります。例えば遠野に行く、安い土地

があるからいいねだけではないわけであります。

「水が、電気は」といったようなインフラも当

然でありますけど、生活環境としてどういう場

なのかといったようなことを常に情報として持

っていなければならないし、また営業活動であ

りますから、こんな言葉は私の立場で使うのは

いかがなものかというふうに思うわけでありま

すけども、役所仕事では務まらない仕事が企業

誘致なわけであります。いろんな意味で価値観

も、あるいはその一つの判断も、それから仕組

みも官と民ではなかなかそこはうまくかみ合わ

ないという部分も現実にあるわけでありますか

ら、そういった点においてはそういった営業経

験のある地元の方を非常勤で、それも一つのス
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パンの中で１年、２年じゃないと、５年は頼む

よといったような一つの仕組みをつくってもい

いんじゃないかなということを今御提案があっ

たわけでありますけども、私はこれは必要じゃ

ないかなというような認識はいたしております。 

 どうしても市役所という組織の中にあれば、

やっぱり年齢がなってまいりますと、課長補佐

級だからもう７年だと、じゃ課長級にしなきゃ

ならないとか、さまざまなものがやっぱり庁内

の一つのバランスとして成り立っているわけで

ありますから、そういった面においては官民一

体となった遠野のまちづくりだとなれば、民の

力をその中に組み込みながら、企業誘致にもさ

らにピンポイントで対応できるような、そのよ

うな仕組みとして持っていくということも十分

検討に値するというように承知しておりますの

で、それでもって答弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  次に、企業誘致に

対する優遇制度について伺います。現在、当市

では新たに立地する企業に対して優遇制度を設

けておりますが、その内容は固定資産税につい

ては１から３年目は全額課税免除で４年、５年

目は半額免除ということになっております。施

設の貸与という面では、民間施設や市の施設、

これは土地や建物についてですが、１年から３

年目は無償で貸与、４年、５年目は半額貸与と

いうことになっております。そしてまた奨励金

として、最大で１億5,000万か、または補助金

として最大で３億円かのいずれかが支給される

ことになっているかと思います。 

 これは大変厚遇なように見えますが、実はよ

その市のほうでは、これ以上の優遇措置を講じ

ているところもございますので、この地域間競

争に打ち勝つためには当然のことであると私は

考えております。 

 ただし、この優遇制度を受ける業種には制約

がありまして、製造業やＩＴ企業、倉庫業、学

術・開発研究機関の類いだけとなっております。

別な言い方をしますと、コールセンターやサー

ビス業については、この優遇制度は受けられな

いことになっております。したがいまして、私

はこの適用業種の範囲をもっと拡大すべきと考

えます、いかがでしょうか。 

 その理由は、例えばコールセンターについて

ですが、この企業のいいところは何といっても

オフィスは中心市街地の事務室に構える傾向に

ありますし、また若者や女性を多く雇用しても

らえますので中心市街地は活性化してまいりま

すし、若者は地元に定着して男女の出会いの機

会もふえてまいりますので、結婚から出産、そ

して少子化解消までのいい連鎖が期待されるも

のだと私は考えます。 

 以上から、この優遇制度の適用範囲を拡大す

ることに対して、市長はどのようにお考えなの

か伺いいます。 

○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）  この企業誘致を進める

に当たって、優遇制度適応業種の範囲をもう少

し広げてはどうかという御質問であったわけで

あります。これは現在の優遇制度は御案内のと

おり製造業とＩＴ企業向けのものとなっている

という一つの決まりになっているわけでありま

すけども、企業誘致のあり方もよくいう６次産

業化といったことがいろんな形で行われている

わけでありますけども。 

 一つの例でありますけども、ほかの市では、

工業団地を農業法人が購入し、直営農場を開設

する場合においても、いうところのそのような

部分をバックアップするというような話も出て

きているわけでありますね。 

 したがって、やはりあらゆる角度からこうい

う雇用といったようなもの、あるいは遠野のい

ろんな意味における条件といったものをいかに

取り組んで、そこに結果として雇用が生まれる

のか。そこでさまざまな人口減少にも歯どめを

かけるような対策がとれるのかということを考

えていく場合においては、やはり製造業とＩＴ

関連企業だけじゃなくして、もう少し業種を幅

広く捉えてもいいんじゃないのかなというよう
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な認識ではおります。 

 そしてまた、それからもう一つ業種を幅広く

という部分と、子育てするなら遠野構想プロジ

ェクトというものを立ち上げようという形で、

今議会にもわずかばかりの予算ではありますけ

ども、わらすっこ条例をさらに進化させようと

いうことで検討してみたいというふうに思って

いるわけでありますけども。 

 文字どおり若者が定着する、出会いがある、

結婚する、お子さんが生まれる、家族を持つと

いうような一つの一連の中で、それが保育園か

ら幼稚園、そして小学校、中学校、高校という

形で、成長の過程でどんどんニーズも変わって

くるわけでありますから、そういったところに

きちんとすき間を埋めるような、あるいは国の

あるいは県の施策と呼応しながら遠野独自のそ

の部分におけるやりとりをしながら、そういっ

た部分をきちんとフォローするというのもやは

り企業誘致にとってはある意味では大事であり、

これもまた一つ見方を考えれば優遇措置という

ことにも私はなるんじゃないのかなと。「あ、

そうか」と、「うちの従業員はこうしたんだけ

ど、こういう制度を市で持っているんだな」と

なれば、これも一つの優遇措置になるんじゃな

いかなと思ってまして、このようなことをきち

んと位置づけ、そしてまた組み立て、制度設計

を間違えないように組み立て、そしてそれを発

信しながら一つの優遇処置の充実といったもの

に取り組んでいきたいというように思っており

ます。 

 コールセンターの話も出ておりました。ただ、

このコールセンターの話につきましては、これ

は佐々木議員と私の認識がちょっとあるいは違

うかもしれません。でも違うというよりも大き

な違いじゃなくして、余りにも全国的にコール

センターがまさに雨後のタケノコのようにどん

どん出ていったわけですね。そして聞こえてく

るのは、まさに確保したものの危惧の内容とい

いますか、非常に曖昧だと申しますか、そのよ

うな情報もマイナス情報として聞こえてきてお

りますので、やはり例えば10人規模から20人規

模からはじめていきたいよというんであればあ

れですけど、いきなり500人規模のコールセン

ターをという話が持ち込まれても多分遠野市で

は、市長の私が言うのは非常にこれはあれかも

しれませんけども、ちょっと無理じゃないのか

なというの思っております。 

 そこはケースバイケースの中の判断で対応し

ていくということで、拒否しているんではない

と。やっぱり現状をよく見ながらという部分の

中における取り決めとしていきたいと思ってお

りますので、御了承いただきたいというふうに

思っております。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  今の御答弁で、

コールセンターに関連しまして考え方が若干強

いんじゃないかなという御答弁いただきました。

市長おっしゃっている意味わかります。確かに

今世間では、ちょっと言葉は悪いですけどもブ

ラック企業なんてということも話題になってお

ります。確かにコールセンターは雇用数がどん

と何百単位で雇用するところもあります。もち

ろんそういう企業が遠野に来られても、雇用面

でその求人に対応できないというのは目に見え

ております。 

 ただ、よくよく考えてみますと、今いろんな

企業さんではフリーダイヤル、0120で始まる番

号でいろんなサービスをしてるかと思いますけ

ども、あの大半の受けもとはコールセンターで

やられている、これが実態なはずです。後で御

確認いただきたいと思いますけども。 

 ということは、確かにいまいち悪いうわさの

立っている企業もあるかもしれませんけども、

大半の企業は優良企業、しかも一部上場企業も

たくさんあるんですよ。しかも場合によっては、

こちらのほうで一気に100、200名ではなくて、

スモールスタートといいますか10名、20名単位

でスタートできる可能性だって、たくさんある

と思いますので、ぜひその辺もよくよくよく調

査していただいて、企業誘致に結びつけていた

だきたいと思います。 
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 それと、別な角度から質問をさせていただき

ます。当市では、これまで製造業主体に誘致を

進めてこられたかと思います。最近になってＩ

Ｔ企業も３社立地しておりますが、今後は誘致

企業の危険分散という観点から製造業だけに余

りとらわれずに、いろんな業種・業態を誘致す

べきと考えます。と言いますのは、さきのリー

マンショック以降半導体関連の製造業、これは

業績不振から地方の工場閉鎖が今でも続いてお

ります、御存じだと思いますが。 

 最近こそはアベノミクスによる景気回復への

期待が膨らんでおりますけども、その陰では地

域経済を支えてきた工場の閉鎖や売却の後に終

わりが見えていない状況にあります。具体的に

はパナソニックとかソニーのような大企業の撤

退なわけですが、地元では取引先も含めて大量

の雇用が突然に失われることの不安への拡大に

対して、打つ手を見出せさせていない現状にあ

るかと思います、今の現状ですけど。 

 遠野市の場合には東工業団地が長期間遊休地

の状態にありますので、早期の工場有地も必要

ではありますが、地元雇用の拡大と企業の形態、

この辺の危険分散という観点から先ほど来話し

ているとおり製造業に加えて、ＩＴ企業や研究

開発機関、コールセンター、そして場合によっ

てはサービス業まで、この優遇制度の範囲を広

げて積極的な誘致活動行うべきと考えますが、

済みません同じような質問で、再度御答弁お願

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）  再度ということであり

ましたので再度お答えいたしますけども、私は

やはり今の製造業が企業誘致であり、それが雇

用の場だという中における取り組みという中で

盛んに行われてきたわけでありますけども、そ

れがさまざま社会経済情勢というよりも世界経

済の意向で、もういうなれば停滞するというよ

うなそのような事案も結構全国的にあったわけ

であります。 

 したがって、このサービス業も含めて業種そ

のものももっと幅広く捉えて雇用の場というこ

とを考えるべきではないだろうかということに

ついては、私は認識は全く同じであります。そ

のような方向でやっぱり考える。 

 我々が今何を考えなければならないかと申し

ますと、やはり若者が定住すると、生まれふる

さとの遠野で家族と一緒に暮らしたいんだとい

うような思いの若者がどんどんふえてきており

ますので、その方々に対して一つでも、二つで

も答えを見出すというのが与えられた一つの役

割ではないかなと考えておりますので、そうい

った文におきましては幅広く業種を捉えるとい

うことについては、佐々木議員と同じ認識であ

るということを再度申し上げたいというように

思っております。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  次も企業誘致にか

かわる質問ですが、企業は地方への立地要件の

一つに、必要とする有能な人材をその地域で容

易に確保できるかどうかということを判断ポイ

ントに上げているかと思います。しかし、遠野

市内には大学や短大、専門学校も存在しません

し、加えまして、高校卒業生の数も少ないこと

が大きなハンディになっているかと思います。 

 そこで、これらのマイナスハンディを克服す

るために、市外の学校で遠野市の奨学金を活用

しながら勉強している学生が遠野市内の企業に

就職し、かつ一定期間以上勤務した者には奨学

金の返還分の一部を減額する制度を検討されて

みてはいかがでしょうか。このことによって企

業が求める人材はふえることになりますし、ま

た地元で両親と一緒に生活をしながら仕事を続

けられますので、両親は老後の心配がなくなり

ますし、若者の地元定着にもつながるはずであ

るというふうに私は考えます。したがいまして、

この奨学金の返還分の一部減額について前向き

に検討すべきと考えます。 

 当然、これには多少の財政措置を伴うことに

なりますが、当市にとっては、それ以上にいろ

んな面で大きなプラス要因と相乗効果が発揮さ
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れると思いますが、市長の御所見を伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この人材といったよう

なものは、やはり企業にとっては大変大事なこ

とでありまして、いかに優秀な人材を確保する

ということが企業の命運を左右するというよう

なこともよく言われているわけでありますから、

先ほど来申し上げましたとおり交通事情がよく

なった、あれは広い土地もある。水、工業用水

などもあるというようなことばっかりではなく

して、いかに人材を遠野に確保できるかという

ことも企業誘致にとっては大きな、大きな一つ

の課題であるということはそのとおりでありま

す。 

 特に奨学金資金といったものは、私から申し

上げるまでもなく向学心に燃える優秀な学生で

あるものの、経済的な理由等により就学困難な

ものに対して学資の貸与を行い、有能な人材を

育成するということに制度の目的があるわけで

あります。 

 そして、これは無利子であるということ。半

年から最長15年までいうところの返済期間にな

っているということで、さまざまな優遇措置も

そのあたり講じられているわけであります。そ

してまた返済期間も自由に決めることができる

という中で、本人に余り負担がかからないよう

な形での制度として位置づけられておると。 

 このただいまの御質問は、人材確保のために

その奨学金といったものの返還額を一部例えば

減免するなりというような、そのような趣旨で

はなかったのかなというふうに承知いたしまし

たけども、これもやはり私も向こう４年間の任

期もらうときに、しっかりとしてきっちりと学

ぶという中における少子化対策も含めての、子

育てするなら遠野だという中に奨学金制度の見

直しということも述べさせていただいておりま

す。 

 これはまさに能力があっても経済的な理由で

もって、なかなか大学のほうにも進めないとい

う方々に、ただいま申し上げましたとおり制度

としてあるわけでありますけども。一方におい

ては、それだけ優秀な人材なんだから、ぜひ戻

ってこいというような、そのような働きかけも

やっぱり必要ではないのかなというふうに思っ

ております。 

 ただ、これは具体的に、事務的にさまざまな

見直しの検討をさせておりますけども、いうと

ころの公平さをどう保つかというところの行政

としての悩みもそこの中にあるということもち

ょっとつけ加えさせておきたいと思ってますけ

ども、いうなれば奨学金を借りないで頑張って、

頑張って自分は大学にも進み、専門学校にも進

んだんだよと。だったら、遠野に戻った人は、

それが払わなくて返せなくてもいいのであって、

「じゃ、俺は返さなきゃならないか」というよ

うな部分の、そのようなものもどうしても出て

くるわけですね。その辺をどのような制度設計

の中で組み立てるのかということにつきまして

は、今いろいろ議論をしているところでござい

ますので、そのような不公平感とやはりいかに

優秀な人材をという部分のどう両立させるかと

いうことについての知恵を出さなければならな

いかなというふうに考えているところでありま

す。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  確かに市長のおっ

しゃるとおり公平さということも重要なポイン

トになろうかと思いますので、ぜひその件も含

めて前向きに実現するように御検討をお願いい

たします。 

 次に、２点目の質問である防犯灯の今後の諸

対応について伺います。市内の防犯灯は、設置

から何年経過しているのか不明でありますが、

設置場所が昔のまま固定化されていることと、

老朽化が著しく進んでいることから各地域には

以下のような課題が生じてきております。 

 その１点目としまして、故障が多発して、そ

の維持管理や修理費の工面に各行政は苦慮して

おります。 

 ２点目としまして、防犯灯のさびや腐食の発
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生が著しく、風雨が激しいときには落下の危険

性を伴います。 

 ３点目としまして、電柱の腐食が進んでいる

ものもありまして倒壊などの危険性があります。 

 ちなみに、この電柱、木柱になりますけども、

これは旧遠野農協時代に有線放送で使っていた

ものだと私は見てますけども、これは根元部分

の腐食がかなり進んでいるものと思われます。 

 そして４点目としましては、老朽化から照度、

明るさですね。この明るさが十分に確保できな

いものもあります。 

 ５点目としましては、防犯灯に虫がたくさん

飛来するわけですが、稲作農家はカメムシ被害

にさらされております。その被害額は推計でき

ませんが相当な額になるものと推測されます。 

 そして６点目としましては、中学校の統廃合

によって生徒の通学ルートに変更が生じてきて

おりますので、設置場所の検討や見直しが必要

な時期に来ているものと思われます。 

 以上から、通学路や生活道路の防犯上の観点

から、今の設置場所のままでいいのか。また、

機器や木柱の老朽化の進行に伴う落下や倒壊な

どの危険性等々について現地を確認し、調査し、

点検の上で抜本的な見直し、改善策が必要であ

ろうと考えますが、いかがでしょうか。市長の

お考えを伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  市民生活の安心・安全

の環境づくりは、この防犯灯という問題も非常

に大事な一つの環境整備しなきゃならない課題

だというふうに承知しております。ちょっと防

犯灯の設置の経緯と申しますか、それを見ます

と昭和30年代に遡るわけでありますけども、防

犯灯整備対策要綱といったものが昭和36年３月

に閣議決定され、この決定を受け当市において

も防犯灯の整備を進めてきたという中にありま

す。しかし、もう状況は大きく社会経済情勢と

申しますか地域を取り巻く環境は大きく変わっ

てきているわけでありますね。 

 その中で、この中学校の再編に伴う通学ルー

トの変更もあり、あるいは区画整理や宅地化も

進んでいるというような状況にありますので、

一つは見直しなり改善はもう必要であるという

ふうに私は認識いたしております。６点ほどい

ろいろお話がありました。この防犯灯の維持管

理については、自治会、または各地区の防犯協

会で行っており、それは各地区の設置場所の検

討、見直しに当たっても、こういった官民一体

の検討の中から数少ないわけでありますけども、

毎年整備をしてきておるということになってい

るわけであります。 

 そしてまた、今状況はどうなんだという御質

問ありました。防犯灯は全体で3,500カ所今設

置されております。そのうち木柱に設置してい

る防犯灯は約600カ所であります。この木柱に

ついても順次パトロールをしながら情報提供も

いただき調べているわけでありますけども、危

険性があるものについては随時修繕を行ってい

ると。 

 今年度までの現在までの状況。ちょっと通告

がありましたので調べてみました。調べてみま

したところ、３カ所の木柱が倒壊のおそれがあ

るという形の結果を得ているところであります

ので、これを鋼管柱に修繕を行ったということ

であります。 

 それから、この防犯灯の中におきまして、実

は９月１日から電気料金が値上がりになりまし

た。値上がりになりまして、防犯灯の料金も約

15％値上げになっております。そういった中に

おきまして、これから取り組まなきゃならない

のは、いうところのＬＥＤの照明といったもの

について、従来の白熱灯や蛍光灯というよりも、

紫外線の発生量が少ない、従って虫が集まりに

くい光源であると、光であるというようなこと

も実証されているところでございますので、防

犯灯といったものについては、この防虫効果も

期待されるということになれば、お話も出まし

たカメムシ被害といったものにも何かの形で対

策がとれるんじゃないかとなれば、やっぱりＬ

ＥＤ化といったものを進めるということが非常

に大事じゃないのかなというように思っており
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ます。 

 ちなみに、ＬＥＤでもっての更新、経済比較

というとちょっと調べてみました。概算工事費

は箇所でありますと約４万円かかります。した

がって、この3,500カ所をＬＥＤ化するとなる

と１億4,000万といったような工事費がそこに

かかってくるということになります。 

 ただ、この中でもう一つ考えなきゃならない

のは、いうところのランニングコストでありま

す。電気使用料、これが１灯当たり、今の白熱

灯であり蛍光灯でありますと１灯当たり月373

円の電気代がかかるわけでありますけども、Ｌ

ＥＤ化しますと１灯当たり160円という形で非

常に電気使用料も安くなると。そうしますと、

工事費、今の電気使用料で見ますと約1,600万

円ぐらいかかるわけでありますけども、これが

約６割軽減し、670万まで使用料を抑えること

ができるということがはじき出されております

ので。 

 今の防犯灯の問題などは、私はこれはやはり

安心・安全、遠野では起きておりませんけども、

いろんな考えられないようなストーカーによる

殺人事件なども起きているわけでありますね。

やっぱりそういったとこにおきましては犯罪を

未然に防ぐという意味においても、この防犯灯

の設置といったものはやっぱり必要じゃないの

かなと思っておりまして。国もさまざまな形で

の社会インフラ整備ということを言うんであれ

ば、このような対策にもそれなりのやっぱり制

度を設け、昭和36年の設置要綱をもってして

云々じゃなくして、やはりみずからの地域はみ

ずからの地域で守ると、そのためには応援する

ぞというような制度なり、あるいは支援策など

も国等で具体的に考えてもらいたいと、そのよ

うな行動もまた起こしていきたいというように

考えているところであります。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  今の御答弁では、

防犯灯の設置台数は約3,500個ですよというこ

とと、木柱については600本ですよということ

を把握されてますという御答弁であったかと思

います。それはそのとおりだと思います。 

 また木柱、根元部分の腐食、大分傷んでいる

電柱については、たしか３カ所、３本というふ

うに承りましたけども、前の数字はいいとしま

しても３カ所というのは、私は余りにも少ない

と考えます。実際に全数、本当に現地を確認、

点検された数字でしょうか。少なくとも、私の

うちの身の周りを見ただけでも、倒れそうまで

とは言いませんけども、かなり傾いてる電柱が

それこそ五、六本あります、私のうちの周りだ

けども。市内全域では私は相当数の数になるん

だろうという思いで、今回質問させていただき

ましたが、その件は全数チェックをされた上で

の御答弁かどうかについて伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  佐々木議員から通告を

受けましたので、担当のほうからいただいた、

報告あった数字を申し上げたところであります

ので、この後開かれる委員会等で、どうもおか

しいぞと。市長が言った３カ所というのはどう

もおかしい、本当に調べているのかという分に

ついては、担当部長や課長に具体的にお尋ねい

ただければよろしいかというように思っており

ますので、それをもって答弁とさせていただき

ます。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  その件はわかりま

した。そのようにさせていただきます。 

 それで実は私、事前に通告してた内容、市長

先ほど答弁していただきましたので、非常に質

問しにくくなりましたけども、通告しておりま

すので質問させていただきます。 

 次の質問というのは、電灯料金が安くなって、

なおかつカメムシ被害もなくなることが期待さ

れるＬＥＤへの取りかえについて、早めに検討

し対応すべきと考えますがいかがでしょうか。

この件は先ほど市長から御答弁いただきました。

わかりました。よろしいですよ、いただきまし
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たから。（発言する者あり）先ほど言われまし

たので、よろしいです。 

 で、別な質問をさせてもらいます。私の手元

に実は電灯料金表があります。これは当局のほ

うからいただいたものですけども、これにより

ますと先ほどの市長の御答弁の内容とは若干違

う数字になってますけども、今設置している水

銀灯は40ワット相当で１灯当たりの月額料金は

285円ということになっております。これに対

してＬＥＤは20ワット相当で今の水銀灯と同等

の照明効果が得られるということで、その使用

料金は106円で済むという計算になります。こ

れを１年間の電気料金に換算しますと、ＬＥＤ

に返還することによって１灯当たり2,150円の

節減になります。しかも市内全域、先ほど3,50

0個ということでしたので、これを年間分にし

ますと752万円の節減に私の計算上はなります。

先ほどの御答弁の数字は違ってましたけども、

どこかで行き違いが生じていると思いますけど

も、いずれいただいた資料から私が計算した結

果はそのようになります。 

 また、今の水銀灯は、故障発生頻度が高いの

に対して、ＬＥＤの寿命は４万時間以上という

ことですので、10年以上に１回の割で故障があ

るかないかの計算になろうかと思います。 

 したがいまして、行政区長の設備管理にかか

わる労力あるいは自治会費から今修理費負担し

ているわけですけども、これも大幅に軽減され

るメリットもありますし、さらにＣＯ２をはじ

めとする温室効果が大幅削減、後はちらつきが

ないということで人の目には優しいということ

も考えられますので、いずれこのような面から

できましたら、財政措置もあるでしょうけども、

ＬＥＤの早めの交換を検討すべきと考えますが、

いかがでしょうかお伺いします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この防犯灯、ＬＥＤ化

のほうに進めるべきではないかというような、

先ほど通告もいただいておったんでお話申し上

げたわけでありますけども、やっぱりそのよう

な方向に持っていくというのが一つのランニン

グコストも含めまして、佐々木議員が持ってい

る数字と私が手持ちに持っている数字とでは若

干違うわけでありますけども、節減されると、

コストが非常に安くなるという分において同じ

資料を持っているということになるわけであり

ますから、私の手元の資料ですと、従来型の防

犯灯電球の寿命は8,000時間から１万時間と言

われておると。そして、その器具の寿命の安定

器はおよそ８年から10年、ＬＥＤの寿命は約４

万時間、約10年、その間メンテナンスを必要と

しないというようなこともあるわけであります

から、比較すればそのような方向にもってく。 

 したがって、この部分はやはり先ほどの答弁

と繰り返しになりますけども、きちんと進める

という中における制度構築がやっぱり私は大事

じゃないのかなというふうに思っておりますか

ら、今申し上げましたとおり、そういった安

心・安全な生活環境の確保といったような部分

の中における防犯灯の設置につきまして、なけ

なしの財源をやりくりせざるを得ないというよ

うな状況下にありますけども、市長会等も通じ

ながら地方の声として、国のほうにもこういっ

た整備を強く働きかけてまいりたいというよう

に思っているところであります。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  今の市長の御答弁

で安心しました。 

 それで、ちょっともう１点、お願いというレ

ベルの質問になりますけども（発言する者あ

り）失礼しました、じゃ、お願いという言葉は

ちょっと取り消していただいて質問させていた

だきますけども。各地区では、今この防犯灯、

故障が多くて、その取りかえにかかわる費用に

大分苦慮されております、先ほどもお話させて

いただきましたけども。当然これは高所作業と

いうことになりますので、それなりの交換にか

かわる費用があるみたいです。 

 したがいまして、せめてこの部分だけを各地

区で交換するに当たっては、ＬＥＤに交換する
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に当たりましては少なくとも市で納めている電

