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   午前10時00分 開議   

○議長（新田勝見君）  おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

────────────────── 

   日程第１ 一般質問   

○議長（新田勝見君）  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。事前通告に従い、一問一答方式により一般

質問を行います。 

 今回の一般質問は、１点目として人口減少対
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策について、２点目として林業振興対策につい

ての２点について質問をさせていただきます。 

 まず１点目の人口減少対策についてですが、

既に御案内のとおり、民間の有識者らでつくる

日本創成会議が先日発表した推計によりますと、

地方からの人口流出がこのまま続くと人口の再

生産力を示す若年女性、すなわち20歳から39歳

までの方が2040年までに50％以上減少する市町

村の数は896自治体で、これは自治体全体の49.

8％に上るとされております。これらの市町村

は将来的に消滅するおそれが高いとの見通しが

示され、大きな衝撃が走りました。 

 ちなみに当市の場合には61.2％の人口減少が

見込まれるということで、大きなショックを受

けているところですが、私以上に本田市長御自

身が大きな衝撃を受けておられると思います。 

 まず、このことに対して市長はどのような御

見解をお持ちな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一

般質問にお答えいたします。 

 人口減少社会、このことを言われてから久し

いわけであります。１億2,000万という現状が、

いうところの人口が8,000万台にまで減るんで

はないかというようなことが言われておったわ

けでありまして、私どもコミュニティーってい

うか基礎自治体にあっても、これまで、いうと

ころの消滅集落、あるいは限界集落というよう

な言葉の中で一定の危機感を持って、それをど

のような形で維持をしていかなきゃならないの

か、市民の皆さん、住民の皆さんの安心安全、

そして、さらにはコミュニティーをどう形成し

ていくのか、維持していくのかということで懸

命な努力をしてきているというのは今までの経

過ではなかったのかなというように思っており

まして、ただいま佐々木議員のほうから、それ

こそ衝撃を受けてるのではないかなというよう

な話でありました。 

 私は衝撃というよりも、これは基礎自治体で

地域経営に当たっている首長はもちろん、議員

各位もそのことは既に肌で感じているわけであ

ります。地域のいろんな集まりに、あるいはさ

らにはさまざまなお祭りに、そしてまたいろん

な形でのこの防災訓練といったようなものも通

じながら、コミュニティーがこのままではって

いうような部分は、もう既に肌で感じている。

これが、今般、日本創成会議、人口問題研究所

でも既にそのことは明らかにしておったわけで

ありますけども、日本創成会議と、かつての県

知事であった増田寛也さんが座長でありますけ

ども、その方が消滅市町村といったような言葉

であらわし、それが新聞活字になったというだ

けの話だというように私は捉えているわけであ

ります。 

 これは、基礎自治体の首長、我々市町村長も

そうでございますけども、みずから、それこそ

肌で感じ、このままでは、それこそ地域が成り

立たなくなる。であれば、合併という選択肢が

あるかといっても、合併という選択肢は簡単に

はとれない。また、とったとしても、地域が逆

に、それこそ活力を失ってしまうというような

事例もこの平成大合併の中には全国随所に見ら

れるという一つの姿があるわけでありまして、

このことを数字としてきちんと捉えながら、で

あれば、どうすればいいのかっていう部分をき

ちんと冷静に、そしてまたいろんな形での地域

経営戦略をもって、市町村同士が連携をし合い

ながら、この問題に立ち向かっていくことが大

事じゃないかなというように思っておりまして、

この10月でありますけども、それぞれ我々市町

村長が横の連携をとってということで、人口減

少に立ち向かい、自治体連合というものを立ち

上げようというような話が、今、出ておりまし

て、そして、その中には東北ブロックの世話人

として遠野市長がなってほしいっていうような

要請も来ておりますので、そのような自治体間

における一つの取り組みの中から、これまで取

り組んできたことをきちんと、それこそ総括・

検証しながら、その中から、どのような手だて

を講じれば、これに歯どめをかけれるのか、あ

るいは減少のスピードの加速を少しでも遅くで
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きるのかっていうような部分の中における取り

組みが私は極めて大事ではないのかなというよ

うに捉えているところであります。 

 以上であります。 

○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）  遠野市の人口減少

の推計値では、2010年の総人口は２万9,331人

で、このうち若年女性は2,274人であったもの

が、30年後の2040年の総人口は16,306人の44.

4％減少で、このうち若年女性は882人となり61.

2％減少するということであります。しかし、

これは一基礎自治体だけの問題ではなく、全国

共通の問題という認識のもとで、政府はこの人

口減少や少子化など地方の問題を克服するため

に、先週ですが、「まち・ひと・しごと創生本

部」を設立しております。 

 また、全国知事会議が７月に開催されて、地

方からの人口流出がこのまま続けば、地方の多

くが消滅し、その流れが都市部にも波及すると

指摘して、国家の基礎を危うくする重大な岐路

とした少子化非常事態宣言が取りまとめられて

おります。 

 以上から、この人口減少対策について、当市

としても本腰を入れて取り組まなければなりま

せんし、遠野市の人口の現状を維持・向上させ、

個性と魅力あるふるさとをつくるには、まず若

者が地域から流出する理由や原因を正確に把握

しなければならないと考えます。 

 市長はこれまで、持ち前の先見性とリーダー

シップを発揮されて少子化対策や医療、雇用対

策に取り組んでおられることは十分承知してお

りますし、評価できますが、人口減少にはなか

なか歯どめの兆しが見えていないのも事実であ

ります。 

 そこで、この改善策として、例えば住民票の

流れを追うなどして、大学、専門学校への入学

者や就職のために流出した若者は、その後どの

ような理由から、どのような動きをしているの

か、また、Ｕ・Ｉターン者は何人おられて、ど

のような理由と目的を持って遠野に移住された

のかなどのデータを活用・検証して、その結果

を人口減少対策に生かす必要があると考えます

が、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）  ただいまの質問は、非

常に重要なポイントを御指摘されたのではない

かなというように思っております。 

 世の中には足し算の世界があります。また一

方においては、引き算の世界もあります。さら

には掛け算の世界もあります。割り算の世界も

あります。その中から一定の数値を見出しなが

ら、その中から現状と課題といったものを打ち

出すという中における対策といったものがその

中に出てくるということになるわけであります

けども、私はもう一つ、今の御質問を聞いてお

って思ったわけでありますけども、よく言われ

ているとおり因数分解が必要だと。その中にお

けるＸが何かということをその中から見出しな

がら、それでそこに対する対策を講じていくと

いうことが大事だと。 

 今、この御質問の中におきまして、その人口

減少の一つの傾向といったものをどうつかまえ

ているのかと。御質問の中にありましたから繰

り返しになりますけども、20歳から39歳の女性

が2,274人、これは2010年の数字でありますね。

これが2040年になりますと、これが882人とい

うことになると。そして、この現象率が何と61.

2％、ただいま御質問がありました、そのとお

りの数字になるわけであります。これはあくま

でもシミュレーションした数字であるわけであ

りますが、そういった中にございまして、この

生まれているこの、今因数分解に必要だという

話ししましたけど、概算を申し上げますと、今

この社会増減と自然増減という一つの見方があ

るわけでありますけども、今、この生まれるお

子さんの数は180人前後であります。この自然

的要因によるこの増減は年間300人前後という

形で捉えております。年間300人であります。 

 そしてまた、一方、この社会的要因によるこ

の人口減少といったものを捉えた場合におきま
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しては、実はこれを見ますと震災前の平成23年

度は117人減少しておりましたが、この平成22

年度が117人ですね、23年度は逆に14人の増加、

そして24年度になりますと４人の増加、25年度

になりますと45人の増加という、もう本当に当

市にとってはかすかでありますけども、二けた

の数字でありますけども増加してきているって

いう部分の一つの社会的要因もある。これは、

言わずもがなでありますけども、震災といった

ようなものはそのような数字となってあらわれ

たんではないだろうかと。 

 じゃ、生まれるお子さんの数が180人、合計

特殊出生率が県内の14市の中においては遠野市

が一番という数字を確保してありますから、そ

のような中におきまして、「子育てするならば

遠野」といったようなそのような、あるいは産

業振興といったようなものをあちこちの対物に

するということを両立の中から、やはり結婚を

し、そしてまた家族を持とうというような、そ

のような環境を、やはり遠野の身の丈の中から

つくり出していくということが極めて大事じゃ

ないのかなというように、そのように認識して

おります。 

 それから、いろいろ数字がありました。この

数字の中で捉えますと、例えば、で・くらす遠

野、この数字で見ますと、平成23年度から24、

25と見ますと、この相談件数が平成23年度は35

件であったのが、24年度には70件になり、そし

て25年度には117件にふえてきている。相談す

る方がふえてきてる。 

 そして、ただ相談するだけじゃない。移住世

帯はとなると８世帯が11世帯なり、10世帯とい

うよりは二桁までこうきているという数字があ

ります。そして、この移住者数ということにこ

の実数で捉えますと、23年度は18人であったの

が、24年度は23人、そして25年度は16人という

形で、これも二桁の数字を確保してきていると

いうことでありますから、これを、やはり丁寧

に市民の皆さんのいろんな御協力をいただきな

がら、このような環境をつくっていくというこ

とが大事じゃないのかなというように思ってお

りますし、またもう一つは、この市内の就職者

のこの動向であります。この動向でありますけ

ども、就職者数が80、これも23、24、25と見ま

すと、87人、103人、91人と、大体そのような9

0人前後を推移してきているという中で、この

中で高卒者数、新規学卒と言われる高卒の方が

どのように定着しているかとなれば、43人、43

人、41人と40人台を確保してあるということに

もなるわけでありますし、このＵターン・Ｉ

ターンという中における大学等、あるいは市外

高卒という中で捉えますと、これも16人、31人、

23人、あるいは高卒の場合は28人、29人、27人

というような数字が確認できておりますから、

この辺に、やっぱり私どもは一つの大きなヒン

トを見出しながら、こういったようなものを確

実なものにしていくというその取り組みが、や

っぱり今のこの人口減少という厳しい状況に立

ち向かう一つの数字として、何と申しますか、

やるべきことをこの数字は示しているんじゃな

いのかなというようにも捉えているところでご

ざいますので、御了承いただければというよう

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）  私が思うに、人口

減少対策、すなわち若者の流出防止と少子化対

策には雇用の場創出と子育て支援、そして郷土

のすばらしさを子どものころからしっかりと体

得できる環境づくりが必要であると考えます。

このことに関して本田市長は、既に六次産業推

進本部と子育てするなら遠野推進本部を政策に

掲げて取り組んでおられます。このことは、当

を得た課題提起であり、対応策であると評価で

きます。また、その成果を期待しているところ

でもあります。 

 雇用の場創出には、当然、遠野の農林畜産業

の振興と六次産業の推進、及び企業誘致件数を

ふやすことが重要であります。特に、六次産業

の推進と企業誘致件数の増加について共通して

言えることは、雇用の場創出という実績・成果

が伴わなければ評価されないわけであります。
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そして、この事業の成功ポイントは、企業に対

する接客対応能力と営業スキルを兼ね備えた人

材の配置にかかわってくると考えます。 

 私は、さきの12月議会で、このことに関連し

て次のことを提案させていただいております。

それは、企業誘致活動には営業専担者の配置が

必要であるということ、さらに財政状況が厳し

い本市において、正規職員の配置は人件費がか

さみ困難ですので、その代役として非常勤職員

を配置してはどうかということを提案しており

ます。このことに対する市長答弁は、営業面に

経験とノウハウのある方を非常勤職員として配

置する方向で検討しなければならないと大変前

向きなものであったと承知いたしております。

しかし、残念ながらいまだ配置されておりませ

ん。 

 もちろん、これには適任者の存在の有無や財

政措置などの課題から、直ちにというわけには

いかないことは十分理解できますが、当市の人

口減少問題を一刻も早く改善するには、速やか

な措置が必要であると考えますが、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）  まさに、この雇用とい

ったようなものをどのような環境を生み出して

いくのかっていう部分は極めて大事な施策の一

つであります。六次産業化といったようなもの

も、これは繰り返しになりますし、当たり前の

ことであり、今さらっていう感じもするわけで

ありますけども、遠野の足腰の強い農林畜産業

といったものを一つのベースにしながら、そこ

に流通、さらには販路と、そして商品開発って

ものを含めながら、そこに所得を少しでもふや

していくっていう流れの中で、雇用といったも

のをそこに見出していくっていうのが六次産業。 

 それはまた一方においては、子育てするなら

っていう部分の中におきまして、遠野も先般、

遠野児童館の建設工事に着手いたしましたけど

も、その安全祈願祭の際に、遠野小学校の児童

館を利用している子どもさんが、本当に堂々と

「大事にします」と、そして「笑顔があふれる

ような、そのような児童館にいたします」とい

うような決意を述べていただきました。本当に

うれしく思ったわけであります。子どもたちが

そのような中で、でもその子どもたちの後ろに

は、御案内のとおりというよりも当たり前のこ

ととして保護者のお父さん、お母さん、おじい

さん、おばあさんがいるわけであります。それ

で、そこには家族というものがその中にあって、

そして子どもを健やかに育てようという環境が

あれば、子育てするなら遠野だという中におけ

る一つのこの評価が人口減少といったものにこ

うあれするような形で、遠野で生活しようと、

遠野を生活の場にしようといったような、その

環境が私は必ず見出せるんじゃないのかなとい

うように信じておるところであります。 

 そういった中にございまして、今、佐々木議

員からこの企業誘致という部分の中において非

常勤職員、これは前の議会でも市長は速やかに

検討するっていうか前向きに検討するって答弁

してるけども、いまだもって実現してないじゃ

ないかというようなお話でありました。これは、

やはりこの企業誘致というのは、御案内のとお

り、これは佐々木議員に今さらという感じもし

ないわけじゃありませんけど、人と人との、や

っぱり関係が極めて大事なわけであります。 

 遠野市という組織と会社という組織の中にお

いては、組織と組織ということになるわけであ

りますけれども、もう一方においては、やっぱ

り人と人の信頼関係があって、はじめて話が前

向きに進んでいくということも、この企業誘致

というものの中においては、欠かせない一つの

要件なわけであります。 

 そういうような中で、今、1人の職員を特命

担当課長として、そのように配置をいたしまし

て、その中から六次産業といったところのスタ

ッフと一緒になって、この企業誘致問題に取り

組もうということで、これは組織的に見ると必

ずしも望ましい姿ではないと認識しながらも、

やはりこの六次産業化といったものは、やはり

避けて通れない一つの大きなプロジェクトと。
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であれば、そこと企業誘致といったものとうま

く結びつけながら総合的な取り組み体制をとろ

うということになっているわけであります。 

 そういったような中におきまして、今後の動

向ということにもよりますけども、人口が減れ

ば職員も減るということになるわけであります

から、職員をやりくりしていかなきゃならない

ということもありますので、そういった一つの

経過の中から御提案のあったような、やはりノ

ウハウを持ってる、そしてまた情報を持ってる、

そのような方で適任者がおれば、そのような御

提案のような仕組みをもちろん考えていかなき

ゃならないというように思っております。 

 ただ、もう一つは、それぞれ市内に誘致が決

まった企業の中には、やはり拡張したい、さら

にもう少し業績を伸ばすというよりも業務を拡

大したいというような意向を漏らしている企業

もかなりの数に上っておりますので、地元に、

遠野に定着した企業を、いかに、それこそ完全

に根づかせるのか、そのための環境整備をどう

していくのかといったようなそのフォロー体制

も、これもきちんと構築していかなきゃならな

い一つの課題ではないかなというようにも思っ

ているとこでございますので、そのことも一言

つけ加えて答弁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）  最近、女性の就職

人気企業の一つにＩＴ企業が上げられておりま

す。一方、市庁舎の空き庁舎を考察しますと、

３年後には市の本庁舎が完成し、組織の拠点集

約が図られる計画になっております。そうなり

ますと、当然あすもあ遠野や文化研究センター

に入居している組織は集約されて庁舎に空きス

ペースが生じてまいります。その対応策につい

て、今の段階から検討を進める必要があるかと

考えます。この空き室をＩＴ室の事務室として

有効活用することを検討されてはいかがでしょ

うか。 

 現在、市内に立地しているＩＴ企業は、プラ

スプラス、ぴーぷる、萩野印刷の３社のみであ

ります。これをもっとふやして中心市街地をＩ

Ｔタウン化する構想を考えてみてはいかがでし

ょうか。このことによって若年女性の雇用創出

が図られ、庁舎の空きスペース活用、中心市街

地の活性化、そして人口減少に歯どめがかかる

ことが期待されると思いますが、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）  今、お話ありましたと

おり、遠野にはこのＩＴ企業と言われる企業が、

本当に懸命な努力の中にこの３社の名前が出ま

した。ぴーぷる、それからプラスプラス、さら

には萩原印刷いう３社の名前が出ましたけども、

佐々木議員にもこの分におきましてはいろいろ、

かつてこのぴーぷるの誘致に当たりましては、

いろいろ御尽力いただいたっていうことも思い

だすわけでありますけども、このように定着も

しておるというわけであります。 

 そこで、ＩＴ企業と、これは時間といったも

のは、もうそれリアルタイムであります。500

キロ離れたところとも、文字どおりリアルで結

ばれるわけでありますから、この距離というも

のはほとんど関係ない。そうなれば、この遠野

もそういった意味においては非常に優位性が出

ている。 

 今、首都圏の企業には、首都圏直下型といっ

たようなこの地震、この危機意識がかなり高ま

ってきております。直下型地震によって全てそ

の企業がその壊滅的な被災を受けたときに、持

ってるデータといったものが全て失うというこ

とも考えられるということで、特に情報関連企

業においては地方分散、地方分散ていうのは単

なる地方分散じゃなくして、いうところのこの

危険分散といったようなものもその中にはある。 

 萩原印刷の社長さんが、このように私にも話

してくれました。もう創業は90年近い老舗の業

界なわけであります。しかし、この本を編集す

るっていう下ごしらえの部分は光ファイバーで

結べば遠野でもできます。で、今、遠野の中に

おいて、下一日市の中において展開しているの
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は、１冊の本にするための編集の下ごしらえの

