市民の声を市政へ
市へ要望書を提出
４月 日から 日ま
での３日間︑市内９会
場で平成 年度﹃市民
と議会との春の懇談
会﹄を開催しました︒
１３１人︵うち女性
人︶の市民の皆様にご
参加いただき︑１３８
件の貴重なご意見やご
提言をいただきまし
た︒一班から三班まで
の各班で皆様から頂い
たご意見ご提言をまと
め︑議会運営員会で慎
重に検討・協議し︑市
長への要望書案として
７月 日に議長はこれ
を遠野市議会として市
長に要望しました︒要
望内容の主なものは次
のとおりです︒
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要望事項
１．農作物等に多大な
被害を与えている鹿へ
の対策について
農作物においては︑

日程
︻視察研修先︼

平成

熊本県菊池市
宮崎県西米良村
︻視察研修テーマ︼

年間１億円を超える鹿
被害が発生しており︑
また︑山林においても
植林した苗木だけでな
く︑立木も被害を受け
ている状況にある︒
農家においては︑補
助事業により電気牧柵
で対応しているが︑十
分とは言えない状況で
あることから︑次の通
り要望する︒
電気牧柵等による防
除対策も重要ではある
が︑抜本的な対策とし
て有害駆除の実施が必
要であることから︑市
において中長期的な計
画により︑駆除の実施
に取り組まれたい︒
広域的な対応策が必
要なことから︑県及び
近隣市町と連携した対
策に取り組まれたい︒
当面の農家の自衛手
段として︑電気牧柵に
頼らざるを得ないが︑
補助制度の周知の徹底
及び資機材の適期対応
に取り組まれると共
に︑防護ネットも対象
にするように︑補助制
度の拡充等を検討され
たい︒
２．市内の高等学校の

15

12

18

存続について
高等学校再編に伴
い︑市内に２校ある高
等学校が１校とされる
ことが懸念されるの
で︑市としても２校存
続に向けた運動に今以
上に力を入れると共
に︑その状況を市民に
周知しつつ取り組まれ
ることを要望する︒

市民からの提言
１．景観づくりについ
て
宮守インター開通
時︑鱒沢地域づくり連
絡協議会で話し合った
時に︑桜の植樹の話を
した︒遠野に入った瞬
間に見えるという景観
づくりはどうか︒
２．ＳＬ運行のＰＲ等
の取り組みについて
ＳＬ事業のＰＲを兼
ねてとのことだが︑Ｊ
Ａと連携して出荷する
野菜などのパックにシ
ールを張って貰えば︑
消費地の各世帯にどん
どん流れていくので
は︒もし遠野という名
前で野菜の付加価値が
高くなるのであればも
っ と 嬉 し い︒ Ｊ Ａ と

色々と協力すれば︑自
然に流れていく方向が
出てくるのではないか
と思う︒農家の為にも
なるし︑市のためにも
なる︒
３．農業機械の導入に
ついて
タフ・ビジョンに現
在取り組んでいるが︑
取り組みの中心農家は
４ヘクタールがほとん
どだ︒その人たちが機
械を導入して企業なみ
のことを行っている︒
農地の集積に市が係わ
り推進しているようだ
が︑集落営農でやるの
であれば機械の導入も
分かるが︑集落ごとの
農機具の所有状況調査
をするなど︑もう少し
慎重に進めていった方
がいいと思う︒
４．バイオマス発電に
ついて
バイオマス発電につ
いては︑市では必要性
を認識しているという
ことだが︑チップ材が
山にあるのでこれを活
用すべきと思う︒電気
は売電し︑熱量はハウ
ス施設で野菜作りをす
るようなことを真剣に
考えてほしい︒

1

◆Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 き ら り
水源村について
◆西 米 良 型 ワ ー キ ン
グホリデー制度に
ついて
◆西 米 良 村 の 一 次 産
業の振興について

流も進められ︑水源村
でいる︒
にも県内外から体験や
西米良村の一次産業
ボランティアが訪れて
の振興については︑ゆ
年８月 〜 日 いる︒日常では得られ ず・カラーピーマン・
ない価値を見出し︑新
ほおずき・椎茸・和牛
育館・浴室・野外グラ
たな方向に向かいなが
繁殖・米良糸巻き大根
ンド施設等を約２億円
ら︑活動が確実に拡充
等︑昔からの産物を作
かけて整備した︒当初
されていると感じた︒
っている︒高齢化︑後
はＮＰＯ法人九州︑沖
継者不足と傾斜地のた
縄子ども文化芸術協会
西米良型ワーキング
め︑管理不足となって
に委託していたが︑そ
ホリデー制度︵ワーキ
きており︑担い手対策
の後ＮＰＯきらり水源
ングホリデーとは︑国
として︑受託組織の設
村となり︑菊池市と指
と国との契約に基づ
立︑新規参入者︑異業
定管理制度を利用した
き︑若者が海外で働き
種からの参入を検討し
運営をしている︒月ご
ながら滞在する制度︶ ている︒また︑野生獣
との多彩な体験プログ
については︑
人口減少︑ ︵ 鹿︑猪︑猿 ︶の被害
ラムや︑担い手育成事
過疎化が進む中︑定住
が増加しており︑対策
業などを通じ︑年間来
人口︑交流人口の増加
に苦慮している︒
館者３万人︑
宿泊者１︐ と豊かな村づくりを基
急峻な地形に田畑が
点在しており︑作業効
７００名︑食堂利用者
本に８つの庄づくり建
率が悪く︑高齢化など
５千人と︑地域に溶け
設プロジェクトを創設
により労働力が低下し
込んだ活動や︑空き家
して新しい村づくりを
ている中︑生産基盤や
を改築し︑新規担い手
始めた︒参加者は仕事
道路の整備を進め︑安
の定住を進めるなど︑ ︵軽作業︶を手伝って
活発な活動を行ってい
報酬︵時給６５３円︶ 全で効率的作業ができ
るよう取り組んでい
る︒当初は外部のＮＰ
を元手に宿泊費︑食費
る︒このように厳しい
Ｏの力を借り︑その後
等に充て︑長く滞在し
中にあっても︑行政と
は全国からボランティ
てもらう︒小川作小屋
村民が一体となって取
アや支援者などと共に
村や温泉施設キャンプ
り組み︑ 人ひとりが
運営をしている︒
場など︑多彩な施設を
いきいきと暮らしてい
菊池市は︑年間 万
整備︒全国から参加者
人の観光客が県内外か
多数︒
不自由な中でも︑ る︒古き時代︑菊池氏
が５００年にわたり米
ら訪れ︑近年は韓国・ きめ細やかな支援と西
良一帯を統治︒菊池の
中国の都市との友好都
米良なりの幸せ感を創
精神が今でも力強く受
市提携をしており︑中
出する村づくりを︑皆
け継がれていた︒
学生のホームステイ交
で生き生きと取り組ん
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ＮＰО法人きらり水
源村では︑廃校舎を活
用した地域活性化の取
り組み︑新規就農支援
について学んだ︒
水源地区は︑市の中
心部から東に７㎞の中
山 間 地 帯 に あ り︑
３３８世帯が農林業を
中心に生計を立ててい
る︒平成 年に地域の
東中学校が閉校にな
り︑地域でその活用方
法を検討し︑併せて基
本計画を策定した︒平
成 年から 年まで計
画的に校舎を改築し︑
研修棟・宿泊施設・体

21

25

23

23

産業建設常任委員会行政視察研修

廃校舎を利用した多彩な取り組みが行われているきらり水源村
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6
とおの議会だより
とおの議会だより
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9 月定例会
9 月定例会