灯料金は、先ほど来御説明させていただいてい

るとおり安くなるわけですから、それぐらいの、

それ見合い分ぐらいの費用については補助金と

いう形になるかどうかわかりませんけど、ぜひ

市のほうに還元していただくとか、そういう措

置も考えていただきたいと思いますが、この件

についてはどのようにお考えか伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいまの質問の中で、

この防犯灯の果たす役割あるいはどのような方

向に整備していったらいいのかということが、

よく、一つの課題が浮き彫りになったというふ

うに思っておりますので、ただいまの御質問に

つきましては市民センターあるいは地区セン

ター等を中心に、具体的な形でどのようにフォ

ローすべきかということにつきましては検討さ

せたいというふうに思っておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  いろいろと提案方

式で質問させていただきました。市長からの御

答弁、大変前向きに頂戴しました。また、私の

考え方と同じような方向にあるということも認

識できました。質問者としましては大変満足し

ているところであります。ぜひ財政上の工面、

これは大変かもしれませんけども、早めに御検

討、御対応していただくことを再度お願いしま

して、私の一般質問を終わります。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午前11時08分 休憩   

────────────────── 

   午前11時18分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 次に進みます。 

 ９番菊池充君。 

   〔９番菊池充君登壇〕 

○９番（菊池充君）  通告に従いまして一般質

問を行います。 

 本田市長には、去る10月の市長選挙で、３期

連続無投票で当選を果たされました。改めてお

祝いを申し上げます。これからの４年間、山積

する市政課題の解決に、基本姿勢を大事にしな

がら市政運営に取り組んでいただきますよう御

期待を申し上げます。 

 さらに菊池副市長、中浜教育委員長におかれ

ましても、今日までの経験を生かされまして、

市政課題の解決に取り組んでいただきますよう

御期待を申し上げるものでございます。 

 それでは、一問一答方式によりまして質問を

行ってまいります。 

 大項目１点目でございます。国の米政策に伴

う市農業政策への影響についてであります。国

の予算が確定しておらず不透明な部分もありま

すが、情報にて知り得た内容をもとに伺ってま

いります。 

 はじめに、政府は10月24日に、産業競争力会

議の農業分科会を開き、米の生産調整、減反や

経営安定所得対策を見直す方向で検討をはじめ

てから、たった１カ月で43年間続けてきた減反

を５年をめどに廃止することを決定しました。

消費の減少、米余りによる価格の下落防止、備

蓄米の適正管理を図るため、国は毎年度転作面

積、現在は生産数量面積を配分し、生産の調整

や自給率の低い作物への作付誘導、さらには市

町村独自の推進品目を奨励し、安定した生産の

維持継続に取り組んできたところであります。 

 今年の生産も終わり、来年の計画を立てよう

としていた矢先、農家にしてみれば寝耳に水と

いった状況でありますし、農家に協力を求め毎

年目標達成に取り組んできた市としても同様と

思われますが、まず、今回の制度見直しの内容

について、市長はどのように受けとめられてい

るのかお伺いいたします。 

○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）  菊池充議員の一般質問

にお答えいたします。 

 一問一答方式ということでございますので、
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まず今般これは43年間続けてきた減反政策を向

こう５年後をめどに廃止することを視野に入れ

た大幅な見直しが行われたわけであります。御

質問ありましたとおり、11月26日に全体像を正

式に決定をしたということが報じられているわ

けであります。 

 この中におきまして、私は非常に注目してる

のは、農業新聞に載っておりましたＪＡ全中の

萬歳会長のコメントに、私は非常に注目をした

ところでありました。それはこのようにコメン

トを出されているわけであります。 

 日本型直接支払い制度の創設は、農業・

農村の多面的機能に着目した直接支払い制

度として制度化されることは、持続可能な

農業・農村の第一歩となるものであると評

価。５年後までには、行政による生産数量

目標の配分に頼らずとも、国が策定する需

給見通し等から需要に応じた生産が行える

よう行政・生産者団体・現場が一体となっ

て取り組むこととなったので、生産現場の

実態・実情を十分踏まえた取り組みを進め

たい。 

というふうに、そのようなコメントが載ってお

りまして、私は今回の制度改正に当たっての市

長の見解はどのような見解かということでのお

尋ねでありましたけども、このコメントに非常

に注目をしたという部分で、この制度をとらえ

ているということで御承知いただければと思っ

ております。 

 なお、この転作のこの交付金は十分確保され

るのか。さらには飼料用米の増産に対する、い

うところの施設整備や、あるいは生産者との実

情者とのマッチングが本当にできるのか。どん

どんつくるんだけども、本当にそれが使われる

のかといったような問題、そのようなマッチン

グができるのか。あるいは主食用米の計画的、

安定的な生産調整機能を実現できるのかといっ

た分については、やっぱりまだまだちょっと不

明確ではないのかなというようにも捉えている

ところでもありますので、そのような形で認識

しているということで。 

 農地を農地として維持する地域の取り組みを

支援する地域政策として、日本型直接支払い制

度を導入するといったようなことも明確に位置

づけられているということも、ある意味におい

ては前向きに捉えなきゃならないのかなという

ように、そのように承知いたしております。 

○議長（新田勝見君）  ９番菊池充君。 

   〔９番菊池充君登壇〕 

○９番（菊池充君）  私もこの制度について全

面的に否定するものではなくて、やはり見直し

の必要な時期に来ているのかなという認識にな

っています。しかし、今市長もお話されました

けれども、その課題というもの、不透明さはま

だまだあるんだということで、そこら辺につい

て私と市長との議論の中で解決する問題ではご

ざいませんけれども、考え等を整理しながら、

さらに質問してまいりたいというふうに思いま

す。 

 まず、全中会長のコメント、いわゆる日本型

直接支払い、この部分につきましても、水・農

地の関係で今まであれしてた部分でありますけ

れども、この部分については新たに充実される

といっても、いわゆる中山間地域部分について

は私は対象にならないんだろうというふうに理

解をしてるわけです。 

 そういう部分含めて質問してまいりますが、

いわゆる減反が廃止されれば、先ほども述べた

とおり半世紀ぶりの米政策の大転換となるわけ

であります。いわゆる見直しで影響を受ける地

方や農家の意見をくみ上げることなく、一方的

に結論を押しつけた今回の農政の急転換、いわ

ゆる地方の厳しい現実を無視するかのように、

市場原理で進む中央の論理のあり方に対しては、

私は疑問を持っておる一人でございます。 

 やはり地方からの実態、状況等を国を上げな

がらやっぱり改正していくものだろうというふ

うに思って、これの決定について大変疑問に思

うわけですが、この決定方法について市長はど

のように考えているのか伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 
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○市長（本田敏秋君）  この制度そのものが、

まだきちんと周知されていないという部分はあ

るわけでありますけども、ただいま非常に疑問

視をしておるという部分の中におきまして、影

響といったようなものをどのように捉えるかと

いうことになろうかというように思っているわ

けですけども、生産現場での十分な検討あるい

は検証が私は必要であろうかというように承知

いたしております。 

 この具体的なさまざまな課題が、方針は出た

ものの、それに対応する課題もまた、それによ

って浮き彫りになっているわけでありますけど

も。課題解決のために具体的な支援施策がどの

ように講じられるのかということが、私はまだ

見えてないんじゃないのかなというように思っ

ております。 

 ちなみに、見直しの概要は、これは菊池議員

も当然御承知のことだというふうに思っており

ますけども、米の直接支払い交付金は10アール

当たり１万5,000円を半額の7,500円に持ってく

るということであります。５年後にはこれを廃

止するということになるわけでありますから、

そしてまた一方米価変動補填交付金は来年度か

ら廃止すると、そして水田活用直接支払い交付

金、転作への交付金は継続されると、そのよう

な中で数字がまだ動いているわけでありますけ

ども。 

 やっぱり現場で、遠野という現場の中で、ど

のような形の影響が出てくるのかなというよう

なこともきちんと情報を把握しながら、これに

対する対応といったようなものも遠野市全体の

問題として考えていかなきゃならないんじゃな

いかなと思ってまして、ただ昨年度交付実績の

中で見ると、約１億1,400円ほどの農家所得の

減少にもなるというようなことも試算されてい

るところでございますから、やはりかなり厳し

く評価するといったものの、具体的な課題解決

策といったものに対して、より慎重なというよ

りも高いアンテナの中から情報を得て対策を講

じていかなきゃならない、あるいは行動を起こ

していかなきゃならない、そのように承知いた

しております。 

○議長（新田勝見君）  ９番菊池充君。 

   〔９番菊池充君登壇〕 

○９番（菊池充君）  今市長が答弁いたしまし

たけれども、具体的に項目４点に絞って１点目

についてもお答えをいただきますので、その部

分の内容について再度詳しくお聞きしたいと思

います。 

 遠野市が24年度実績で1,524ヘクタールに対

しまして２億2,800万円ほどの交付を受けてい

るわけでございますけれども、来年度からは半

額ということで１億1,400万円になるという状

況を今お示しされました。５年後にはゼロにな

るというようなことがはっきりしてる、ほかの

部分はまだまだですけども、これははっきりし

た事実でございますので、それを受けてどのよ

うな対策を講じるもんかということを思うんで

すが。 

 いわゆる水稲、例えば水稲40ヘクタール、転

作40ヘクタールでも、大規模に取り組んでいる

組合では、この見直しで来年度から年間300万

円が減少すると。５年後からは600万円が減少

するという実態になるわけでございます。その

部分を小作料をそのまま減額するわけにはいか

ないという組合の事情も出ているわけでござい

まして、来年度からの見直しによって新たな経

営計画の見直しに直面していると嘆いているこ

とが実態でございます。 

 さらに、ことしの米の価格は豊作を背景に、

相対取引価格が前年対比で10％前後下落してい

る経営でございまして、大規模経営体ほど大き

な影響を受けているわけであります。今回の制

度見直しで、今後の米価の価格は下がる可能性

が新しい制度では危惧されてございます。 

 もう、これ以上水稲生産にコスト削減も限界

にもう来てるというふうにも思っているわけで

ございますし、これらを踏まえて、これからの

遠野市の農業、米も含めてですけれども新たな

対策あるいは現在の制度の充実と、この制度見

直しによってどのような形で新たな政策を講じ

ていくのかという部分について、お考えがあれ
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ばお聞きしたいというふうに思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  今般の見直しについて、

また新たなという中において現状と、それをど

う捉えたからこの見直しに対応していくのかと

いう中における御質問として承ったところであ

ります。 

 これは私もこういう市長という仕事を預かっ

ておりまして、この農業政策、よくいつも言わ

れてる言葉であり余りあれしない言葉でありま

すけど、猫の目農政という中にありまして、現

場が振り回されてきたというのがこれは現実で。

この減反政策一つとっても東北は、特に岩手、

忠実に減反政策を守ってきたという一つの私は

経過があろうかと思っております。 

 よく数字を報告受けたときに、大消費地の近

くのこの減反政策は、ほとんど形骸化されてい

るということも私も聞きまして、一体制度とは

何なんだろうなということを思ったこともあっ

たわけでありますけども、今般もそのような中

で地域農業といったものも改めて視点として置

いたということになってますけども。 

 ただいま菊池議員がお話ししましたとおり、

さまざまな形で数字的に見ても減額になったり、

見直しになったりという部分がもう出てきてい

るわけでありますから。こういったところを農

家の皆さん、特に大規模な農家の方々は、ある

程度よしとしても、遠野のような典型的な中山

間地域の中で今まで取り組んできたさまざまな

努力は一体何だったのだろうなということを無

理しないように、それが生かされるように、や

はりこれまで以上に地域の農家の方々、現場の

方々との連携を密にしながら、この見直しとい

ったものに対しても、やはりきちんと遠野市の

立場として言うべきところは言う、主張すべき

ところは主張する、また受け入れながら、さら

に前に進めるのは前に進めるというような、そ

のような対応をしてまいりたいというように思

っているところであります。 

○議長（新田勝見君）  ９番菊池充君。 

   〔９番菊池充君登壇〕 

○９番（菊池充君）  ぜひ今までの取り組みを、

さらに充実したものにしてくださいというふう

に思うわけであります。 

 それでは、次に拡充される飼料用米等への対

応についてであります。政府は米政策の見直し

に当たって最も重点政策と捉えているのは、水

田を水田として維持し、食料安全保障上も、い

ざというときに主食用米をつくれる状態を確保

していくには、飼料用米への作付を促し、転作

ではなく本作でつくっていくことを掲げており

ますが。来年度からの実施に向けては、品種、

栽培技術、貯蔵施設、需要対策等、需給と供給

のバランスというような課題が多いと感じられ

ておりますけれども、この新たな対策について

どのように対応しようとしているのか伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  今般の見直しの中で、

この飼料用米等への対応ということで、米政策

の見直しの重点施策として、新たな米の用途と

して飼料用米を10倍にふやすというような方針

を国は打ち出したわけであります。 

 今菊池議員から御質問がありましたけども、

ちなみに遠野市内での飼料用米の取り組み状況

についてちょっと触れさせていただきますけど

も、戸別所得補償制度、これは10アール当たり

交付金が８万円でありますけども、初年度の平

成23年の40ヘクタールが最大で、平成24年度が

29ヘクタール、平成25年度が20ヘクタールと

年々減少しております。ただ、飼料用稲の栽培

としては60から70ヘクタールの間で推移してお

り、安定した状態にあるということで捉えてお

りますけども。 

 この飼料用米の減少は取り組みやすい、これ

はホールクロップサイレージというＷＣＳとい

う、青刈り稲を発酵させた飼料ということにな

って、これは菊池議員も御承知だというように

思っておりますけども、これに移行したことが

主な原因であって、市内産においては、いうと

ころの需給バランスはとれており安定した取引
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の状況にあるという形で捉えているところであ

ります。 

 そのような中で、この拡大を考えた場合、も

う一つは安定的なやっぱり販売先、それから専

用保管施設あるいは加工施設などの施設整備な

どの課題も多いし、それから畜産振興とどう連

携するのか。拡大の必要な方策について、ます

ます生産者、関係機関と十分な連携を行いなが

ら取り組みを進めていくということが求められ

ているのではないのかなというように承知して

ございまして、遠野の一つの農業のあり方とし

て耕畜連携、これは遠野ならではという部分で

言われているわけでありますから、この辺の中

で生産現場の皆様ともさまざまな過程で飼料用

米等といったものが10倍にふやすものに対して、

どのように対応していくかということについて

は、その中から方策を見出していきたいという

ように考えているとこであります。 

○議長（新田勝見君）  ９番菊池充君。 

   〔９番菊池充君登壇〕 

○９番（菊池充君）  飼料用米は10町歩ほどず

つ減ってきてると。ただ、それにかわる部分と

してのホールクロップサイレージがふえている

という状況だという説明でございました。ただ、

これからやろうとするのは、いわゆる国として

は飼料用米のウエートを置くということなわけ

でございます。 

 非常に今までホールクロップサイレージに移

った、そして面積がふえたという部分はそれは

それとして、減ってる原因の一因には単価があ

ると思われます。いわゆるカントリーを使うわ

けでございますので、生産する前にカントリー

使用料は取られると。生産は１年後だと、単価

は3,000円だと、キロ。こうなりますと今まで

は伸びない、逆に減ってきたんだろうと、こう

いうように思うわけでございますけども。次に

触れますけれども、そういう部分を補償するん

だという新たな制度になるわけでございますけ

れども、それでも課題はあるんではないかなと

いうふうに思うわけでございます。 

 いわゆる飼料用米、政府は飼料用米の面積拡

大により所得向上が図られるということで試算

をあらわしてございます。これは全国の集落の

平均的な集落面積で試算をしたものでございま

すけれども、いわゆる飼料用米にかわることに

よって、現在集落でとれる34ヘクタール、水田

が19に畑が15と、畑中心の大豆だというような

形で取り組んできていると、それを試算した場

合に今回の制度で。そうしますと、いわゆる今

まで888万であったものが1,013万だかになるん

だと。よって、113％、所得が13％伸びるんだ

というふうに試算をして公表しました。 

 この公表に対して、いわゆる助成単価を引き

上げたことによる所得増が農業者以外の消費者

あるいはそのほかの各方面から、保護政策だと

の疑問の声が上がっております。いわゆる制度

を充実して助成金額を上げたことによって、そ

ういうことがあるという、そういうものではな

いはずだというものが消費者とか、ほかのいろ

んな団体から話が、テレビでもかなり大きく報

道されてございます。 

 私も、この試算については大きな問題があろ

うというふうに思ってございます。政府は現場

の努力を前提にしてということでございますけ

れども、現行一律１反当たり８万円に対して上

限を10万5,000円を確保するのだということを

言ってございますけれども、しかし、これをク

リアするには、地域の平均単収を150キロ以上

上回らなければ、この10万と5,000円を確保す

ることはできないという状況であります。 

 550キロの平均単収になっていれば、700キロ

以上を米で上げなければならないと。一部では

800キロつくっている土地もあると聞きますけ

ど試験的な部分でありまして、そういう部分が

大きく課題として上げられておりますし、さら

に下回った場合は、今下回る、上回る関係なく

８万円でしたけども、単収を下回れば５万5,00

0円までおろしますよということでありますの

で、いわゆる技術が確立されてない状況でス

タートするには大きな課題があるということで

すし、それでさらにふやすとなれば、集落でさ

らに不作付地、いわゆる自己管理保全水田まで
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も取り組まないと対象にしないというような条

件も中にはあるように新聞にも報道されました。 

 そうしますと、なかなか容易に現在の遠野市

の状況の中では簡単に取り組めるものではない。

逆に取り組んでも今までの８万円を下回る可能

性もあるという内容に考えるんですけども、こ

れの試算に対して、もし市長さんおわかりであ

れば、ただ見てなければ、それで結構でござい

ますけど。 

○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）  ただいま今般の改正に

伴っての、まさにいろんな数字を上げての危惧

されていることについてお話がありました。私

も先ほどこれぐらいの交付金が減額になるとい

うような極めてアバウトな数字で申し上げたわ

けでありますけども、個々のそれぞれの制度改

正に伴っての交付金から、直接支払いの関係か

らいろいろ試算してきますと、どの数字を持っ

て国はこのような数字を出したのかということ

につきましては、やはり報道をきちんと分析を

しながら、その数字を把握しなければならない

かというように思っております。 

 いうところのどうしてもこの農業といったも

のは、その地域によってさまざまな顔は持って

るわけでありますから、大規模にこの減反政策

を見直しますよと、大きく飼料用米のほうにシ

フトしますよといっても、それが可能な地域と、

やっぱりどうしても農業の集積、水田の集積含

めて、なかなか思うにまかせないという部分の

中における典型的な中山間地域と。うちのよう

に、遠野市のように耕畜連携が比較的うまくと

れるような環境のところと、しかし一方におい

ては飼料用米をふやすことになったとしても遠

野市ということで見ると、まさにバランスがと

れているというような一つの現状もあるわけで

ありますから。 

 今言いましたとおり飼料用米ということにす

るんだけども、それを販路としてするためには、

さまざまな設備をしなきゃならんだろうと、い

ろんな手当もしなきゃならんだろうということ

があるわけでありまして、そういったところが

手当できているところと、できてないところで

は全く一つの数字としてはこうなれば10倍にな

るなというような数字も出てくるわけでありま

すけども。それをただ遠野市に当てはめてもそ

のようにいかないということは十分承知してお

りますので。 

 ただいまお話ありました消費者サイドに立っ

ての部分、米価の問題も含めながら、いろんな

形での遠野としての改正に対してどのように立

ち向かって、その中できめ細かい対策を講じな

がら、私はやはり畜産、そして耕種農家と畜産

農家の耕畜連携といったようなものが、まさに

循環型として遠野の農業としてあるべきじゃな

いかなということは一つの考えとして持ってお

りますので。 

 繰り返しになりますけども、この制度をやは

りどのように受けとめ、遠野として、それをど

のように前向きに次の展望を見出せるようなも

のに持っていけるのか。そのためには国や県に

訴えることは何なのか。また、みずから我々が

考えなきゃならないことは何なのか。また一方

においては、生産の現場の皆様にさまざまな工

夫をしてもらうのは何なのかということを、も

う一度きちんと数字的にも詰めの作業をしてま

いりたいというふうに思っておりますので、そ

れで御答弁とさせていただきたいと思っており

ます。 

○議長（新田勝見君）  ９番菊池充君。 

   〔９番菊池充君登壇〕 

○９番（菊池充君）  国のこの制度が示されま

してから、いち早く目標を設定したのは山形県

であります。山形県は来年度から3,000ヘク

タールに取り組むということであります。現在

は1,700ヘクタールに取り組んでいるというこ

とですが、岩手県は現在は2,024ヘクタール、

これに毎年800ヘクタールほどを延ばしていく

という考え、これは需要との関係からそのよう

な計算をして取り組んでいくということで、具

体的な取り組みについては、これから市町村に

も示されるだろうというふうに思うわけですけ



－ 31 － 

ども、ひとつそういう部分の対応を願いたいと

いうふうに思います。 

 私の個人的な考えだけを述べても偏りがござ

いますので、この制度の内容の変更による部分

について、市内の生産法人や営農組合、個人の

方々から、取り組みについてのお話を伺ってご

ざいます。 

 やはり、今までの取り組みとして、一部には

大豆を主体にブロックローテーションで団地化

に取り組み、それに必要な機材、施設を整備し

ており、当面は現行の体制でいくのだという組

織もあれば、ブロックローテーションの、いわ

ゆる飼料用米となれば、逆にブロックローテー

ションの見直しや団地化要件等が達成できなく

なると、収益の確保が問題になるという部分か

ら、当面はやっぱり見合わせるという集落もご

ざいます。また、増産が安定して見込まれるの

であれば、今後取り組みを検討したいという組

織もございます。 

 一方、技術的には確立されてるといっても、

新たに転作の拡大が示されれば、やはり飼料用

米に取り組むしかないだろうというふうに思わ

れてる方もございます。いわゆる、大きな圃場

整備をして、大きな圃場を整備されて、ブロッ

クローテーションでやっておりますと、水田に

返すということは容易に可能なわけでございま

すので、それは可能としても、さまざまな整備

をされてきた現状からすれば、なかなか難しい

よというのが現状だというふうに、大方はその

ように理解したんですけども、やはり、取り組

もうとする方もあるようでございますけれども、

価格的な問題もこれから課題になるのかなとい

うふうに思ってございます。 

 いずれ、このような形の中で、生産者、集落、

地域に対して、情報の提供に努めていただきな

がら、万全な対策を講じていただきたいという

ことを期待し、次の質問に入らせていただきま

す。 

 次に、農地集積が困難な小規模農家や中山間

地域対策についてであります。 

 本制度では、農業法人や営農組織、担い手等

に農地を集積し、規模拡大による生産コストの

軽減や削減や施設、機械等の効率的活用による

所得向上を図ることを狙いとしておりますが、

市長御承知のとおり、遠野市の場合、経営耕地

が３年前の統計でございますけれども、畦畔も

含めた水田の面積が平均で1.13ヘクタール、畑

で0.79ヘクタールということで、２町歩にも満

たない、少ない中での経営を営んでるわけであ

ります。 

 また、２ヘクタール未満の販売農家は、全体

の77％強を占めてございます。厳しい生産環境

や労働条件を抱えながらも、営農を継続してる

農家にとって、今回の制度見直しはマイナス要

素が大きいと私は思ってございます。営農継続

を断念する農家も出てくるんではないかなと。

先ほどの一反歩１万5,000円もなくなるわけで

ございます。それにかわる所得の確保というの

は、なかなか、こういう小規模農家とか、いわ

ゆる中山間の集落は難しい部分があるだろうと

いうふうに危惧されるわけでございますけれど

も、このような小規模農家、中山間地域に対し

て、どのような対策をとっていく必要があるの

かということにつきまして、お聞きしたいと思

います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま農地集積が困

難な、この小規模農家や中山間地域、これは非

常にマイナス要素が大きいんではないかという

ような認識の中でのお話が、御質問がありまし

た。私も全て今般の制度改正の全般の内容を、

個々具体的なまでは全て承知してるわけでは、

まだありませんけども、ただいま申し上げまし

たとおり、これから、いろんな形でこの検討し、

勉強もしていかなきゃならないかというふうに

思っておりますけども、特にも、この遠野市の

農業が置かれてる状況といったようなものは、

この高齢化、後継者不足による農業者の減少、

それから生産物価格の低迷による農業所得の減

少など、大変厳しい状況下にあるということは、

私から申し上げるでもなく、菊池議員も御承知
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のことだというように思っております。 