作業を遠野で行い、それを光でもって本社に送

り、本社で最終的な編集作業をそこで仕上げて、

そして埼玉県の戸田の工場に持っていって印刷

をして、最終的には本になるという仕組みをつ

くっているわけであります。 

 したがって、遠野と東京と埼玉という一つの

中で情報通信、ＩＴがそれを結んで、そして一

つの産業おこしになるわけでありますが、これ

は、そんなことはわかってるということになろ

うかというように思ってはおりますけども、そ

れは、やっぱり遠野にとっても非常に優位性が

ある。それで非常に厚い岩盤だと。地震によっ

ても壊滅的な被災は受けない。となれば、ＩＴ

企業等が遠野の中に新たな展開と危険分散とい

うことも含めて展開するとなるわけであります

から、まさに古くて新しいものは光り輝くとい

うコンセプトの中から、空き店舗であるとか、

今、話は庁舎問題、そのようなところをうまく

利活用して、そのような誘致をすれば冒頭前段

で出ました専門学校だとか大学等でそのような

専門教育を受けた生徒はノウハウを持っている

し、若い方々の受け皿にもつながるということ

になるわけでございますので、私はこのような

ＩＴタウンと申しますか、そういったようなこ

と、ＩＴタウンとまでは仰々しくしなくても、

ある意味では愚直にそのような企業をきちんと、

何と申しますか、連携を図りながら遠野に誘致

を実現させるということについては、そのよう

な空き店舗、あるいは空き庁舎、空き庁舎とま

では、ちょっと空き庁舎の問題はこれからの議

論にもなりますけども、空き庁舎の問題なども、

特にこの宮守総合支所なども、そういった意味

においては本庁舎問題が具体的になれば、この

また利活用といった問題も出てきますし、さま

ざまなものがこれから新たなニーズとしてどん

どん出てきますから、今のような構想を持って

取り組むということは極めて大事じゃないのか

なというような認識でございますので、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）  関連して質問させ

ていただきますが、広い意味でＩＴ企業に分類

されるコールセンターの誘致にも力を入れる必

要があると考えますがいかがでしょうか。 

 このコールセンターといいますと、最近、某

社の県内からの相次ぐ拠点撤退、あるいは緊急

雇用創出事業における不正受給の問題がマスコ

ミ報道で取り上げられまして、大変悪い印象を

受けておりますが、これはごくごくまれなケー

スでありまして、ほとんどのコールセンター企

業は善良で優良な企業であると認識いたしてお

ります。このコールセンターこそが、遠野の雇

用の場創出に有効ですし、空き事務室の活用、

地域の活性化と人口減少対策には最適な業種で

あると私は認識しております。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）  ただいまコールセン

ターの話が出ました。これは、震災後における

緊急雇用事業という中で全国的に展開を図った、

あの、いうなれば破たんしたわけであります。

これは遠野市にも、実は持ち込まれました。そ

して、ある場所が、もう特定されてそこに展開

をするというところまで具体的な話として持ち

こまれたわけでありますけども、私はその情報

を聞きまして、乗っちゃならないと、緊急雇用

という以上、緊急なんだと、これは継続性がな

いんだと、それに乗ってどうするんだと。財源

を、じゃその後、市が雇用という中において、

人口定住という中において、その雇用という点

をきちんと確保できるような財源措置ができる

かと、できるはずがないと、できないと。 

 したがって、そのような震災といったものの

中における緊急雇用事業といったものに簡単に

乗ってはだめだという形で、私はそのような判

断をしたということを今、思い出しているわけ

でありますけども、今、県内各地でも大きな問

題になっております。 

 もちろん、あれは緊急雇用っていうものに乗
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ったという部分の中における一つのプロジェク

トであったという、事業であった。もちろん、

震災というものの中から雇用を生み出したいと

いうような切なる思いの中から、あのようなプ

ロジェクトが展開されたというようには承知し

ておりますけども、いずれは全て破たんしてい

るわけであります。 

 でも、その後始末に本当に大変な労力をかけ

ておるということになりますし、また多額の税

金をそこにまたつぎ込むということになる。こ

れはつぎ込まざるを得ない。雇用された方々の

生活を守らなきゃならないわけでありますから、

当然のことながら補填もしていかなきゃならな

いというような一つの悪循環になってしまう。

したがって、今、佐々木議員がコールセンター

といったって、それなりにきちんとした会社も

あるぞと、そうかもしれません。 

 ただ、この部分が、どの程度のものとしての

雇用といったものにつながるのかと。そしてま

た、それがどれだけの一つの波及効果としてあ

るのかといったようなことになれば、やはり私

は六次産業といったような足腰の強い一次産業

といったものを目指しながら、そこにより付加

価値をつけ、その中から新たな雇用というもの

を見出すというような、そのような一つの愚直

な取り組みこそが、やはり私は大事じゃないの

かなというように思っておりまして、コールセ

ンターも、今いうなれば、多分、これは、この

間ある物の本に書いておりましたけども、テレ

ビを見ますとほとんどがもう通信販売でありま

す。そして、今すぐ電話となれば、すぐ電話。

それが、あれみんなコールセンターの仕組みの

中からできているわけですよね、24時間受け付

けますという。果たしてあれが、あの部門が、

いずれは社会問題になるんじゃないかと、いう

なれば、つい、今すぐ電話、５割引きだ、７割

引きだと、今ならば1,000円だという中で呼び

かけているわけですよね。誰だって気持ちが動

きますよね。そりゃ、どんどん乗るって。 

 そして、あるお年寄りのところには押し入れ

いっぱいに通信販売の商品がしまわれておった

というような、本当にそのような事例も出てき

ているって、これは警察の方も言っております

から、こういった問題の中に起きるのが一つの

コールセンターの仕組みの中にもあるんだとい

うことも、ひとつ冷静に見ながら判断していっ

ていいんじゃないのかなというように私は思っ

ておりますので、ひとつ答弁になるかならない

かでございますけども、御了承いただければと

思います。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  コールセンターに

対する市長の思い、考えはよく理解できました。

そういうことも確かに言えるかと思います。 

 次の質問に入りますが、農水省の有識者会議、

「活力ある農村漁村づくり検討会」の説明では、

今も若者の農村回帰がふえつつあるとしており

ます。例えば、過疎が進む鳥取県では、11年度

には504人だった移住者は13年度には２倍近い9

62人に増加し、このうち20代以下は43％、30代

は23％と若者が多くなっているということであ

ります。 

 また、内閣府の調査では、都市部に住む人の

31.6％が農山漁村に定住してみたいという結果

が出ていて、その移住を望む人の多くが生活を

維持できる仕事を求めているということであり

ます。 

 そしてまた、全国の市町村自治体の中には人

口が増加しているところもあるようですが、こ

れらの自治体に共通していることは、独自の地

域優位性があること、安定した仕事が多数存在

すること、住宅が取得しやすいこと、教育・医

療など子育てを優遇するところだそうでありま

す。 

 これらの調査結果から考察するに、当市には

人口増加に係る資源や地域特性面で優位性の高

いものがたくさん潜んでいるように感じられま

す。これを生かすには、やはり六次産業推進本

部と子育てするなら遠野推進本部の成果次第に

かかってくるかと思います。 

 この２つの本部は最近立ち上がったばかりで
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すので、今まさに、さまざまな可能性や優位性

を検討している段階にあろうかと思います。し

たがいまして、すぐに成果を求めるというわけ

にはいかないかもしれませんが、市民の皆さん

は大きな期待を寄せていることと思いますし、

気がかりでもありますので、差し支えのない範

囲内で現在の様子についてお示し願います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  内閣府の数字の中から、

全国でもそういった若者が定住する、あるいは

移住するといったような一つの傾向も出てきて

いるという部分の中で、この六次産業推進本部、

そしてさらには、子育てするならば遠野推進本

部といったようなものを、この４月１日立ち上

げたところであります。 

 これについては、一定の評価をいただいたと

いうように思っておりますけども、評価という

のは、やはり結果を出しての評価なわけであり

ますから、これようについては、まだ６カ月で

あります。 

 ただ、ちょっと冷静に考えて、また私自身も

自戒を込めてこのプロジェクトに向かってるわ

けでありますけども、例えば六次産業推進本部

という中で４月１日、人口減少に何らかの形の

歯どめをという部分があって立ち上げたわけじ

ゃない。さかのぼれば、農業活性化本部、あぐ

りステーション等のアストというものを立ち上

げながら農家支援を行おうというような一つの

プログラムを進めてまいりました。これが７年、

８年、あるいは10年と経過をしてきているわけ

であります。 

 そこで、またいろんな、まさに行ったり、出

たり、引っ込んだりって言われますけど、進ん

だり、また後退したり、あるいは天候によって

は前に行ったり進んだり、そのような一つの経

過の中で、先般、農業生産額の25年度の状況も

数字として出しているわけでありますけども、

やっぱり天候によってはふえたり減ったりする

というような状況の中で、一つの経緯を踏んで

きているというような状況にあっての今の六次

産業推進本部ではないのかなと思っております

し、それから、子育てするならば遠野も平成19

年からわらすっこ条例、そしてこれは全会一致

で可決をいただきました。 

 条例を決めたからいいっつうわけじゃない。

では、それをプランとして、わらすっこプラン

を策定しました。プランをちゃんと形にするに

は、やっぱり財源が必要だということで、わら

すっこ基金も立ち上げて、そして、それがこの

４月１日の子育てするならば遠野だということ

になったということを思えば、この平成19年か

ら、６年、７年越しの一つの取り組みが、子育

てするならば遠野という形になって、新たな土

俵をつくったということになるわけであります

から、これを、やはり６カ月、あるいは１年、

あるいは２年という中で、ひとつ着実に進むよ

うな形と、それから来年度の平成27年度の当初

予算の後には、やはり、ひとつめり張りをつけ

た、そういったようなものに力を入れるぞと、

重点的に取り組むぞというようなことをきちん

と市民の皆様にも受けとめていただくような予

算編成にも反映させなければならないのかなと

いうように思っているところでございますので、

そのことは、ひとつ御理解をいただければとい

うように思っております。 

 それから、やはりこれはいい意味での自信に

していいんじゃないかなと私は捉えております

けども、民間のシンクタンク、具体的には東洋

経済新報でありますけども、そこが全国800近

い基礎自治体の住みよさランキングといったも

のを発表したと。先般の新聞にも公表されまし

た。 

 その中におきまして、岩手県14市の中では遠

野市が４番目に位置づけられたというのも、や

っぱりある意味においては自信としながら、そ

ういったようなものを踏まえて遠野へ移住して

くる方と申しますか、遠野に生活の場を求めて

くる人をどんどん受け入れる、そのような施策

もあわせてきちんと持つということも、やっぱ

り大事じゃないのかなというように思っている

とこでございますので、よろしくお願いいたし
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ます。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  今の件は、早目に

市民の皆さんに喜んでいただけるような成果を

上げていただくことをお願いしまして、次の質

問に入ります。 

 優位性を生かす一つの要因にご当地電力があ

ります。最近、このご当地電力という言葉を耳

にするようになりました。このご当地電力とは、

地方自治体や地元企業、市民が主体となって発

電事業を行う取り組みの総称で、地域の特性を

生かした再生可能エネルギーによる発電を行う

市民発電所ということになろうかと思います。

発電した電力は、地域内の公共施設や地元企業、

一般家庭で消費する地産地消型の取り組みであ

り、また、余った電力は電力会社への売電も可

能になります。 

 この事業の課題は、費用対効果の検証にある

と思いますが、当市には太陽光や水力、風力、

バイオマスに適した地域資源が豊富に存在しま

すので、優位性が高いと考えられます。この地

域特性と優位性の発揮は企業誘致や地場産業の

育成に優位に作用し、人材活用や雇用創出につ

ながると考えますがいかがでしょうか。 

 今、当市の再生可能検討プロジェクトでは、

エネルギービジョンについて盛んに検討中なわ

けですが、その辺の内容も含めて市長のお考え

を伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この人口減少対策、一

環として、その中からの御質問はいただいてい

るわけでありますけども、この再生可能エネル

ギーも、これもやはり一つの、大きな切り口の

一つではないだろうか。 

 それで、このビジョンにつきましても、議員

各位にも中間報告をしながら、今、その作業を

進めております。佐々木議員から、はからずも

お話が、指摘があったとおり、この再生可能エ

ネルギーを考えるときには、やはりこの地域資

源、この地場産業の育成といったものをどのよ

うにとり、その地域の優位性という、地場産業

の育成をどのように考えるのか、で、そこには、

地場産業の育成っていうことを考えれば、当然、

地場産業ということが育成されれば雇用が出て

くると。雇用が生まれれば人口減少の一定の歯

どめという一つの流れになっていくという方程

式であるわけでありますから、この再生可能エ

ネルギーを考える場合においても、これは私は

大事にしなければならないかというように思っ

ております。 

 そうした場合においては、遠野のこの市民発

電所と申しますか、この再生可能エネルギーと

してのこのエネルギーをどう確保するかとなれ

ば、産業といったものをどのように位置付けた

プロジェクトにするのか、産業といったものを

どのように位置付けるプロジェクトにするかと

なれば、当然、雇用といったような問題の中と

の連携の中から遠野の大きな課題である人口減

少にも一定の歯どめというプロジェクトに持っ

ていかなきゃならない。 

 そして、この再生可能という優位性を持った、

地域資源を利活用したということになれば、こ

の、今ビジョンづくりをしておりますけども、

おのずと私は一定の方向性っていうのをその中

に出てくるんではないだろうかと。遠野の森林

資源は、もう82％が山ということになってます

から、民有林、今、国有林とは言わないんです

けども、市有林も含めて伐期が来ている山も木

も大分あるというような中であります。 

 したがって、今般の９月補正予算にも市有林

の除間伐っていったようなものにもきちんと取

り組もうという中における予算も計上させてお

りまして、そのような、よく言われる循環型の

一つのプロジェクトとして、この再生可能エネ

ルギーといったものは位置づけておく。そして、

その中から産業といったものを育成しながら雇

用といったものを見出し、そして、この何と申

しますか、化石燃料に頼らない新たなエネル

ギーをその中から見出すというのを遠野の一つ

の地域資源の中からつくり上げていくというこ
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とが極めて大事だというように思っていますの

で、ビジョンづくり、大体７割、８割ぐらいの

ところまで作業は進んでおりますから、12月議

会には一つのビジョンとしてお示しすることが

可能だというように、今そのような作業を進め

てもらっておりますので、そのことを一言つけ

加えまして答弁といたします。 

○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）  12月議会でのビジ

ョンをお待ちしております。 

 次に、２点目の質問である林業振興対策につ

いて伺います。 

 私が子どものころ、クリやナラなどの雑木は

木炭やまきの家庭燃料として使われ、杉やカラ

マツは建築用材などに使われておりましたので、

需要増加によって価格は急騰していた時代でし

た。その当時、祖父と父から教わったのは、山

の木は植林して五、六年すると黙っていても年

間１尺から２尺も伸びるので大きな収入源、財

産になると教わったものであります。 

 しかし、その後、クリなどの雑木類は、燃料

革命によって電気、ガス、石油に切りかわり、

経済的価値が薄れたため、値段の高い杉やカラ

マツなどの針葉樹に植えかえる拡大造林ブーム

が全国的に広がってしましました。 

 一方、木材輸入の自由化によって、海外から

安い木材が大量に入るようになったため、国産

材の価格は下落し続け、今では伐採や搬出等に

係る費用も回収できない状況で、林業経営者の

意欲は低下し、ほとんどの森林は放置されて、

すっかり衰退してしまっております。 

 以上の要因から、森林は手入れがなされず荒

廃し、荒廃した森林は公益的な機能を発揮でき

ずに、台風などによる土砂の流出や二酸化炭素

を吸収する機能低下による地球温暖化、熊や鹿

などの鳥獣被害などの問題も深刻化しておりま

す。 

 この現状に対して問題意識を持って、先日、

産業建設常任委員会のメンバー全員が高知県の

佐川町にあるＮＰＯ法人土佐の森・救援隊を訪

問し、自伐型林業の取り組みについて検証して

まいりました。 

 この自伐型林業について、ふだん余り聞きな

れない言葉ですが、山林所有者や地域組合員み

ずからが伐採から販売まで行い、生計を立てる

スタイルということで、旧来の林業スタイルと

言えるかもしれません。 

 一方で、最近の林業はほとんどが施業委託型

林業で、山林所有者はみずから施業せず、森林

組合や民間林業事業者へ委託するスタイルにな

っております。 

 この施業型委託林業の特徴として、以下のこ

とが挙げられます。 

 まず1点目としましては、請負業者は生産性

と効率性の重視から高性能機械を使い、短伐期

皆伐施業、すなわち短期間で全てを伐採するこ

とになりがちで、この結果、大きな作業道や林

道の造成と皆伐を行うことから土砂災害や環境

破壊が誘発される。 

 ２点目として、高性能の林業機械は高投資、

高コスト型林業になってしまう。 

 ３点目、大量生産で流通される木材利用は合

板と集成材が中心で、原木価格の低下を招いて

いる。 

 ４点目、山林所有者にはわずかな原木代金し

か入ってこない。また、場合によっては赤字に

なってしまう。 

 ５点目、施業業者は、特定・小数化されるの

で、産業としての林業規模は縮小する。また、

このことによって、地域の人口減少にもつなが

る、というような内容の説明でありました。 

 この説明を受けまして、私はまさにそのとお

りだなというふうに感じ入った次第であります。 

 一方で、自伐型林業の場合の特徴としまして

は、１点目として、小規模分散型林業で、毎年

収入を得て生活を立てなければならないことか

ら、持続性を重視した長期的森林経営を展開す

ることになる。その結果、長伐期択伐施業なり、

この意味は間伐を繰り返して長期間かけて伐採

するということですが、これは量ではなく、品

質重視の多品目生産により収入の向上につなげ
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られる。２点目、作業機械が小規模なことから、

低投資・低コストになる、３点目、農業との兼

業や副業も容易である、４点目、山林に入る機

会が多くなり、里山に降りてくる熊やイノシシ

などが少なくなることから、鳥獣被害が減少す

るというような内容でありました。 

 当日は、地元にＵターンして２年目という若

い方に自伐型林業に取り組んでいる森林現場を

案内していただきましたが、下刈りや間伐など

によってきれいに整備されておりました。ただ、

施業して間もないということから、「当面は収

益の面で苦労が多いんだよなと。ただ、近い将

来は収益面を含めて、夢と希望がかなえられ

る」といった前向きの言葉が大変印象的であり

ました。 

 今回の研修で感じたのは、遠野市の総面積82

5キロ平米のうち、山林面積は686キロ平米、総

面積の約83％も占めておりますので、この山の

有効な資源を活用して、雇用創出と人口減少対

策につなげるためにも、自伐型林業について前

向きに検討しなければならないと、私は考えて

いますが、市長のお考えを伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この遠野が豊富な森林

資源を有しておると、これは見方をかえればと

いうところの未利用資源として生かせないでい

るという部分の中における産業育成という部分

においても大きな一つの課題として、この森林

資源は位置づけられるのじゃないかなというふ

うに思っております。 

 今、さまざまなポイントを上げられまして、

この自伐型林業といったものに対するこの取り

組みにつきまして、ＮＰＯ法人土佐の森、この

救援隊、私もこの事務局長さんのお話を聞いた

ことがあります。一つの仕組みとしてこの部分

をかなり先進的な形で取り組んでいるというと

いうことが事例、一つの模範事例と申しますか、

先進事例ということになろうかというふうに思

っておりますので、この取り組みにも大きなや

っぱり遠野市で取り組まなければならないヒン

トがあるんじゃないのかなというふうに受けと

めて、この講演を聞いた覚えがあるわけであり

ます。 

 それで、ただいまいろいろ数字が上げられま

したけども、この山林所有者は市内には4,800

人おります。そして、この平均所有面積は８ヘ

クタール、4,800人のうち平均の面積は８ヘク

タール、小規模であるということがその中から

言えるかと思います。 

 それからまたもう一つ、何かこの中には、自

分の山の山林の場所もわからない所有者も出て

きておるというのも一つの現実としてあるとい

うことも踏まえながら、これを踏まえながら、

多くは森林組合に作業委託しながら管理してい

るというのが今の現状ではないかなというよう

にも思っているところであります。 

 所有する山林を自ら手入れを行い、そしてそ

れで収入を得ると、そして言いかえれば、自伐

型林業ということになるわけでありますけれど

も、これは非常に望ましい姿であることはその

とおりであるわけであります。ただ、８ヘク

タールという小さな所有の面積であると、4,80

0人おって８ヘクタールだということになると、

この自伐型として自ら手入れをしながらそこか

ら収入を得るという仕組みが、そういうこと遠

野としてできるだろうかという部分も、ある意

味においては冷静に捉えていかなければならな

い。理想の姿であると。それに近づくというこ

とも望ましいものとして、それをその姿に近づ

くということが大事なわけでありますけど、現

状が果たしてそうなっているかとなれば、私は

やっぱりある程度、四国の高知県の事例なども

参考にしながら、あるいはこの森林組合の一つ

の施業として受ける森林組合とどういう新たな

仕組みをつくっていくのか。じゃあ行政とすれ

ば、山の手入れは産業育成につながるんだとい

うことになれば、そこで雇用といったものにな

るんだということであれば、そこの中にして行

政としてどういうアプローチをしていけばいい

のかという、この中における新しい仕組みをつ

くっていかなければならないんじゃないかなと
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いうふうに思っております。 

 かつて規制緩和、特区でさまざま規制緩和の

中からこれを大きく山林資源、森林資源に産業

育成という部分で新たな仕組みをつくろうとい

うことで規制緩和の中から建設業の森林、除間

伐の分野に建設業が参入するという中における

一つの流れがありました。流れがあったんです

けれども、その流れがきちんとした流れになっ

ていない。やっぱりまだまだいろんな部分にお

ける規制がある、あるいは制約があるというよ

うな部分で、もう一つこれまでの取り組みをき

ちんと検証しながら、どうすれば新たな仕組み

の中でこの自伐型林業といったものにより近づ

くような方向としての新しい仕組みをどうつく

っていったらいいだろうかということを、やは

りもうそれこそ緊急な課題として、やっぱり遠

野も考えていかなければならない、そういった

タイミングであろうかなというように、そのよ

うな認識をしてございますので、その認識を申

し上げまして、答弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  市長、ただいまお

っしゃったとおり、平均所有面積８ヘクタール

では、これを生業としてやっていくことは困難

不可能でしょうから、私なんかの場合もほとん

ど負の遺産状態で山を所有しているんですけど

も、そういった眠っている山をやる気のある担

い手の方に一極集中して、それを生かしていく

というやり方もこれから検討していかなくちゃ

いけないと思いますので、ぜひその件を前向き

に御検討いただきたいと思います。 

 次の質問に入りますが、佐川町では以前、林

業専業事業体は３体、自伐林家は７人であった

ものが、この自伐型林業を展開したことによっ

て専業林家は30人超までふえて、そのうち半数

はＵ・Ｉターン者なそうです。また、副業的自

伐林家や50人以上ということです。 

 この結果、まちには若者がふえてきていると

いうことに加えて、山仕事で山林に入る機会が

多くなったことによって、里山には熊やイノシ

シがほとんど見られなくなったということです。 

 遠野市では、平成25年度の鳥獣被害額は１億

6,300万円と伺っております。また、毎年駆除

に力を入れており、例えば平成25年度は鹿1,80

3頭、熊27頭を駆除しております。特にことし

は「捕獲応援隊」を発足して取り組んでおりま

すが、それでも鳥獣被害は減ることなく、年々

ふえ続けております。 

 したがいまして、この鳥獣被害を減少させる

ためにも、自伐型林業者や担い手の育成等支援

を強力に推進すべきと考えます。このことによ

って荒廃した山林は再生し、鳥獣被害も減り、

農家所得の向上と人口増加も期待されると考え

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）  この拡大する一方の野

生鳥獣の被害対策との関連しての森林、山の手

入れという問題、自伐型という部分。先ほど、

質問の中で、まさに新たな仕組みをつくってい

かなければならない、その担い手といって、山

の手入れをするその担い手を育成していかなけ

ればならないという話はありますけど、私はや

っぱりそういうような仕組みをもうつくってい

かなければならない、そういうような時代に来

ているんではないかなというように思っており

ます。 

 やっぱりこの山林所有者にも高齢化という問

題、確実に、あるいはさらには後継者問題など

も大きく現実として立ちはだかっているわけで

ありますから、そこをやっぱり集約確保しなが

ら計画的な手入れを行うという仕組みにもって

いかなければならないかというふうに思ってい

るところでございます。その点の認識について

は同じでありますので、一つさまざまな形で挑

戦していきたいなというように思っております

ので、よろしくお願いいたします。 

 またあと、鳥獣被害の問題、例えばいろいろ

数字が出ました。数字が出ましたけども、この

平成24年度はこの対策の中でおけるふえる鹿87

5頭、平成25年度は1,803頭と、本当に大変な勢
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いでふえてきております。熊被害などもそのよ

うな中で、やっぱりこれ山の手入れをするとい

うことが極めて大事なわけであります。山の手

入れをするということは、繰り返しになります

けれども、一つの産業といったものにつながっ

ていて、そこからエネルギーがとれる、里山と

しての美観も整えることができる、野生動物の

その被害も少しでも食い止めることができると

いう、一つの効果があるわけでありますから、

やっぱりそのような一つのものを費用対効果と

いうことで捉えるのであれば、そういったよう

なことも効果として位置づけながら、そこに一

定の費用を投じていくという一つの仕組みづく

りが大事ではないのかなというように思ってお

ります。 

 特に、今この本題とはちょっとずれておりま

すけれども、ちょっとはずれますけども、この

鹿、特にふえる一方の鹿対策につきましては、

我々は市町村という一つの枠の中で対策を講じ

ているわけです。しかし、鹿には市町村という

枠はないわけであります。したがって、私はこ

ないだも県のほうに申し入れいたしましたけれ

ども、市町村ごとに対策をとるということにつ

いては、もう既に限界なんだと、限界なんだと。

鹿はもう市町村境を超えてどんどん。だからど

こにどういう対策を講じれば効果的なのかとな

れば、その部分における財源ももっと効果的に

それぞれ県と関係市町村がきちんと、何と申し

ますか、財源を持ち寄って、そして効果的な対

策を講じなければ、市町村ごとの対策はもう限

界ですよということを、この間も強く県のほう

に申し入れているところでありますので、それ

もある意味において新しい仕組みづくりという

ことにもなってきたんじゃないかなと思ってお

りますから、一言つけ加えて答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午前10時59分 休憩   

────────────────── 

   午前11時09分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 ５番佐々木大三郎君。 

   〔５番佐々木大三郎君登壇〕 

○５番（佐々木大三郎君）  次に、林業の六次

化の推進について伺います。 

 遠野産木材というブランド名で原木の生産か

ら製材、自然乾燥、販売までを直接行い、特に

建築設計士と工務店との連携により直接消費者

とつながるような仕組みづくりを検討されては

いかがでしょうか。また、遠野産材を使用して

１棟を建築していただいたお客様には床柱、あ

るいは柱数本をプレゼントするというユニーク

な試みも消費者に受けると思いますし、このこ

とが販路拡大とブランド化にもつながると思い

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）  木材産業の場合は、た

だいま御質問にあったとおり、実は、何度も申

しておりますけれども、それぞれ関連がある産

業でありますから、いうところの六次産業化と

いう部分においても非常に格好の地域資源とし

て位置づけられる一つのプロジェクトとして見

出してまいりたいというように考えているとこ

ろでございますので、よろしくどうぞお願いい

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）  私の一番聞きたい

ところが御答弁なかったんですけども、要は丸

ごと１棟うちをつくっていただいたお客様には

床柱１本プレゼントするとか、そういったこと

ももちろん市の補助金をもってやるのもちょっ

とよろしいんじゃないかなと考えていますけど。 

 と言いますのは、御案内のとおり、市内には

中央のハウスメーカー結構入ってきているんで

すよ。そこと競争するには、やっぱり遠野の何

か特徴、その強みを生かしながら営業なり、あ

るいはそっちのほうに持っていく必要があると

思いますので伺いますが、こういう考えはいか

がでしょうか。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 
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   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  強みを生かしながらと

いう部分については当然そのような部分の中で

取り組まなければならないというふうに思って

おりますので、その方向でこの林業振興といっ

たものにも取り組んでい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）  私は、若いころ、

身近に親しんだ山や川、水、空気、そして郷土

芸能や地域住民とのつながりの素晴らしさや大

切さに気づかず、目新しく輝かしい都会に憧れ

た時期もありました。でも今になってその都会

に住む孫が近所の施設や公園などきれいにつく

られた人工物の中で遊ぶ姿を見るとき、私たち

の幼いころの遊びのほうが変化に富み、スリル

があって随分豊かだったように思います。 

 また、テレビなどのマスコミ報道を見る限り、

ネットカフェ難民やワーキングプア、シングル

マザーの暮らしも都会のほうが深刻なように見

えてなりません。 

 そこで、この郷土の自然豊かで素晴らしい空

気を思いっ切り吸い込んで、心から幸せだと感

じ、夢を持てるような環境づくりが必要である

と考えます。環境づくりの基本は森林を整備し、

うまく生かすことではないでしょうか。 

 そこで夢物語と一笑されるかもしれませんが、

次のことを提案させていただきます。 

 遠野山里ネットによりますと、年間600人ほ

どの中高生が教育旅行を名目で当市を訪れ民泊

されているということです。これに少し手を加

えて観光客数をふやすことをすべきではないで

しょうか。 

 例えば、遊歩道に間伐材のチップを敷き、森

林浴や野鳥、野草観察が楽しめるコースをつく

り、水質がきれいな川の上流には、ヤマメやカ

ジカを放流して親子で釣りや魚のつかみ取り、

特に都会の子どもにとって、ガラス箱とヤスを

使って魚をとることは格別みたいです。 

 また、チョウやカブトムシの採集、山菜やキ

ノコどりなどなど、都会の親子を呼び込む手段

はふんだんに出てまいります。これがリピー

ターとなり定住につながって欲しいものです。 

 いずれこれらは自伐型林業者がふえ、森林整

備がなされた上での理想論になりますが、市長

はどのようなお考えか、御感想も含めてお願い

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）  ただいま佐々木議員が

幼いころの中における、まさにうさぎ追いしか

の山、その部分のお話をされたわけです。これ

は、日本人であればだれでもが思う、遠野物語

の英訳版を読んだアラスカの方が、アラスカの

青年でありますが、それを呼んで懐かしさを感

じたという話を、私この間、遠野文化フォーラ

ムでその話を、去年も聞いたんですけど、こと

しもその話を聞いて、やはり人間共通のものが、

そういったものに、ふるさとといったようなも

のにたどり着くという部分が共通のものってあ

るのかなって。 

 であれば、日本のふるさと遠野ということを

標榜するのであれば、やはり今言ったとおり、

ウサギ追いしかの山と、コブナ釣りしかの川と

いったような、そのようなものにより近づくよ

うなこのまちづくり、地域づくりも本当に大事

な一つの都市住民を、あるいは新しい価値観の

中で生き方を今模索している都市住民、若い世

代の方々に対する一つのこのインパクトのある

アプローチにつながっていくのではないのかな

というように思っておりますので、そのことを

一つ大事にした地域づくりをしたい。この間、

23日の日でありましたけれども、兵庫県の福崎

町と友好都市協定を締結をすることができまし

た。議員各位にも出席をいただき、その協定を

見届けていただきましたし、議長にも立ち会っ

ていただいたという中におきまする新たな地域

と地域のきずなを確認したことができたわけで

あります。 

 その著者であります柳田國男先生がこのよう

なことをお話されているわけであります。「美
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しき村」からの中にこのような文章があると。

「村は住む人のほんのわずかな気持ちから、美

しくもまずくもなるものだ」というようなこと

を、この「美しき村」という中に柳田先生は書

かれている。ほんのわずかな気持ちから、美し

くもなるしまずくもなるというようなこと、こ

れはやはり肝に銘じた一つのまちづくりの一つ

のコンセプトにしてもいいし、遠野市民３万人

がそのような気持ちを持ちながら取り組むこと

によって、ただいまいろいろ指摘された山の問

題にしろ、人口定住対策にしろ、その中から何

かのヒントと活路が見出すことが遠野はできる

んじゃないのかなと。またそうしなければなら

ないといったような思いで、私は対応してござ

いますので、その認識を申し上げまして、答弁

といたします。 

○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）  遠野市では３年前

に林業や森林整備の専門家を育成することを目

的にしまして「林業大学校構想検討委員会」を

立ち上げた経緯もあります。また、「タフ・ビ

ジョン」にも林業大学校設置の構想を盛り込ん

でおりまして、まさにこれは、次代を担う林業

技術者の養成や自伐型林業者確保の布石になる

ものと期待されますが、残念ながら、最近その

活動状況は全く見えなくなってきております。 

 この林業大学構想のその後の活動状況と今現

在はどのようになっているのか、その件の内容

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）  やはり、この産業育成

するにしても環境整備するにしても、やはり人

であります。これがやはり非常に大事なポイン

トを占めているということで、今その後どうな

っているんだと、今御質問の中にありましたと

おり、この「遠野市農林水産振興ビジョン」に

おきまして、いわゆるタフ・ビジョンといった

ものの中に、「林業振興戦略」としてこの「公

設林業大学校の構想」といったものを打ち上げ

たということ、そのとおりであります。 

 私も、これは何か木工団地のプロジェクト、

さらには一つはそこの中には、木工団地の中に

はまさに遠野独自の持っている職業訓練校も入

っているという中において、さまざまな人材養

成の一つの規範があった。森林組合も入ってい

る。まさにこれはフォレスターと言われる一つ

の林業の従事するマンパワーを要請する一つの

環境ができているんではないかと。農業大学校

がある、水産大学校があると、だったらば林業

大学校があってもいいんじゃないかということ

で、このタフ・ビジョンの中に位置づけながら、

さまざまこれが具体化に向けまして、動いた経

緯があります。 

 平成21年でありましたけども、この中におき

ましてもこの森林林業再生プランという中で、

日本型フォレスター制度の創設といったような

ものを、技能者の育成ということで国が強く打

ち出した。これはちょうどいいと、追い風が吹

いたという部分があったわけでありますけれど

も、御案内のとおり、東日本大震災が発生した

ということになっておりまして、この構想がそ

の後ちょっと中断していると申しますか、具体

的には動いていないということになるわけであ

ります。 

 この23年の１月に、森林林業大学校構想検討

委員会というものを立ち上げて、その後、震災

が起きたということになっている経過がござい

ますので、何とかこの部分について、遠野の一

つの置かれている状況の中から、これをさらに

具体化するような方向で、もう少し加速させる

というか、前向きに検討して進めていきたいと。

環境があるわけでありますから。 

 それから、もう一つは、この中で、平成24年

でありますけども、「東北林業サミット」とい

ったようなものを遠野で行いました。それから、

「日本・オーストリア委員会」これ外務省のほ

うから遠野市がそういった場所として非常に適

地ではないかということで、外務省のほうから

指名されまして、オーストリアの森林関係者、

オーストリア大使もまいりまして、遠野でその
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ような委員会が行われたという一つの経過もあ

りますので、こういったこの林業大学校構想に

つきましては、このような一つの動きも踏まえ

ながら、新たに作戦と申しますか、戦略を練り

なおして、この林業大学校構想の実現に近づく

ような行動を起こ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、ひとつよろ

しくお願いをいたします。 

○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、御答弁のあり

ました東北林業サミット、私も参加していろい

ろとお話を伺ったところですが、これによりま

すと、東北の復興と森林再生を目的としたサミ

ットだったのかなと今反省、思い出していると

ころなんですけども、確かに有意義な講演内容

でございました。ぜひ今の御答弁でやると、林

業大学校、大震災の関係もあって、それ以降、

中断とは言いませんけれども、検討が滞ってい

るということでございますので、ぜひピッチを

上げて再度元に戻して前向きに御検討いただき

たいと思います。 

 それと、確か当時、林業大学校はオール岩手

で考えるべき課題であって、遠野市独自で設置

すべきか、あるいは県のほうに設置要請をすべ

きなのか、その辺も検討しなくてはいけないん

だというような御説明もあったと記憶しており

ますが、その件については今どのようになって

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）  その辺のところはどう

なっているかという部分につきましては、ただ

いま答弁で申し上げましたとおり、これまでの

経緯をきちんと整理して、その上でどこがどの

ような形で動きがかわってきているのか、森林

林業再生プランというのは、民主党政権のとき

に大きく打ち出された一つの国策でありました。

それがまたこの政権がかわった部分で、この森

林林業再生プランがどのような形で見直しが行

われ、そしてさらなる整理がされてこの山の手

入れといったものにどのようはアプローチでく

るのかということもよく見なければならないと

いうふうに思っておりますので、その後のを国

の施策の動き、これを私は県や、県のほうにと

いうよりも、やはり遠野というひとつの状況の

中から、東日本大震災の際におきましても、こ

の木工団地が上閉伊スクラムという中におきま

して、上閉伊っていうくくりの中から格安の木

造住宅を被災地の皆様に提供するというような

プロジェクトも起こして、一定の成果を上げて

いるわけでありますね。そういうような実績が

あるわけでありますから、その辺も踏まえなが

ら再構築をし、行動を起こすということになる

んではないかなと思っております。 

 ちょっと発想を変え、新たな仕組みという部

分で、ちょっと質問にはないことでありますか

ら、答弁することについてはあれなんですけれ

ども、ちょっと議長のお許しをいただきまして、

ちょっとふれさせていただきますけども、県立

高校の再編について、先般ヒアリングがありま

した。私も首長からということで、釜石市長と

大槌町長と私が出て、その中で、帰り非常にそ

のとおりだと思って帰ってきたこと、県の検討

委員会の委員の方２人、そこに出席されており

ました。そのときに、もう県立高校だけじゃな

いんだと。もう小規模な自治体によっては村立

高校であり町立高校というような中で懸命に高

等教育を残そうということで今頑張っているん

だと。だから、我々県も発想を変えなくちゃな

らないんだというような話があったんですよね。

私は非常に嬉しかったですね。 

 だから、そのような形で、大きくこの東日本

大震災以降、発想をかえる、新しい仕組みをつ

くるという一つの動きがさまざまな分野で出て

きておりますから。したがって、この林業大学

校のようなものもそのような形で、国や県がう

んぬんじゃないと、我々の力の中でそういった

構想をまとめて、国や県を動かすんだという中

におけるものとして、そのような気合を入れた

この林業大学校構想の一つの提案活動に持って

いきたいという気持ちを持っておりますので、
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その気持ちを申し上げて答弁といたします。 