 この一定の農地集積による効率的な農業の推

進は、当然これ必要であります。これ必要であ

るかというように思っております。あるところ

で、このようなことも、ちょっと言われました。

耕作放棄地ほっとかないで、もう少しいいから、

規模が小さくても、圃場をきちんと整備すれば、

一つの、１台のトラクターで、俺もできるぞと。

だから、農地、圃場整備なども、減反であれな

んだから、やめないで、ちゃんでやってくれれ

ば、まだまだ田んぼは守れるんだというような

話も聞かされたこともありますけども、この効

率的な農業の推進といったものについては、一

定の農地集積も必要だと。しかし、一方におい

ては、遠野市のような典型的な中山間地域にあ

っては、この小規模農家による営農も、私はす

ごく大事な、それが良好な田んぼを持つという

ような、農村景観も保持するということにつな

がるわけでありますから、極めて大事な取り組

みの一つではないのかなと。それによって、地

域コミュニティが維持され、発展にしていかな

ければならないというような、一つのコストも

そこにあるわけでありますから、このようなこ

とも大事にしていかなきゃならない。したがっ

て、これは言葉として、うまく表現できるか、

できないか。こういった小規模農家として大事

にする部分と、一つの施策の中における大規模

農家と、農地集積を行いながら大規模農家とい

ったものとの連携した農業スタイルというのも、

もう、あってもいいんじゃないのかなというよ

うなことも思ったりもいたしているところであ

ります。 

 そういったことも含めまして、農業マスター

プラン、地域ぐるみで随時見直しということで、

それぞれの地域のほうにも伺いながら、いろい

ろ議論を交わしているところでございますけど

も、今度の見直しも、そのような中における農

地集積と農地利用の再編といったものも、その

中で行いながら、一つの今般の大幅な農業政策

の見直しといったものと、どのように接点を求

めていくかということで、逆に我々も一つの知

恵を試されてるのかなというような認識でいる

ところでございますけども、厳しい状況である

ということは、私もそのとおりの認識でありま

す。 

○議長（新田勝見君）  ９番菊池充君。 

   〔９番菊池充君登壇〕 

○９番（菊池充君）  連携した農業スタイルの

確立と、ぜひ、そのような方向に取り組みをお

願いしたいものだというふうに思います。 

 市内には、中山間地域直接支払い対象集落が

60集落あるわけであります。市内全体の３分の

１の約800ヘクタールの水田を管理しておるわ

けでございますけれども、このうち国の試算で

示しているモデル集落の面積要件を下回る集落

は全体集落の３分の２以上、45集落となってお

ります。いわゆる、こういう集落は転作作物も

飼料用作物がほとんどだという状況の中で、用

排水施設が機能しなくなっているというような

状況にもございます。当然必要ないわけであり

ますので。そういうふうな圃場が多いこと、そ

れから作物の今言ったように団地化や集積の取

り組みがほとんどできない小規模農家や中山間

集落に対して、今の国では、こういう部分を蚊

帳の外的な取り扱いをして、明確なものが示さ

れてございません。今後、国の制度内容が明確

に示され、耕作放棄地の増加につながらないよ

うな取り組みがぜひ必要だろうというふうに思

ってございます。 

 永遠の日本のふるさと遠野の原風景が遊休地

化し、スズキやカヤ、柳に覆われ、景観が損な

われるということで、国土保全ができなくなる

ような状態ならないように、ぜひ、政策の充実

を御期待をしたいというふうに思います。 

 では、次の質問に入ります。 

 ５年後をめどに減反を廃止することについて

であります。 

 前段でも触れましたが、５年後には直接支払

い交付金の廃止ともに、減反も廃止の方向にあ

ると認識をしておりますが、主食用米の作付が

ふえれば、米の価格の下落を招くこと、これは

確実であります。作付と減反を生産者団体や農
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家に委ねるのではなく、一定の作付と減反の調

整機能を今までどおり、私は国が責任を持って

関与し、実施していくことが重要であり、不可

欠であるというように思うんですが、今の現在

の国の考え方としては、もう、地域なり、農業

団体に任せるという考え方ですけども、その件

については、どのように感じておるんでしょう

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）  ５年後をめどに減反政

策を廃止するという方針を、私は、この減反と

いう一つの取り組みについては、かねてから、

いかがなものかなと、単なる収量の問題じゃな

いだろうと、反当当たり、どれぐらいとれるか

なという議論ばっかりの中で、よく言う費用対

効果といったものの中で、米をつくってもだめ

なんだという中で、泣き泣き減反政策に応じて

きたという歴史があるわけでありますけども、

農村が好ましい農村風景として、あるいは農村

の光景として、あるいは農村文化として、集団

化の団地化の話も、うまくいくのかなという話

も、今あったわけでありますけど、団地化をし

ながら、やはり、そこで一つの後継者を見つけ

ながら、一つのダイナミックに農業を展開する

という部分と、やっぱり小規模でもいいと。団

地化とまでいかなくても、小規模でいいから、

お米をつくり、そのような中において、良好な

遠野としての、日本のふるさと遠野としての景

観をその中で保持をしていくんだというような

部分の取り組みも、私、あっていいんじゃない

かなと、常日ごろから、そのように思っており

まして、したがって、ＴＰＰ問題なども、私、

ある会合に行ったとき、そのとき話したんです

けども、確かにあれなんだけども、日本の国土

を保全する。良好な農村環境を保つ。そして、

また、一方においては、水資源もその中で確保

すると。いろんな循環型として、農業が持つ、

よく多面的機能とよく言ってるわけであります

けども、単なる言葉じゃないと。多面的機能と

いうことは、文字どおり、多面的機能として農

業というのは持っているんだと。だから、そこ

で、単なるコストの問題だけの議論をしないよ

うにしなければ、それこそ方向性を誤るんじゃ

ないかなという話をちょっと、生意気だけども

述べたことがあるんですけども、まさに農業は

地域を支えている一つの底力として、私は位置

づけられるというふうに思っておりまして、社

会情勢の変化、このようなものに対応できなく

なってるということは、そのとおりであること

は認めつつも、認めつつも、やはり、意欲のあ

るさまざまな農業者の方々が農業を継続できる

ような施策といったものを位置づけなければ、

まさに国土が荒れ果ててしまうということに、

日本のふるさと遠野が荒れ果ててしまうという

ことにもなりかねないわけでありますので、そ

のようなことはしっかりと見据えた今般の改正

に対する対策をきめ細かく講じていきたいとい

うように考えているところであります。 

○議長（新田勝見君）  ９番菊池充君。 

   〔９番菊池充君登壇〕 

○９番（菊池充君）  それで、政府は転作じゃ

なくて、米の需給予測情報だけは継続をすると

いうふうに言ってますけれども、農家や地域の

農協が米市場の市況や在庫状況をもとに、どの

ような作物をどれぐらいつくれるかを判断でき

るようにするとしておるわけでございますけれ

ども、しかし、生産者サイドからすれば、需給

予測だけを示されましても、経営者も含めて、

生産者も含めて、なかなか来年度の作付をどう

するんだと、大変厳しいと思うんですが、国が

示さなくなった場合のいわゆる市町村の役割は

どのようになっていくというふうに御承知して

いるのか、お聞きしたいんですが。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  もう来年の作付なども

考えていかなきゃならない。どのように行政と

して、そこを考えてるのかというような形で、

もう、本当に来年の種まきと申しますか、既に

農家の方々はもう考えてる、そういうような時

期になるわけであります。12月もきょうは９日
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でありますから、そのような時期になっておる

ということでありますので、それぞれ、私はい

つも総合力という話をしてるわけでありますけ

ども、行政だけが考えても、これは机上のあれ

やってしまうと。だから、生産現場の方々、ま

た、特にＪＡ花巻のそういった現場の機関とい

ったようなものとの密接な連携のもとに、今回

打ち出された一つの制度見直しに対して、具体

的な現場として、どのような対応するかという

ことは、これかなり急がなきゃならないかとい

うように承知しておりますので、担当部のほう

を通じまして、そういった一つの、これまで、

さまざまマスタープランの中でも地域に入って、

さまざまな意見を聞いてきておりまして、かな

りの膨大なニーズ把握をしているところでござ

いますので、それを踏まえた、一つの形での行

政と関係機関と生産現場の方々の、まさに三者

連携といったようなものを、さらに強めた行動

を起こしていきたいというように承知している

ところであります。 

○議長（新田勝見君）  午後１時まで休憩いた

します。 

   午後０時00分 休憩   

────────────────── 

   午後１時00分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 ９番菊池充君。 

   〔９番菊池充君登壇〕 

○９番（菊池充君）  ４カ月後には新たな制度

がスタートいたします。水稲作業も始まり、さ

らには、平成16年の米政策改革で、「つくれな

い面積」から「つくれる収量」に方針転換をし

て以来10年、最も大きな削減が26年度、岩手県

に2,020ヘクタール配分されました。年内には

市町村にもその配分がされると思います。短期

間で待ったなしの対応が求められております。

農家に対して、的確な情報と対策や振興策につ

いて、スピード感を持って取り組んでいただく

ことを御期待を申し上げまして、大項目１点目

を終わらせていただきます。 

 大項目２点目であります。 

 少子化対策の取り組みについてであります。 

 はじめに、市長が３期目を担うに当たっての

所信表明演述の中で、緊急的優先課題の２つ目

として、子育てするなら遠野をキャッチフレー

ズとした少子化対策と教育環境への取り組みに

ついて、保護者の皆様が安心して子育てできる

よう、引き続き、子育て総合支援センターを中

核に、教育委員会、保育協会との連携を図り、

出産から乳児期、高校生までの切れ目のない予

算、子育て支援に取り組んでいくと述べられて

おります。遠野市助産院「ねっとゆりかご」の

整備による妊産婦さんの支援の充実、元気わら

すっこセンター開設による子育て支援の充実が

図られてきておるところでございますけれども、

今回、さらに目指そうとする少子化対策につい

て伺いいたします。 

○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）  この少子化対策、子育

ても含めて少子化対策、人口減少社会に日本そ

のものが入ったとは言いながら、少子化問題に

つきましては、我々市町村という現場において

も切実な課題として、きちんと受けとめながら、

この対応をしていかなきゃならないというよう

に思っております。私自身は、少子化というか、

人口減少そのものは、一つの構造的なものとし

て、流れそのものは人口減少に向かっていくと。

明治、近代国家以降、ずっとふえ続けてきた人

口といったものが、今度は減少社会に転じると

いうことで、既に2005年、６年ごろから、もう

減少が始まっているわけでありまして、遠野も

大きな数字として、それがその課題に突き当た

っているわけであります。 

 そういった中でございまして、今回改めて４

年の任期もらうに当たりましても、この少子化

問題、子育てといったものに、きちんと、それ

ぞれの子どもの成長に応じて、きめ細かくフォ

ローしていくということを約束をしてるわけで

ありますけども、私は、一つ、この少子化とい

うものにつながるのは、先ほどの佐々木大三郎
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議員との議論の中でも、雇用の場としての働く

場所、企業誘致といったものはすごく大事だと。

それに地場産業の振興といったことも、それに

うまくかみ合って、働く場所ということをその

中に得るということで、人口減少にもという、

一つの対策を優先的に掲げたいと思っているわ

けでありますけども、この少子化という問題に

つきましても、やはり、同様、同じような力を

入れていきたいものだというように、改めて思

っております。 

 「街コン」という中でおきまして、民間の

方々、商工会青年部の方々が仕かける街コンが、

主催者では約50名、50名ぐらいの100人ほどの

参加を想定しておったということであります。

これはリーダーとなった青年部の、商工会青年

部の鳥屋部さんから直接聞いた話でありますけ

ども、本当に驚いたと。70名近い方が男女それ

ぞれ、そして合わせて140名の皆様が集まって

くれたと。地域別に見ると、市内市外合わせて、

それこそ多くの方々が集まってもらって、大変

な活況を呈して、活況を呈すというのは、こう

いうイベントで、そのような言い方、表現は適

正じゃないかもしれませんけども、いずれ大変

なにぎわいだったそうです。アンケートをとっ

たならば、８割以上がまたやろうということに

なったということも聞いておりまして、やはり、

民間の方々が自由な発想で仕かけるというもの

は、すごい力を持ってるんだなということも、

私、改めて、このイベントから学んだことが多

かったわけでありますので、少子化という、こ

の問題につきまして、どのようなっていう部分

においては、さまざまな課題があるわけであり

ますけども、合計特殊出生率見ても、遠野はい

い数字を持ってるところでございますから、こ

ういったことをきちんと実施のある数字として

捉えながら、より、子育てしやすい環境といっ

たものをその中で整えることによって、少子化

問題にも、一定の成果を得ることができんじゃ

ないのかなと、改めて思っているところでもあ

ります。 

○議長（新田勝見君）  ９番菊池充君。 

   〔９番菊池充君登壇〕 

○９番（菊池充君）  今まで取り組んできてい

る部分といいますか、今のその話は、恐らくこ

としの部分の成果として捉えた部分だというふ

うに理解をしますけれども、今までのこの取り

組みに対する成果、あるいは課題はどうだった

のかなという部分をちょっとお聞きしたいんで

すけど。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  これまでの成果及び課

題はという形でのお尋ねでありました。この問

題についても手をこまねいているわけではあり

ません。さまざまな形で取り組みを進めてるわ

けでありますけども、この本会議上でも、いつ

も申し上げましてるどおり、なかなか決め手が

ないという部分の中において取り組んでるわけ

でありますけども、これまで、このシルバー人

材センターに委託してる結婚相談所の運営業務

においては、この数年、見るべき実績は得てい

ないということになっております。登録者数は

81名。男性は平均年齢が45.4歳、女性は39.6歳、

この10年間の中で、シルバー人材センターを通

じての実績は１組ということになっているとい

うのが現状であります。そして、この19年度か

ら24年までで、28回、延べ600名の方々が交流

を深めておると。この中から数組のカップルも

誕生したということも聞いておりますので、こ

こがまさに官民一体となって、先ほどの答弁で

申し上げましたとおり、若い方々がみずから先

頭に立って、いろんな仕かけをしておりますか

ら、この実績は実績として素直に受けとめなが

ら、この民の方々の自由な発想による、余り縛

らない、自由な交際があってから、出会いの場

というものが生じるような、そのような環境づ

くりに、なお一層応援をするというか、支援を

するというか、ともに一緒になってやるという

か、そういうようなスタンスを大事にして対応

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）  ９番菊池充君。 

   〔９番菊池充君登壇〕 
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○９番（菊池充君）  特に、30年後の人口の予

測という部分では、１万7,000台になるんだと

いうようなことが大きくクローズアップされて

いるわけですけれども。今後、若齢、いわゆる

減少していく中で、その構成となる若年層の割

合がどんどん、どんどん、少なくなっていくの

ではないかなというようなことが、私は危惧し

てるわけでありまして、特殊出生率の話もあり

ましたけれども、人口1,000人に対しての結婚

件数は変わりない数字です。移行していると言

いますか。年々人口が少なくなってる割には、

1,000人の部分での結婚率というのは、同じと

いうことは、上がってるというふうに捉えても

いいのかもしれませんけれども、そうした場合

に、先ほど、さまざまなイベントというような

ことでお話されました。50人から70人という規

模の大きい、140人集まって、これがされたと

いうことです。それとは関係ないんでしょうけ

ども、いわゆる市のほうでは、12月22日に新た

なそういう交流をするということが新聞、チラ

シのほうに入ってまいりましたし、ＪＡ花巻宮

守支店でも、これも２回目のこういう取り組み

をするということで、これもチラシ等で広報が

あります。ですから、いろんな形の中で、ＪＡ

さんもことしは２回目だというふうに聞いてご

ざいますけれども、そういう形の中で取り組ん

でいくということについては、やはり、いろん

な機会をつくっていくことで、そういう部分が

今後のプラス効果になるんだろうというふうに

は思ってございますけれども。 

 ただ、これからの部分を見た場合といいます

か、いわゆる男女の未婚者の実態を数字で見ま

すと、これは23年度版の遠野市が発行した統計

からの数字でございますけれども、20代の男性

ですと1,070人に対して782人、33％の数字だと

思います。女性で993人に対して617人の62％が

未婚者であるという数字が出てございます。30

代になりますと、男性では1,413人中582人が未

婚で全体の41％を占めると。女性では1,281人

中293人で23％の数字になっていると。40代に

なりますと、1,623人中に541人、33％が未婚者

であると。女性のほうは1,478人中189名という

ことで13％ということで、女性のほうは非常に

少ないという状況になってございます。若い年

代での未婚率、これは20代、高いのは当然だと

いうふうに思いますけども、40代の男性で100

人に33人。３人に１人は未婚という状況でござ

います。この数字、市長はどのように捉えます

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）  ただいま、いろいろ人

数把握と申しますか、いろいろ数字を上げて、

どのように考えているかということでのお尋ね

でありましたけども、やはり、今時のという言

葉かもしれませんけども、どういう価値判断、

あるいは、どのような自分としての生き方とい

うものを考えているのかということについて、

きちんと把握しながら、そのニーズに沿った、

いろんなアプローチをしていかなきゃならない

というのは、これは当然なことだというように

思っておりまして、決して、この民間の方々が

いろいろ取り組んできたことをもってして、そ

れをもって、これがニーズだと言うつもりはあ

りませんけど、先般のこの「燃えろ遠コン」と

いう初の街コンについて、実はこの中で非常に

私はなるほどなというのは、既婚者の仲間も仲

人役のような位置づけとして、既婚者の方も参

加していいですよということで声かけをしたと

いうことなんですよね。これはやっぱり私も、

なるほどと、そういうアプローチもある。それ

が今時の若い方々に対する一つのアプローチの

方法として、そういうのもあるんだなというこ

とも知ったわけでありますけども、やはり、今、

いろいろ年代別に数字を示されまして、それを

どう考えているんだということでありましたけ

ども、より、きめ細かく、一つの遠野としての、

一つのまちづくりの中に、そういったものをど

う位置づけるかということを考えながら、そし

て少子化という問題は単なる子どもを多く持つ

というだけじゃなくして、子どもを持つ。結婚

して、家族を持ち、子どもを育てるという中に



－ 37 － 

あってのいろんなニーズのその中でどのように

やっていくかということも大事なわけでありま

すから、したがって、子育てするならば、遠野

だということを掲げながら、まちづくりの柱に

したいというのは、まさに、この少子化問題に

対する一つの答えをその中から見出そうという、

一つの取り組みであるということを、また、ひ

とつ御理解いただければということを申し上げ

たいというように思っております。 

○議長（新田勝見君）  ９番菊池充君。 

   〔９番菊池充君登壇〕 

○９番（菊池充君）  繰り返すようですけれど

も、やっぱり、40代の男性で３人に１人は未婚

であるという実態というものは、大変、こうい

う方々がなかなか結婚ができないでしまうんだ

ということではないと思いますけども、やっぱ

り、年齢が高くなるにつれて、なかなか厳しい

状況があるのではないかなということでござい

ますので、そこら辺について、その対策をきち

っとしていく必要があるだろうと。 

 そこで、先ほど市長のほうから先にお答えに

なりましたけれども、いわゆる若者の結婚に対

するニーズの把握についての取り組みというと

ころでございます。 

 今の若い方々は結婚にどのような考えを持っ

ているのかという部分につきまして、これはち

ょっと古いんですが、合併前の宮守は当時に未

婚の男女400名程度にアンケート調査を実施し

た経緯がございます。結果としては、経済的な

理由、あるいは親との同居、別居の関係、子育

て支援と仕事の関係、住宅の確保の関係、そし

て今やってる出会いの創出の機会という部分に

ついての意見、あるいは相談所の充実といった

ような要望、意見、さまざまありまして、それ

を参考にしながら、毎週日曜日、専門員の相談

員を設置してやってきたという経過がございま

す。だからといって、極端に大きく伸びたとい

うことではなかったんですけども、そういう

方々のニーズをしっかり捉えて対応したという

部分があるわけでございます。これからの対策

として、恐らくは、こういう年代としますと、

3,000人、4,000人という数字になると遠野市の

場合なるんでしょうけれども、こういう部分の

ニーズを把握していこうというような考え方は

ないのか、どうか。 

○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）  いや、これは何の施策

もそうでありますけども、現場あるいはそこに

おける課題、どういうニーズがあるかというこ

とを的確に把握しなければ、その施策は、ある

いはその事業は一方通行になってしまいます。

また、一方通行になり、見るべき成果も得れな

いことになるのは、これは一つの我々に課せら

れた一つの大きな義務でもあり、責任でもある

わけでありますから、このニーズ把握をどう捉

えるのか、今、質問にありました経済的なこと

もあるだろうと。住宅の問題もあるだろうと、

それから、また、子育て中に起きるいろんな対

応もあるだろうと、出会いの場とは言いながら

も、そういう部分なかなか入れなくている方も

いるだろうという部分があるわけでありますか

ら、こういったような、さまざまな場面、場面、

場面において、どのようなことを求め、また期

待をしているのかというようなことを、全般的

に、全体的に把握するというのを私はすごく大

切なことじゃないのかなと思っておりまして。 

 実は、毎月発行される広報に若い男女の方々

が出て、未来の、将来の好ましいパートナーと

してという中で、いろいろコメントしてるのも、

毎月楽しく読ませていただいておりますけども、

あれなども、私どもの立場にすればニーズ把握

にもなるんじゃないのかなと思っておりますの

で、ありとあらゆる場面を通じまして、きちん

とニーズを把握するということに、なお一層、

努力をしてまいりたいというように思っており

ます。 

○議長（新田勝見君）  ９番菊池充君。 

   〔９番菊池充君登壇〕 

○９番（菊池充君）  11月３日付の日報論壇、

岩手日報ですけども、論壇に、「晩婚、少子化

対策真剣に」と題して、投稿された内容がござ
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います。その内容の最後に、今は若干違うかも