○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）  以上で私の一般質

問を終わります。 

○議長（新田勝見君）  次に進みます。 

 15番佐々木譲君。 

   〔15番佐々木譲君登壇〕 

○15番（佐々木譲君）  社民党遠野総支部の

佐々木譲です。通告に従い一般質問を行います。 

 質問に入る前に、去る７月・８月と日本列島

を襲った台風12号・11号は、九州・四国地方に

甚大な被害をもたらし、先月の集中豪雨は西日

本・北日本、とりわけ広島市における土砂災害

などは、多数の人命被害をもたらし、都市災害

の恐ろしさを教訓として残しました。この場か

ら被害を受けられた数多くの皆様に衷心よりお

悔やみを申し上げます。ありきたりの言い方で

すが、この災害による犠牲者や被災者の皆様に

一日も早く救援救助の手が差し伸べられますよ

う願うとともに、国政の場でも議論していただ

きたいものと考えております。ただ、３.11の

教訓を生かし、数多くのボランティアの方々が

駆け参じ、いろいろな面で活躍されていること

にも感謝する次第であります。 

 それでは、直ちに質問に入ります。今回の質

問は、市長に対し「本庁舎建設」について、一

問一答方式で行いたいと思います。 

 去る２月６日、第４回遠野市進化まちづくり

検証委員会により、本庁舎整備検討方針（素

案）に対する内部検討報告が出されました。こ

れが「岩手日報」の記事となり、市民周知とな

ったわけですが、該当地域に居住する方々には

寝耳に水のたとえのごとく、混乱なされたと伺

っております。 

 質問の第１は、その後「敷地確保の進捗状

況」はどのように進められ、課題解決等の進捗

状況をお答えください。この地区は、居住者と

営業者が混在している地区です。私の住んでい

る「稲荷下第二地区区画整理事業」は、そのほ

とんどが居住地区ですから、移転先についての

トラブルはごくわずかでした。しかし、今回の

場合はそれとは違います。決められた実施期日

が限られた予算があります。ていねいな住民説

明と住民理解を得ることが必要と考えますが、

どのように進められているのでしょうかお答え

ください。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  佐々木譲議員の一般質

問にお答えいたします。 

 答弁に先立ちまして、今御質問の中で、先般

のこのゲリラ豪雨と申しますか、集中豪雨で大

変な被害を受けた広島県、本当に一瞬にして土

砂崩れという、土石流という中におきまして、

尊い命が犠牲になった、それに多くのボランテ

ィアの方々が駆けつけているというあの姿、や

はりこの東日本大震災の中におきましても、人

の命、災害からどう守るかという部分につきま

しては、改めてその課題を浮き彫りにしたので

はないのかなというふうに思っておりますので、

一日も早く、まだ行方不明の方が見つかるよう

に、さらには犠牲になられた方々の御冥福を祈

りながら、あの惨状の中で、一日も早く復興す

るように、私どもも願わずにはおられない。ま

た、このボランティアという方々のこの素早い

動きといったようなものが、尊い命をつなぐと

いうことにもなりかねないと、なりかねないと

いうよりも、なるわけでございますので、その

ようなことを、先般の８月31日の市内防災訓練、

これも6,500名を超える市民の皆さんの参加を

いただきました。そこでまた自ら命を自ら守る

という自助と、さらには共助と、地域でみんな

でという部分を、みんなでこう確認できたのも

一つのこの災害に対する一つ備えとして、極め

て大事なことではないのかなと思ったところで

ございますので、そういった取り組みをこれか

らもさらに強めていきたいものだというように、

改めて覚悟をいたしているところでございます

ので、その決意を申し上げさせていただきます。 

 さて、この本庁舎のこのプロジェクトについ

てであります。まず、進捗状況をということで
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ありました。 

 この本庁舎の建設プロジェクトに関しまして

は、26年のことしのこの６月議会、この前のこ

の萩野幸弘議員の質問に対しまして、かなり詳

細に答弁もしておるということも踏まえながら、

佐々木譲議員の今の御質問にお答えを申し上げ

たいというように思うわけであります。 

 まずは、この建設予定地になっているこの地

権者23人であります。で、その店子と言われる

方が12人、そしてこの従いまして、計35人とい

う状況になっております。 

 そして、この全員のこの35人の皆様には事業

への協力の了解は得ておるということでありま

す。 

 先ほど、唐突な感じを受けたという部分はあ

りました。それは私にもそういう声は入ってき

ております。ただ、やはり一応手順は分だとい

う、一応というよりも手順はちゃんと踏んでい

るということを踏まえまして、この35人の地権

者の皆様にも、私自ら状況を説明しながら協力

もお願いをしたと。また、担当職員もそれぞれ

手分けをしながら対応しているということで、

一応了解を得ているということを申し上げてお

きたいというように思っております。 

 それから、この５月の15日、前もおっしゃい

ました５月の15日に臨時議会をお願いいたしま

して、予算等についてもいただきまして、調査

測量といったような準備も今着々と進めておる

ということでもあります。５月15日からこの開

始しているということであります。用地測量及

び測量業務ですね、そのようなものを開始して

おるということで、あとは移転補償調査、その

ようなものも行っておるということであります。 

 それから、８月１日から３日まで、地権者と

及び店子の皆様を対象に今後の進め等につきま

して、進め方につきまして説明会を開催いたし

ました。８月１日と３日であります。そして、

全員に御理解をいただいておりまして、さらに

８月４日から26日にかけまして、個別に訪問い

たしまして、用地のこの提供、さらには代替地

等につきましてのこの要望など、希望など意向

について直接の聞き取りも行っているところで

あります。 

 そして、用地測量、それからこの物件移転補

償調査、さらにはこの不動産鑑定、８月末をも

って一応めどがついたということから、今後こ

のことしは９月の下旬から、今月下旬からであ

りますけども、具体的な土地買収費及びこの移

転補償費等を掲示しての用地交渉に入りたいと

いうような、そのようなスケジュールになって

いるところであります。 

 また、このとぴあのこの用地交渉に当たりま

しては、基本的には了承いただいているわけで

ありますから、これから個別交渉に入るわけで

ありますので、その際に、とぴあ庁舎の南側ブ

ロック、これはミニ区画整理事業といったよう

なそのような手法をとって、そしてやっぱりあ

そこの地域に残りたいという方もいらっしゃる

わけでありますから、その辺をどのような形で

合意形成をしていたのかという部分につきまし

て、ていねいな説明を行いながら、あそこのブ

ロックにこの本庁舎建設用地を確保するという

中における取り組みを具体的に進めてまいりた

いというように思っているところでございます

ので、幸い多くの地権者の皆様のそのような基

本的な了解をいただきながら、作業を進めてい

るということでございますので、ひとつ御理解

とまたこれに対する御支援をいただければとい

うことを、この場を通じましてお願いいたしま

して、答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  15番佐々木譲君。 

   〔15番佐々木譲君登壇〕 

○15番（佐々木譲君）  基本的に住民理解が得

られているという進め方のようでございますか

ら、安堵いたしました。 

 ２点目は、現在「市庁舎」が入居している

「とぴあ」、すなわち「中心市街地活性化セン

ター」に支払っている入居負担金は年額いかほ

どかお知らせください。この建物は「協同組合

遠野商業開発」を指定管理者として運営されて

いるわけですが、多くの市民は市役所は市所有

の建物に入居しているのだから入居費は支払っ
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ていないのではないかと勘違いしているのが大

半と考えます。したがって、今回増築する庁舎

は「中心市街地活性化センター」の増築と考え

るのか、あるいは単独の市庁舎と考えるのかも

お答えいただきたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいまの御質問の中

にこのとぴあ庁舎へのこの入居負担金の取り扱

いについての御質問がありました。勘違いして

いる市民もいるぞというような話でありました。

まさにその点につきましては、今お答え申し上

げますけども、とぴあ庁舎の性質につきまして

は、東日本大震災で本庁舎が被災を受けたこと

から、市民課、税務課等のこの窓口部門の住民

サービス機能を速やかに整えるという必要性か

ら、平成23年の４月25日からこの「ショッピン

グセンターとぴあ」の２階のフロアを本庁舎機

能として使用しているわけであります。これは

御案内のとおりであります。 

 この東日本大震災からこの47日間という短期

間でとぴあ庁舎のほうにその行政サービスをダ

ウンさせない形での機能を確保することができ

ました。したがって、この施設を管理している

協同組合遠野商業開発にこの入居しているテナ

ントは利用者負担、利用団体として協力しなけ

ればならないという一つの仕組みになっており

まして、とぴあ庁舎の入居に係る負担金であり

ますけれども、指定管理者である協同組合遠野

商業開発に対し、光熱水費やボイラー運転業務、

さらには清掃業務といったような一つの費用と

いたしまして支払っておるということでありま

す。 

 ちなみにその支払っている額は、平成25年度

の実績で、遠野市中心市街地活性化センターの

管理運営費用というのは8,177万5,000円であり

まして、その分、その中でとぴあ庁舎として利

用している面積の割合24.85％に相当する金額2,

014万7,000円を商業開発のほうに負担している

と。 

 これはただいま申し上げましたとおり、いう

ところの維持管理、光熱水費、そういったよう

な冷暖房と、光熱水費でありますが、そのよう

な費用は面積案分分、その分を商業開発に払い、

そしてその中であそこを維持しているというこ

とで、これは他のテナントと同じような中で、

とぴあ全体の維持管理がそのお金によって賄わ

れておるということでございますので、その部

分は支払う仕組みとしてとっているということ

であります。 

 それから、もう一つ出ました、今度建設する

分については、単独なのか、あるいは増設なの

かというような一つの認識の話がありました。

これにつきましては、今般このとぴあ庁舎から

渡り廊下でこうきちんと連結するという形での

本庁舎建設を考えておりますので、当然のこと

ながら、この中心市街地活性化センターの増設

ではない、単なる増設ではない新たな中心市街

地のひとつの拠点、本庁舎という中であそこで

整備する。はっきり言えば、言葉としてそこま

では、これから具体的に設計に入るわけであり

ますけれども、複合施設としての本庁舎をそこ

に位置づけて、複合施設としてのとぴあとの中

における本庁舎、そして一つは中心市街地の拠

点としてそこに位置づけるという構想に持って

いきたいというふうに思っております。 

 単なる足りないフロアを増設するということ

ではない。新たなまちづくりの、例えば中心市

街地の活性化の拠点施設としての一大プロジェ

クトである。将来、40年、50年後の遠野のまち

づくりにつなげる一つの一大プロジェクトであ

るというような認識で作業を進めたいというふ

うに思っておりますので、一つ御理解をいただ

ければと思います。 

○議長（新田勝見君）  15番佐々木譲君。 

   〔15番佐々木譲君登壇〕 

○15番（佐々木譲君）  わかりました。年額2,

000万円ちょっとのお金が払われているという

ことを理解いたしました。 

 ３点目は、今度建設される庁舎に入る部署は

どの部署になるのかということについてお伺い

したいと思います。 
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 と言いますのは、やはり新しい庁舎をつくる

わけですから、立派につくればいいわけですけ

れども、人口であるとかいろいろな部分を考え

ますと、できるだけコンパクトに建てることが

重要な課題なのではないかなと、こう思ってい

るわけです。 

 したがって、現在、合同庁舎に入居している

農業振興課、農家支援室、建設課、都市計画課、

環境課等は以前から他機関との連携を目的とし

て分散したものと考えております。今後も県の

出先機関と同居することにより、連絡調整が円

滑に進み、一定の効果を上げることができると

認識していますが、これらに部署はどうなるの

でしょうか。今回建設する庁舎面積を考えれば、

できるだけ少なければ移転する住民負担も減少

すると考えるのですがいかがでしょうか。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  このハードとソフトの

組み合わせをどのように持っていくかというこ

とが一つと。それから将来のこのコンパクトな

行政機能としての本庁舎をどう位置づけるのか

と、これは前段の佐々木大三郎議員も人口減少

といった問題に、大きなテーマとして先ほど、

議論を交わしたところであります。一定の努力

はする、懸命にそれに歯どめをかけるような努

力はするって言っても、一定の人口減少ってい

うのは、やっぱり避けて通れないだろうと。そ

うすると、職員も当然。また職員の、職員って

いうのは、行政の市役所の組織もコンパクトな

ものに持っていかなきゃならないだろうという

ことは、これは当然、一つの時代の流れであり

ますから、それに見合う建物と、そしてそこに

入る組織といったものを考えていかないと。 

 したがいまして、これまでも本庁舎問題につ

いては、50人の市民の皆さんに参加していただ

きまして、さまざまな角度から建設する場所を

検討していただきました。したがって、用地も

決まった、地権者の皆様のおおむねの了解もい

ただいたということあれば、今度はそれを具体

的なものにしっかりとやる。そこに、今、御質

問ありましたとおり、今、県の合庁にある組織

はどうするだろうか。あるいは、健康福祉の里

は、どのような型に位置づけるかと。13カ所に

分散している庁舎の再編もしていかなきゃなら

ないという一つの課題がありますので、この部

分につきましては、設計部分に丸投げするんじ

ゃなくして、ワーキングを市民、多くの関係者

の皆さんに入っていただいて、どのような望ま

しい姿が、あるいは理想とする姿が、あるいは

30年後、40年後を見据えた遠野市役所っていっ

たものを、どのように持っていったらいいだろ

うかっていうようなことを、幅広く市民レベル

でも検討していただいて、それを設計に反映さ

せるっていうような作業を進めてみたいという

ように思っておりまして、間もなく地権者の皆

様との合意形成ができましたならば、次のステ

ップとして、そのようなワーキングを立ち上げ

たいと。 

 それから、市役所の中にも横断的に、これも

検討していかなきゃなりませんから、本庁舎の

ハードは建設準備室だと、したがって、組織の

再編は総務部だじゃなくして、あらゆる部署も

参加しながら、どうすれば望ましい組織として

あらねばならぬかというところを、そこを部、

課、横断的に検討してもらおうかというように

思っておりまして、それを設計に反映させると

いう作業を今度は急ぎたいというように思って

おりまして。 

 ただ一つの合意といたしましては、健康福祉

の里については、圧倒的な存在感と、もう市民

にきちんともう定着しているということを考え

れば、あそこの部門は、本庁舎への集約ってい

うことは、これはまずないだろうと、ないだろ

うっていうか、そういう結論は一応出ておりま

す。問題は、合同庁舎の部分と、それから県の

機能とどのように連携を図っていく。それから

今、西庁舎にいる教育委員会であるとか、子育

て部門であるとか、そのようなものをどのよう

に持っていったらいいだろうかいう、そのよう

な一つの議論を整理しながら。 

 それからもう一つ、あすもあ遠野、あすもあ
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遠野に産業振興部があるわけですから、その辺

も本庁舎のほうにっていうことには当然、当然

というよりも、そのような集約になるんじゃな

いかなって思っておりますので、それを速やか

に、その具体的な姿を議員各位にもお示しを申

し上げたいというように思っているとこでござ

いますので、これもよろしくお願い申し上げた

いと思っております。 

○議長（新田勝見君）  15番佐々木譲君。 

   〔15番佐々木譲君登壇〕 

○15番（佐々木譲君）  わかりました。できる

だけ、丁寧に市民説明をしながら、分散庁舎も

含めて、分散機能も含めて今後の課題にしてい

ただきたいと思います。 

 今の市長の答弁にもありましたが、質問の４

点目は、旧庁舎跡地の利活用についてでありま

す。いわゆる、東館はいずれ解体しなければと

認識しておりますが、増築するとぴあ庁舎に予

定している議場をこの地に建設する計画はない

のでしょうかということです。 

 確かに、本庁舎の中に議場を建設することは

もっともですが、当局と議会との関係を考えた

とき、必ずしも同一の建物の中でなければなら

ないと限ったものでないとも考えられます。今

までの、研修視察で本庁舎と離れた場所に議場

があるところも見学してまいりました。とぴあ

庁舎からさほど遠くない東館跡地に議場を建設

することも、あわせて考えてみてはいかがでし

ょうか。これも新庁舎建設面積の減少と考える

からです。 

 いずれ、住民負担をどれだけ減少できるかを

中心に考えなければならないと思い、質問した

次第でございます。 

○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）  この本庁舎プロジェク

トにつきまして、４点目の一つの課題として、

本庁舎跡地の利活用といった中で、議会と当局

は何も同じ建物でなくてもいいんじゃないかと。

したがって、あそこの利活用とすれば、あそこ

に議場をという一つの考え方もあるんではない

かというお話がありました。 

 考え方としては、あってもいいというように

思っておるわけでありますけども、私もよく聞

かれて、20キロ離れた旧宮守村のほうに、遠野

市議会の議場がありますと、車で移動すれば30

分近くかかりますと。その30分近いこの距離は、

きょう何々議員から質問をもらうけども、じゃ

あ、どういう答弁をしようかということを考え

る貴重な30分ですよという話をしながら、この

距離感もまたいいんですよねという話、ちょっ

と強気のそのような話なんですけども、やっぱ

り今、コンパクトな形に持っていこうという一

つのコンセンサスの中でやっておりますので、

やはり議場も、市議会機能も、本庁舎機能の中

に私は入るべきだと、また入らなければならな

い。やっぱり費用対効果っていうことも、その

中でやっぱり一つの事実として考えなきゃなり

ませんので、そして、跡地利用については、ま

た別な角度からあの辺の周辺は考えていくって

いうことでいいんじゃ、いずれ東庁舎は解体し

なきゃならないっていうことは、その通りであ

りますから。そして、この本庁舎のほうにつき

ましては、そのような議会機能も持った形での

とぴあ南側ブロックに、そのような建設プロジ

ェクトととして持っていきたいものだなという

ように、私自身思ってるところでございますの

で、これは、御理解をいただければというよう

に思っているとこであります。 

 それから、先ほどワークショップを立ち上げ

て、市民のレベルでっていう話をいろんな意見、

ただ、今のようなそういう意見が出たっていう

ことは、市民の皆様にもやっぱりこういう意見

が出てたっていうこともあれしながら、丁寧な

一つの議論の中から、ある望ましい、理想とす

る本庁舎の姿に持っていきたいというように思

っておりまして、これは、もう９月24日に、こ

の議会が終了後の９月24日に第１回目のワーク

ショップを立ち上げるということで、もう準備

作業に入っておりますので、それをちょっと、

先ほど答弁申し上げませんでしたので、つけ加

えさせていただきたいというように思っており
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ます。 

 以上であります。 

○議長（新田勝見君）  15番佐々木譲君。 

   〔15番佐々木譲君登壇〕 

○15番（佐々木譲君）  私の質問は以上ですけ

れども、新しい庁舎できるっていうことは、遠

野の今後を考えた上で、非常に大きな建設物に

なるのではないかなと、こう考えております。 

 したがって、今まで庁舎が分散していること

に寄せられた市民の声であるとか、あるいはい

ろいろな仕事を進める上で、市民、住民ができ

るだけ安易な形で用足しができる、市民本位の

行政を貫いていただきたいものだということを

申し上げまして、私の質問を終わらせていただ

きます。ありがとうございました。 

○議長（新田勝見君）  午後１時まで休憩いた

します。 

   午前11時54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。 

 引き続き一般質問を行います。11番小松大成

君。 

   〔11番小松大成君登壇〕 

○11番（小松大成君）  小松大成でございます。

通告に従いまして、日本共産党遠野市委員会を

代表し、一括方式において一般質問を行いたい

と思います。 

 今回は、４点についてお伺いします。１つ目

には、予想されます米価の暴落について、２つ

目には、政府の農業改革について、３つ目には

公契約条例について、４つ目に農耕馬飼育農家

への支援対策について、以上、大項目４点につ

いて、市長の見解をお伺いいたします。 

 まずその前に、九州・四国地方を襲った台風、

集中豪雨、これによって被害を受けられた方々

に、日本共産党遠野市委員会を代表し、お見舞

いと、無念にもお亡くなりになられた方々に衷

心よりお悔やみを申し上げたいと思います。 

 特にも広島市の悲惨な状況は、テレビ報道に

よりますけれども、あの３．11の惨状を思い出

させ、自然災害の恐ろしさを改めて感じさせら

れました。このような惨事に至った経緯の解明

と再発防止、そして、一刻も早い復興を念じず

にはいられません。 

 同時に、遠野市当局におかれましても、市民

の命と暮らしを守るといった地方自治の本旨の

もと、さらなる防災施策に努めていただきます

よう求めるものであります。 

 また、話は変わりますけれども、先般、教育

民生常任委員会視察研修において、柳田國男の

生誕の地、福崎町を訪問し、遠野物語の著者、

柳田國男の人となりを研修してまいりました。

大変勉強になりましたが、それ以上に、研修の

域を超えた町長さんはじめ、町の三役、職員の

歓迎ぶりに大変感動してまいりました。この研

修の様子は、地方紙である神戸新聞にも取り上

げられ、現地では大変注目されているようであ

ります。友好都市として、今後さらなる交流の

発展を望むものを祈念いたしまして、質問に入

らしていただきます。 

 はじめに、米価暴落に関して市長の見解をお

伺いします。 

 遠野市の水田の稲穂もこうべを垂れて、黄金

色に染まり、実りの秋を迎えております。お盆

以降の長雨はあったものの、稲作にとって今の

ところ気象災害もなく、いもち病などの被害も

限定にあるようでありますけれども、稲作にと

っては待ちに待った収穫の秋となりました。 

 本来であれば、豊作の喜びにあふれる農民の

姿を連想するのでありますが、米価低迷の今日

においては、農村にはそのような光景を見るこ

とはできません。 

 このような状況に追い打ちをかけるかのよう

に、ここに来て生産者米価の暴落が、農家に暗

い影を落としています。新聞報道によりますけ

れども、早場米地域の農協が提示した生産者米

価の相場となる概算金の価格は、千葉県産コシ

ヒカリが一等米で60キロ9,000円、前年を3,000

円下回っております。茨城産あきたこまち7,80

0円、2,200円の下落、全国の指標となる新潟県
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一般コシヒカリが１万2,000円、前年比1,700円

の下落となっています。当然のこととして、今

後発表となる東北産米の価格も大幅な値下げと

なることが想像にかたくありません。 

 暴落の背景にあるのは、米卸売業者が昨年産

米の在庫を過剰に抱え、投げ売りの状況にある

ことが指摘されています。これに加えて、輸入

米をふやすＴＰＰ協定を前提とした価格調整政

策を放棄した国の農業政策にあると指摘されて

おります。 

 国民の食糧である農産物を生産する農業者へ

の政策支援は、重要な国家戦略として欧米では

重要されていますが、相次ぐ離農者や耕作放棄

地がふえ続ける日本の農政には、その視点がな

いと言わざるを得ません。このまま米価下落す

ることは、当市の稲作農家のみならず、農業経

営全体に及ぼす影響は甚大です。米の過剰基調

が明確になってきている今、政府の責任で需給

と価格の安定を図ることは、主要食糧の需給及

び価格安定に関する法律、いわゆる食糧法に照

らして、政府の重要な役割と思われますが、

我々の政府に対する質問では、市場原理として

その責任を果たそうとしていません。備蓄米買

い入れをはじめとして、緊急に過剰米処理を政

府の責任で行うことを遠野市として提言するべ

きと思いますが、市長はどのようにお考えでし

ょうか。 

 次に、政府の農業改革について、市長の見解

をお伺いします。 

 安倍政権が改革の新たな課題として集中的に

検討してきたのが、農業委員会、農業生産法人、

農協の制度見直しです。政府は、規制改革会議

の５月の農業改革に関する意見、６月の答申を

踏まえて、６月24日に閣議決定した新成長戦略、

規制改革実施計画などに３点の見直しをセット

で断行する、このような方針を示し、関連法案

をまとめ、成立を図ろうとしています。 

 農業委員会、農業生産法人、農協は、家族農

業を基本とする戦後農政の中心に据えられてき

た制度です。改革案は、実質的に解体し、戦後

農政を根本から覆す内容であり、農業と農村の

あり方に深刻な影響を及ぼし、食糧の安定供給

や、国土、環境の保全といった国民的課題の達

成に逆行するものと言わざるを得ません。 

 重大なことは、このような改革案が農業団体

や現場の意見をほとんど聞かず、規制改革会議

での財界側委員の主張をそのまま取り込んで拙

速に出されているといったことです。その背景

にあるのは、企業が世界で一番活躍しやすい国

づくりを公言し、その障害となる制度を岩盤と

見立て、ドリルで穴をあけると宣言する安倍首

相の方針が後ろ盾となっています。 

 安倍政権は、成長戦略の中で、医療などとも

に農業を成長分野一つの位置づけ、農外資本に

よる農業、農村進出を強調しています。経済界

も、企業のビジネスチャンスの拡大を狙って、

農協や農業委員会の制度を見直し、農地に関す

る規制の撤廃を執拗に迫ってきました。今回の

改革案は、農家や関係者の要望よりも、財界の

利益を露骨に代弁したものにほかなりません。 

 このような改革案は、多くの農民、農協や農

業委員会関係者から反発を広げ、矛盾を深めて

います。規制改革会議の意見が明らかになった

直後の全国農業委員会会長大会は、理解しがた

い内容、決して容認できないと厳しい批判の決

議を上げています。 

 当議会においても、６月定例会における私の

一般質問に、北湯口農業委員会会長は、到底認

めることのできない内容との趣旨の答弁をいた

しております。また、ＪＡ農協グループも、全

国の組合長会議を緊急に開き、ＪＡグループの

解体につながると危機感をあらわにしました。

地方の都道府県知事からも、農協解体などに異

論が出ました。最終的に決定した改革案は、そ

のような反発を受けて、当初の露骨な記述から

抽象的な表現に改められた部分もありますが、

その基本は全く変わっていません。 

 改革案における農業委員会については、先ほ

ど申し上げましたけれども、６月定例会におい

て、農業委員会会長より答弁をいただいており

ます。今回は、遠野市における農業協同組合の

立ち位置について、市長の見解を伺うものです。 
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 改革案は、全国農協中央会や都道府県中央会

を実質的に廃止する。販売事業や購買事業の全

国連合体である全農を株式会社化する。単位農

協から信用共済事業を分離し、農林中金や全共

済農協連の代理店にする。準組合員の事業利用

を制限するなど、地域農業にとって大きな問題

を含んでいます。 

 中でも、大きな焦点となったのは、農協中央

会の廃止です。私自身、かつて全中傘下の農協

組織が、自民党の集票マシーン化していた時期

には、厳しくその体制を批判しておりました。

また、全中が、農協の大規模合併などで、単協

に一律の方針を押しつけてきたといった負の側

面も指摘されます。私は、このことを農協総会

で何度か指摘した経緯ございます。 

 その中にあっても、全中が果たしてきた単協

への経営指導や監査、情報提供、そして、私が

最も注目している農政運動、とりわけ今日的課

題であるＴＰＰ反対など、農民の声を全国的結

集という点で重要な役割を果たしていることも

事実です。その廃止は、農協の全国的な連携を

弱め、単協をばらばらにして、農民の声を政

府・行政に届ける役割を狭めることになります。 

 改革案は、全中が単協の自由を制約している

としています。そういった側面も否めません。

しかし、米生産調整や大規模化の推進など、全

中を通じて全国の農協に押しつけてきた政府の

姿勢こそ問われなければならないのではないで

しょうか。米生産調整を廃止し、市場任せの農

政を打ち出した安倍政権にとって、ＴＰＰ反対

運動の司令塔とも言える全中は邪魔な組織その

もの、もはや農政を下請させる全中の役割はな

くなったということなのでしょうか。 

 単位農協の経営にとって影響が大きいのは、

信用共済事業の全中中、農林中金や全国共済連

への移管、窓口代理業務です。農協の事業は、

農産物の販売、資材の購買など、経済事業、信

用、共済事業、医療、各種サービスなど、組合

員の要求を全般にわたって扱い、総合的に展開

しております。とはいっても、多くの農協は経

済事業の赤字を信用共済事業の黒字で補ってい

るといったのが、現実なようであります。信用

事業などを分離し、全国組織である農林中金な

どに移管することになれば、単協は経営破綻に

陥ることは必至です。 

 先ほど言いました、私自身、農協経営には厳

しい視線を浴びせてきた経緯があります。その

一方で、農民の地位向上、農業発展に果たして

きた役割は大きなものがあります。改革は必要

ですが、その改革が地方の発展とかみ合った改

革でなければ、改悪そのものです。今般の安倍

政権が打ち出した農業改革は、決して農業、農

村を発展させるといった立場からの発想ではな

く、安倍首相が述べた企業が世界で一番活躍し

やすい国づくりのもと、農業への企業算入、そ

の障壁となっている農業委員会や農協組織への

攻撃そのものです。そこには、農村でのなりわ

いを営む住民の声は全く反映されていません。 

 御存じのとおり、ことしは国連が定めた国際

家族農業年です。家族農業こそが世界の農業の

土台であり、飢餓の解消、環境の保全、伝統文

化の継承にすぐれているとして、各国に家族農

業への正当な評価と支援を呼びかけています。

それは、発展途上国のみならず、先進国にも当

てはまります。大規模化や企業化した農業が、

環境や生態系、食の安全を脅かし、人類社会の

持続可能性を脅かしています。欧米先進国でも、

兼業農家や多種業の農家が高い比率で存在して

おり、大変評価されています。日本でも、そう

いった意味から、国際家族農業年の国連の呼び

かけに真摯に耳を傾けるときだと思います。 

 さらに指摘すれば、2012年は国連が定めた国

際協同組合年でした。多国籍化した巨大企業に

よる支配が強まり、各国の消費者、小生産者、

市民が圧迫される中で、弱者が力を合わせ連帯

して協同組合を発展させる取り組みを訴えるも

のです。農業者の所得向上や、農業の発展を展

望したとき、国連の呼びかけをはじめとして、

世界の流れに逆行しているとしか思えない安倍

政権の農業政策に、多くの農業関係者が怒りの

声を上げています。 

 以上のことから、今般の農政改革に対する市
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長の見解を伺うものです。 

 次に、公契約条例制定について、市長の見解

を伺います。 

 この公契約条例制定については、これで２度

目になります。議事録を探してみましたが、い

つ質問したのか、私自身ちょっとわからなくな

ってしまいましたので。とはいいましても、当

時と今とでは公契約の状態が大分変ってきてお

りますので、改めて公契約条例の制定を求める

といった立場から質問をいたします。 

 はじめに、公契約の認識を共通認識とするた

めに、基本的な考え方と今日的意義について述

べたいと思います。 

 御存じのように、公契約とは、公共事業や公

共サービスについて、発注する公的機関と受託

する事業者との間で結ばれる契約のことです。

そして、生活できる賃金など、人間らしく働く

ことのできる労働条件を確保する条項を定めて

いる、これが公契約条例です。受託した事業者

に労働条件を確保させ、発注者の公的機関に制

裁処置をもって労働条件の確保を担保させよう

とされています。 

 この条例の考え方の基本になっているのがＩ

ＬＯ第94号条約の勧告です。住民の税金を使う

公的事業で利益を得ている企業は、労働者に人

間らしい労働条件を保障するべきであり、発注

者の公的機関はそれを確保するための責任を負

っているという考え方です。つまり、住民の税

金を使ってワーキングプアをつくってはならな

いという重要な考え方に立って、この条例が成

り立つことになっています。 

 ＩＬＯ第94号条約勧告における公契約の内容

は、１つには公共工事の建設、変更、修理もし

くは解体、２つ目には、材料、補給品もしくは

装置の製作、組み立て、取り扱いもしくは発送、

３つ目には、労務の遂行もしくは発送に適用さ

れる。さらに条約では、労働条項を遵守しない

場合は、必要かつ十分な制裁を行うとされ、さ

らに条約は下請事業者にも適用されるとなって

います。 

 残念ながら、私が確認したところによると、

日本政府は経済界などの反発から、公契約法の

制定が見送られ、ＩＬＯ第94号条約についても

未批准ということで、労働界から強い批判が行

われたということでした。このようなおくれた

国の労働政策の中にあっても、建設労働者をは

じめとした広範な国民の運動と相まって、2010

年２月の千葉県野田市から始まった公契約条例

の制定の動きは、2014年10月、千代田区の制定

など、現在、11の地方自治体で制定されており、

この動きはさらに広まっていると言われていま

す。 

 その背景にあるのは、国や自治体が発注する

公共工事と業務委託において、深刻な低賃金が

問題になっていることがあります。我が党機関

紙新聞、赤旗の取材記事から、実際あった事件

から記載された特定の自治体名は公表しません

が、その実態の記事の一部を紹介します。

「何々市の公共工事では、実際に工事を施工す

る業者と元請企業との間に幾つもの企業が介在

する重層下請構造がある。この構造により、現

場の労働者に低賃金が押しつけられている。ま

た、業務委託では、競争入札方式のものと適正

な積算がなされず、前回の落札価格を基準とし

て、そこからさらに価格が低下するダンピング

が横行し、そのしわ寄せが労働者の賃金低下の

みならず、公共サービスの低下につながってい

る」などの実態が生々しく報道されていました。

そして、このような状況を改善するために、公

契約条例の制定は避けて通れないと結んでおり

ました。 

 次に、公契約条例を制定した相模原市です。

ここは優良事例ですから、実名を挙げて御紹介

します。相模原市は、現在、３億円以上の公共

工事、1,000万円以上の業務委託が条例の対象

で、賃金下限額は建設工事に従事する労働者に

ついては、公共工事の労務費の算定に用いてい

る設計労務単価の９割に設定しているとのこと

でした。2013年、相模原市が行ったアンケート

によると、条例設定よって、今後、仕事の質の

向上、地域経済の活性に成果があると改定した

事業者が、それぞれ70％を超えているというこ
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とです。もちろん、他市町村で成果を上げてい

るからそのまま導入すればいいといった単純な

話でないことは申すまでもありません。 

 しかし、今後もふえ続けている公共工事や行

政の業務委託における労働者の賃金をはじめ、

労働環境の改善は避けて通れない課題です。税

金でワーキングプアをつくり出すのではなく、

地元の優良企業や労働者が潤い、活気ある遠野

市にするためにも公契約条例の制定をぜひ求め

るものであります。 

 最後に、馬産地遠野における馬事振興対策に

ついてお伺いします。 

 遠野市は、かつて南部駒の産地として名声を

はせておりました。柳田國男の遠野物語の中で

も、馬の話はオシラサマ伝説をはじめ、さまざ

まな場面で散見されます。各地建立されている

馬頭観音塔は、馬に対する慈しみの象徴であり

ます。私の住む小友町鷹鳥屋地区でも、名馬小

黒号として、源義経に献上され、活躍し、その

後帰郷し、そのあかしとして地元に丁重に葬ら

れています。 

 かつて議会で議論のあった馬の里であります。

現在、遠野馬の里を基点として馬事振興を図っ

ていることは、馬事関係者の間では全国的に知

られています。このことに関しましては、敬意

を表したいと思います。 

 さて、今般私が懸念していることに、農耕馬

の飼育農家の激減です。先般、農耕馬飼育農家

に話を伺う機会がありましたが、その人の話で

は、現在、遠野市における農耕馬飼育農家は４

戸足らず、風前のともしびであることを知らさ

れました。その飼育農家激減のきっかけとなっ

たのが、平成20年に発生した馬パラチフス病が

きっかけとなっています。この伝染性疾患に対

する根本的な治療法や予防処置は、現時点にお

いては確立されておらず、この疾病に対する対

応は、感染馬の隔離、摘発といった対応がとら

れることになります。 

 遠野市においては、飼育者の了解のもと、屠

殺処分とされたようですが、オシラサマ伝説を

ひもとくまでもなく、馬を愛する心情を察する

につけ、胸が痛む思いがいたします。 

 御存じのように、農耕馬は唯一林業生産にお

ける馬搬にその活路を見出すことができます。

その活動範囲は、もはやかつての地域農業を支

えるといった農耕の意味合いは消失しました。

今では飼育農家の愛馬精神に頼るしかない状況

に陥っています。しかし、遠野が馬事文化によ

って豊かに発展してきたことは、紛れもない事

実です。それを支えてきたのは、紛れもなく農

耕馬です。農耕馬が果たしてきた伝統文化にお

ける役割は数多くありますが、我が遠野市にお

いては一大イベントである東北馬力大会があり

ます。このイベントは、今では東北のみならず、

全国的な知名度を確立しつつあり、遠野市にと

って有望な観光資源でもあります。この有望な

観光資源である東北馬力大会に、地元産馬が出

場できないなどということは、ゆゆしき事態と

言わざるを得ません。 

 このような農耕馬、遠野の伝統文化を継承し

ていく上において、農耕馬飼育農家を絶やさな

い、そのための施策を早急に行うことを要望い

たしまして、質問といたします。 

○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）  小松大成議員の一般質

問にお答えいたします。 

 答弁に先立ちまして、冒頭、広島県における

土石流災害、災害、いつ、どんなかで起きるか

わからないって部分における防災、さらには減

災に対する意識を高めなきゃならないっていう

中に、犠牲になられた方々へのお見舞いの言葉

もありました。佐々木譲議員からも、同様あっ

たわけでありますけども、いつどんな形で起き

るかわからない災害に、遠野市も防災基本条例、

さらには防災マップっていったものを対応しな

がら、あるいはこの９月補正予算にも身近なと

ころっていうことで、日常生活の中から安心・

安全を守るための、そのような家具等の倒壊防

止等に係る予算も計上してるところでございま

すので、災害に対する備えといったものをさら

にいい意味での緊張感を持って対応していきた
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いというように思っているところでもあります。 