しれませんけども、「若者は就職難、低賃金な

ど、安心して結婚し、子育てができる状況には

ない。国は晩婚化、少子化のひずみ解消に真剣

に取り組んでほしい」というふうなことが話さ

れてございます。仲人の復活も希望するよと。

「三世代が同居し、にぎやかな一家団らんの生

活ができることを期待する」として、結んでご

ざいます。私も同感というふうに感じたところ

でございますが、プライバシーの問題、結婚に

対するニーズの変化、社会経済の変化、または

生活環境の変化など、取り巻く課題は多いわけ

でありますけれども、これからの地域社会の活

力の源となる結婚対策、本気、根気、やる気を

持って真剣に取り組んでいくことは、さまざま

な施策の中でも、最も私は重要な施策だろうと

いうふうに思ってございます。考えてございま

す。いつやるの、今でしょう。市長の決意を伺

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）  晩婚化という中におけ

る少子化問題。この部分におきまして、私は、

よく、私ども地域づくりにあっては、合併前、

合併後という言葉と震災前、震災後という言葉

を使い、その中から一つの価値観の変化という

ものを読み取りながら、間違いない地域経営を

していかなきゃならないかというように思って

るんですけども、先ほど来から答弁の中で申し

上げてるとおり、この「燃えろ遠コン」という、

この民間の方々が主導した街コンに、実は、釜

石から17人、山田町から11人、宮古から５人、

大船渡から４人といった数字が見えるわけであ

ります。市外参加者。よく震災後、人生ってい

ったものの中で人と人とのつながり、これがい

かに大切であるかということを嫌っていうほど

知ったという中で、若い方々の結婚というもの

に対する一つのニーズというか、価値判断と申

しますか、変わってきてるという話も、よく聞

きます。震災後、大きな犠牲を伴って、大変な

課題を私どもに突きつけてるわけでありますけ

ども、やはり、結婚し、家族を持つ。そしてお

互い助け合い、我慢仕合いながらという部分の

中における大切さということを、一方において

は我々にも突きつけているんじゃないのかな。

これは若い方々にも、それが、それこそ、きち

んと受けとめられているのかなということを考

えれば、それこそ、きめ細かい、それのニーズ

に合った、きめ細かく対策することによって、

１組でも、２組でもというような数字がその中

に見えてくるんじゃないかなと思っております

ので、なお一層、この対策には、対策というか、

この課題には積極的に立ち向かってまいりたい

というように、改めて決意したところでござい

ますので、それをもって答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  ９番菊池充君。 

   〔９番菊池充君登壇〕 

○９番（菊池充君）  市長には、これからの４

年間で成果を期待をいたしまして、私の一般質

問とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  次に進みます。 

 11番小松大成君。 

   〔11番小松大成君登壇〕 

○11番（小松大成君）  通告に従いまして、日

本共産党遠野市委員会を代表し、一般質問を行

いたいと思います。 

 １つ目には、先般成立いたしました特定秘密

保護法案に対する見解です。 

 ２つ目には、厚生労働省の社会保障審議会介

護保険部会が、次期介護保険制度の改革意見書

案をまとめたとされていますけれども、これに

ついての見解を伺います。 

 ３つ目には、柳田國男の聖地、生まれた地で

す。兵庫県福崎町との都市間交流を深めるべき

と思うが、いかがなものか、お聞きいたしたい

と思います。 

 まず、その前に、私も、10月に行われました

市長選挙において、本田市長が無投票再選され

たということで、党を代表いたしまして、敬意

を表したいと。これからも公明公正、そういう

姿勢を私たちも評価するということで期待する

ものであります。よろしくお願いしたいと思い
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ます。 

 また、菊池孝二副市長におかれましては、農

業分野で再三やり合った思いがあります。私は、

本当、これからも期待して、農業分野の件で、

どんどん質問したいと思っております。楽しみ

にしております。 

 中浜先生におかれましては、北小当時からの

本当に教育熱心な方という印象を受けておりま

すし、私はたしか１期のときだったですか、教

育委員会として、私も質問させていただいた経

緯があります。また質問することができて、よ

かったなと思っております。これからも頑張っ

ていただきたいと思います。 

 それでは質問の前に、また質問の前になりま

すけれども、11月24日開通になった小友峠。市

長はじめ当局の御尽力に心から敬意を表したい

と思います。昭和29年町村合併により、小友村

が遠野市に組み込まれた際に、小友峠は唯一市

内を通る幹線道路として整備されると、これが

当時の合併時の約束事と私自身聞いておりまし

た。しかし、昭和29年と申しますと、私は実は

生まれた年なわけで、もう、そろそろ、私も来

年は還暦を迎えますけれども、60年たって、や

っとの思いで、あの峠が開通した。私は大変う

れしく思っております。一向に進捗せずに、そ

の間、宮守村との合併もありました。ですから、

小友峠はもう市政課題としては忘れられたよう

な存在になるのではないかといった小友町民の

不満がございましたけれども、しかし、その間、

切れ目なく工事をしていただいて、やっと、完

成した。私は、実行委員長でありました吉田喜

市実行委員会会長が涙を流さんばかりに立派な

挨拶しましたけれども、私も同じ思いで、目に

涙をためるような思いで、あの話を聞きました。

本当に当局と、それから御理解をいただいた議

会の皆さん、地権者の皆さんに心より敬意と感

謝を表したいと思っております。ありがとうご

ざいました。 

 さて、質問に入りたいと思います。 

 はじめに、本臨時国会で成立した特定秘密保

護法案に対する市長の見解を伺います。 

 国民の政治参加にとって情報公開はその基礎

となり、生活をしていく上でも必要不可欠なも

のです。本来は、情報は国民、市民の財産であ

って、原則公開とすべきものです。しかし、今

臨時国会、衆参議員で強行採決され、成立した

特定秘密保護法案は、その情報公開に逆行する

ものと言わざるを得ません。この法案の骨子は、

防衛、外交、特定有害活動、つまりスパイ行為

などを示します、の防止。それからテロ活動の

防止の分野で、安全保障などに関する情報の特

定に隠蔽の必要であるものを担当閣僚らが特定

秘密にして、漏えいした公務員らを10年以下、

漏えいをそそのかした者５年以下の懲役とする

ものです。しかも、特定秘密について、その範

囲が明確ではなく、広範すぎるという問題があ

り、日本弁護士連合会をはじめとする全国各地

の弁護士会や憲法学者をはじめとする学者、ジ

ャーナリストたちが知る権利や国会議員の国勢

調査権が制限され、表現や学問の自由が侵害さ

れ、憲法にうたわれている基本的人権を侵害す

るものだとして、廃案を求めて、集会やデモを

行っていました。ちなみに、情報の漏えいに関

しては、既にある国家公務員法や自衛隊法、日

米相互防衛援助協定の秘密保護法などの現行法

で十分対応できるとされています。特定秘密保

護法は、スパイ防止などを大義名分としていま

すが、本当の狙いは日弁連などが指摘する情報

隠蔽と言論統制にあることではないでしょうか。

ある弁護士は、反対集会で、この法律は戦前の

治安維持法にも、まさるとも劣らない悪法と告

発していました。 

 また、安倍首相は、米国との情報の共有化の

強化をほのめかしていることから、米軍への協

力をスムーズに行うための大変危険な法律であ

ると、軍事の専門家も指摘しております。秘密

として重要な情報がブロックされ、それを探ろ

うとすると、不当に調査され、逮捕や罰金や懲

役などの厳罰。まさに、監視社会の到来です。

法案は一部共謀罪も含んでおり、政府が指定し

た情報の漏えいや取得を共謀することを未遂、

教唆、扇動とともに、処罰の対象にしています。
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罰則についても、文言が曖昧で、処罰範囲が広

範であることなどから、罪刑法定主義にも反し

ており、政府を監視しようとする市民運動家だ

けではなく、普通の市民も関係するおそれがあ

ります。これでは、まさに、暗黒の社会となっ

てしまいます。 

 そんな中、石破自民党幹事長は、「秘密保護

法絶対阻止！」の絶叫戦術はテロ行為と本質的

において余りかわりはない。みずからのブログ

で発言していました。その後、一部を取り消し

ましたが、発言そのものは撤回していません。

まさに、法案の本音が出たということではない

でしょうか。法案はテロ活動防止を盛り込んで

います。憲法は集会の自由、表現の自由をうた

っていますから、政治集会とその市民アピール

の手段としてのデモ行進などは、政治活動の一

手法として、民主主義社会では当然の権利とし

て確立しています。石破氏はこれを否定し、時

の権力に反対する者をテロ行為と同等などと発

言するのですから、私に言わせれば、危険極ま

りない発言そのものと言わざるを得ません。 

 私はこれまで東京都内で開催された消費税反

対10万人集会、国会請願デモ、ＷＴＯ反対の集

会、牛肉輸入自由化反対、ＴＰＰ参加反対集会、

北海道札幌で反サミット集会、福島での反原発

集会など、数限りないほどの市民運動に参加し

てきました。特にも印象に残っている集会は、

約26年前、消費税導入反対集会で、日比谷野外

音楽堂で開催されて、その後、集会後、銀座か

ら東京駅までのデモ行進の先導車で、マイクを

握り、消費税導入反対の声を張り上げたことは

今でも忘れることはできません。石破自民党幹

事長にすれば、私は立派なテロリスト。法案が

成立した今、要注意人物として、公安当局から

監視対象ともされかねない状況にある。そのこ

とがいみじくも露呈したのです。こうした国民

の切実な訴えを石破氏のようにテロ呼ばわりす

るのでは、国民の不安は一層募るばかり。秘密

保護法案反対の声は、法曹会やジャーナリスト

など、主義主張など、立場の違いを越えて、急

速に広がっていったのです。 

 日本は今でさえ、「見ざる・言わざる・聞か

ざる社会」といっても過言ではありません。例

えば、ＮＨＫテレビ報道は、この間行われてい

る秘密保護法反対の１万人以上が参加した都内

での大集会や、連日行われている国会周辺での

デモなどは、一切報道していませんでした。法

案成立が確実になった参議院委員会審議最終番、

申しわけ程度に反対集会が開催されたと報道し

ていました。いかにも公平な報道がなされたか

のアリバイづくりとしか思われない報道ぶりで

す。まさに、秘密保護法を先取りした報道姿勢

に終始してるのです。マスコミの自殺行為その

ものと言わざるを得ません。 

 この法律は、「何が秘密？それは秘密」とい

うことで、特定秘密に秘密指定されたことが何

だかわからないため、さらに自粛性、自己抑制

が働いて、息苦しい世の中、萎縮社会になって

しまうのではないでしょうか。知る権利は葬り

去られ、言論表現の自由は自主規制、行きつく

先は、まさに戦前戦中の世の中です。安倍首相

を大写しの自民党のポスター、「日本を取り戻

す」とは、国民に真実を隠し、戦争に突き進ん

でいった戦前戦中を取り戻すことなのかと、勘

ぐりたくもなってしまいます。本当のことが知

らされず、大本営発表を鵜呑みにして、戦争に

突き進んでいった歴史から学べば、この秘密保

護法は許せるものではありません。法律の専門

家である多くの弁護士が現代の治安維持法とま

で言わしめる特定秘密保護法案は、市民生活を

むしばみ、民主主義を壊す悪法です。世論調査

では、多くの国民が反対や慎重に審議を求めて

いる中での強行採決で、この法案が成立してし

まいました。特定秘密保護法は、国会議員の国

勢調査権までをも侵害し、処罰の対象としてい

ます。このような法案に賛成する国会議員の認

識に疑念を禁じ得ません。 

 また、法律は漏えい拡散した者まで処罰の対

象としています。私は、日本共産党の機関紙

「しんぶん赤旗」の記事をもとに議会で発言を

しています。かなりの部分で特定秘密にかかわ

るスクープ記事を発しているのですから、当然



－ 41 － 

処罰の対象です。そして、その記事をもとに議

会で質問した私などは、議会終了と同時に逮捕

ということにもなりかねません。私自身萎縮し

てしまいます。 

 臨時国会はあくまでも臨時です。国民が願う

せっぱ詰った課題である震災復興、原発事故被

害などに国を上げて取り組まなければならない

ときに、国民の目、耳、口を塞ぐ法案を強行採

決するなど言語道断です。12月６日は、日本の

民主主義が崩壊した日と刻まれることにもなり

かねません。この秘密保護法は、地方自治体の

情報公開にかかわる業務も大きな影響を及ぼし、

弊害をもたらす可能性が否定できません。この

法案に対する市長の見解をお聞きいたします。 

 次に、次期介護保険制度改正意見書案につい

て伺います。 

 介護保険改正の議論をしてきた厚生労働省の

社会保障審議会介護保険部会が意見書案を大筋

まとめたとの報道がありました。この意見書案

がそのまま次期介護保険制度に導入されるとは

思われませんけれども、市民生活に重大な影響

を及ぼす制度であることから、市長の見解を伺

います。 

 介護保険改正の議論をしてきた厚生労働省の

社会保障審議会介護保険部会が意見書案をまと

めて、安倍政権は改正法案を来年の通常国会に

議決しようとしています。この意見書のベース

となっているのは、国の責任を後退させ、利用

者、家族、介護労働者に重い負担と痛みを強い

る内容であることは色濃くなっています。意見

書案に部会の委員からも異論が出ていることが、

そのことを示しています。 

 高齢者が増加し、公的介護の役割がますます

重要になるとき、私に言わせれば、改正という

より、改悪です。必要な介護から締め出され、

行き場を失う高齢者を激増させることは許され

ることではありません。 

 社会保障費の抑制・削減の中期的な日程、段

取りを定めた「社会保障改革プログラム法案」

には、「来年の国会に介護改正法案提出、再来

年４月実施」の方針が書き込まれています。こ

んな改悪日程を勝手に決めて、国民に押しつけ

ることは許せるものではありません。問題なの

は、国民に自助努力を迫るプログラム法案が、

介護分野でも個人の自助努力が喚起される仕組

みづくりを政府に求め、その方針に沿って介護

改悪が具体化されてきたことです。法案の骨格

となる介護保険部会意見書案に、介護保険の従

来のあり方を大きく塗りかえる項目が次々と書

き込まれました。 

 一定所得以上の高齢者の利用料の１割から２

割の引き上げは、2000年の介護保険開始以来、

初の利用の増です。一定所得といっても統計的

には65歳以上の５人に１人が対象になるとされ

ています。１割負担でも経済的理由からサービ

スを諦めている人が相次いでいます。所得に応

じて保険料を払っている高齢者にまで利用料の

応能負担を迫ることは制度の根幹にかかわる大

問題です。特別養護老人ホーム入所者を原則要

介護３以上にすることは、高齢者、家族の実態

を無視しています。在宅介護をしながら、せっ

ぱ詰った思いで入所を待つ人たちの願いに背く

改悪は、家族が高齢者の介護度悪化を願うとい

った非人道的な結果にもなりかねません。 

 さらに、要支援１、２の利用者を国基準の介

護保険給付から全面的に切り離し、市町村事業

に丸投げする方針は、軽度の介護外しが許され

ないとの批判と運動の広がりで、全面改悪は断

念させました。しかし、要支援者の約６割が利

用する命綱の訪問介護と通所介護を市町村事業

に移す方針には固執し、撤回していません。要

支援者の国基準のサービス切り離しは許される

ものではありません。訪問介護と通所介護の市

町村事業の移行など、地方自治体丸投げとも言

える方針も許せるものではありません。 

 公的介護保険は、高齢者の老後の人権と尊厳

を保障し、家族の負担を軽くするために導入さ

れたはずであります。家族介護に再び依存する

ことは、高齢者と家族の暮らしを危機に追い込

み、現場を辟易させる結果にもなりかねません。

高齢者が安心して年を重ね、介護に携わる人た

ちも希望を持てる安心の制度へ改革拡充が望ま
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れています。しかし、国の責任を後退させる意

見書案は、その理念に反すると言わざるを得ま

せん。 

 社会保障審議会の介護保険部会で厚労省が示

した案を見てみると、現在、要支援１、２と認

定された要支援者と要介護１から５と認定され

た要介護者は訪問介護や通所介護での保険給付

を受けることができます。このうち要支援、お

よそ150万人に上ると言われますけれども、保

険給付の対象から外し、市町村任せの事業に移

すという、これまた地方に丸投げです。 

 特別養護老人ホームに入所できる人は、要介

護３以上に限定して、要介護１と２の人は入れ

なくなりました。入所を申し込んで何年も待っ

ているのに制度的に入所できなくするなど、と

んでもない話です。厚労省は「中重度を支える

施設に重点化」と言いますが、入居者のうち、

要介護１、２の人は１割以上との統計です。介

護や医療を受けられない高齢者を大量に生み出

すことになるのではないでしょうか。 

 また、介護保険の利用料は、制度開始以来１

割です。一定以上の所得があれば、２割に引き

上げるとしています。基準は年金収入280万円、

290万円いずれか。夫婦なら359万円か369万円。

65歳以上の約3,000万人の２割が対象者とされ

ます。 

 在宅サービスの利用者は、軒並み２倍に膨れ

上がります。特別養護老人ホーム利用者で、月

7,000円から１万5,000円もの負担増になります。

経済的理由から使えたサービスも利用できなく

なるといった声や、社会保険がたどってきた道、

１割負担から２割、３割負担のように、一定所

得者ばかりか、そのうち全員が２割負担にされ

るなどの懸念も広がっています。 

 特別養護老人ホームなどの入所者は、住民税

非課税の場合、居住費や食費を軽減する補足給

付があります。ところが、預貯金単身で1,000

万円、夫婦で2,000万円があれば、支給されな

くなります。自宅など2,000万円以上の不動産

がある場合も支給されません。不動産を担保に

貸し付けを行い、死後に売却して回収する仕組

みまで導入しようとしています。介護保険サー

ビスを受けたければ、預貯金も自宅も吐き出さ

せる。何とも冷たい制度に変更しようとしてい

ます。 

 今まで問題点を指摘しましたが、得にも介護

保険から要支援外しや特別養護老人ホーム入居

資格を要介護３以上との線引きは、介護現場の

状況を無視した改正案であり、許せるものでは

ありません。このような介護保険制度に対し、

市長はどのような見解をお持ちでしょうか。 

 次に、柳田國男の聖地、生まれた地でござい

ます。兵庫県福崎町との都市間交流を深めるべ

きとの観点から、市長の見解をお聞きします。 

 前段になりますけれども、私自身、遠野物語

は高校生のときに一度学校図書室から借りて読

んだのです。国語能力の乏しい私にはかなりの

部分で意味不明、理解不可能な文体の連続で、

苦痛以外の何物でもなかったものですから、以

降、遠野市民でありながら、正直、遠野物語に

はあんまり関心がありませんでした。しかし、

2010年遠野物語が発刊され、100周年というこ

とで、年間を通したイベントが開催される中、

遠野物語の意義や奥深さ、その著者である柳田

國男氏の人物や人となりに、多少なり理解を深

めることができました。 

 実は市民の中には、100周年記念イベント以

前には、柳田國男氏は遠野人と信じて疑わなか

った人もおりました。というよりも、遠野物語

という本があることは大方の市民は理解してい

たとしても、遠野物語に対する関心はそれほど

高いものではなかったのではないかと思います。 

 私が30代のころの話になります。酒席の場で

友人と遠野物語の話に及んだとき、著作者が柳

田國男まではよかったのです。何と彼は土淵出

身の遠野人まで言い出しました。私は柳田國男

の出身地がどこであるかは知らなくても、遠野

人でないことだけは知っていましたので反論し

ましたが、酒の回った友人は頑として遠野人と

主張するのです。今から思えば、柳田國男と

佐々木喜善を混同していたのではないかと思い

ます。 
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 さて、前置きが長くなりましたが、遠野物語

が佐々木喜善の話をもとに柳田國男の文学的才

能によって永遠に読み継がれる優れた作品とし

て完成し、評価されていることは、作品の舞台

となっている遠野市民としても大いな誇りです。 

 遠野物語100周年記念式典で、柳田國男の聖

地である嶋田正義福崎町長は、「名誉町民であ

る柳田國男をこんなにも大事に評価している遠

野市があることに感銘を受けた」といった趣旨

の挨拶がありました。その挨拶に私は大変感動

いたしましたし、私の周囲にいた市民の中から

も、心のこもったいい挨拶だったねといった声

が聞こえてきました。 

 100年たっても読んだ人に感銘を与えるほど

の名著である遠野物語。これからも読み継がれ

ます。そんな中、柳田國男の生誕地で、その資

料溢れる兵庫県福崎町との地道にも途切れるこ

とのない都市間交流を構築していくことは、遠

野市としても意義のあることと思います。市長

の見解を伺いまして、質問を終わります。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  小松大成議員の一般質

問にお答えいたします。 

 冒頭、向こう４年間の任期をいただいたとい

うことで、頑張ってほしいというお話をいただ

きました。全力で頑張りたいというふうに思っ

ているところであります。 

 また、小友峠の話、私も当時開通式、その後、

小友地区センターで行われました祝賀会にも出

席いたしまして、綾織、二日町の方々、そして

小友町、特に鷹鳥屋地区の皆様、大変喜んでい

る姿を祝賀会の席上で私も感じ、特にもう吉田

実行委員長、本当に感動的な挨拶をされておっ

たというのは、非常に印象的でありました。や

ってよかったなあと。60年かかったものの、約

束を果たしてよかったなというような思いを、

その中からも、私も感じたところでございます

ので、お話申し上げておきたいと思っておりま

す。 

 さて、３つでありました。特定秘密保護法の

問題に係る一つの認識、さらには、介護保険の

改正に伴う考え方、もう一方においては、遠野

物語100周年の中における柳田國男先生生誕の

地、福崎町との交流のあり方についてというこ

とでの３点の質問を承ったところであります。 

 まず、特定秘密保護法が既に成立を見たわけ

であります。これに対する認識ということにな

れば、それぞれの立場の中、あるいは、また、

国会の場におきましても、いろいろ審議尽くし

た、尽くされないという議論もされてるわけで

ありますけども、この部分におきまして、知る

権利というものが損なわれる危険性が指摘され

てるんだけども、どうなんだろうという部分は

ありました。多分、このことが一番大きな議論

の法案審議に当たっての争点ではなかったかな。

したがいまして、いかにして、知る権利といっ

たものを保護しながら、そしてまた、特定秘密

といったものをどのように位置づけるかという

ことになって、国会での法案審議の中で、さま

ざま議論をされたという中に、一つの見えにく

い部分がその中に見えてきたんではないのかな

と思っております。 

 これも国政の場での話でございますから、

軽々しく、軽々しく物を申すというのは差し控

えなきゃならないかと思っておりますけども、

一定の決められない、決まらない、決めないと

いう言葉の中で、３年数カ月迷走したというこ

ともあったわけであります。その中で、やっぱ

り、決めるものは決める。そしてまた、きちん

と説明責任を果たして、その中で、日本にとっ

ては何が大事なのか。地域にとっては、一番何

が大事なのかというようなことをきちんと丁寧

に議論をするという形の中で、昨年の総選挙が

あり、ことしの参議院選挙も実施されたのでは

ないかなと。そこで、国民の総意といったもの

が、その選挙結果にあらわれたという部分で、

この議論なども一つの国政課題として出てきた

んじゃないのかなと思っております。 

 この部分で、審議時間であるとか、例えば、

小松議員がさまざま申し上げました、この法案

に対する危惧される部分についても、いろいろ
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申し上げているわけでありますけども、私は、

この12月６日に成立したという一つの現実を捉

えた場合に、やはり、ただいま御指摘をされた、

さまざまな危険、あるいは危惧されること、危

険というよりも危惧されること、心配されるこ

とをいかに国民の目線で、あるいは有権者の目

線で、それをどこにいかにきちんとした、まさ

に担保するというか、その手順をきちんとした

ものにするということに、これからは、その部

分にいろんな形での関心を持ち、注目もしてか

なきゃならないというように、今、認識をいた

していたところであります。 

 ただ、正直なところ、ちょっと急ぎすぎたの

かなというような感じはしないわけでもありま

せん。しかし、国際協調時代であります。その

中で、国際的な中で、日本も生き残っていかな

きゃならない。そこには熾烈な情報戦争もある

わけでありますから、それはきちんと守り、そ

して保護をし、そして諸外国と立ち向かってい

かなければならないという一つの流れは、これ

はある程度、理解は、私はしているところでご

ざいますので、そういった部分と、その知る権

利というものと、秘密といったところの捉え方

に対して、どのような、三者委員会ってことが

盛んに言われております。内閣のほうに、ある

いは官邸のほうに、あるいは内閣のほうにとい

うか、さまざまな委員会だとか、審議会が立ち

上がるということも聞いているわけであります

けども、それも、これも、その手順を、プロセ

スをきちんと大切なしたものとしなければ、そ

れこそ、おかしい、それこそ法律になってしま

うよということが心配されるわけでありますか

ら、そのような手順をきちんとするという方向

に我々あるいは国民の、そしてさらには国会も、

そのようなところにきちんと意を用いた議論を

していくべきではないのかなというようにも考

えているところでもあります。 

 ただいま申し上げましたとおり、しっかりし

た議論はということになるわけでありますけど

も、毎日のように新聞、テレビでは、ちょっと

拙速ではなかったのかと、急ぎすぎたのではな

いのかなというような報道をされておりますけ

ども、それは自公政権の中でも、そのような部

分もあるというようなことも報じられておるわ

けでございますから、そのような声もあるとい

うことは、政権与党である部分は数の世界では

なくして、丁寧にその辺の説明責任と手順とい

ったものをこれから構築していくということに、

冷静に議論をしていくということを求めてまい

りたいと思ってますし、また、ぜひ、そのよう

にしていただき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、２つ目の介護保険制度についてで

あります。これもいろいろ議員の御質問の中に

さまざまな形での課題なり、問題点が指摘され

ての御質問と承りました。 

 改正による要支援者への介護給付の廃止、あ

るいは特養ホームの要件の変更による待機者の

問題、低所得者に対する負担の問題と、それぞ

れ改正に伴う心配というか、危惧されることを

御指摘されておったわけであります。御案内の

とおり、介護保険制度は、もう制度が立ち上が

って14年目になります。早いものであります。

平成12年度から施行されております。平成12年

に施行された当時の年間介護給付費は3.6兆円

であったというのが、この14年たったというよ

りも、この平成24年で見ますと、2.5倍、8.9兆

円まで増加したと。このまま、特に私の世代で

ありますけども、団塊の世代が後期高齢者とな

る2025年、これになりますと21兆円に上るとい

うことがもう見込まれておりまして、この介護

保険制度もそういった点では、見直しが必要な

ものであるということは、これは避けて通れな

い議論ではないではないかというように思って

おります。27年４月の制度改正に向け、さまざ

まな検討が進められているわけでありますけど

も、まだ、詳細な内容がきちんと示されるのは

もう少し先だということもあるわけであります

けども、持続可能な制度とするためには、この

給付の重点化、効率化、これはやはり、それか

ら費用負担の公平性というようなことは、きち

んと守らなければならないかというように思っ
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ているわけであります。したがって、この給付