 さらには、私からも改めてお見舞いと、それ

から、一日も早く復興がなされるように心から

念じているところでもありますので、その旨を

お話し申し上げておきたいと思っております。 

 さて、小松大成議員からは、農業問題、米価

に対する一つの問題、さらには農業委員会の位

置づけ、農協改革についてどう考えているか、

生産現場、それに伴ってのその推進する組織の

いうなれば改革といったところへの認識といっ

たことでのお話を、御質問を賜りました。さら

には、公契約といったものについてどう考えて

いるかと、これは、前にも御質問いただいてる

わけでありますけども、その対する認識を示し

てほしいと。また、３つ目といたしまして、農

耕馬、これについて、遠野の農村文化といった

ものの中から、これに対する一つの対応といっ

たものを急がなきゃならないではないだろうか

というような認識のもとに、御質問をちょうだ

いしたわけであります。順次、お答えを申し上

げてまいります。 

 まず一つは、米価の取り扱い、米価暴落に対

する考え方であります。 

 これにつきましては、もう既に作況指数など

も示されておりまして、東北農政局が発表した

８月15日現在の東北６県の作況指数が発表され

ました。102から105という形に相当する、やや

良という形で、順調に水稲が生育してるってい

うことでありますから、このまま大きな台風等

が来なければ、いうところの豊作ということで、

この実りの秋を迎えるのではないかなというよ

うに、期待もしているところでもあります。 

 これに伴いまして、ただ、そうはいいながら

も、米価といったものにこの豊作がどう影響す

るかということも懸念されるということにもあ

るわけでありまして、ただ、全国的に見ますと、

異常気象、これが西日本のほうを中心に、日照

時間も非常に少ない、それから、かなり長く雨

も降り続いたという中でございまして、特にも

西日本を中心にいたしましては、この日照不足

は戦後最悪といったような状況になってるよう

でございますし、降水量も最多を更新しておる

といったような状況にもなっているということ

で、農産物の生育にも非常に大きな影響を与え

ているということで、一概にこの豊作、それに

伴って暴落という形にはいかないではないだろ

うかというようなことも、認識として示されて

いるところでございますので、その辺もよく捉

えなければならないかというようにも思ってい

るところでもあります。そしてまた、今般、今

後の作柄状況等にもよりまして、取引価格が変

動するということも踏まえながら、米価の動向

といったものに注視してまいりたいというよう

に思っております。 

 なお、国においては、米価変動に対する緊急

緩和対策、いうところのならし対策として、生

産者の拠出に伴う補填制度なども対応してござ

いますので、これらと。さらには、平成26年産

米に限り、米の直接支払制度に、交付金に係る

ものといたしましての対策なども講じられてる

ところでございますので、その辺を十分踏まえ

ながら、米価の下落といったようなものに対す

る、備えと申しますか、対応といったものにつ

きましては、そのような情報を十分踏まえなが

ら、国や県との連携の中から、このような制度

も利用しながらの対応ということになろうかと

いうように思っておりますので、よろしくお願

いを申し上げたいというように思っております。 

 また、米価に伴いまして、平成30年の生産調

整、いうとこの減反の廃止に向け、全国ベース

の主食用米の需給調整と申しますか、需給見直

しといったようなことが動いてるわけでありま

して、値段の高いブランド米、あるいは安くて

も収量がとれる多収穫米、さらには家畜の餌と

なる飼料用米、これは、市内では今年度約２ヘ

クタール、昨年より２ヘクタールふえておりま

して、22ヘクタールが飼料用米が作付されてい

るという状況にもありまして、拡大してきてお

ります。 

 したがいまして、生産者や、いうところの集

荷業者、さらにはいろんな団体等が中心となっ

て、円滑な需要に応じた生産が行われるような
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取り組みが続くということになろうかと思って

おりますので、その辺の対応を取り組み方針と

してるとこでございますので、それらと連携を

とりながら米価といったものに対する対応をし

てまいりたいというように思っております。 

 市といたしましても、水稲はもとより、水田

フル活用ビジョンに基づき、水田における麦あ

るいは大豆のほか、地域の裁量で活用可能な産

地交付金による耕作、転作作物への支援なども

行ってまいりたいというように考えてるところ

であります。 

 また、多面的機能といったような中における

ものといたしまして、畦畔の草刈りや、あるい

は水路の泥上げ、さらには農業の基礎的な、こ

ういった泥上げなど、農業の基礎的な作業につ

いても、地域での共同作業を行うといったよう

な中から、国からの交付金を受けることができ

るような形での生産コストの低減といったよう

なものにも積極的に対応し、また、こういった

制度も活用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。 

 続きまして、農業委員会の改革についてであ

ります。 

 これは、農業集積施策のため、地域農業から

の意見の集約、あるいは農業を、農業委員会の

果たす役割、これがかなり大きいものとして、

何だと申しますか、その存在感が高まってきて

いるという状況にはあるんではないかなと思っ

ております。一時は、国の農業政策に伴うもの

の中におきまして、特に農地集約といったよう

なものの中における地域農業に、いわゆる精通

してる、熟知してるという農業委員の皆様の存

在といったものが、改めて、何と申しますか、

役割が高まってきてるんではないかなと、私自

身もそのように認識しておりまして、農業委員

は、地域で営農に取り組む、そういった農業者

である、農業者の代表でありますけども、さら

には農業といったようなものに熟知していると

いう存在でもあるわけでありますから、この存

在が不可欠であるという認識によって、その公

的代表者を地域の農業者が選出する、いわゆる

公職制でございますね、公選制でございますね、

公選制をなくすことには慎重に対応すべき課題

ではないのかなというように、私はそのように

捉えているとこであります。 

 いずれ、都道府県農業会議、全国農業者会議、

そういった制度が抜本的な改革といったような

ことについても議論されているところでござい

ますので、地域の農業委員会の活動を支える、

強化するっていう部分におきましても、そのよ

うな認識に立ちまして、このような全国組織、

あるいはこの情報の共有という部分におけるノ

ウハウの蓄積といったものが、非常に重要であ

りますから、こういった関連組織とのネット

ワークといったようなものも、非常に必要不可

欠な存在としてあるのではないかなというよう

に捉えているところでございますので、その認

識をもって答弁とさせていただきます。 

 さらには、農業協同組合についてであります

けども、今回の農業・農協改革は、農協制度、

いうところの60年ぶりに抜本的に改革をすると

いったような中における位置づけとして議論さ

れているところでもあります。単位農協といっ

たようなものの中におけるあり方、さらには、

創意工夫をしながらどのような形で農業者のた

めの農協として位置づけられるのかという中に

おける課題も、いろんな形で浮き彫りになって

おりますし、ただいまの御質問の中にも、その

ような課題が御指摘をされていたところであり

ます。 

 具体的には、先ほど申しましたとおり、農協

中央会、この部分は政府がかつて、かつてとい

うよりも、話をした組織の改革の中におきまし

ては、中央会については抜本的に制度を改正す

ると、いわゆる制度を廃止するというような、

全農は株式会社化に持っていくというような方

向性、さらには、農協でございますね、単位農

協、これなども信用共済事業の分離といったよ

うなものも打ち出されているところであります

し、理事会などにも外部有識者を入れるべきだ

というような提言なり、見直しの視点が示され

たということも、私もそのように承知している
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ところであります。 

 ただこの、単農協と申しますか、農業協同組

合が果たしている、この役割といったようなも

の、あるいは農畜産物のこの販売、さらには流

通、さらには栽培指導、営農指導、営農相談っ

ていったようなものの中から、この皆様に対し

て、一定の、深くかかわってきているというよ

うな現実もあるわけでありますから、単純に大

きな組織の中の見直しの中から、それに一斉に

従うっていうことじゃなくして、単位農協とし

て地域にどう密着しているのか、それは農家の

方々にとっては、どのような形での機能を果た

されているのかというようなことを、謙虚に、

あるいは素直に、そしてまた未来志向の中から

議論し、改革すべきところは改革していく。 

 当然のことながら、見直すところは見直して

いくっていう作業は、これは避けて通れない１

つの課題ではないかなというようにも承知して

いるところでもありますので、そのような認識

の中から、この問題にもきちんと取り組んでい

かなければならない、1つの大きな課題ではな

いかなというようにも思っているところでもあ

ります。 

 なお、この農協組織というのはいろんな形に

見直しが行われております。さまざまな郵政の

民営化にとりましても、郵便局の見直しってい

うことが行われました。この農協が地域でって

いうことであれば、金融機関としての役割もあ

る。あるいは、ガソリンスタンドっていったよ

うな１つの、そのような拠点っていったような

ものをネットワークとして持っているというこ

とを考えれば、地域のインフラ、社会資本とし

てのインフラとしての役割りも果たしていると

いうところも、ある意味においては大きな集中

拠点化っていう見直しの中にあって、いずれも

そういった集中拠点化っていう見直しの中じゃ

なくして、こういった農協が果たしているネッ

トワークとしての地域インフラといったような、

その役割もやはりきちんと評価しながら、その

見直し、あるいは改革といったところに持って

いかなければならないんじゃないのかなと、私

はそのように承知しているところでございます

ので、よろしく御理解をいただければと思って

おります。 

 次に、この公契約条例の制定ということで御

質問を賜りました。この公契約ということは、

ただ今の御質問の中にもいろいろ触れられてお

りました。地方自治体の、この事業を、受託し

た事業者に対し、雇用される労働者に対し、一

定額の賃金といったようなものを支払うってい

うような中における1つの制度であります。 

 これにつきましては、平成21年の、この12月

定例市議会におきまして、小松大成議員からこ

れに対する認識の御質問を承っているところで

もあります。その際も、いろんな問題、入札制

度の改革が行いながらもこの市の契約に関する

公平、さらには公開、透明性といったような１

つの確保の中から、この問題をやはり議論して

いかなきゃならないかというように思っている

旨の答弁を申し上げているところでもあります。 

 全国における公契約の制定状況は、11の自治

体が制定しているというふうに把握しておりま

す。正直な認識を申しますと、そんなには広が

っていないなというような感じもしているわけ

であります。これは、この東日本大震災以降に

おける、受注、発注、あるいは資材の高騰、人

夫の賃金の高騰といったような１つの背景もあ

ろうかと思っておりますけども、私自身は思っ

たより各自治体に広まっていないのかなと、11

の自治体だと承知するところでございますから、

そのような形で捉えているところであります。 

 したがいまして、さまざまな、まだ問題点が、

また整理をしていかなきゃならないかというよ

うに思っておりますし、これに対する政府の一

定の見解も示されております。1つのバランス

を崩すんじゃないか。いわゆる経営者と労働者

といったものに対する１つの、何と申しますか、

厳しい、ある意味でいっての緊張感といったよ

うなものに対してこの制度が果たして本当に生

かせる制度であるだろうかっていうような部分

も、１つの問題点としても出てるようでござい

ますので。そういったこともよく踏まえた中に
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おきまして、実は県のほうにおきましても、こ

れもちょっと調べてみましたけども、来年の２

月定例議会でもって条例化するというような動

きも出てきているようでございますから、その

辺の情報もきちっと把握しながら、遠野市とし

てどのような対応が望ましいかということにつ

きましては、ただいま、小松大成議員からもこ

の条例化に対する、この制度に対するいろんな

認識も、質問の中でお示しをいただきましたの

で、それらを踏まえながら慎重に検討させてい

ただく１つの課題であるということの認識をも

って答弁とさせていただきます。 

 続きまして、最後のこの農耕馬への、何と申

しますか、支援策が必要ではないだろかという

お話がありました。御案内のとおり、遠野は馬

事文化、馬事振興を１つの柱としたまちづくり

を行っております。馬の里がある、そして市役

所の中には本当に小規模な組織でありますけど

も、馬事振興課があるといった中におきまして、

この伝統行事のやぶさめであるとかさらにはそ

れが進化した形で、新たな、衣を着たと申しま

すか全国スポーツやぶさめというような新たな

イベントもその中で行われている。 

 さらには、乗用馬、この部分も確実に力をつ

けてきておりまして、去年などは遠野産馬が30

0万円の値段でもって取引されたと、まさにそ

れだけ生産者、乗用馬の生産者の方々の着実な

歩みが１つの結果として出てきているというこ

とにはなっておりますし、議員各位と大変厳し

い議論の中から、競走馬の部門につきましては

完全民営化という中に持っていったわけであり

ますけども、ことしの６月の日本ダービーには、

遠野馬の里で調教された馬が日本ダービーに出

走したと。13頭中９位という結果ではありまし

たけども、遠野馬の里で、調教した競走馬がそ

ういう晴れの舞台にも出場するほどの力をつけ

てきたという中にあるわけであります。 

 そしてまた一方、農耕馬という部分にありま

しては、御質問にありましたとおり、遠野の農

村文化、これはまさに良好な農村風景といった

ものを醸し出す、大変大きな、いうところの地

域資源なわけであります。費用対効果でだけは

考えられない、この農耕馬の存在っていうのは、

そのような認識として位置付けていんじゃない

かなと、私は思っているところでもあります。 

 そういった中にございまして、この農耕馬と

いったようなものを取り扱う農家の方々も正直

なところ、少なくなってきております。馬搬っ

ていう技術も遠野ならではの部分として、全国

的に脚光を浴びておるわけでありますけども、

この馬搬っていう伝統行事も農耕馬が存在して

こそ、初めて成り立つ、1つの伝統技術であり、

文化であるというようなことを考えれば、この

農耕馬っていったようなものも、一定の頭数の

中できちんと確保していくというのも遠野のま

ちづくりにとっては極めて大事な１つの課題で

はないかなというようにも承知しているところ

でございますので、御質問にありましたとおり、

この馬事振興、あるいは産業振興、そういった

ようなものも１つの切り口のところに、馬事文

化という１つの、そして良好な農村環境を、さ

らには全国に、まさに、完全に差別化した、1

つの農村風景と申しますか、景観っていったよ

うなものを維持するためには欠かせない、大事

な、大事な地域資源の１つであるという認識の

中から、この問題でも１つの支援策を講じ、何

らかの形で支援策を講じれるような、対策を講

じていきたいというように考えているところで

ございますので、以上の認識を持ちまして答弁

とさせていただきます。 

○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）  本当に15分の時間が短

くなったっていうのは、再質問するにはちょっ

と厳しいかなと思うような時間設定になってし

まいました。肝心要なところを確認と、それか

ら、私の公契約に対する考えを少しでも述べた

いと思っています。 

 市長は、米の生産に関しては、西日本の水害、

その他災害によって、過剰気象はある程度、解

消されるのかなといったような認識をお持ちで

しょうけれども、今、実際に大変な思いをして
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いるのは、いわゆる仮渡し金額がかなり低くな