の重点化、効率化といったことを考えた場合に、

この変更点は２つあるというふうに捉えており

ます。 

 １つは、特別養護老人ホームについては、入

所要件を現在の要介護１から要介護３以上に持

っていくということであります。それから中重

度の要介護者の、それからというよりも、これ

は中重度の要介護者へのサービスとして特化さ

せると。より、介護度が高い方々にきちんとケ

アをするよということに持っていくということ

でありますし、２つ目は、介護予防サービスと

して給付が行われている要支援、要支援、さら

には要支援１、２という形で判定された方々に

ついては、地域の実情に合わせ、サービスの提

供が行われることを目的に、地域支援事業とし

て移行させるという位置づけがされております。

先ほど申しました費用負担の公平性、これも２

つほどあると。一定以上の所得がある方の介護

サービス医療の負担については、１割負担から

２割負担ということに変更すると。 

 そして２点目は、長期入所者、または短期入

所、ショートステイですね。こういった方々に

係る利用者負担の軽減、いわゆる補足給付とい

う言葉にあらわれてるわけでありますけども、

これは単に所得だけではないと。預貯金や不動

産といった、いわゆる資産も負担能力、資産に

よる負担能力にも着目した軽減の適用を判定す

る仕組みと変更されるというように承知してい

るところであります。 

 それから、特養ホームの入所要件の変更によ

る待機者という問題につきましても、これも当

市にとっても一つの課題であります。要介護１、

２の軽度の要介護者であっても、生活支援をし

てくれる家族がいない場合や認知症で火の不始

末がある場合などは、在宅での生活が困難な方

はおられるわけであります。平成25年４月１日

時点で、市内では、要介護１、それから要介護

２の待機者は51人、そのうち在宅は29人という

数字になっています。そのため、こういった軽

度の要介護者を受ける基盤の整備を図ることが

必要だということで、このサービス付高齢者向

け住宅、あるいは認知症グルームホームのこう

いったような充実、あるいは軽度の要介護者へ

の支援体制の再構築を行っていかなければなら

ないかというように思っております。 

 また、在宅での介護負担を軽減していくため

に、高齢者合わせ、柔軟なサービスの提供が可

能な、いうところの小規模多機能型居宅介護事

業所などの整備も順次進めていかなければなら

ないかというように認識しているところでもあ

ります。 

 いずれ、こういったような改正といったもの

が大変な負担という中で、もう現実にカウント

ダウンが始まっているわけでありますので、一

定の見直しは必要である。それに伴う一つの言

うなれば、受け皿、整備といったものは、遠野

の中においてもきちんと進めていかなきゃなら

ないかというふうに思っておりますので、さま

ざまな計画が取り進められておりますので、こ

の計画の中におきまして、ハートフルプランの

次期計画、あるいは高齢者や要介護者の方々の

さまざまなニーズ把握、さらには、社会福祉協

議会をはじめとする民生委員、児童委員の皆様

との、まさに連携によるショートステイやデイ

サービス等の基盤整備といったようなものにつ

いても、かなりの意を用いて対応していかなき

ゃならないと思っておりますし、今、議員各位

の御理解をいただきまして、3,800万ほどの単

費予算の中から、ＩＣＴ健康づくりというもの

にも取り組んでるわけでありますから、これも

特に私どもの団塊の世代は、後期高齢者という

世代に突入しておっても、介護を受けなくても

いいような、そういった健康寿命を延ばしてい

こうという一つの取り組みであるわけでありま

すから、そのような中において、いつも申し上

げてますとおり、縦糸、横糸にそれぞれの施策

を組み合わせながら、遠野市ならではの仕組み

をきちんと構築していきたいと思っております。 

 それから利用時の低所得者に対する負担とい

ったようなものは、まだ、きちんとした形での

詳細がまだ示されておりません。ただ、ちょっ
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と危惧しておりますのは、補足給付における資

産の要件について。収入ない高齢者に高い費用

負担を求める資産というものに着目し、これを

どのように把握するのかということについても、

私はやはり余程意を用いなければならないんじ

ゃないのかなというようにも思ってるところで

ございますので、いずれ国の動向をよく見なが

ら、遠野としての対応に心を配りと申しますか、

配慮した施策の充実といったものに、なお一層、

意を用いてまいりたいと思っております。 

 ３つ目であります。 

 これは都市間交流ということで、柳田國男先

生の生誕の地、兵庫県福崎町との都市間交流を

すべきでもと思うがということでありました。

この中におきまして、佐々木喜善先生、柳田國

男先生、よく言う、佐々木喜善先生、遠野の人、

佐々木喜善先生がおったから、遠野物語が発刊

されたと。柳田先生の出会いだと。遠野の人、

佐々木喜善先生。それをしっかりと受けとめた

柳田國男先生という一つの中からの遠野物語と

いう名著が生まれ、そして、今なお、読み続け

られておると。100年前に印刷された本が今な

お読まれてるとは非常に珍しいということも、

よく関係者から指摘されてるわけでありますけ

ども、生誕の地福崎町、そして、その名著であ

ります、遠野の人、佐々木喜善、その出会いか

ら遠野物語となれば、福崎町と遠野が何かの形

で既に交流してるという部分で思ってる方もか

なりいらっしゃるわけでありますけども、その

ような具体的な交流は今までなかったわけであ

ります。 

 先般11月ですか、福崎町を訪ねました。嶋田

町長さんといろいろ食事をともにしながら懇談

をしてまいりました。嶋田町長のほうから、

「いや、実は、町長という職について、もう５

期目に入ってるけども」、生誕の地、松岡兄弟、

旧姓松岡國男だったわけでありますけども、

「松岡兄弟が育った、生まれ育った福崎町とし

て、柳田國男先生のところをどこまで町民がき

ちんと受けとめていったかについては、2010年

遠野物語発刊100周年の記念イベントに遠野に

出向き、遠野が遠野物語という中で、柳田國男

先生を非常に顕彰し、大事にしてるということ

を知り、本当にカルチャーショックを受けまし

た。生まれ育った我が福崎町は果たして何をし

てたろうかということをその後自問自答してお

りました」というお話を嶋田町長から直接伺い

ました。そして、「うちでは、どことの自治体

とも友好関係あるいは姉妹都市、そういうよう

なものをやっている市町村はどこもないし、ど

こともやっていないので、遠野市さんとぜひ具

体的な交流としての一つのきずなを深めたいの

で、よろしくお願いをしたい」というような申

し入れを受けてまいったところであります。し

たがいまして、今、事務当局のほうに命じまし

て、どのような交流がいいのか。いきなり、あ

ちらから申し出があったから、はい、じゃなく

して、本当に実のある交流をするためにはどう

したらいいのかということを少し考えてみてほ

しいということで指示をしておりますし、福崎

町のほうからも電話でありますけども、担当を

どこにし、これからの交流のあり方を詰めてい

ったらいいかということで、電話での照会も来

ておりますので、これは、小松議員のほうから

の御提案もありましたとおり、何らかの形で、

やはり遠野物語とも通じ、柳田國男先生という

ものをひとつ通じ、佐々木喜善先生も、また、

その中できちんと位置づけた交流といったもの

のきずなを確実なものにしていきたいというよ

うに思っているところでございますので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後２時06分 休憩   

────────────────── 

   午後２時16分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 11番小松大成君。 

   〔11番小松大成君登壇〕 

○11番（小松大成君）  再質問させていただき

ます。 

 国政の問題がかなりかかわってますから、こ
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の場で、これはいいとか、悪いとかということ

にはならないとは思うんですけれども、一つ、

秘密保護法に関する国会運営に関して、告発し

ておかなければならないというのは、あの採決

は誰がどう見たって異常だったと、私は思って

おります。つまり、委員会で討論もさせずに採

決に走ったと。ああいう運営が果たして、まと

もな国会運営かといったようなことを告発して

いきたいと思っております。 

 それから、２つ目は介護の問題なんですけれ

ども、今、市長答弁のとおり、団塊の世代が受

給を迎える10年後には、21兆円もの資金が必要

だというようなお話なさいました。それはその

とおりでございまして、だから、じゃ、その介

護の対象になっている方を切り捨てるような制

度にしていいということにはならないわけなん

で、その辺に対しては、きちんと市レベルでフ

ォローするということが義務づけられてくるわ

けですよね。今度から。これからは。そうなっ

た場合、市町村としてのきちんとしたスタンス

が私は必要だと思います。ただ、単に法律で決

まって仕方なくやるということではなくて、あ

えて、こういう制度の中で遠野市はどのような

ことができるかといったようなことを、まだ素

案の段階ですから、こうしますとは言わなくて

も、こういう制度になった場合は、遠野市はこ

ういう方針をきちっとつくり上げていくといっ

たような方針がそろそろ、もう来年、再来年で

すか、なるのですから、座して待ってるわけに

はいかないと思います。 

 それから、お金がこれからかかるということ

はわかるんですけれども、これが収入と支出の

バランスといいますか、ただ、単に今の保険料

と今の国の財政支援であれば、これは負担がふ

えていくというふうのがもう目に見えてわかっ

てます。私が言いたいのは、国がどこまで、き

ちんとした介護保険制度として、そして国民が

安心してかかれる制度になるかということなわ

けですから、国の役割というのは大きい。しか

し、その制度が150万人も切られるようなこと

は市町村に落ちてくるわけですから、それに対

する対策といったもの。それから、いわゆる市

町村のスタンスというものを市長のほうから、

もう一度お聞きしたいと思います。 

 それか、福崎町に関しては、本当にいい答弁

をいただきました。まさに、私は柳田國男の聖

地こそが遠野市の姉妹関係を結びにはふさわし

い都市だ。いきなり姉妹都市関係結べというこ

とではなくて、交流の中からきずなを深めてい

ってほしいなと思ってます。私自身、まだ行っ

たことないんで、ぜひ、私行って見たいと思い

ますけれども、柳田國男を本当、中に、2012年

のあのイベントの中で、すごく私自身興味いた

だきましたし、これからも、どんどん勉強して

いかなきゃならないなと思ってます。そういう

意味における柳田國男の生まれた聖地との交流

というのは、すごく大事なことだなと思ってま

す。 

 それはそれでいいとして、先ほどの介護保険

に関して、遠野市のこれからのありようという

ものを、もう一度答弁いただければと思います。 

○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）  小松大成議員の再質問

にお答えいたします。 

 今、お話にありましたとおり、国が議論し、

国が決めたから、それに従うというだけではな

いと。それは地方の時代と言われる場合にあっ

ては、あってはならないスタンスだというよう

に思っておりまして、これまでも、さまざま小

さな町からも提案をしながら、ある意味におい

ては、それを制度に持ってった、あるいは法律

の改正の一部に持っていったという取り組みも

随所にあるわけでありますから、これを国のほ

うで一定の審議をしてるんで、それを待つんじ

ゃなくして、遠野のニーズをきちんと把握する

と。その中から、じゃあ、遠野として身の丈の

中で何ができるかということは、常に根底に置

いてというか、原則にしながら、この制度見直

しといったものにつきましても、きちんとした

対応をし、場合によっては市長会を通じて、あ

るいは全国のネットを通じて、あるいは町村会
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と連携をとりながら、あるいは地方６団体と言

われる方々ともきちんと歩調を合わせながら、

そのようなものにきちんと立ち向かってまいり

たいということを思ってるとこでございますの

で、よろしくお願いを申し上げたいと思ってお

ります。 

 また、福崎町のほうにつきましては、そのよ

うな形で具体的に進める。ただ、形だけじゃな

いと、中身の問題として位置づけると。ちょっ

と残念だったのは、柳田國男先生の生家である

日本一小さな家というのが福崎町に残ってるわ

けでありますけども、そのカヤぶき屋根の修復

が東京の業者さんで行われており、これ遠野の

業者でというか、遠野の力を示せばよかったな

というように思って、屋根の上に上がって、そ

のカヤぶき屋根の現場も見てまいりましたけれ

ども、そのような中で、さまざま交流するいろ

んな素材がありますので、それを丁寧に積み上

げてまいりたいというように思っているところ

であります。よろしくお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  11番小松大成君。 

   〔11番小松大成君登壇〕 

○11番（小松大成君）  前向きな答弁をいただ

きましたので、これで終わりたいと思います。

ありがとうございました。 

○議長（新田勝見君）  次に、進みます。 

 ８番荒川栄悦君。 

   〔８番荒川栄悦君登壇〕 

○８番（荒川栄悦君）  清風会の荒川栄悦でご

ざいます。通告に従い、一問一答方式により、

一般質問を行います。 

 最初に農業振興についてです。国の農業政策

は、猫の目政策の最たるものかと思うほど変化

が激しい。地方の農業生産の現場が大変厳しい

ことは承知の上で、ＴＰＰに参加ありきの方向

を目指し、減反政策の見直し、戸別補償の削減

等、生産者の意欲をそぐようなことだらけです。

そうした中で、遠野市の農業振興のヒントとな

ると思う、タフビジョンにも掲載している環境

保全型農業における耕畜連携による循環型農業

のあり方について伺います。 

 永遠の日本のふるさと遠野を標榜する遠野市

総合計画の大綱１に「自然を愛し、共生するま

ちづくり」とあり、自然と共生する環境づくり

を推進しています。 

 また、タフビジョンにあっても、主産地化の

推進の項に、遠野農業戦略会議の創設による重

点品目とその生産、流通、販売戦略の常時検証、

さらに市の堆肥センター等から供給される堆肥

を活用した耕畜連携資源循環型農業の推進とあ

り、消費者の視点に立った取り組みの推進の項

には、エコファーマー及び特別栽培などの環境

保全型農業への取り組みに対する支援を上げて

いますが、こうした取り組みの現状はどうなっ

ているのかを順次１問ずつ質問していきます。 

 まず最初に、タフビジョンにある重点品目の

生産、流通、販売戦略の常時検証を担う遠野農

業戦略会議は設立されて機能しているのか、伺

います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  荒川栄悦議員の一般質

問にお答えいたします。 

 まず、この遠野農業戦略会議について、機能、

どのようになっているのかということでありま

した。その前提には、先ほど菊池充議員とも議

論を交わしたわけでありますけども、厳しい遠

野を取り巻く農業環境の厳しさといったものを

踏まえての御質問であったわけでありますけど

も、この戦略会議は、タフビジョンに基づき、

平成22年４月にアスト推進会議を立ち上げてお

ります。これについては、一つ、農業分野の戦

略会議として位置づけ、県、ＪＡ、農業委員会

の関係機関、それから団体構成メンバーとした

ものとして機能させているところであります。 

○議長（新田勝見君）  ８番荒川栄悦君。 

   〔８番荒川栄悦君登壇〕 

○８番（荒川栄悦君）  今、答弁いただきまし

た、この遠野農業戦略会議は、これアスト推進

会議というふうな形でなっているという話でし

たが、じゃあ、これで、この会議というのは、

常時検証を行うという、常時という言葉もひっ
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かかるんですが、こういう会議はどのぐらいの

頻度で会議が持たれて、そういった結果が農業

者にどれだけ周知されているか、ここを伺いま

す。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  立ち上げたのはわかっ

たと、だったら、どう機能してるのかという形

での御質問であったわけでありますけども、お

おむね年４回開催をしておりまして、基本的に

は年度当初のいろんな事業計画、各構成メン

バーの事業計画、あるいは年度の中間での進捗

状況、あとさらには、予算要求時における、次

の次年度の計画への反映、そして年度末におけ

る当該年度の総括という中で、４回開催をして

いるということでありまして、ただ、そのほか

にも協議案件が生じた場合には、その回数にこ

だわらず随時開催をしているということで、こ

れまでも具体的な協議事項では、マスタープラ

ンの推進方策、あるいはいわてっこの普及に係

る拡大策、アスパラ、ニラ等の野菜重点品目の

決定等といった中で、随時協議を行っていると

いうことであります。 

○議長（新田勝見君）  ８番荒川栄悦君。 

   〔８番荒川栄悦君登壇〕 

○８番（荒川栄悦君）  いろいろ、そっちこっ

ち聞いて回っていると、なかなか、アストって

何をやってんだというような話をまだ私の耳に

も入ることがあるんです。こういったこと、大

事なことがなされてる。それがなかなか農家の

現場に伝わってないんじゃないか。どうしても、

そこを危惧するんです。やはり、そういったこ

とがないと、じゃあ、我々どこ行くんだ。これ

だけ国が猫の目政策でどんどん変わろうとして

る。情報が足りない。何がどうなってるんだと

いう部分は、なかなか根ざされていないんじゃ

ないか。タフビジョンの中にあって、いろんな

形で、いろんなやりたいこと、やらなきゃいけ

ないことというのは、網羅されている状況には

あると思うんですが、じゃあ、それでは、集中

されてるものはあるのかということが、どうし

ても私は心配になるんですよ。やっぱり生産現

場の情報、販売現場の情報、それに伴って、販

売戦略がどんどん変化している。さらに消費者

にもその情報は届くと。そういった部分の仕組

みづくりというのが本当に必要で私はあると思

うんですが、その辺の観点はどう捉えますか。 

○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）  中身が大事じゃないか

ということでのお尋ねだというように思ってま

す。私は全くそのとおりだと思ってます。今、

年４回で、それぞれ節目節目で会議は行ってま

すよと言ったわけでありますけども、これはあ

る意味じゃ、当たり前のことなわけであります

ね。本当に刻一刻販売戦略という話もありまし

た。販売戦略の場合なども、生産現場の情報と

そして販売戦略といったものはきちんとマッチ

ングしなければ、幾らつくっても売れないと申

しますか、そのようなことが生じるわけであり

ますから、これはやはり随時という言葉の中で

対応しなきゃならないかというように思ってま

すけども、例えば、年４回だとか、随時じゃな

くて、月１回ぐらいやったらどうだ、どうなん

だというような、多分、そういう御質問だとい

うように思っておりますので、それぐらいのス

ピード感を持って、情報を共有し、一つの戦略

を練っていかなきゃならないというような認識

ではおるところでございますので、担当のほう

にも、その旨、きちんと指示しておきたいとい

うように思っております。 

○議長（新田勝見君）  ８番荒川栄悦君。 

   〔８番荒川栄悦君登壇〕 

○８番（荒川栄悦君）  ぜひとも、情報共有の

部分は力を入れてお願いしたいと思います。 

 それにかかわってですけども、市長もすぐ取

り組まなきゃない、２つの政策という中で言っ

てますけども、そのタフビジョンを基本とした

農業振興という形でおっしゃってます。であれ

ば、タフビジョンの中にある、私は考えたいの

は、耕畜連携循環型農業への取り組み状況は現

在どうなっているのか。また、今後の展望とい
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うものに関して、どう捉えているのか、伺いま

す。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  循環型農業につきまし

ては、これは、私は非常に遠野にとっては、大

事な一つの方式ではないのかなと常日ごろから

思っているところでもあります。まあいうとこ

ろの、遠野市の農業は、米、野菜、工芸作物の

いわゆる耕種、それから和牛繁殖と酪農の畜産、

それに最近は遠野牛という中で肥育といったよ

うなの、その中に出てきてるわけでありますか

ら、もともとが複合経営といったものが非常に

多い。耕種農家と畜産農家が連携した、そこに

は有機堆肥と牧草をやりながらの総合供給・利

用も行われているというところでありますので、

やはりタフ・ビジョンにこの耕畜連携といった

ものを柱に据えた、この循環型農業の推進、こ

れはやはりかなり大事な施策の一つだというふ

うに認識してございますので、これにはまさに

遠野のものは安心で安全だというようなことを

きちんとあれするためにも、この循環型農業と

しての取り組みはなお一層力を入れていかなき

ゃならないかというように承知しているところ

でございます。 

○議長（新田勝見君）  ８番荒川栄悦君。 

   〔８番荒川栄悦君登壇〕 

○８番（荒川栄悦君）  耕畜連携、循環型農業、

大変大事であるという認識はお持ちのようです

から、私もここにとっていって、最後にはその

有機農業っていうような部分をどう捉えていく

かとところまで行きたいとは思っていますんで、

また前にも質問したことはあるんですが、環境

保全型農業研究会っていうのが立ちあがった。

そうした中で、有機農法の実証田の検証をする

というようなこともあったし、その研究会は研

究会で参加者を集っていく会議もしたという経

緯があったと思ってますが、この会議は現在ど

ういう状況になっているのか。 

○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）  環境保全型農業につき

ましては、平成19年におきまして、２度ほど研

修会を開催した経緯があります。 

 ただ、現在の状況につきましてはそれぞれの

こだわりの農業について活動している状況であ

りまして、研修会そのものの開催は、今具体的

には行われていないようでございますので、こ

の循環保全型っていうか、環境保全型と申しま

すか、環境保全型ですね、この農業につきまし

てはやはりこだわりの農業ということで、それ

ぞれの方々で非常にこだわりを持ちながらやっ

ておりまして、例の木村秋則さんの門下生の

方々が全国に散らばって、毎年12月には遠野で

忘年会という中で、北海道から九州まで集まっ

ているていう、研究会にも、研究会っていうか

これは忘年会でありますけども、私も出席しな

がらいろいろ見分を広めているところでござい

ますので、そのよう中のきっかけづくりを行い

ながら、19年度から２度ほどということを申し

上げましたけども、やはりこれはもう一度関係

者の皆様といろいろしながら、行政としてどう

そこにアプローチをしたかっていうことについ

ても、やっぱり一つの課題として捉えていると

ころであります。 

○議長（新田勝見君）  ８番荒川栄悦君。 

   〔８番荒川栄悦君登壇〕 

○８番（荒川栄悦君）  会議そのものは２回ほ

ど開催された中で終わってるというふうに伺い

ましたが、やはりどうしてもこだわりの農業で

あれ、どういう農業であれ生産現場におけるそ

ういう情報が収集される、また情報が集まる、

その情報をまた必要な人にどんどん発信してい

く。この部分がないとこういう事業は進みにく

いんじゃないかと。この仕組みをもっと真剣に、

特に現場担当のほうには取り組んでもらいたい

と。これが１回やったからいいやという中で投

げられてるっていうのは、非常に大変残念なこ

とだと思ってます。やはり、これはどうしても

集めた情報を、こういうこだわりの生産方法が

あるのかと。じゃあこういったことでその利益

が出てるいるのか。出てる、どうなってる、そ
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ういった情報がどこかで集積されて、それが必

要な人にどんどん出てくる。そうすると、自分

はどうやったらいいか、ちょっと突き当たって

悩んでいると。そういうったことがあれば、そ

の情報があれば、こういう仕組みもあるのかと、

こういう取り組みをしている人が市内にいるの

かと。じゃあそこへ行ってちょっと勉強して俺

も一緒にやりたいっていうようなことが進むと

思うんです。それに、そういう情報が集まると

ころもないし、出てくるところもないとなると、

それはやっぱり遠野の農業にとってもちょっと

残念なことだと思います。ということ、まあ今、

これからはそういう仕組みでその現場にもしっ

かりやらせるというようなことを聞きましたか

ら、これはそれでよしとして、その次に移りま

す。 

 耕畜連携、循環型農業にとって大事なキーポ

イントである堆肥、これを製産販売する等の堆

肥センターの運営状況について、ちょっと伺い

ます。 

 堆肥センター、遠野の市営になってから扱い

高もふえ、経営も順調に推移してきていると思

います。ですが、３.11以降、放射能汚染の堆

肥のストック、それから今進められているキャ

トルセンター等からの、ふえるであろうおがく

ずなど、そういったことが考えられますが、堆

肥の生産施設設備としての堆肥センターの対応

はどうなのか、大丈夫なのかっていうことを伺

います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  堆肥センターの運営に

ついては大丈夫かというような御質問であった

わけであります。 

 この遠野市堆肥センター、これは最大処理量

は年間4,000トンということで、畜産農家から

持ち込まれる量を事前に把握したものとしての

処理能力として位置づけております。その中で、

この平成24年度3,600トン、前年についても同

様な処理量でありまして、稼働率は90％という

ような前後を保持している状況でございます。 

 ただ今後、この大野平のキャトルセンターが

稼働を始める、供用開始になるわけであります

ので、この排泄物の処理が問題になりまして、

今までにない一つの大きな課題になりますので、

堆肥センターに搬入し堆肥化するということに

ついては、現在のこの4,000トンという処理能

力といったものを考えれば、別な処理方法も考

えなければならないかというような、新たな課

題も出てきておりますので、その辺はきちんと

数量を把握しながら、いうところの堆肥セン

ターの機能を十分果たし、先ほどから課題にな

っております、いうところの循環型の、環境保

全型の農業といったものをこの中から見出して

まいりたいというふうに思っております。 

○議長（新田勝見君）  ８番荒川栄悦君。 

   〔８番荒川栄悦君登壇〕 

○８番（荒川栄悦君）  やはり、この堆肥セン

ターの能力は少し大きくしていただいて、やは

り、こういうこだわりの農業に取り組む、さら

には堆肥っていうのは、従来から大変大事な肥

料だということをわかってるわけですから、こ

こに持ってく。これがまた、俗にいう金肥、化

学肥料に比べればずっと価格は安い。そういっ

たこともあるんで、ここに取り組みは非常に大

事だと思っております。 

 それで、品質の安定の確保における人員の配

置、ここも伺います。やっぱりその設備と同時

に品質のよいものをつくるっていうことにおい

ては、じゃあ人員は大丈夫なのかと。今までは、

緊急雇用制度を利用した雇用の部分もあるとい

うふうに聞いていますし、受入れ、製造、販売、

配送等のトータルでの高品質を確保するには、

短期雇用より長期雇用による品質管理体制、こ

れを構築しながら長期雇用を確保する。ここが

大事なとこかと思っておりますが、その点につ

いての市長の見解を伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この堆肥センターの人

員というか、マンパワーについては大丈夫かと

いう形での御質問であったわけでありますけど
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も、確かにキャトルセンターが立ち上げること

によって、また体制の整備というのも急がなけ

ればならないかという思っておりますけども、

現状ではそれぞれの対応の中で、十分対応でき

るんではないのかなというようにも思っている

ところでございます。 

 先ほど申し上げましたとおり、キャトルセン

ターの立ち上げにより、堆肥センターの能力を

少し上げなきゃ回らないという部分もあるわけ

でありますけども、現在、６人を雇用しながら

対応しておりますけども、そのうち４人を国の、

いうところの緊急雇用事業で雇用しているとい

うような状況でありまして、伝えてることによ

りますと、この国の緊急雇用事業も大幅に削減

するっていうか、もう予算を減らすというよう

な方向い動いているのでございますから、こう

いったような問題も踏まえながら、このマンパ

ワーをどのように確保しながら、いうところの

通年雇用が難しくなってくるというような現実

も出てくるわけであります。そうしますと、常

勤職員をどう確保するかっていうような新たな

問題も出てまいりますので、こういったところ

につきましては、いうところのミスマッチがな

いような処理ができるように、この部分におい

ても雇用っていう問題の中から、やはり一つの

解決策を見出してまいりたいというように思っ

ているところであります。 

○議長（新田勝見君）  ８番荒川栄悦君。 

   〔８番荒川栄悦君登壇〕 

○８番（荒川栄悦君）  やはり、雇用の面から

いけばやはりこの堆肥センターの存在とも、６

人の雇用であれば大変大きな存在だと思います。

やはりそういったことをトータルで考えたとき、

これ前から私は思ってたんですが、堆肥セン

ターを遠野市で運営する。これは、いった意味

では行政になじむのかというようなことを考え

るとどうなのかなと。であれば、私思うには総

体で製産から、そういった管理から、全て、例

えば畜産振興公社に指定管理で管理していただ

く、もしくは畜産公社に全て、土地、施設、譲

渡した形で畜産公社の財産として活用していた

だく。そういった方向も考えられると思います

が、この件についての市長の見解を伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま、このセン

ターの運営について畜産振興公社といったよう

なものもイメージしながら、やっぱり経営のあ

り方っていうものを考えなければならないんじ

ゃないかというような御指摘であったわけであ

ります。このきょうの、今般の、今会議でも、

雇用、そして若者定着っていうこと、そしてそ

れを製造業だけじゃなくてサービス業、いや、

それぐらいじゃなくてもっと範囲を広げて雇用

といったものを考えていいんじゃないかってい

う話も議論されているところでございますけど

も、私はやっぱりそういった雇用というものを

考えれば、この堆肥センターのあり方なども、

一つの経営体とすれば、例えば畜産振興公社っ

ていったものはちゃんと位置づけられてると。

おかげさまで、馬の里の競走馬育成調教部門も

安定的な経営に入ってきておると。だから、今

回はこのキャトルセンターもその方向で、畜産

振興公社の方向で、さまざまな検討が進められ

ていることもあるとなれば、じゃあそこにぶら

下がる堆肥センターなどの一体的な経営をとい

うようなことも、当然、検討とすれば対象に入

ってくるかと思っておりますので、そういうよ

うな方向での議論を深めてまいりたいというふ

うに思っております。 

○議長（新田勝見君）  ８番荒川栄悦君。 

   〔８番荒川栄悦君登壇〕 

○８番（荒川栄悦君）  前向きな検討、よろし

くお願いします。 

 あと、私は今まで何回か、一般質問でも有機

農業について質問してまいりましたが、堆肥セ

ンターによ高品質有機堆肥の安定的な供給が可

能となれば、有機農業による今の農業生産に取

り組むことができると思います。有機農業に対

する遠野市の、現時点での取り組み状況を伺い

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）  堆肥センターの問題か

ら派生いたしまして、有機農業での取り組みと

いうことでの御質問でありました。これは平成

18年に有機農業を推進し、普及することを目的

として、有機農業の推進に関する法律、有機農

業推進法が施行されているわけであります。こ

の有機農業は、荒川議員も御案内のとおりとい

うふうに思っておりますけども、化学合成農薬

や化学肥料に頼らずに輪作、緑肥、堆肥土壌の

微生物や植物酵素などの力を活用した環境にや

さしい農業という形で定義されているわけであ

ります。 

 市の取り組みといたしましては、ふるさとあ

ぐりスクールというものを立ち上げておりまし

て、この中で減農薬、減化学肥料栽培による生

産及びぼかし肥料のつくり方などの講習を開催

するなどしながら、これの普及に努めていると

いうことであります。 

 それから、またこの環境保全に効果の高い営

農活動に取り組む場合の支援策であります環境

保全型農業直接支払交付金、この制度を導入し、

遠野市内では２名の農業者がその制度を活用し、

有機農業に取り組んでいるという状況でありま

す。 

○議長（新田勝見君）  ８番荒川栄悦君。 

   〔８番荒川栄悦君登壇〕 

○８番（荒川栄悦君）  わかりました。有機農

業に取り組んでいる現場もある、あと農業者も

いると、そういった中でもあぐりスクールって

いうものがある、制度を利用してる。 

 やはり、さっきも言ったように、こういった

情報がもっと広範に農業者に届くっていうこと

が大事かなと思います。いろんな場面で農業者

と話してても、有機農業の話しても何だそれと

か、そんな農法で米とれんのかっていうような

話まで出てくる場面もあります。やはりそれは、

今のような情報がないんだというふうに思いま

す。 

 有機農業における、こうやってやったときに

その実証田をつくってその検証をするというこ

とがありまして、２年ほど検証した。その報告

を受けて有機農業ていうか、堆肥での米の生産

は現実に行われている慣行農業に比べると、資

材費がかからない、若干手はかかるけども、数

量も落ちるんだけども、最終的に決算すると中

身はこの循環型農業のほうが残るという報告を

私も伺ってますが、その後聞いたときにはもう

検証はしてないという報告もありました。 

 やっぱりこれは、改めて、そういったことに

今のような状況の中であれば、やっぱり取り組

んでいただいて、やはりどれが有利生産になる

かっていうことを、やはり生産者の現場に情報

として出せるような仕組みをつくるべきだと思

いますが、これについて伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま、御質問にあ

ったことは、私は非常に大事なことだと思って

おります。言葉のもてあそびというつもりは毛

頭ありませんけども、こっちがこうで、こっち

がこうだじゃなくして、やっぱりそこ、きちん

と生産されたもののなかから、どのような形で

比較検討されるのかということがすごく大事で

はないのかなと思っておりまして。 

 ちなみに、この堆肥料栽培による水稲で見ま

すと、結果は堆肥を活用したことによっての生

育は悪影響は確認されてなかったと。むしろ同

等の生育結果であった。収量、品質面において

も問題がないと。経費についても、逆に３割程

度コストの低減が図られたというような結果が

水稲の中では出ていると。大豆の中でも同様な

結果が出ているということでございますので、

やはり有機といったような環境保全型といった

ようなもの、あるいは循環型といったようなも

のも、そのような形で成果が得られております

よということを、もう少し丁寧にいろいろな形

で発信していくことも大事じゃないかなという

ふうに思っているところであります。 

○議長（新田勝見君）  ８番荒川栄悦君。 

   〔８番荒川栄悦君登壇〕 

○８番（荒川栄悦君）  ぜひとも、今後そうい
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う情報の発信はよろしく検討してくだいという

ことになります。 

 さっき市長も言われた有機農業推進法ていう

のがあります。これは、国でやっぱり有機農業

は推進したほうがいいんだという中で、いわゆ

るこれも自治体の責務というのもあります。有

機農業を進めなさいというふうになっています。

であれば、なおさら遠野はそのいう環境にもう

十分あるんだということを、私はそう認識しま

す。この堆肥センターの運営を見ましても。 

 あとは、その技術、それから受け入れ農家、

そういったことが出てくるかと。そのためにも

やはり、何回も私言ってますけども、情報がな

い、ここが一番だと思ってます。ただその情報

を充実させなきゃいけないんだと思います。市

が本気になってこの生産原価の安い、付加価値

の高い有機農法の推進に取り組むのであれば、

慣行農法での販売額の確保はできても、収益面

では苦労している現状を見る限り、農家の収益、

手取り感はふえてる、手取りがふえて、さらに

消費者の求める安心安全な農作物の供給、そう

いうことも満たし、さらに有機の里の農作物と

いう遠野ブランドも確立されると私は思います。 

 それで、ここでちょっと引用は長くなります

けども、去年、私ども産業建設常任員会で石川

県の羽咋市に研修に行ってまいりました。ここ

に、羽咋市の一つの取り組みがあったので、そ

れをちょっと報告してみたいと思います。 

 石川県羽咋市に神子原地区という過疎高齢化

の厳しい地区を何とかしなさいという市長の命

令がありまして、その行動を起こした行政マン

がいたということです。高齢化率54％を３年間

で47.5％に下げたと、この実績があります。そ

の視察を、市の職員である高野誠鮮さんていう

人がおるんですけども、これがローマ法王に米

を食べさせたっていう本を出しているんですけ

ども、この人の話を直に伺うことができました。 

 それで、平成17年に60万円の予算で取り組ん

だと。この60万の予算のためにも、その地域の

研修におけるバス代が旅費がほとんどだったと

いうことがあります。18年前には1,100人いた

人口が平成17年には506人169世帯になっていた

と。大変、その高齢化が進んだと。それを市長

が選挙のときに高齢化を何とか解消するという

ような公約をしたと。市長命令、じゃあその神

子原地区に行って何かやりなさいと。でも予算

は60万しかないということがあったようです。 

 それで、そこにもう一人理解のある上司がい

て、お前が行ってやるんだったら犯罪以外のこ

とは全て責任を取ると、好きにやれというよう

なことまでその課長は言ってくれたと。いうこ

とは、やっぱり高野さんはそれは粋に感じて、

よしやるぞということで行った。その農家の収

入は当時平均87万円でありまして、これでは若

い人は残らない、離農者もふえて、人口が減っ

てきて高齢化率が上がった。どうすればよいか

を考えたと。農業で食えるようにすることだと

思ったと。そこの産業が農業である、じゃあ農

業で食えなきゃだめだということを考えて、座

して限界集落になり、集落が消えるのを待つの

か、行動を起こして前に進むのかを農家に問い

かけた。ＪＡや行政の補助を頼りにしないで、

自由自在に行動しましょうと言ったと。米の価

格を市場任せではなく、自分たちで決めるため

のブランド化を考えた。ようはそのブランド化

っていうのは、自分たちで価格を決めれるって

いう、そこに至ったと思ってます。 

 169世帯のうち、たった３世帯が最初賛成し

てくれた、あとの人たちはそんな馬鹿なこと言

うんじゃねえというようなことで反対されたと。

その中で、最初は減農薬、減化学肥料で生産を

して、その農家から米を50俵集めた。当時から

神子原地区の、あそこは米は、コシヒカリは全

国のランクでも上位にいる、おいしい米をつく

ってる場所だと自信を持って、これをじゃあど

うしようかっていったときに、その誠鮮はロー

マ法王に手紙を出して、食べて下さいというこ

とでした。 

 その前に天皇陛下に食べさせようとして、天

皇陛下に頼ったらそれはだめだとという返事が

返ってきて、じゃあローマ法王だと。神子原て

いうのは神の子どもの原と書くんで、これは神
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の子ならキリスト教じゃねえかということで

ローマ法王に手紙を出した。そしたら２カ月ぐ

らいで返ってきて会いましょうということで、

神子原で、わずかの部落だと。あそこローマ、

バチカンも800人ぐらいの国だと。お互い小さ

いもの同士でやりましょう、食べますというこ

とがなって、そんでそれがカトリック教徒は全

世界に何億何千万といますから、それがすごい

ニュースになった。そしたら東京のキリスト教

系の大学の先生から電話があって、今度する復

活祭のようなものがあるからそこに米を出した

い。米を何キロのものを袋なんぼっていうに頼

まれて、50俵超えるぐらい頼まれて、値段なん

ぼにしますかって言ったら、思わずキロ700円

になった。そしたら電話の相手は随分安いねと

いうような話で取られたと。いうようなことが

ありまして、結局それが評判になりまして、い

ろんな人から電話がくると。 

 その人たちには直接売らないでもう売り切れ

ましたと言って、多分、三越とか伊勢丹にあり

ますよとかいうようなことを言ったんだと思い

ます。そしたらデパートのほうからきて、うち

らは基本的に取りにこなかったら売りませんと

言って、結局そういう大きなデパートの人が頭

を下げて買いに来たというような仕組みをつく

って、50俵たら部落の人たちが高く売れるとい

うことで、トータルでその年700俵売って、結

局１俵当たり４万前後の米を売って、その仕掛

けをつくったらやっぱり農家の人たちが、これ

はやっぱり儲かる、嬉しいというようなことで、

今度は生産組合をつくって産直を経営をして、

今は順調にいってる。 

 当時その産直でも月30万円の収入が上がるよ

うになった、個人で。というようなことまでい

ってる、ということ。こういう仕組みが、やは

り行政の一人の人間が頑張ったことによって可

能になったんだということが、とにかくここを

わかってもらいたい。やはりこういう話をする

と、そんなことできねえぞというのがほとんど

の話です。遠野でどこで話しても。でもやろう

とする人間がいれば、やはり現状は打破できる

と。ここをわかってもらいたいなと思ってます。

そしてその、特に誠鮮さん言うのは、役所は役

所と書いて役に立つところですよ。役人ていう

のは役に立つ人ですよということを言ってます。

そういうことをもっともっと積極的に、やはり

タフ・ビジョンを持ってる遠野市が頑張らない

とだめじゃないのかなというふうに思うので、

こういう質問をしました。遠野ブランドをつく

れると思いますけども、市長の考えはいかがで

しょう。 

○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、石川県の羽

咋市のローマ法王にお米をという、一つの取り

組みが荒川議員のほうからいろいろ紹介があっ

たわけであります。これは本にもなっておりま

すし、テレビのドキュメンタリーにも構成され

ておりまして、全国的にも大変有名な話であり

まして、私もちょっと本を読ませていただきま

したし、テレビのドキュメンタリーも見させて

いただきましたので、すごいなと。やっぱり発

想、それからやはり行動力、さらには知恵と。

その中に役所や行政や農協の言うことを聞いて

ばっかりでいないでという一つのキーワードが

その中にもあると。なにもこれが行政として何

もしてないから我々はという意味じゃなくして、

やっぱり自ら動き、自ら工夫している人はやっ

ぱりそういった成功事例をつくり上げていると

いう事例の一つじゃないかなと思っておりまし

て、タフ・ビジョンを持ってるんじゃないかと。 

 だったらばビジョンを持つだけじゃなくして、

その中で遠野の中でも合鴨農法であるとか、リ

ンゴの自然栽培であるとか、木村秋則のお弟子

さんもいるわけでありますし、そういった中で

無農薬の米、野菜づくりに取り組む農業者や研

究グループの方々がいます。その方々は本当に

自らさまざまな情報をとり、そして工夫をして

行っているという方々と、その方々を云々とい

うよりも、支援をすると、背中を押すという部

分の役割が、これは一つのタフ・ビジョンとし

ても必要な行動であり、対策、対応ではないか
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なというふうに思っておりますので、石川県の

羽咋市がそういう方がいたから成功したんでは

なくして、どこにでもそういう環境なり、やれ

ばできるという、そういうものがあるんだとい

う中で捉えて、遠野としてもこのような有機農

法も含めてこだわりの農業に取り組んでいる

方々を、タフ・ビジョンの一つの大きな支援の

中における一つとして位置づけまして、応援し

てまいりたいというように改めて思っていると

ころであります。 

○議長（新田勝見君）  ８番荒川栄悦君。 

   〔８番荒川栄悦君登壇〕 

○８番（荒川栄悦君）  タフ・ビジョンで、最

後の項目にしますけども、この今タフ・ビジョ

ンの中であっても、あそこの中にあっても、ア

ドバイザーの体制も整え、タフ・ビジョンの推

進ということにも、当然佳境に入っているとい

うふうに思います。いろいろ抱えているという

のはあると思いますけども、この遠野の農業を

守るとすれば、さらに今言ったような形での遠

野でもいいし、どんな形でもいいから遠野の農

業の活性化、こういうことをするには、私は有

機の里づくりを推せんするんですけども、市長

のほうは、この遠野市の農業の将来、遠野の農

業の方向、こういうことをどこにどう捉えてど

ういうイメージをしているのか。午前中に同僚

議員の質問に答えてましたけども、やはりその

中山間地域、過疎化、高齢化、それから後継者

不足でやっぱり所得も減になる。でもここで逆

に所得の増が例えば有機農業で可能になるとな

れば、その後継者もやはり出てくる。そうする

と高齢化もなおる。さっき言った羽咋市の例も

あるんですが、やはりそういう発想を逆転させ

ることによって可能になる部分はいっぱいある

と思うんで、ぜひとも市長の今後の農業の方向、

その辺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）  いろんな農業を取りま

く現場の中にあって、キーワードが４つ出たと

いうふうに思っております。過疎化という問題

が出て、それから高齢化と、これも避けて通れ

ない、１年たてば１歳年取るわけでありますか

ら、高齢化という問題。それから所得、この所

得をどのように農業所得を上げていくかという

ことも大きな課題。その所得というものが出て

くれば、御指摘のとおり後継者という問題もき

ちんと形が見えてくるということになるわけで

ありますから、これはそれぞればらばらではな

い。過疎化という問題を避けて通れないとすれ

ば、やはりいずれついてまわるのは高齢化なわ

けでありますから。 

 じゃあ高齢化というものの中でいろいろさま

ざま、先ほど申し上げて工夫をすることによっ

て、所得を上げるってなれば後継者も出てくる

というような、そういうような連鎖反応と申し

ますか、方程式がそこで出てくるわけでありま

すから、やはりタフ・ビジョンといったものに

しながら、遠野の農業といったときにおきまし

ては、有機というような一つの言葉も、その中

にもう一つ使い込めながら、いうところの差別

化をしていく、安心安全だと。遠野の里の農産

物かっていうようなところを強くアプローチす

るような、やっぱりそのような手立てもしっか

りと講じていかなければならないなと改めて思

っているところであります。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後３時01分 休憩   

────────────────── 

   午後３時11分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。８番荒川栄悦君。 

   〔８番荒川栄悦君登壇〕 

○８番（荒川栄悦君）  それでは農業振興につ

いては終わりまして、次にＳＬ停車場プロジェ

クトについて伺います。釜石線にＳＬが平成26

年の４月からＪＲによって運行されるという。

これは、当初はことし中にというような話も聞

いてましたが、ＪＲの都合で春に伸びたという

ことのようですけども、遠野市でも遠野市ＳＬ

停車場プロジェクト推進本部を設置したわけで

すが、推進本部内に３つの部会があり、それぞ
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れの部会、商品開発部会、イベント受け入れ態

勢部会、旅行企画部会とありますが、現在のそ

のプロジェクトの振興の現状とＪＲの対応の現

状はどうなっているのか伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  このＳＬプロジェクト

の進捗状況ということでのお尋ねでありました。 

 去る11月６日になりますけども、ＪＲ東日本

からプレス発表された情報で、ＳＬ列車の名称

は「ＳＬ銀河」ということに正式に決定をし、

営業開始は平成26年４月以降という形で正式に

公表されているところであります。これは、Ｊ

Ｒ東日本の関係者から聞きますと、やっぱり機

関車の修理に思わぬ時間がかかったと。部品を

調達どころか部品を新たにつくらなければ修復

ができなかったという話も聞いておりまして、

やっぱり40年という歳月の長さといったものを

その中で感じとったわけであります。このいろ

んなことの進捗状況はということでございまし

て、こういったような動きも含めながら、さま

ざまなＰＲ活動やら企画を練りながら、またこ

れにも官民一体をというような仕組みを持って

いきたいなと思っておりまして、いろんな関係

者にも参加していただいて、民の皆様の力もい

ただこうということで、いろんな提案の中から

進めさせていただいております。 

 まず、その中で達曽部川橋梁の河川敷の立木

等の伐採を11月に終えまして、今後は宮守川橋

梁西側山林の環境整備も、林業振興課の予算の

中で行いたいなという形で今進めているところ

でありますし、いうところの遠野物語100周年

のとき、かたるくんという水木しげる先生が書

いてくれたキャラクターがあるわけであります

から、そういったようなものも活かそうという

中における取り組み、あるいはチラシ、ポス

ター、さらには釜石線の試験運行に合わせた、

２月に試験運行になるわけでありますから、２

月の試験運行に合わせたさまざまな企画、ある

いは写真。特に写真愛好者が全国にいるわけで

ありますから、この方々に向けてのいろんなイ

ベントなり、企画の内容につきまして作業を進

めたいと思っておりますし、それから沿線が盛

岡、花巻、そして宮守、遠野、釜石という中に

あるわけでありますから、沿線の釜石線、沿線

活性化委員会での首都圏へのアプローチやると

いうようなこと。あるいは、宮守に足を運ばさ

せる方策等についてもいろいろ検討していかな

きゃならないかというふうに思っておりますの

で、ｍｍ１を中心としてどのような、そこに受

け入れ体制を整えるのか、どのような基本設計

のもとに改修に入るのかといったようなことの

作業も、いろいろ今議論をいたしているところ

であります。いずれ、カウントダウンが始まっ

ておりますので、交流人口の拡大と遠野を大き

く発信するまたとない機会でございますので、

そういった点での準備に怠りなく、対応してま

いりたいと思ってるところであります。 

○議長（新田勝見君）  ８番荒川栄悦君。 

   〔８番荒川栄悦君登壇〕 

○８番（荒川栄悦君）  今着々と進んでいると

いうことのようですけども、４月から運行にな

るということなわけで、結局４月運行になると

きに、おおよそ状況はそこにあってプロジェク

トなりなんだりは、本当は完了しなきゃならな

い内容だと私は理解するんですけども、多分

ハード面のことは難しい部分はあるのかなとい

うふうには思います。 

 私思ったんですけど、宮守の一帯向けのｍｍ

１のゾーン、めがね橋や恋人の聖地、情報プラ

ザ、ｍｍ１というゾーンにいかに足を運んでも

らえるか、ＳＬが通ったときにということでち

ょっと考えたときに、その遠野駅には１時間停

車する、で宮守は５分かそのぐらいだろうとい

うことなんですが、じゃあそのときに宮守に興

味ある人、特にこういうめがね橋の写真を撮れ

るよとか、ＳＬが通ってるの撮れるというよう

な話で、だとすれば宮守から下りていただいて、

それをバスに乗っけてｍｍ１のとこに来て写真

を撮ったり、お昼を食べたり、そうやってその

お土産も買ってもらったりっていうようなこと

でやって、当然、１時間あって、電車で遠野に
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行くにも30分かかる。じゃあバスに乗っていた