っているってことで、農家の方の、何といいま

すか、このやるせなさといったものをつくづく

感じるわけです。 

 先ほども御紹介しましたけれども、米の自給

調整に関していえば、これは完全に法律での支

配下にあるわけです。例えば、先ほど紹介した

主要食糧の需給及び価格安定に関する法律とい

うのはあるんですけれども、実はこれはただ単

なる希望条項ではなくて、この中には集荷する

者の義務、それから生産する者の義務っていう

ものはきちっと定められています。それに対す

る罰則規定、懲役を含めた罰則規定まであるん

です。 

 そこまで決めてある法律があるのもかかわら

ず、農家の生産意欲を削ぐようなこういう米価

になっても、国は何ら責任もとらないってこと

になれば、この法律は何なのやということは、

私自身、大変つらい思いで眺めています。こん

な罰則規定まで定めている法律があるにもかか

わらず、国がその価格にとって責任をとらない。

こんなことはないんじゃないかと、私自身は怒

り心頭に感じているところでございます。 

 それから、公契約に関しては、これは今、先

ほど市長お話になりましたとおり、全国で11自

治体しか、まだ制定になっていません。しかし、

これはＩＬＯの勧告に基づいて、日本政府が本

来きちっとやるべきこと、それを批准しない、

その原因になっているのが、いわゆる経済界の

圧力であるといったこの認識がないと、この問

題は解決しないと、私は思っています。 

 これ、建設業協会きのうレクチャー受けたん

ですけれども、建設労働者の単価っていうのは

大体、入札価格に言えば、積算、これはいろん

な種類によって違いますけれども、まず、大工

さんでいえば、２万800円が根拠になってるそ

うです。 

 しかし、大工さんの組合からお話を聞いたと

ころによると、１万3,000円がいいところだと。

じゃ、その間の価格、6,500円から7,000円近く

はどうなっているのやっていうことになれば、

市がせっかくそうやって受注して、その単価で

やってるにもかかわらず、労働者にはそこまで

いってないということなんです。これを公契約

における、ワーキングプアそのもの、こういう

のは許せないというのが、私の立場です。 

 ですから、状況を見る、全国で11の自治体し

かない。しかし、私は国連のああいう、ＩＬＯ

の組織が、日本政府に勧告してやるべきだと言

っている。ヨーロッパではかなりの国が批准し

て、その指示に従ってワーキングプアをなくす

っていう努力をなされてる。そのたびに、日本

政府はそれを無視していいのかといった、政治

姿勢まで、私は問わざるを得ないということを

言わざるを得ないと思っております。 

 あと最後に馬です。本当に先ほど、これ、認

識はほとんど一緒と私は思ってます。やっぱり、

これは抜本的な姿勢を示さないと何か今、馬１

頭を導入するのに80万、下手すれば100万越す

そうですよね、農耕馬でも。とてもこれじゃあ、

買えないっていったのは農家の切実な要望だそ

うです。 

 私も言いましたとおり、農耕馬ってのはそれ

でもってお金が入るものではないんです。しか

し、遠野としては貴重な資源、文化財産なわけ

ですから、ここは思い切った処置をとらないと

馬事文化、いわゆる農耕馬、サラブレットに、

やっぱり馬力大会っていっても無理ですよね。 

 それがいわゆるやぶさめだって、これは乗用

馬の関係もあるでしょうけれども、やっぱり遠

野は農耕馬。これがきちんと位置づけられた政

策をとらないと遠野の馬事文化っていうのはす

たれていくのではないかなと思っています。 

 この辺を再質問といたしまして、なんか厳し

い質問になるかもしれませんけれども、よろし

くお願いします。いかんせん時間がないので、

それで、これで終わります。 

○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）  小松大成議員の再質問

にお答えいたします。1つはこの米価に対する

認識と申しますか、市長はそういう認識を示し



－ 39 － 

たということであったわけでありますけれども。

今、いろんな形で、先ほど申し上げましたとお

り、26年度限りのこの慣らし対策といったよう

なものを打ち出されるというような、さまざま

ないろんな交付金のようなものも打ち出されて

きて。 

 それから平成30年、これは、まさに戦後の大

きな農政改革の終わりでございますけども、減

反政策が見直しされるっていうような状況にま

で、また、大きく農業政策が大転換してきてい

る。そしてこの農業問題っていうのは、特にこ

のお米の問題などは、御案内のとおり気象状況

にも左右される。これは地球規模の中における

気象変動っていったようなものが背中に大きく

影を落としてきてるということになるわけであ

りますから、その都度、その都度、その状況に

よっていろんな対策なり、あるいはそれに伴う

制度なり、あるいは1つの位置づけなり、考え

方なりというのは変わってくるということはご

く当たり前のことだというふうに思っておりま

すので、ひとつ、今の答弁の中で、今の制度の

中からおける認識を、私は申し上げたわけであ

りますけども、その都度その都度、状況によっ

てはと。 

 やっぱり一番大事なのは、農家の方々、そし

てこの食料と命を、いうなれば育む大きな産業

が農業なわけであります。そのような認識の中

で、この食糧問題っていったような、１つの大

きな土俵の中から、こういった米価、あるいは

米の生産っていったようなものに対しての、や

っぱり取り組みを行っ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

ので、ひとつこの、認識を示したからそれでい

いかってことじゃなくして、常にそれが変わっ

ていくものであるんだというような中において、

それにその都度、タイミングを失しないような

形で現場の声を視聴していくというような考え

を、先ほど申し上げましたとおりネットワーク

としながら、いろんな団体、あるいは関係機関

と連携をとりながら、そういったようなものを

国等に訴えていくということになるんじゃない

かなと思っておりますので、その基本的な認識

は再度申し上げまして、答弁とさせていただき

ます。 

 それから、２つ目のこの公契約につきまして

は、この11カ所だと、その中においてっていう

こともなりましたけども、実は調べてみました

ならば、全国の市町村で議会でもってこの公契

約を推進するという中で意見書とか請願ってい

う形にとられているケースが結構多いんです。

多いというようなこともありますので、特にこ

の受発注の関係等からすれば、特にこの東北地

方は、特に東日本大震災という１つの中におけ

るさまざまな受発注のあり方について、いろい

ろ改善しなきゃならない、改良しなければなら

ないといったような問題も出てきておりますの

で、やっぱりそこは慎重に情報は整理しながら、

県のほうもはたしも２月の定例協議会で順調に

条例化なるのかならないのかということも、あ

る意味では見極めるというようなことも、我々

にとっては大事なことではないのかなっていう

ふうに思っておりますから、その辺を踏まえた

1つの慎重な対応をというようなことで、やら

ないっていうわけじゃない、やるってわけでも

ない。慎重な対応っていうことでの検討課題と

してっていう答弁で御了解をいただければとい

うように思っているところであります。 

 ３つ目の農耕馬、思い切ったという話があり

ました、やっぱり、この部分は遠野ならではと

いう、あるいは遠野のこだわりということにな

れば、本当に絵になるという１つの状況にある

わけであります。 

 ＳＬというものの中から馬が、いうなれば、

田起こししてるというようなものも、本当に遠

野ならではの貴重な景観ですよと言ってくる方

もあるわけでありまして、そのためにはこの農

耕馬という馬をきちんと確保し、そしてまたそ

れを大事にしてくれる方に対し、何らかの支援

策も考えていくっていうことにおいては、思い

切ったという部分で、どの程度構築できるかど

うかはわかりませんけども、ひとつ、27年度の

予算の中にもおきましても、この農耕馬、馬事
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文化、馬事振興、さらには農村文化、農村景観、

そのような１つの位置づけの中から、この問題

に対しても、支援策といったようなものも、何

らかの形で講じるような政策を見出だしていき

たいというように考えているところでございま

すので、そのことを再度申し上げまして答弁と

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）  再質問をまたしたいわ

けなんですけれども、残り40秒ということにな

りますんで、質問はこれで終わります。 

 ただし、これから予算の審査もありますし、

決算の審査もありますので、その場でまた再度、

取り上げるかもしれませんのでよろしくお願い

して私の質問を終わります。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後１時58分 休憩   

────────────────── 

   午後２時08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。 

 引き続き、一般質問を行います。19番浅沼幸

雄君。 

   〔19番浅沼幸雄君登壇〕 

○19番（浅沼幸雄君）  新興会所属の浅沼幸雄

でございます。 

 質問に入る前に、この神聖なる議場に、松葉

づえ姿で入場していることをお詫び申し上げま

す。 

 それでは通告に従いまして、一般質問を行い

ます。 

 今定例会は議員任期中、最後の定例会であり

ますので、任期中の総仕上げと位置づけ、１点

目の遠野馬の里につきましては平成23年３月定

例会において。２点目の市内の第３セクターに

つきましては平成24年９月定例会におきまして。

そして３点目の公共施設の再生につきましては

平成25年、昨年の12月定例会におきまして、そ

れぞれ一般質問した項目の、その後についての

質問となります。 

 それではまず、１点目の質問に入ります。遠

野馬の里につきましては、遠野進化まちづくり

検討委員会より、平成22年７月の緊急中間報告

の中で、完全民営化を速やかに進めることを強

く求める旨の提案がなされ、それを受けまして、

市では新しい完全民営化という経営形態を目指

し、議論を重ね、翌23年４月の完全民営化に向

けて、同年の３月定例会には6,000万円の補正

予算が計上され、本会議におきまして可決され

ました。 

 しかし、その翌日の３月11日に発生した東日

本大震災の影響により、完全民営化が半年ほど

おくれ、10月となってしまいました。それから

約３年が経過しましたけれども、まずは現在ま

での３年間の馬の里の状況についてお伺いしま

す。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  浅沼幸雄議員の一般質

問にお答えいたします。この質問に当たりまし

て、みずからがこれまで取り上げてきたその課

題といったようなものを振り返りながら、過去

において、これこれの時期に、この問題につい

て取り上げたことっていうことの経過の中から

の御質問と承りましたので、そういった部分を

踏まえながら、今、この、遠野馬の里の、特に、

完全民営化いたしました調教部門がどのような

状況にあるかということにつきまして御答弁申

し上げたいというように思ってます。 

 これも、第一次進化まちづくり検証委員会の

中で、さまざまなこの第３セクターにメスを当

てながら、将来を見誤らないような中における

経営を、どのよう形で確立していくかについて

議論を検証をいただいたわけであります。その

中には、遠野馬の里の大きな課題でありました。 

 その中におきまして、競走馬調教部門をどの

ように持っていったらいいのかという中におけ

る議論として、緊急提言をいただきながら、そ

れに対応するべき議員各位の御理解もいただき

ながら、所要の措置を講じてきたという経過が

あるわけであります。 
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 この遠野トレーニングセンターといったよう

な形で、新たな受け皿ができ、それというとこ

ろの施設の賃貸借といったような契約も進めな

がら、平成23年10月１日から、この完全民営化

という中における対応を進めているところであ

りまして、既に３年ほど経過したという中にあ

ります。 

 お蔭様でと申しますか、この財政支援もいた

しました。この民営化に伴う前に財政支援をや

ってきたということがあります。特に、この屋

根つき坂路馬場のチップの購入など総入れかえ

といったようなものにつきましても、やはり大

事なことであるという中におきまして、議員各

位からも理解をいただきまして予算措置をしな

がら支援をしてきたという経緯があるわけであ

ります。 

 そして、この完全民営化になる前は、預託馬

という部分につきまして、非常に安定しない、

安定しないっていうことはそれだけ預託料って

いったものの中において、非常に不安定な経営

を余儀なくされたということになったわけであ

りますけども。 

 北海道のほうに、大きく競走馬の生産基盤を、

牧場を持っている生産者とそれから馬主と、申

しますか、そのようなオーナーとしての馬主の

方と、そこに調教するっていう、それぞれの

方々が、トライアングルの中で、遠野トレーニ

ングセンターというのを立ち上げていただいた

わけであります。 

 その中で、今は安定した頭数が、年平均約70

頭といったような形で確保できておりますので、

それだけ経営も安定しているという形で今、推

移をしているということと、先ほど、質問の中

でもちょっと触れさせていただきましたけども、

日本ダービーのほうへの出走馬もこの遠野馬の

里から出ているというような成果もさらに見出

すことができたということでありますので、年

間を通じて、この安定した預託馬と申します、

頭数を数え、平均70頭でありますけども、数え、

それに伴って健全な経営が図られているという

１つの状況でございますので、このトレーニン

グセンターのそれぞれの関係者の良好な信頼関

係といったようなものをより、さらに太いもの

にしながら、この安定経営といったものの中か

ら、1つの成果といったものを見出してもらい

たいというように思っているところでございま

す。 

 また、新たな試みの中に、約15名ほどの新規

雇用っていったようなもの、それを市外から転

入してきたという方がこの馬の里の調教部門に

かかわっております。その方々は、今、市内の

定住しております。また、その中における、馬

の里における、そういった方々の食堂、いわゆ

る食です、朝昼晩の食事なわけでございますけ

ども、これも新たな試みといたしまして、あや

おり夢を咲かせる女性の会の方々が、それを受

け手になってもいいというような中にございま

す。 

 遠野トレーニングセンターとその契約を結ん

で、非常においしい食事をきちんと手配してい

ただいてるという中におきまして、馬の里の従

業員の関係者の皆様からも、好評を博しており

ますので、それで地元のマンパワーと、そうい

った馬の里のプロジェクトがきちんとコラボし

ながらと申しますか、連携を図りながら、安定

的な経営に推移してるということでございます

ので、報告を持って答弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  19番浅沼幸雄君。 

   〔19番浅沼幸雄君登壇〕 

○19番（浅沼幸雄君）  ただいまの答弁の中で、

頭数が年平均70頭という、安定していると、そ

れが経営の安定にもつながっているという答弁

でございましたけども、私の記憶ですと、収容

能力は100頭をはるかに超えるんじゃなかった

のかなっていうふうに記憶しているんです。 

 ただ、今の、この余り競馬が人気のない時代

において、こういう70頭という安定した頭数を

確保しているというのは民営化のなせるわざか

なというふうにはうかがったんですけれども、

地方競馬なんかもどんどん廃止している中で。 

 ただ、このままこの頭数で安定していけばい

んですけれども、これは民営化したものですか



－ 42 － 

ら市が余り深く立ち入るわけにはいけないと思

いますけれども、やはり、これから先のことを

考えますと、この70頭の安定が保たれるのかと

いう心配が１つ出てきます。 

 欲を言うんであれば、これにプラスアルファ

があれば、もうちょっと安心できるのかなとい

うところはあるんですけれども、市としてその

頭数に対して安定的なものはどの程度続くのか、

あるいはプラスアルファする要因があるのかと

いう部分についてのお考えがあればお伺いした

いと思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  経営の根幹にかかわる

のが安定した頭数をきちっと確保できるかどう

かってことが、その根幹に係るわけであります。

したがいまして、ちょっとその部分において心

配されるっていう部分があるんだけども、安定

的な確保という面についての、１つの見通しと

申しますか、見極めと申しますか、についてと

いう形での御質問と承ったわけでありますけれ

ども、先ほど申し上げましたとおり、遠野ト

レーニングセンターという組織を立ち上げ、こ

の中には生産牧場を抱えている北海道で、大規

模に生産牧場を抱えている方が入っておる。そ

こで、関西地区でありますけども、大きな、多

くの競走馬を抱えながらいわゆる馬主として、

ＪＲＡのほうでも活躍している大きな存在感の

方がその中に参画しておると。 

 もう一方においては、生産された競走馬を、

きちっと調教するっていうことにおいては、我

が国の第一人者である調教師もその中にかかわ

っているということでありますから、それに地

元として遠野市が、先ほど申し上げましたとお

り良好な環境の中で、存分にトレーニングがで

きていい結果を出せるっていう環境さえつくっ

ておけば、私は十分、その辺の安定的な預託馬

の確保っていうについては大丈夫だというよう

に思っておりますので、例えば坂路馬場のチッ

プだと、今はトレーニングすると、どうしても

かたけてくるわけです。 

 したがいまして、木工団地との連携の中から、

チップなども総入れかえするときには地元とし

て、何かそこに新たな仕組をつくって、そうい

う環境整備に協力すると、完全に民営化だから

会社のことですよと、だからもうどうぞどうぞ

ということばかりじゃなくして、その中におい

て、我々ができる身の丈の中において、市民の

皆さんや議会の皆さんから十分理解をいただけ

る範囲内の中で応援をする、支援をするという

そういう仕組みももまた大事にしていきたいと

思ってるところでございますのでよろしくお願

いしたいというように思っております。 

○議長（新田勝見君）  19番浅沼幸雄君。 

   〔19番浅沼幸雄君登壇〕 

○19番（浅沼幸雄君）  冒頭に申し上げました

けれども、この質問に対しましては、23年の３

月定例会に取り上げたわからんですけれども、

その中の市長の答弁の中で非常に印象に残って

いた部分がありますので、若干、議事録を引用

させていただきますけれども、これは原文のま

までございます。市長の答弁です。「私は、こ

の平成14年にこの遠野市長という職をいただき

ました。そして以来、この遠野畜産振興公社馬

の里経営改革については最重要課題であるとい

う認識をもとに取り組んで来たわけでありまし

て、その結果、これから答弁の中でも触れさせ

ていただきますけれども、さまざまな経緯の中

にありまして、競争馬部門の完全民営化という

１つの、たどり着くべき方向を見い出すことが

できた。完全民営化が可能になってきたという

ところにたどり着いたわけであります。」とい

うような一文を抜粋して引用したわけなんです

けれども、これはまさに市長の本当に気持ちじ

ゃなかったのかなと、私はその時感じたったわ

けなんんですけれども。 

 この定例会のときからは３年半、民営化にな

りましてから３年近くになるわけなんですけれ

ども、その間、馬の里競走馬部門という話題は

なかなか上がってこなかったんです。上がって

こないということは、裏を返せば、順調に推移

しているものではないかなという想像はついた
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んですけれども、ただやはり、市長の口から直

接お話を伺ってみないと、やっぱり、大きな規

模の施設でありますんで、何か、もし、市のほ

うでやるのか、やらなければならないっていっ

たときには、多額の予算もかかりますんで、ぜ

ひ、今回確認したいなということで確認させて

いただきましたけれども、これから先も含めま

して、先ほどの小松議員の質問、答弁の中にも

ありましたけれども、馬事文化に含めまして、

この競走馬部門、どのように展開してったらい

いのかなというふうに、市長は考えておられる

ことがありましたらお願いします。 

○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）  その民営化というもの

に対する取り組みの中で、私のかつての答弁な

ども引きあいに出されたわけでありますけども、

これは今、思い起こしても、もう13年ぐらい前

になるわけでありますけれども、市長に就任し

たときのことを思い出すわけでありますけども、

正直なところ、正直な気持ちを申し上げたわけ

でありますけども、遠野市畜産振興公社理事長

という職をいただきました。そこに、馬の里事

業があると、その中に競走馬部門がある。さら

には乗用馬部門があると。 

 もう一方にいけば、放牧部門があるといわれ

たときには、本当に、当時、そんな無責任なこ

とは言える立場じゃありませんから、そんな言

えませんけど、一体どのような仕組みの中で、

この畜産振興公社が成り立っているのかという

戸惑いがあったことは事実でありました、正直

に申し上げますと。 

 したがって、それを一つ一つ、いうなれば、

因数分解する中からじゃあ、競走馬調教部門は、

じゃあ乗用馬部門は、それからまた、ホースセ

ラピーという新たな部門に対して、遠野はどの

ような形で受け入れるような環境をつくったら

いんだろうかと。さらには、放牧部門、これは

遠野は畜産振興が非常に大きなウエイトを占め

ているという部分はあるんで、じゃあ、畜産振

興公社として、このいうところの放牧部門、特

に牛、部門をどのように続けるか。その牛の部

分も繁殖なのか肥育なのかという部分もまだ腰

が定まっておりませんでした。 

 私は、繁殖だと、そのような中で、遠野はそ

の繁殖の中からやっぱり一定の畜産振興の中で

所得を増やすべきだというような認識のもと。 

 それがまた、いろんな試みの中から、皮肉っ

て言ってもらって遠野ブランドというような中

で、遠野牛といったようなもの中における、今、

進化をし続けているという状況の中で、また畜

産振興公社も見直しと位置付けといったものは、

最中に見えてきているということでありまして、

それぞれが競走馬の民営化という中において、

民営化のメリットが、私は、きちんと位置付け

られて、それはこの厳しい議論の中からそうい

う１つの仕組みを、新たな仕組みを持っていく

という部分においては正直なところよかったし、

間違っていなかったという部分の中で、あとは

その結果を出しながらという中から、遠野の大

きな情報発信を、その中で担う役割として、馬

の里といったようなものを位置付けた、１つの

取り組みに持っていきたいものだなと改めて覚

悟しているところでございますので、その覚悟

を示しましてお答えといたします。 

○議長（新田勝見君）  19番浅沼幸雄君。 

   〔19番浅沼幸雄君登壇〕 

○19番（浅沼幸雄君）  それでは、第２点目の

市内第３セクターについての質問に入ります。

この件に関しましても、進化まちづくり検証委

員会の方々に集中的に検証作業を進めていただ

き、平成23年２月に遠野スタイル自立連携行動

プランが策定され、いよいよ動き出そうとした

矢先、先ほどの東日本大震災が発生して順調な

滑り出しとはなりませんでしたが、プランのそ

の後の進展状況についてまずお伺いしたいと思

います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この第３セクターの抜

本的な見直しということにつきましては、やは

り遠野のこの３万の人口、一般会計補正予算あ
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わせて、一般会計ですが180億円単位のこの自

治体にあっては、約10の第３セクターを持って

ることについては、ちょっとやはり身が重すぎ

るなというような1つの認識がありました。 

 したがって、この部分に、これ、先手、先手

と見直しを入れながら、どうすれば遠野の、い

うところの第３セクターといわれる機関団体と

行政がうまく連携を図りながら、総合力を発揮

するような力に持っていけるのかという分にあ

っては、みずから第３セクターそのものにメス

を入れなければならないという認識の中で、第

一次進化まちづくり検証委員会。 

 で、私も４年の任期をいただいたときに、そ

の部分については不退転の気持ちで、この問題

に取り組むというようなことの意志を表明させ

ていただきまして、進化まちづくり検証委員会、

しがらみのない委員の皆様に、大胆にメスを入

れていただいたと。それが、先ほど来します、

畜産振興公社馬の里の見直しにもつながったと

いうことになるわけであります。 

 そしてその部分におきまして、先ほどの質問

の中にもありましたとおり平成23年２月に、１

つの報告をいただきまして、遠野スタイル自立

連携行動プランっていったようなものとして位

置づけながら、それを実施していきましょうと

いうことに踏み出すわけであります。 

 そこに３月11日が来てしまったという中で、

本庁舎も失い、いろんな分散もしながら、はっ

きりいえば、それどころじゃないという中にお

けるものとして、この第３セクターそのものの

行動プランの検証作業と工程表の進行管理がち

ょっと滞っていったということは、これは事実

として、私も認めざるを得ないし、またそれは

ある意味においては御理解いただきたいと、や

むを得なかったという部分で御理解いただきた

いというように思っておりまして。 

 その中で、教育文化振興財団と国際交流会、

一本化した、で、この国際化という１つの中に、

非常にいい形でこの組織が動いております。非

常に市民向けの発信を、さまざまな形でスタッ

フが努力しておりまして、これからの国際化と、

あるいは教育、あるいは文化といったものにど

のような形でこの財団が担うか。 

 それは国際交流だ、それは教育文化振興だじ

ゃない。これが１つになったことによって、さ

らなる発信力と、いうなれば行動力が、その中

で高まってきたという成果が、さらに完全に見

えてきております。私は、かなりの手応えとし

て見えてきたというように思ってます。 

 それから、これからの、やっぱりこの中で、

第一次進化まちづくり検証委員会の中で、１つ

の大きな課題として位置づけられたんですけど

も、やはり人材なんです。そこの第３セクター

なり機関団体がそれをコーディネイトしながら

引っ張っていく、いうところの指導者、コーチ

がおって、そこにスタッフっていうプレイヤー

がおって、初めてその組織が動くっていうこと

になるわけでありますから、その人材を、いう

ところの幹部っていわれる人材をどう育成して

いくのかっていう部分の大きな課題がありまし

て、それをもう少し、お互い交流し合いながら

人材を養成していこうという１つの申し合せと

いうよりも、検証委員会からの報告に基づいて、

その方向性を確認したわけでありますけれども。

残念ですけども、この震災っていったものの中

からそれが中断しとっということもありまして、

先般、８月の、これは24日でありましたか、第

３セクター、それから団体の幹部級の職員に、

８月の29日でありますけども、集まっていただ

きまして、あのときの第一次進化まちづくり検

証委員会、そしてその報告書、さらにはそれに

基づいての行動プラン、これをもう一度みんな

で勉強しようと、確認しようと。それで進めべ

き方向をお互いに共有しながら、やれることは

やっていきましょうということで８月29日に、

ちょっときざな名前ではありましたけども、第

３セクター等経営円卓懇話会という１つの名称

をつけまして、それこそ忌憚のない意見交換を

しないかと。 

 じゃあ、お互い人事交流をしてみようじゃな

いかと。じゃあ、お互いこういう形でもう少し、

ふるさと公社と観光協会とそれからあえりあな
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ど、もっともっといろんな形で連携をとり合お