だいた人でも遠野に30分かかっていくんであれ

ば、後はゆっくり釜石に向かって遠野駅から乗

れる。こういう仕組みもあれば、宮守にもおよ

そ観光客の20人、30人という部分が利用してい

ただけるんじゃないかなというようなアイデア

もあるんじゃないかなという気はしています。

やっぱりプロジェクトにそういうソフト的な考

えが、宮守のｍｍ１周辺を利用する仕組みはあ

るかなということを伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま御質問の中で、

ソフト的な取り組みといったものが極めて大事

じゃないかなと。宮守ｍｍ１周辺にも幾らでも

集客を。あるいはこれが遠野という遠野駅周辺

にもという部分にもつながってくるかというふ

うに思っておりますけども、今年度、総務省の

補助金を活用しまして、二次交通で乗り降り自

由の市内循環ワゴンの実証実験を行っておりま

す。これは市内の主要観光施設をジャンボタク

シーで定期的に回遊する方法で、一定料金で乗

り降り自由という交通体系として位置づけてお

りまして、今年度検証を踏まえながら、26年度

からは市内循環ワゴンの試験運行を行い、集客

を図りたいと。 

 これは、今例えば荒川議員からありましたよ

うに、ＳＬを見る観光客、これは極めてカメラ

といったものの方々がものすごく多いわけです。

したがって警察関係者の方々が、ディスティ

ネーションキャンペーンのときにおっしゃって

ましたけども、ほとんど交通ルール無視で、28

3号線の線路沿いの国道を行ったり来たりして

しまう。本当に大変だったと。命にかかわるこ

とだと。したがって、写真を撮るならばここの

スポットでというようなことをきちんとやって、

やっぱりルールを守ってもらわなきゃならない

という話も言われたことがありますので、この

ような国道283号線の撮影ポイント、あるいは

周辺観光施設などを網羅したさまざまな形で、

文字通り、いつも言ってますとおり道の駅や産

直なども連携しながら縦糸横糸における環境整

備も、いうところのソフトにおける環境整備も

行っていかなきゃならないかというように思っ

ておりますし、宮沢賢治先生、そして日本のグ

リムの佐々木喜善先生、そして釜石まで行くと

なれば、ひょっこりひょうたん島は大槌町では

今度20万で取得したわけありますから、井上ひ

さしさんがいるよってような中における一つの

物語性をそこに持たせていくという、ソフトの

どのように、それをどう組み立てるか、これは

非常に大事なことだと思います。そのソフトの

つくり方によっては、ものすごく発信力あるも

のしての誘客につながるということになるわけ

でありますから、まさに知恵の出しどころだと

いうふうに思っておりますので、ぜひ、荒川議

員からもその知恵その知恵をぜひぜひ、どんど

ん出していただければということをお願い申し

上げたいというように思っているところであり

ます。 

○議長（新田勝見君）  ８番荒川栄悦君。 

   〔８番荒川栄悦君登壇〕 

○８番（荒川栄悦君）  私に知恵をと言われま

したけど、ちょっと難しいんですけど。 

 ホップオン・ホップオフっていう、今言った

ジャンボタクシーを使っての観光地を巡るって

いうこの仕組みは非常に素晴らしい考えだなと

思っています。やはり、観光客にとって遠野の

市内をいろいろ巡りやすい仕組み、これが最も

大事なことだろうと思います。なので、ない頭

を絞って私もストーリーをちょっと一つ考えた

んですけども、やはり出会いの場は午前中も議

論になっている部分あるんですけども、そうい

ったののつながりになると思うんですけども、

宮守のめがね橋の下には恋人の聖地がある。愛

宕神社のところにくれば卯子酉神社があって結

ばれる。さらに、子孫繁栄になれば金精様に行

けばこれはこれでつながる。そういうストー

リーを持った部分を歩いていただくというよう

な、だれかが言ってたんですが、これラブス

トーリーだよという物語だということもありま

すんで、こういったことももし参考になればと
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いうふうに思います。 

 次には、じゃあ宮守の話で今やりましたけど

も、その駅前から伊藤家、博物館に通う、この

通りに関しての環境整備も考えているようです

が、この現状はどうなっていますか。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  宮守のこのめがね橋と

いう、一つの圧倒的な存在感の中から、今周辺

の環境の整備を図りながらというお話をただい

ま申し上げたところでありますけども、この遠

野駅、これは給水という一つの、どうしても釜

石に向かう場合遠野で給水をしなきゃならない。

そして釜石に向かって転車台が、向きを変える

転車台というのが釜石にあるわけでありますか

ら、釜石で向きを変えてまた盛岡に向かうとき

に遠野で給水をしなきゃならない。その吸収時

間はおおむね１時間というようなことも言われ

ておるわけでありますから、例えばこの観光客

の方では遠野で下車したならば１時間じゃない、

じゃあ当然、遠野で１泊しながらというような、

そのような商品を開発していかなきゃならない

わけであります。 

 そして、１泊をしながら、次の日の、土日運

行なわけでありますから、例えば次の日はまた

ＳＬに乗って帰るかというようなそのような組

み合わせ。あるいは二次交通としての車を使っ

て、あれするかといった中における取り組みと

いった中で、幸いにも旅の蔵遠野、あるいはと

おの物語の館、あるいは博物館、それから下一

日の中心市街地の伊藤家の商家であるとか、さ

まざまなものの環境が整ってきておりますので、

これを文字どおり光輝くものとして、観光客の

方が半日でもいい、あるいは１日でもいい、そ

の中で、露骨な表現にはなりますけども、財布

のひもをゆるめるような、そのような仕掛けを

やっぱり積極的に行っていかなきゃならないん

じゃないのかなと。また時間はあるけれども、

あるようでないような中における危機感のもと

で、作業を進めてまいりたいというふうに思っ

ております。 

○議長（新田勝見君）  ８番荒川栄悦君。 

   〔８番荒川栄悦君登壇〕 

○８番（荒川栄悦君）  わかりました。そうし

た中で、今までは整理になった部分、これはも

う当然立派なものができてる。これはそのとお

り光り輝くものにして、大いにその利用率を上

げてもらいたいと思います。 

 その駅前通りの整備に必要なものとして、私

ちょっと考えたんですけども、例えばにぎやか

ギャラリー、それから語り部スポット、この内

部をもうちょっとリメイクして、ちょっとは爽

やかなつくりにしていただいて、特にトイレを

改修してあげていいんじゃないかと。やはり旅

行者が来て、ちょっと休んだりお話をしたりし

ているうちにトイレとなれば、これも古い形の

トイレだぞという形で見せる価値はあるかもわ

からないですけども、やはりもう少し快適にき

もちいい形になれば、トイレをやっぱり改修、

休みどころでは改修すべきでないかなと。 

 それから、やっぱり普通に１時間休んで、例

えば駅弁を買ったと。じゃあどこで食べようか

と、弁当持って歩きながら。となると食べる場

所としてもそういう休みどころの部分があって

いいと思うし、また御夫婦でくれば、奥様あっ

ちも見たい、こっちも見たいといったところで、

俺みたいなぐうたらな旦那は、俺はもうここで

休んでいるから行ってこいというようなことに

なると思うんで、そういった親父が休めるよう

な場所とか、そういうようなものを発想の中に

入れていただいて休み場所をつくっていく。駅

前通りでどこに、じゃあここで休んでおくから

いいよとかっていうことになれば、もっと人が

動きやすくもなる、やはり利用しやすくなると

いうこともあると思うんですが、そういった、

そういうおもてなしっていう部分をどう捉えて

いるのかお尋ねします。 

○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）  駅前をおもてなしとい

うキーワードの中から、いかに再生を図るかっ

ていうのも大きな課題であります。 
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 したがいまして、この中心市街地活性化って

いう中における第二ステージをということで、

今国交省の都市局とさまざまな形で議論をさせ

ていただいております。都市局のほうにはまち

づくり推進課というのがあるんですけども、そ

のまちづくり推進課の課長さんとこの間、さま

ざまな形で懇談会したときに、遠野市のまちづ

くりについて、あるものに新たな役割をという

ようなコンセプトの中から、町の再生を目指し

ているんだという話を申し上げましたところ、

これこそが我々としても国側としてもお金の出

しがいがあるっていうプロジェクトだと。 

 したがって、中心市街地活性化に基づく第二

ステージはぜひ、このコンセプトを大事にして

進めてくれないかという中で、今さまざまな協

議に入っているところでありますので、この協

議がうまく進まないと、いうところの市民セン

ターの大規模改築にも影響するというようなこ

とになりますので、中心市街地の、市民セン

ターの大ホールも古くなったから云々じゃない、

まちづくりの一環だと、駅前のまちづくりの一

環だというような、そのような捉え方をしなが

ら、一つシナリオをつくろうかというように思

っておりますので、ただいま御指摘のありまし

た、おもてなしという部分におきまして、空き

店舗、さらには空き地、そういったようなもの。 

 それからそれに伴いまして、この町屋風の景

観をいかに配慮していくかという部分におきま

して、実はファサード改修事業といって、外観

改修事業といったようなものを２分の１から３

分の２に、50万から100万に引き上げたわけで

ありますけれども、いまのところまだ利用実績

はないというようなことでありますので、こう

いったようなものを丁寧に説明しながら、まち

づくりといったもの、駅前を中心としたまちづ

くりといったものに、さらにさらに、それこそ

工夫をしながら、知恵を出しながら進めてまい

りたいというように思っているところでありま

して、その一部はＳＬの運行にできれば間に合

えばいいなというような部分もあるわけであり

ます。 

○議長（新田勝見君）  ８番荒川栄悦君。 

   〔８番荒川栄悦君登壇〕 

○８番（荒川栄悦君）  そうしますと、さらに

町はこのプロジェクト推進室の中にある商品開

発とか旅行企画とありますけども、こういった

部分は何か目新しいものが出てくるとか、今進

行中なのかを伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  今後、新たな商品開発、

これは私はどんどんどんどん、少々のリスクが

あったとしても進めてもらいものだというふう

に思っておりまして、担当の、プロジェクト担

当のほうにはちょっとおとなしすぎるんじゃな

いかと。もう少しどんどんどんどん、いろんな

アイデアを発信してもいいんじゃないかという

話もしているわけでありますけども、その中に

は、え、こんなものというようなものが思わぬ

ヒットをするということもあるわけであります

から、そのようなものをもっともっと積極的に

打ち出してほしいということを求めるといると

ころでありますので、間もなく、えっと思うよ

うな商品も私は出てくるんじゃないかと、期待

もしているところでございますので、議員各位

も何かいいアイデアがありましたら、ぜひ推進

室のほうに寄せていただいて、そういう中で、

まさに総合力でいろんな商品開発もしてまいり

たいものだなというように考えているところで

あります。 

○議長（新田勝見君）  ８番荒川栄悦君。 

   〔８番荒川栄悦君登壇〕 

○８番（荒川栄悦君）  質問の終わりに近づい

てきましたけれども、さっきのファサード計画、

これも補助金をふやしたら申し込みがないとい

うこともありますけども、あと前には市長が言

ってましたが、いつも言ってるように、駅前通

りの電柱、電線を何とかしたいっていうような

考えも持っているようですけども、ぜひともこ

ういったところも取り組んでいただきたいし、

そういった中で駅前通りが格好良くなればいい

のかなと。 
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 これが申込みがないということは、やはり、

前の質問でも言ってますけども、やっぱりそう

いう情報をもっと出して、さらにこれだけ観光

客が来るんならやろうかなっていうふうにさせ

るもの。それは駅前通りの大家さんがやるんじ

ゃなくて、もうだれかやりたい人がいたらそこ

にその人を世話できる、空き店舗で世話できる

っていうぐらいの仕組みを、やはりそこまでつ

くってあげないと、じゃあリニューアルしよう

かっていうようにはなかなかいかないんじゃな

いかというふうに思います。やっぱこういう仕

組みはぜひとも考えていただきたいと思います。 

 そういったことは、そういうふうに進めてい

ただいたとして、この、最後の質問になるんで

すけども、道路交通網の整備が進む、私本当に。

一番心配しているのはここなんですけども、広

域経済圏のハブとして遠野市の存在が明確にな

ってきている。遠野には人口がふえる要素がで

きつつあると思います。その中にあって、ＪＲ

もこれだけ釜石線に投資をする、ＳＬを運行す

るっていうことはＪＲとしても社運をかけると

いうふうに思います。釜石線にはまたそれだけ

の魅力がある、遠野にもそれだけの魅力がある

というふうに判断しているんだと思います。 

 でも、普通にこのＳＬがない限りにおいては、

今の現状でもなぜか乗客はふえていない。こう

いうことがあると思います。やっぱりこのプロ

ジェクトが立ち上がった、さらにこのＳＬのこ

の仕組みをどんどん進めていって、やっぱ成功

させないとダメなんだと思います。それこそ総

合力で官民一体となって頑張んないと。私はそ

の、ここの釜石線ていうのを、どっかの線みた

いに廃止路線の対象になるんだと、そこまでい

くんだということをやっぱり危惧しながら取り

組まないと、そういう危機感を持って取り組ん

でいただきいと思いますが、遠野市の産業振興、

観光振興と釜石線のかかわりとして、今後のそ

ういう将来についてのその必要な見解を伺いま

す。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  まさに総合的なまちづ

くりの施策としてこのＪＲ東日本のＳＬプロジ

ェクトは受けとめなければならないかというふ

うに、私も思っております。 

 駅前の遠野駅から、駅舎の問題、それで駅舎

からずっと駅前通りで、あの大手橋から図書館、

博物館、あえりあのとこまで。実は竹下内閣の

ときのふるさと創生事業で民話通りとして位置

づけられているわけであります。そして、その

民話通りとして赤ずきんちゃんをはじめとして、

いろんな昔話のモニュメントがあるわけであり

ますけども、これには残念ながら光が当たって

おりません。したがって、これをまた再び、光

を当てるという中にございまして、駅前の電柱

の地中化といったものも視野に入れながら駅前

通りを再建する。 

 よく言われる水木しげる先生の、境港市の駅

からの部分はまさにものすごいというか、徹底

してこだわったコンセプトで、妖怪の町として

大変なお客様集めてるわけであります。そのよ

うなことも一つ参考にしながら、駅前通り、そ

してその昔話のモニュメントも再構築。それに

伴っての駅前再編整備をしながら、電柱の地中

化といったものも視野に入れながら、空き店舗

対策なり空き地対策のその中に切りこんでいく

と。そして博物館、とおの物語の館、あるいは

蔵の道ギャラリー、さらには駅前広場、あすも

あ遠野、旅の蔵遠野、あるいは大工町といった

ようなのが、点というよりもエリアでゾーンと

して結ばれて、それぞれの思い思いの中におけ

る遠野ならではのものを楽しめるというような

空間をそこにつくれるんじゃないかなと非常に

思っておりまして、それでは、この電柱の地中

化、あるいはポケットパークの再整備、さらに

は回遊、今申し上げたものの回遊できるような、

さまざまなものをその中に、それこそ物語をつ

くっていくっていうことが、遠野にとってはす

ごく大事なことじゃないかなと思っております

ので、ただＪＲ東日本も駅舎の問題についても、

大変厳しい見解を示してます。 

 やっぱり乗降客の安全というのが一番大事な
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わけでありますから、単なるいい景観だったわ

けにはいかないと。あそこの中には鉄骨何も入

ってないっていう中で、耐震性が大きく課題に

なっているわけでありますから、それをどうす

るのかっていうのは、問題をクリアにする。 

 そしてまた今度はいろんなＮＴＴなり、ある

いはＪＲ東日本なり、さまざまな関係機関とも

調整していかなきゃならない。そういった意味

におきましては、まちづくり再生担当というの

を置きまして、中心市街地の活性化の第二ス

テージに入っていこうという形で、今位置づけ

ているのはそのようなきちんとしたストーリー

を持ちたい。 

 ただ、佐々木喜善先生が日本のグリムといわ

れたから、グリム兄弟とのシュタイナウ市とい

うグリム兄弟が育ったところと交流をするとい

う、単なるそんな心情的ものだけじゃなくして、

私はあの民話通りには赤ずきんちゃんもちゃん

とあるじゃないか。あるいは日本のグリムの

佐々木喜善先生に会ったならば、本物のという

よりも、そのグリム兄弟との中において、それ

をまちづくりの一つの柱にするということも可

能じゃないかなということで、先般、シュタイ

ナウ市のほうからグリム博物館の館長さんがわ

ざわざ遠野においでいただいて、シュタイナウ

市長からも親書をいただいているということで

ありますから、そのようなものも組み立てなが

ら、中心市街地の活性化、遠野全体の一つのい

ろんな地域資源を光り輝かすものにもっていき

たいものだなというように思ってるところであ

ります。 

○議長（新田勝見君）  次に、進みます。 

 ２番瀧本孝一君。 

   〔２番瀧本孝一君登壇〕 

○２番（瀧本孝一君）  新興会所属の瀧本孝一

です。お疲れのところではありますが、本日最

後の質問者になろうかということで、よろしく

お願いをいたします。 

 ことしも残すところあと20日余りとなりまし

たが、日々、寒さとあわただしさが増してくる

中、東日本大震災、大津波で被災された沿岸被

災地をはじめ、本市や県内各地の仮設住宅など

にお住まいの皆様は、復興やまちづくりのス

ピードにいらだちを覚えながら、また福島第一

原発事故で全国に避難を余儀なくされている皆

様においては、ふるさとに戻ることのできない

不安との戦いで、ともに長い間にわたって厳し

い生活を余儀なくされ、大変な御苦労を続けら

れていることに、改めて深甚なる同情とお見舞

いを申し上げます。 

 質問の前に、私からも10月の市長選挙におい

て、無投票三選を果たされ、今定例会初日に新

しい任期にかける所信を表明された本田市長に

は、改めてお祝いを申し上げますとともに、山

積する諸課題の解決、前進と市民福祉の向上、

さらには未来に向かって新しい遠野市の展望を

切り開いていただくことを切に願い、より一層

の御活躍を心より御期待申し上げるものであり

ます。 

 また、先月下旬から新しく就任されました副

市長をはじめ、再任を含めての各執行機関の長

に皆様にも祝意を表し、当局と歩調を合わせな

がら、そして時には叱咤激励をしていただきな

がら、市政への特段の御貢献をお願いするとと

もに、退任されました及川前副市長並びに似内

教育委員長の御両名、これまで既に御尽力され

た多大な功績にその労をねぎらい、この場を借

りて私からの御苦労さまでしたと、敬意と感謝

を申し上げます。 

 さて、それでは通告にしたがい質問に入らせ

ていただきます。今回は、２つの質問に絞って

ということで、１項目めは公文書の保存や廃棄

の実態について。２項目めがこども自然公園の

必要性についてと題し、一括形式にて市長にお

尋ねをいたします。 

 最初の質問でありますが、公文書の保存や廃

棄の実態についてということで、普段、我々一

般市民にはあまり縁のない公文書というお役所

ならではの大事な書類についての質問となりま

す。実は、明日の一般質問の最初に登壇予定の

大先輩議員も公文書の管理に関し質問されると

いうことで、内容が重複する可能性が大きく、
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御相談を申し上げたところ特段の御配慮を賜り、

「あんたがやっていいよ、足りない部分だけ聞

くから」と寛容でありがたいお言葉をいただき、

先輩への敬意と感謝の念を抱きながら質問をさ

せていただくものです。 

 ところで、去る11月13日のＮＨＫの夜のニ

ュースウォッチナインを見た方もあると思いま

すが、その中で行政の公文書がずさんに管理さ

れ、知らぬ間に失われてしまう例が後を絶たな

い。防衛省では10月に秘密文書が毎年2,000件

から１万件、最近の５年間では３万4,000件が、

本来は一定期間保存された後、簡単な目録を国

立公文書館に送らなければならない手続をしな

いで、防衛省の判断だけで廃棄されてるという

ことが判明した。 

 また、九州熊本県の天草市では、11年前から

公文書を徹底して保管する取り組みを進め、成

果を上げている旨の放送がありました。市民の

中にもごらんになった方もいると思いますが、

ちょっと気になる話題と思い、胸にとどめて下

りましたが、考えてれ見ればこれは非常に大事

な問題ではないかと気づかされ、常日ごろ多種

多様の文書類と向き合う中で、あまり考えるこ

とのない公文書の保存、廃棄のあり方というも

のを、ちょうどいい機会と捉え伺うものであり

ます。 

 この天草市でありますが、平成18年３月に２

市８町が合併してできた、人口約９万人、面積

683平方キロメートル余の熊本県では最も広く、

県南西部の天草諸島の中心部に位置している市

で、公文書保存の取り組みを導入するに至った

きっかけは、安田公寛という市長さんが、平成

の市町村合併の際、過去の資料を探すも大半が

残っておらず、愕然としたことから、これでは

将来大変なことになると、公文書保存の在り方

の見直しを始めたのが出発点でした。 

 現在、天草市では作成した公文書を市役所の

判断で捨てることができず、職場での保存期限

を迎えた公文書は、全て市から独立した天草

アーカイブスという組織で管理され、持ち込ま

れる段ボール箱の数は年間約1,000箱で、５年

分が保管されるとのことであり、その７人のス

タッフが年間１万件を超える資料に目を通し、

１件１件保存か破棄かを判断しているとの事で

あります。 

 公文書管理に詳しいある大学教授は、天草市

以外にも国に先行して文書の保存に取り組んで

いる自治体も多いと話していますが、天草市で

はこの取り組みを始めてから、将来公表される

ことを前提に文書を作成しようという職員の意

識が高まって、全国から視察も相次ぐなど、注

目を集めているというような内容の報道であっ

たかと記憶をしています。 

 この熊本県で唯一の公文書館である天草アー

カイブスに少し触れさせていただきますと、合

併前の旧本渡市が情報公開制度を導入したのに

伴って、11年前の平成14年４月に設立されまし

たが、その下地として旧本渡市には木山家文書

という、膨大な歴史文書群があり、昭和50年代

から安藤正人という先生を中心とする国立資料

館による調査が進められ、地域の歴史に対する

考えやアーカイブス活動について、調査に関係

した資料館の職員らは影響を受けてきていた背

景もありました。 

 これらの資料を整理していく中で、平成11年

ごろから、天草の各市や町で情報公開条例を制

定する機運が高まり、当時の市の歴史資料館の

学芸員の間から、市職員による文書の保存活用

に関するワーキンググループ結成の計画も必要

だとの声が出るようになったとのことでありま

す。 

 そのような折、学芸員の一人が合併前の隣町

で情報公開条例に向けた文書整理に伴う公文書

廃棄作業中のトラックの荷台に縛り上げられた

公文書が次々と放り込まれ、捨てられて処分さ

れるらしい現場を目撃したことから、翌12年の

天草資料調査会の交流会の席で公文書廃棄の現

状を知った安田市長がショックを受け、その指

示で前述した過去の貴重な資料の廃棄の確認が

され、公文書保存へ向けての全ての動きが始ま

ったとされています。 

 この公文書廃棄問題は、一昨年の４月に福岡
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県の筑紫野市でも起きており、あるマスコミが

市に対し、公共施設の使用申込み文書の開示請

求をしたところ、本来は３年間保存されていな

ければならない書類が、わずか二、三カ月で誤

って廃棄された可能性があるとして、不開示決

定となった事例があり、場合によっては刑法が

定める公用文書等毀棄罪に当たる可能性もある

とされていますが、公になるならないは別にし

て、国、都道府県、市町村を問わず、全国的に

起こっている可能性は大といわれています。 

 このように、一般市民の目の届かないところ

で行われる公文書の保存や廃棄作業は、はたし

て適切に行なわれているのかどうか、保存年限

を越えても本来は残しておくべき貴重な資料が

失われていないか、懸念される事態が多く見ら

れるようになってきたことから、ここのところ

全国的にも見直しの機運が高まっている現実が

あるようです。 

 先に述べた天草アーカイブスは、公文書を保

存する意味を、行政や地域が歩んできた事実を

未来に残し、検証できるようにすることである。

昔こういうことがあったという話を聞いたが本

当だろうかといった市民の声に応える行政のア

カウントアビリティ、いわゆる説明責任でもあ

ると位置づけし、実際に保存資料がなくなった

例として、市が橋の建設に伴って過去の水害の

有無を調べたところ、約40年前の広報誌に増水

されたときの写真があって設計に生かされたり、

統廃合された学校や当時の学校生活の様子の写

真を、同窓会や記念誌発行の際に写真のコピー

を提供したりという事例も多いとのことです。 

 課題としては、家庭に埋もれている資料を積

極的に出してもらうことであり、つくった当時

はただの情報でも、後に貴重な史料となること

もあり、価値がない、あるいは単なる個人情報

と考えて破棄されることが多いこと。また、公

文書館の運営は気の遠くなる作業で、人手と予

算がいるが、100年から300年の単位で考えてい

かなければならないと専業主婦から、市の歴史

民俗資料館の非常勤職員を経て、天草アーカイ

ブスの館長や県の行政文書等管理委員会の委員

を務めている、女性の金子久美子館長の言葉は

重く考えさせられるものがあります。 

 ひるがえって、我が遠野市の公文書の保存や

廃棄の実態はどうなのでありましょうか。前述

したような誤って廃棄されたなどという事例が

ないと証明できるのでしょうか。 

 本市は、昨年旧盛岡地方法務局、遠野支局の

建物を買い取り、改修工事を施し、公文書館と

して立ち上げ、全壊した市役所本庁舎４階の資

料倉庫と旧家畜保健所にあった公文書を中心に

整理、保存作業をしているところであると認識

をしています。そうした取り組みや努力に一市

民としても敬意を表しますが、公文書の保存や

廃棄のあり方に関しては表に現れにくく、普段

の生活の上でもあまり関係もなじみもない問題

で、興味もないというのが私を含めた多くの市

民の方々の感覚ではないのでしょうか。 

 情報公開制度の普及で、行政が保存管理する

公文書について、以前にも増して関心が向けら

れるようになった現在、天草アーカイブスの取

り組み事例が大いに参考になる気がいたします

が、本市でもさまざまな面において価値ある公

文書にいかなる評価を加え、保存、活用してい

くことが大事な事であると、改めて考える必要

があると思われますが、市長はどのようにお考

えでしょうか。 

 遠野市の公文書は訓令第12号の遠野市文書取

扱規定で、保存については第49条で、１年、３

年、５年、10年、永久と、廃棄については第54

条で規定されており、それに則って適正に処理

されて入るとは思いますが、この際、市民の皆

様にも御理解をいただくために、公文書の重要

度、保存年限、廃棄の基準などは誰がどのよう

に判断し、実施しているのか。例えば、保存年

限を越えたとしても、歴史的な価値や後世に役

立つと思われる資料が、保存期限到達という基

準だけで中身の評価もなしに一律に処分されて

いるようなことはないのか。 

 また、情報公開制度のもと、市民が見たい、

欲しいといった過去の公文書や資料は市情報公

開条例の同施行規則、実施要綱などに細かく規
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制されているようでありますが、どのようにし

てどこまで公開できるものなのかを合わせてお

尋ねいたします。 

 蛇足ではありますが、本日３人目の先輩議員

の一般質問にも関する部分ですが、国民の知る

権利や秘密等の情報公開のあり方が問われ、国

民世論から乖離した特定秘密保護法が、民主主

義の根幹を揺るがすようなやり方で進められて

可決成立したばかりです。何が秘密か秘密であ

るというような懸念だらけの法律が、力の数で

可決されたことに大きな不安を抱くものであり

ますが、本市にとって真に価値のある情報や歴

史的資料の公文書だけは永久に葬り去られるこ

とのない、将来に活用できるシステムの構築を

図って、願わくは遠野版天草アーカイブスの実

現とさらなる公文書館の充実を願うものであり

ます。 

 次に、２つ目のテーマの質問に移ります。 

 こども自然公園の必要性についてと題し、現

在市内における公園や遊具設置の現状を含め、

こども自然公園の整備について市長の考え方を

伺うものであります。 

 先般の市民と議会の秋の懇談会において、あ

る地区の会場で、とある御婦人の方から次のよ

うなお話がありました。市内には子どもたちを

安心して遊ばせる公園が少ないのではないか。

盛岡から花巻から孫が来ても遊びに連れていけ

るのは水光園や清養園保養センターの遊園地ぐ

らいしかなく、しょっちゅうだと限界もあり飽

きられる。その盛岡や花巻から来た孫たちを、

連休などに遠野から花巻広域公園まで連れて行

って遊ばせることもある。いろいろな施設や遊

び場のエリアがあり、豊かな自然の中で子ども

や孫を安心して悠々と遊ばせておくことができ

る。あの県立花巻広域公園の10分の１の大きさ

でもいいから、市内にあのような公園施設がほ

しいという内容のことを話されました。 

 そう言われてみると、確かにある程度の広さ

があり、市外からの来客にも対応でき、大人か

ら子どもたちをも含めた老若男女がレジャーと

リフレッシュを兼ね、安心して安全に遊び、憩

える空間を持つ自然公園的な施設が本市にはな

いといってもいいのではないかと思われます。

市長は、本市の今の公園の現状をどう捉えてお

られるのでしょうか。一口に公園といっても、

運動公園、河川公園、農村公園、街区公園、保

育所や学校の園庭、校庭など、大きいものから

スポット的なものまで、所管が違えば目的も違

う。多様な公園や施設が市内各所に存在してい

ることは認識をしております。 

 しかし、私がここで問いたい公園というのは

それらとは一線を画する施設であり、遠野の豊

かな自然や地理的条件を最大限に生かし、加え

て遠野物語を背景とした伝統的、文化的条件が

その自然の中に散りばめられているような、あ

る程度の広さを持ち備えた規模で、沿岸地域を

はじめ、市外からも誘客を図ることができ、家

族でのレジャーをはじめ、だれでもが健康や保

養を兼ねて、安心して安全に集い、憩える場と

しての公園整備であります。 

 それが引いては、常日ごろから市長が言われ

ている交流人口の拡大や、子育てするなら遠野

でという子育て世代、子守りならぬ孫守り世代

をも含めた子育て環境の整備や地域環境、地域

資源の見直しに、さらには雇用の拡大にもつな

がるということも十分に考えられるのではない

でしょうか。 

 町場においては、小さな遊園地的な公園がス

ポット的にたくさんあればいいなという声もあ

るそうですが、それはそれとして整備をしてい

かなければならない問題であり、別の観点から

のもっと多目的で、先ほど述べたような公園を

望む市民の声も現実としてあります。私はこの

こども自然公園をすぐすぐ整備しろといってい

るのではありません。当然、大きな予算が伴う

ことであり、綿密な計画が必要です。しかしな

がら、可能性はゼロではなく、それこそ知恵と

工夫次第では夢が大きく膨らみ現実味を帯びて

くることもあり得るかもしれません。 

 つまり、この社会経済情勢の中で全く新しい

施設が無理であるならば、一つの考え方として

高清水の展望台の牧場の一端に併設して、遠野
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盆地をまるまる眺め、牧場の牛や馬をはじめと

する動物に触れあえる施設、あるいは柏木平レ

イクリゾートの周辺を活用して、田瀬ダム上流

の河川や周辺の山々を散策して遊んだり、休養

のできる施設。さらには、清養園保養センター

を拡充し、裏の猿ヶ石川の堤防や河川敷までを

含めた保養公園的な施設。そして運動公園。総

合防災センターを含めた地域ではこども消防士、

こども建設現場、遊びを兼ねた運動場の各種体

験的公園施設などの可能性もあると思われます。

馬の里しかり、ふるさと村しかり、銀河の森や

寺沢公園しかりで、それらに併設した形で相乗

効果を高めていけば、可能性は広がっていきま

す。 

 要するに、我が遠野市には可能性のある地域

資源がいっぱい存在していることを証明してい

ることにもなるのです。そしてもし、そのよう

な形で自然公園が実現できた暁には、私の頭の

中には園内に河童と遊べるエリア、座敷童と遊

べるエリア、銀河鉄道に乗って遊べるエリア、

馬や牛や羊などの動物と触れ合えるエリア、郷

土芸能が楽しめるエリア、もちろん遊びや運動

のできるエリアや、自然の山や川や野原を生か

し、散策や教養ができるエリアなども配置して、

遠野ならではの夢のあるこども自然公園が生ま

れるような気がしています。交流人口の拡大と、

子育て支援環境の整備の一環として検討してみ

る価値は十分にあると思われますが、市長の見

解をお尋ねいたします。 

 ２つ目の項目は、少し夢や願望の部分が多く

なった質問となりましたが、この議会が終われ

ばあと半月で新しい年となり、だれもが１年の

無病息災と安寧を祈りながら、夢や希望を新た

にして、新春の海へ人生を漕ぎ出していきます。

市長は所信表明の中で遠野緑峰高校の文化祭の

被災地支援活動におけるドリームキャッチャー

の話をされました。この質問が近い将来実現味

を帯びて、市民のドリームキャッチャーとなる

ことを願い、そして市長から夢のある答弁を期

待して私の一般質問を終わります。 

○議長（新田勝見君）  本日の会議時間は議事

の都合により、あらかじめこれを延長いたしま

す。本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  瀧本孝一議員の一般質

問、２つありました。公文書の取り扱い、それ

から夢のあるこども自然公園の整備に考え方と

いうことで御質問がありました。 

 冒頭、私の４年間という中における任期、そ

してまた副市長はじめ行政委員会の委員長等に

も、ともに頑張りましょうというようなお話を

いただきました。まさに市政課題山積でありま

す。いろんな課題に、それぞれがそれぞれの立

場で厳しい議論を交わしながら、やはり市民の

ためにという形で取り組みたいというように改

めて思っているところでございますので、その

決意を申し上げたいというように思っている次

第でございます。 

 さて、この公文書の保存や廃棄の実施という

ことで、天草のアーカイブの話が大変丁寧に説

明があったところであります。その中で１つは

この地方公共団体の事務、我々は法律に基づき、

一つの規則に基づき、文書取扱というようなも

のをきちんと示されて、その中で仕事を行って

いるわけであります。まさに文書で始まり文書

で終わると、いかにコンピュータ、いうなれば

ＩＣＴの社会になって、携帯電話電子化された

といっても、やっぱり文書は大事であります。

電子決済という中にあって、文書そのものを持

つ、あるいは起案といったようなものを持つ、

その意味合いがどうも軽くなってきているんじ

ゃないのかなということで、実は私ちょっと不

安でいるわけであります。 

 起案というものが、起案というものを見ると、

なぜこれを決めなきゃならないか。何々によっ

て伺います。よろしければ何々をしてよろしい

かということが書かれているわけであります。

それを見ると、こういう状況でこういう背景が

あって、こういう議論をしながらこういう結論

に至ったんだなということが、その起案文書を

見ればまずわかるという中で、ものが決まって

いるというのが役所という組織の中にあるわけ
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でありますけども、これが電子決済とかさまざ

まな中に入りまして、復命などもメールでやれ

るというような状態でありますから、非常に文

書の大切さといったことをもう一度やはり思い

起こさなければならないのかなというような気

がして、ただいまの御質問は非常に大事な切り

口からにおける御質問であったというふうに思

っているところでもあります。極めて重要だと。 

 この歴史的史料という中にありまして、九州

のある地方では全て合併にかかわるものは廃棄

されたという事例もあるということがありまし

たけども、合併当時の旧遠野市と旧宮守村の合

併の史料につきましては、まさに文書取扱規定

によりまして永久保存ということに分類されて

おりまして、大切に保管し廃棄はしていないと

いうことは申し上げておきたいと思っておりま

すし、また合併にかかる一連の事務処理関係の

簿冊はなんと約300冊あったわけであります。

一市一村であっても300冊という簿冊がその中

に記録として残っているわけでございまして、

これを行政文書館に保存するということで、き

ちんと保存をし保管しております。 

 また、なお348ページ、これは350ページぐら

いになるわけでありますけども、合併記録誌と

いう中でさまざまな約束したこと。どういう話

し合いが行われたのか、合併協議会でどういう

ことが話し合われたのかということにつきまし

ては、冊子を作成いたしまして、後世に残る貴

重な史料としてこれも保管しているものであり

ます。 

 それから、先ほど議員の質問の中にもありま

したとおり、この公文書というのは本当に大事

な大事なものとして、後世にきちんと残すとい

うことも大事でありまして、忘れられない、忘

れさせないという部分における、平成23年の３

月11日のさまざまな記録、いろいろ面談した、

電話行程で受け付けたものまで含めて約8,000

枚、そういった処理表が残っております。これ

も全部残しました。 

 それからその他のいろんなたびにそれぞれ入

ってきた情報も全部職員の手書きで、全部残し

ておりまして、これが約60数枚、全部そのまま

の状態で残っております。写真は、約もう1,00

0枚以上の写真は取ってありますし、また映像

などにも記録されている。これは全て、メモ一

つ捨てることなく皆の残せと。これは100年後

に伝わる大変重要な記録だぞという中で、メモ

一つ捨てることなく皆保存させたという中で、

検証記録誌もあのような形で編集することがで

きたということにつながったわけでありますか

ら、公文書の取り扱いにつきましても重要度、

あるいは保存期限、さらには廃棄の有無といっ

たようなものもきちんと目録を作成しながら、

その課長レベルで、あるいは部長レベルでとい

うふうな中における整理整頓もしながら保存を

しておるということでありまして、繰り返しに

なりますけれども、合併に伴うようなものにつ

きましては全て記録として永久保存という分類

の中で残しておるということであります。 

 それから、御質問にありましたけども、この

中央館が全壊したために、中央館の４階の書庫、

それからこれを旧家畜保健所のバイパス沿いの

ほうに緊急避難させたわけでありますけども、

これも県のほうから再三、再四にわたって早く

どけろという、どけろという言葉はちょっと不

適切ではありますけども、これは県も考えがあ

るから公文書を移動してほしいということで、

再三、再四、要請がありました。私も直接県の

部長に出向いて、今どこにも置く場所がないん

だけれどもどうして移さなきゃならないかとな

ったらば、遠野市の文書庫にするわけにはいか

ないと、県には県の考え方があるという中で移

して、それで法務局も支局の跡を、本当に貴重

な税金を、また議会の同意をいただいて、あれ

を買い取って公文書館に持っていった。もとも

と法務局も戸籍とか何とかがきちんと保存され

ていたところでありますから、書架があるとこ

ろは耐火としてしてきちんとなってますし、設

備もされてるということでございますから、書

架もそのまま残ってますから、そこに全部移し

て、家畜保健所の持っていった文書全部移して、

法務局の支局跡に全てそちらに移し終えて、整
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理をしているという状況でありますので、その

点は、これこそ緊急雇用創出事業の中から臨時

員を１人配置し、それから非常勤職員で行政文

書調査研究員という職名でもって１人職員もそ

こにはりつけておりますから、ただ持ってきて

おいてるんじゃない。さまざまな分類もさせて

おるということでございますので、その点も御

承知をいただければと思っております。 

 それから、この中央館の本庁舎の４階から旧

家畜保健所に移管した文書は約２万2,000冊。

これは本年度中にこの整理の事務は完了する予

定となっております。これが終わり次第、分庁

舎で健康福祉の里とか、あるいは県の合同庁舎

のほうにもかなり書類がいってるわけでありま

すけれども、それらを合わせますとこの国から

きちんと書類を整理しながら、分庁舎の中にあ

る行政文書は約３万6,000冊。これがあります

ので、これの管理、分類整理、管理保存といっ

たようなものにも取り組んでまいりたいという

ふうに思っておりまして、御心配されるように

廃棄という中における、乱暴なことは絶対しな

いということで、それは職員にもきちんとその

都度指示しておるところでございますので、御

心配なくという形で答弁とさせていただきます

けども、ただ今後、本庁舎した整備にかかる組

織も立ち上がりまして、このプロジェクトも進

むわけでありますから、本庁舎で保存する行政

文書、あるいは行政文書館のほうできちんと永

久保存する文書、あるいは健康福祉の里のよう

に本庁舎のほうには入ってこないけど、一つの

拠点としてある中において文書整理をどのよう

に保管、整理保管をどうするかということにつ

きましては、随時、関係課なり文書主任等を通

じて協議していかなければならない課題ではな

いかなというように思っております。 

 それから、この閲覧場所などもやはり情報公

開しなきゃなりませんので、本庁舎の整備の中

におきまして、こういった行政文書の閲覧とい

ったものも市民の皆様が常にできるような、そ

のような空間と申しますか、環境もつくらなけ

ればならないんじゃないのかなと認識もしてお

ります。 

 いずれ、整理、保存、保管、さらには公開と

いったような仕組みはきちんと大事にしていき

まして、天草市長さんの御英断と対応の中にお

けるものも、私もきちんと参考にしながら、こ

の問題についてもきちんと対応していく所存で

ございますので、御了解をいただければと思っ

ております。 

 それから、自然公園のお話がありました。こ

の自然公園の話につきましては、実は通告の中

でちょっと私も気にしておったことがありまし

た。それがただいまの御質問をお聞きし、正直

なところ安堵もしております。要するに今来る

もの、遠野にも立派な地域資源あるんじゃない

かと、ふるさと村があるんじゃないかと、水光

園があるじゃないかと。それから銀河の森があ

るじゃないか。柏木平レイクリゾートがあるじ

ゃないかというようなお話がいろいろいただき

ました。 

 これをもう少し、それこそ大胆な発想の中か

ら夢のあるプロジェクトとして位置づければ、

この子育てするならば遠野だという中における、

この自然広域公園といったようなものも、その

中で形づくれるんじゃないかっていうような御

提案をいただきまして、本当にほっともいたし

ているところであります。 

 実は、お話にありましたとおり、市内の公園、

都市公園法で規定する都市公園、あるいは、何

と申しますか、街区公園としての公園といった

ようなものの中で、それで位置づけられた公園

があります。それから農村公園といったような

もの14カ所、地域公園っていったようなもの、

あるいは児童遊園っていったようなものの中で

それぞれ整備をしているわけでありますけれど

も、それぞれの公園が住民の皆さんの憩いの場、

あるいはスポーツ、レクレーションに資する施

設として、まだまだ、やはり環境整備しなきゃ

ならないんじゃないのかなということは、私も

常に通るたびに感じているところでありますの

で、まずもってこの辺をきちんと環境整備をす

るということを第一にいたしまして、それから
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この稲荷下の１つの児童遊園についても、これ

などもそれぞれの児童館の新たな整備なども進

んでいるわけでありますから、そういった児童

館といったものとリンクしながら、こういった

児童遊園のようなものも整備していくという形

でやっていく。 

 その中でドリームキャッチャーという中で、

夢のある一つの展望めいた話をして答弁をいた

だけないかというようなお話でありました。こ

れは私は本当に大事な、まさに優しい山並みが

遠野の里を囲んでおります。この山々には本当

に神々が住むという中にあって、遠野に訪れた

方々がいずれも言うんです。優しい、そして本

当に自然がいっぱいな優しい環境ですねという

ような話をよく言われますから、この自然に恵

まれたていうものの中で、四季もはっきりしめ

されている。まさに子育てに適した場所だとい

う中で、この、先ほどのお話の中で、県立花巻

広域公園、あるいは御所湖広域公園のお話もあ

りました。ちなみに、ちょっとという情報をと

ってみたところであります。 

 県立花巻広域公園は、利用者はここ２年間で

８万8,000人ほどという中で、利用料収入が約8

6万円、管理費は4,750万という位置づけられて

いるそうであります。それから御所湖広域公園、

これも３万1,000人で利用料収入は98万、管理

費は5,200万ていう中で位置づけられてるとい

うことで、花巻広域公園も御所湖広域公園も、

まさに親子連れ、家族が楽しまれる広域公園と

して、かなりの、何と申しましょうか、評判の

もとに立ちあがった広域公園なわけであります

けども、どうもうまく機能していないというよ

うな状況にあるようであります。 

 そういった、だから遠野市としてもそういう

ようなことはやらないよじゃなくして、まさに

後方支援という中において遠野のこの地理的、

あるいは地勢的、あるいは交通的な部分におい

ての優位性といったものはぐんと高まったわけ

であります。そこに、高速道路インフラといっ

たものが入ってくるっていうふうになれば、や

はりこの遠野い行けば楽しめるというようなも

のをやっぱりつくっていくということも私はす

ごく大事なプロジェクトとして位置づけている

ところであります。 

 そういったこの位置づけの中で、御質問にあ

りましたとおり、繰り返しになりますけども、

遠野にはという中で高清水、展望台もそういう

すごい公園になるぞというふうな、動物との触

れ合い、柏木平レイクリゾート、それから運動

公園、それからこども消防士といったような、

馬の里、ふるさと村、銀河の村と、いろいろ提

示していただきました。 

 こういったようなものに、次のステージとし

て子育てするならば遠野、あるいはさまざまな

意味においての拠点性が高まっているというこ

とを踏まえ、その拠点性の中において、高速イ

ンフラといったものは整理されていくっていう、

一つの条件整理がそこに出てくるわけでありま

すから、ただ今申し上げたようなところに、そ

れこそ大人も子どもも楽しめるような、一つの

第二ステージを、ただいま申し上げたような地

域の中に立ち上げていくっていうのも私は必要

じゃないかなと思っております。 

 ゲリラ豪雨という中におきまして、簡単には

踏み込めないというふうに思っておりますけど

も、早瀬川河川敷などの雄大な六角牛を眺めな

がら、そしてまた集まりやすい場所でもあるし、

早瀬川のせせらぎっていう中で、水辺空間とい

うものをそこにつくれるということにもなるわ

けでありますから、駐車場を整備し、そしてま

たさまざまな遊具なども整備すれば、あそこも

立派な自然公園といて位置づけることができる

んじゃないかなと思っていますけれども、最近

はゲリラ豪雨というのがいつくるかわかりませ

んから、ああいう河川敷といってものについて

は、私もやれやれ、やってみてはどうかって言

ってるんですけども、やはりかなり慎重をきさ

なければならないのかなというようにも思って

いるところでもありますので、そのようなある

ものに新たな役割をというものをそのなかに組

込みながら、子育てするなら遠野だ、親子で集

うならば遠野だというような中における、まさ
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にドリームキャッチャーとしてのまちづくりを、

この公園といったような中からも見出してまい

りたいというように思っているところでござい

ますので、よろしくお願いいたしまして答弁と

させていただきます。 

────────────────── 

   散  会   

○議長（新田勝見君）  お諮りいたします。本

日の会議はこの程度にとどめ、散会いたしたい

と思います。これに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新田勝見君）  御異議なしと認めます。

よって、本日はこれにて散会いたします。御苦

労さまでした。 

   午後４時18分 散会   

 