うじゃないかと、交流人口を拡大していこうじ

ゃないかといったようなもの。やれるところは

どんどんやっていくような、そのような土俵を

つくらないかということで、円卓懇話会という

名の中でやりました。 

 ただ、これをいつも市長がそれを全て仕切る、

あるいはそれを懇話会の座長としていろいろや

るといっても、それはある意味で、私自身も限

界があるわけでございますから、実務者レベル

っていいますか、それぞれの組織の、これから

その組織を支える若手の人材に参画していただ

いて、そのようなワーキングをつくって、その

円卓の、懇話会の理念を踏まえたワーキングの

中で、やれるところからやって、総合乗り入れ

をしながら、あるいは総合連携をしながら、総

合力っていったものに持っていくような進化ま

ちづくり検証委員会行動プラン、その中で示し

たことを一つ一つ形にしていくために走りまし

ょうということで、確認し合ったばっかりでご

ざいますので、そのことも報告しながら、ただ

いまの御質問に対する答弁とさせていただきま

す。 

○議長（新田勝見君）  19番浅沼幸雄君。 

   〔19番浅沼幸雄君登壇〕 

○19番（浅沼幸雄君）  答弁の中で、そのコー

ディネーター、人材という答弁がございました。

これは前回の質問のときにもこういう答弁いた

だいてます。 

 このときには、ややもすると役所というのは、

経営改革っていうと人件費を抑えるんだという

視点になりがちなんだけれども、そういう人件

費を抑えるということよりも、結局、人材を育

成してという考え方を、この第３セクターの改

革においては、そういう考え方で進めていくん

だという答弁があったんです。 

 今回も、そういう答弁いただいたのでずっと、

市長の考え方、変わっていないんだなというの

は感じました。それで、後半のほうの答弁で、

第３セクター等経営円卓懇話会、円卓っていう

のは、丸い円卓でよろしいですね。 

 前回は仮称でありましたけれども、遠野スタ

イルまちづくり会議というような会をつくって

連携を図るというような部分もあったんですけ

れども、それとは趣旨が異なるのかもしれませ

んけれども、非常に興味深く伺いました。懇話

会はどの程度の頻度でやっていくお考えなのか

についてまずお伺いしたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  このあえて、円卓懇話

会という名にいたしましたのは、やっぱり向き

合って、対面でいろいろするようにも丸テーブ

ルの中でやれば角がないわけです。その中でお

互い情報を共有できるという部分については、

丸テーブルのイメージがいいじゃないだろうか

ということで、実際は丸テーブルでやったわけ

じゃなくて四角いところでやったわけでありま

すけれども、みんなのイメージの中にその丸い

輪という一つのイメージを共有しながら、その

中でお互いの立場を主張し合おうじゃないかと、

そして独自性、主体性、これはきちんと発揮さ

せておかなければいけません。 

 独自性、主体性を発揮させていくものが中に

あって、こうすればもっと力になるよな、こう

すればもっといいことができるよなっていうよ

うなところをみんなで共有しながら、いいこと

であれば、じゃあやろうか進めようと、じゃあ

やってみようというそのような環境と気運をつ

くりたいなというところでの円卓懇話会という

ことにした。これは第一次進化まちづくり検証

委員会でのあれだけのエネルギーとそれからそ

の後の行動プランといったもの、それからこれ

からの遠野将来というと考えてみた場合に、今

のうちからここをきちんと見据えたそして、例

えば御質問ありましたとおり、人材、それをき

ちっとコーディネートする人材といったような

ものも、それぞれのところに要請していかなき

ゃならないならば、やはり幾ら理念として考え

方として立派な例えば望ましい姿を出したとし

ても、それを形にすることはできないわけです。 

 したがって、このただ人材も単にほかから連
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れてくればいいというわけにはいかない。やっ

ぱりみずからの力でみずから育てていくという

ような中における、やっぱりそういう環境も大

事じゃないかなと思っておりまして、その中に

おける取り組みを、震災から３年半ということ

に既になっているわけでありますから、ちょっ

と出遅れたんじゃないかなと思っておりますけ

ども、まだまだやらなきゃならないし、また間

に合うと、またこれからやると言ったって来年

度、再来年、その結果がすぐ出てくるというわ

けでもないということになれば、やれることか

らやってそれを積み上げていくと、そして一つ

の大きな結果に持ってくるというようなところ

のためには走りだそうという、そういう認識で

あります。 

○議長（新田勝見君）  19番浅沼幸雄君。 

   〔19番浅沼幸雄君登壇〕 

○19番（浅沼幸雄君）  どの程度の頻度でやる

のかっていうのはちょっとわかりませんでした

けれども、やれるところからやろうという市長

のお考え方、これには非常に賛成であります。

あんまり私はやらないんですけども、ゴルフと

いう競技があるのですが、これはスタートする

ところ、そして最後ゴールするところホールが

グリーンがあるわけんですけれども、スタート

するところでこういうふうに、こういうふうに

ってホールにボールを入れるんだというイメー

ジは抱くそうなんです。 

 だけれども、実際、第１打打って、第一打の

ボールがおりたところに行って見ると、また景

色も違うしホールの距離も違ってくると、また

考え方も変わってくると、それをスタート地点

にいて、あーだこーだ、あーだこーだとやって

ても、結局は第一歩踏み出したときにまた変わ

るんだから、ある程度、選択を持ったならば第

１打を打ってみると。描いたとおりに行ったん

であれば次第２打ということになればいいし、

もし描いたとおり第１打がいかない場合には、

その第１打おりたボールの地点での次の戦略を

考えればいいというあるゴルファーの話を聞い

たことがあるんですけれども、全然ゴルフとこ

の第三セクターということなんですけれども、

何か今市長がやれるところからっていう答弁の

中には、そういうところをすごく感じたわけで

す。 

 だから、やれるところを取り組んでやってみ

ると、そうするとまた展開が変わってくるある

いは違うふうに見えてくるということもあると

思うので、ぜひこの円卓懇話会、予算があれば

丸いテーブルで実施していただきたいと思うの

ですけれども、その懇話会についてのこれから

の運営の政策について、再度、市長の考え方を

お伺いしたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  このやれるところから

まずやってみるというこのスタンスは、やはり

私は基本的なすごく大事なことじゃないかなと

思っております。行政の立場でこうした一つの

遠野市の地域経営といったようなもの担う立場

にあるわけでありますけども、どうしても点数

でいうと答えを100点満点の中におけるものを

目指す、これは市民の皆さんから信頼を得て、

そして、また市民の皆さんが貴重な税金の中か

らさまざま市政課題に立ち向かっているという

ことになれば、よりよい100点に近い回答を常

に持ちながらそれを示していくことは大事なわ

けでありますけれども、そのことにこだわるあ

まりタイミングを失するといこともあるわけで

す。 

 そして、世の中はこの手にどんどん変わって

いるわけであります。そして、ある方から言わ

れて私も思わず苦笑いしたんですけども、朝令

暮改これはある意味によってはいイメージの言

葉ではなかった。今の時代はそれは当たり前だ

と言われたことがあるのです。朝こうだと思っ

たけども夕方にはもう考え方が変わると、朝令

暮改とこんなような言葉の中においてもそれは

当たり前だ、それぐらい世の中の動きで激しい

んだと。 

 だから、それにどんどんタイミングを失しな

いような形で行動を起こしてくる。そこがス
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ピードとタイミングだということになってくる

わけでありますから、今お話しあられましたと

おり、ただあっちだからこうだ、こっちはこっ

ちだと、それをただ理念もなければシナリオ持

たず、そしてまたビジョンも持たずただ世の中

動き回っておったんでは、一体何が何だかわか

らなくなりますし、混乱になってしまいます。 

 だからすぐにブレない一つのビジョンと申し

ますか、目指すべきゴールといったものをちゃ

んと市民や議会の皆さんと共有しながらそのた

めに、やっぱりいろんな選択肢があってそれで

60点だけども走ってみたけどもやっぱりだめだ

ったから戻ったと。いや、60点走ってみたけど

結構よかったからもっと行ったらば、80点、90

点の結果を得ることができたというような、そ

の繰り返しがやっぱり進化じゃないかなという

ように思っておりますので、その進化という２

文字を大切にしたこの第三セクターの見直し、

あるいはパートナーとしてのそういった機関団

体との連携といったものをその中に見出してい

きたいというように思うわけであります。 

○議長（新田勝見君）  19番浅沼幸雄君。 

   〔19番浅沼幸雄君登壇〕 

○19番（浅沼幸雄君）  それでは、次に３点目、

最後の質問に入らさせていただきます。 

 ３点目の質問は公共施設の再生についての質

問となります。 

 この質問は、昨年の12月定例会におきまして

取り上げましたので、まだ月日がそんなに経過

しておりませんけれども、まずは公共施設の現

状把握について進捗状況についてお伺いいたし

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）  公共施設のこの何と申

しますか、再編と申しますかつきまして現状と

いうことについての御質問をいただきました。 

 公共施設等遠野の実態を見ますと、公共施設

等総合管理計画の策定ってところに当たりまし

て、市で管理する施設の状況どれぐらいあるか

と申しますと、建物については、約900施設が

構造及び規模及び設備等の現地調査に基づき、

間取りからわかる平面図や関係図面等をきちん

と調査しながらデータベース化を行っていると

いうそのような作業をおるということでござい

ます。 

これにつきましては、やっぱり公共施設の利活

用、これはいうなれば安心・安全ということに

つながりますし、それと利活用するかという部

分、大きな課題でありますから、まず現状をき

ちっと把握するということでそのデータベース

化を今行っているということでありますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  19番浅沼幸雄君。 

   〔19番浅沼幸雄君登壇〕 

○19番（浅沼幸雄君）  建物約900施設の間取

り図と平面図のデータベース化を行っている段

階であるということなんですけども、一番基礎

になる部分ですから当然大事なところなんだと

思うのですが、大体どのぐらい、いつごろまで

かかってこのデータベース化ができるのでしょ

うかということについて、まずお伺いします。 

○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）  このデータベース化と

いう、約900ということをさっき数字申し上げ

ました。間取りから平面図からすぐわかるよう

なものにする。その中には言うところの安心・

安全のためにもこのまま放置するわけにはいか

ないという部分であるわけでありますから、そ

ういったものにつきましては直ちに除去をする

と、いわゆる安心・安全のためにはその危険な

ものを残している中で一番いい安全対策は何か

というと、除去してしまうのが一番いいわけで

す。 

 もちろん、補強するとか例えば手すりとかい

ったものについても補強すると何とも安全対策

であるわけですよと、基本的には取り除くとい

うことが一番大事な対策になるわけであります

から、これはシーズンはじめなどにはそれぞれ

の部署が全部点検して目視しながら、これは使

えない、ちゃんとした立入禁止にしようとかそ
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ういうようなことも随時行っておりますけれど

も、このデータベース化をきちっと行うことに

よって、それをさらに効率的にそしてまたきち

んとした対策として講じられるような部分とし

て、この作業をきちんと行わなきゃならないか

というように思っておりまして、雪解けが終わ

ってシーズンが始まるころ、全部目視して巡回

した部分については必ず庁議にも報告させて、

その中でみんなの目で見ながらこの部分は手を

打った、この部分はこういう対策を講じたとい

うことお互い情報を共有しながらやっておりま

すので、この対策についても抜かりなくやって

いるという形での対策をしているということに

ついて、承知いただければというように思って

おります。 

○議長（新田勝見君）  19番浅沼幸雄君。 

   〔19番浅沼幸雄君登壇〕 

○19番（浅沼幸雄君）  わかりました。データ

ベース化、現状把握がされますとその次には公

共施設の再生計画、呼び方はいろいろとあると

思いますけれども、それらが策定され、それに

沿ってこれから先の遠野市のそういう公共構造

物の取り扱い、あるいはさっき市長が答弁にあ

った取り除く、取り壊すというものあるいは新

たに統合するとか、いろんな考え方が出てくる

と思うのですけれども、その辺のスケジュール

についてはどの程度まで考えられているのかに

ついて確認したいと思います。 

○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）  スケジュール言うとこ

ろの工程表ですね、これをきちんと持ちながら

という部分で先ほどのちょっと答弁の中で申し

上げなかったんですけれども、ことしの平成26

年２月でありますけれども、環境整備部のほう

におきまして、環境整備部インフラ管理白書と

申しますか、インフラ白書という中で道路、そ

れから橋、橋梁、それから上下水道、さらには

公営住宅、斎場、清養園、クリーンセンターと

いったところの、などなどの現状を把握し維持

管理経費、さらには改修見込み、またそれに伴

う概算費用といったものについて、まとめたと

いう部分、これもかなり作業には担当部では大

分苦労しているようでございますけども、この

インフラ白書、整備白書というものを持てたと

いうこともただいまの御質問に対する一つの答

えとして、この中で改修費用、さらに概算費用

といったものになっています。 

 そこで、今、国のほうで例の国土強靭化法と

いったようなものの中で、今度は老朽化した社

会インフラとしての道路橋梁、あるいはいろん

な施設、上下水道も含めてという部分にもっと

もっと手厚くという中でやっていますけれども、

どうも財源が特に復興交付金が集中機関として

５年だということに位置づけられているわけです。 

 ５年が間もなく、今、３年半でございますか

ら、あと１年半たつと５年たってしまうとなれ

ば、この復興交付金というものがかなり大幅に

財務省は絞り込み始めるんじゃないかなと、な

りますと、この道路の整備からはじめさまざま

なこれからの安心・安全にとって大事な財源も

今は復興交付金の中でかなり膨らんでいますけ

れども、これがどんと落ち込んでしまって、国

土強靭化法の中からおける老朽化対策の予算も

十分措置されないんじゃないかなというような

危機感を持っているところでございますので、

この、今、御質問のありましたこの老朽化対策、

維持管理これをどうしていくかという分につい

ては、安定的な財源を我々市町村にもきちんと

手厚く講じると、単なる公共事業ありきじゃな

いんだと、長く持たせるとあるものをどのよう

に長く持たせて安心・安全を確保していくのか

という部分におけるこの財源確保についても、

市町村として声を大にしていかなければならい

んじゃないのかなというように思っているとこ

ろでございますので、御理解をいただければと

いうように思っております。 

○議長（新田勝見君）  19番浅沼幸雄君。 

   〔19番浅沼幸雄君登壇〕 

○19番（浅沼幸雄君）  バブル真最中の日本経

済が上向きのときは、全国各自治体いろんな箱

物をつくるのが行政だと、あるいは政治家だと
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いうふうに思われておったと思うし、みんな私

も含めてそういうもんだと思ってたと思うので

す。 

 最近、日本の人口も減少に転じてきている、

それからＧＤＰとかも中国とかにも軽く抜かれ

てしまっていると、右肩上がりじゃなく下がっ

ている状態。そういう中で市政を運営していく

というのはなかなか大変なことじゃないのかな

と、上向きのときに市政運営するのは非常に目

立つし、市長がいっぱい、あるいは議員がいっ

ぱいやったという実績が残ったように見えるの

です。 

 ところが、今の時代であると何だか後始末ば

っかりして、さっぱり今の市長何もやらない、

今の議員何もやらねいじゃあということも耳に

たまにしたりするのですけれども、ただ私思う

には、やっぱりこういう時代、目立たない時代

をやっぱりきっちり尻拭いではないんですけれ

ども、やっていかないと将来の子どもたちが住

みやすい遠野にはなっていかないんだとうなと

いうように思うのです。 

 ぜひ、余り目立たなくてかわいそうではある

んですけれども、そこのところを覚悟しながら

一つでも進んでもらいたいなという気持ちをお

聞きして、多分最後になると思います。 

○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）  まさにこの問題は、基

礎自治体としてどのように体力をつけながら少

子高齢化という一つの厳しい状況にどのように

立ち向かうかというプロジェクトの一つだとい

うふうに思っております。 

 これは先ほどの、この前の質問の中でお答え

すべき内容ではなかったのかなというふうに思

っておりますけども、この公共施設等の維持管

理として再生というものにつきまして、平成26

年の４月でありますけども総務省からちゃんと

した計画を策定しなさいというような指導が来

ております。 

 それに基いて、今後、この人口減少について

公共施設等どのような形で利活用を図り、それ

を長持ちというかやっていくのかなという形に

おける計画を持ちなさいということにも既に国

のほうからも示されている。さっき、財源の話

ばっかりしましたけれども。やっぱり計画があ

って初めてそこに財源といったものが裏づけさ

れることになるわけでありますから、その計画

の策定作業を急がなきゃならない、ちなみにこ

の計画表を作成するに当たりまして、平成26年

から３年間特別交付税といったものが措置率２

分で１でありますけども、それが措置されると

いうこともあるわけでございますので、平成２

８年度末までにこの策定を急ぐ形で作業しなが

ら、一方においては財源といったものをきちん

と国のほうに求めていくという部分の行動をと

っていくということになるんじゃないかなとい

うように思っているところでございます。 

○19番（浅沼幸雄君）  これで私の一般質問は

終わります。 

────────────────── 

   散  会   

○議長（新田勝見君）  お諮りいたします。本

日の会議はこの程度にとどめ、散会いたしたい

と思います。これに御異議ありませんか。 

   〔「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３時00分 散会   
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