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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）  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。２番瀧本孝一君。 

   〔２番瀧本孝一君登壇〕 

○２番（瀧本孝一君）  改めまして、おはよう

ございます。新興会所属の瀧本孝一です。 

 戦争犠牲者や先祖への追悼と祈りの８月から、

実り豊かな収穫の秋９月は、天高く馬も人も肥

える秋となり、黄金色に変わりゆく稲穂を見る
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と、日本は瑞穂の国であると改めて実感し、

神々にその喜びと感謝の念をささげながら、鎮

守の森は秋祭りでにぎやかになる季節を迎えて

います。 

 今定例会は、任期４年間の議員にとっては最

後の議会となりますが、１年生議員である私に

とって、多様な勉強の場を与えていただき、関

係各位に感謝を申し上げますとともに、この間、

東日本大震災の発災で市庁舎本館が挫屈全壊し

たにもかかわらず、本田市長を先頭に、大津波

で壊滅的な被害をこうむった沿岸被災地に、本

市がまさに全市民一丸となり、全国からの自衛

隊・消防・警察・医療・ボランティアなど、関

係機関の拠点基地として取り組んだ後方支援活

動や、福島第一原発事故による、これまで経験

したことのない、目に見えない放射能影響被害、

さらには遠野物語発刊100周年記念事業や中学

校再編の実現、また議会にあっては、議会基本

条例の制定など、数多くの記憶に残る事案に出

会うことができました。 

 さて、今回が私にとって１期目最後の一般質

問となりますが、通告している２つのテーマに

従いまして、１つ目の、少子高齢社会、人口減

少時代における地域づくり、まちづくりについ

ては、昨日の佐々木大三郎議員の、人口減少対

策についての質問と関連する部分があるかもし

れませんが、中身３項目について。 

 そして２つ目には、市内観光地の処遇格差と

振興についてを、市長に対し一括質問形式で見

解をお尋ねするものであります。 

 それでは、最初の質問。少子高齢社会、人口

減少時代における地域づくり、まちづくりにつ

いて、質問に入ります。 

 急激な人口減少が進み、全国のほぼ半数に当

たる896の自治体が、2040年までに消滅する可

能性がある。前岩手県知事で総務大臣も経験さ

れた増田寛也氏を座長とする民間研究機関、日

本創生会議が描き出した日本の将来像が５月に

発表され、大きな波紋を広げているのは御承知

のとおりであります。 

 どんな数値が発表されようとも、少子化と、

今や超がつく高齢化社会に加え、人口減少は確

実に進行し、避けて通れない状況の中にあるの

は、一極集中の大都市を除く日本全国の基礎自

治体に共通する問題でもあるわけですが、特に

も「消滅」と名指しされた小さな市町村には、

悲観的なムードも漂っているところもあると聞

きます。 

 国も経済の成長を最優先とした政策のもとに、

地方の衰退や人口減少対策に手をこまねいてき

たとまでは申しませんが、日本のこれからの成

長や国力を左右する重要な問題であるとの認識

からか、去る３日に実施した第２次安倍改造内

閣に地方創生相なるポストを設置し、結局は、

去就が注目されていた方が大臣に就任しました。 

 私は、この地方創生大臣新設については、遅

くに失したという思いもありますが、危機感を

持って、元気で豊かな地方の創生と再生に、国

を挙げて取り組むことに大きな期待を寄せるも

のであり、少子化対策や女性活躍大臣とともに、

衰退する地方の抑止力となる政策を強力に推し

進めてほしいと願う１人であります。 

 失礼ながら通告にはありませんでしたが、市

長は、この地方創生相の創設にどのような見解

をお持ちでしょうか。 

 さて、質問の冒頭の日本創生会議が公表した

日本の将来予測は、東京一極集中や少子化への

危機感を共有し、ショック療法のために、意図

してセンセーショナルな消滅可能性都市のリス

トを掲げ、これからの日本を考えるとき、やむ

にやまれぬ気持から警鐘を鳴らす意味で発表し

たという側面もあると聞いています。 

 国立社会保障・人口問題研究所の試算では、

2010年の人口を基準としたとき、26年後の2040

年に人口移動が終息した場合と、終息しない場

合の２つのパターンで示されましたが、きのう

も同僚議員の質問で、具体的な数値が取り上げ

られ、厳しい予測の数値にも触れられていまし

たので、この部分は割愛させていただきます。 

 しかし、私は、細かい数値についてはあまり

神経質になる必要はないとは思いますが、この

傾向をどう受け止め、どう乗り越えていけばい
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いのか。手をこまねいているわけにはいきませ

ん。我が遠野市においても、これからの地域づ

くり・まちづくりにとって非常に大きな意味を

持つことになり、以下、小項目３点についてお

尋ねをいたします。 

 １点目は、結論的な部分で、確実に進む少子

高齢化社会、人口減少時代において、今後どの

ような地域づくり、まちづくりを目指そうとす

るのかについて、お示しを願います。 

 第２次進化まちづくり検証委員会の結論を待

ってからということは予想されますが、住民視

点の立場から、本市としてのコンセプト・主眼

をどこにおいて、どのように進めていくのか。

また、人口減少に伴い、公共施設の統廃合・縮

小等も考えられますが、どのように合意形成を

図りながら進めていくのか、今から十分な準備

検討と計画的なビジョンづくりが求められると

思われます。 

 市長は、常日頃、身の丈に合った行政、身の

丈に合った財政という言葉を使われます。人口

も財政規模も縮小していく中にあっては、身の

丈自体も次第に縮小していくと考えざるを得ま

せんが、30年後も希望の持てる遠野市であって

ほしいと願うものであり、次の世代へ過剰な負

担を強いることのないように、当局と議会が議

論を深めていかなければならない、極めて重い

問題ではないでしょうか。 

 ２点目は、中心市街地から離れた周辺山間地、

いわゆる在と言われる場所の活性化や、地域力

の保持をどのように図っていくのかについてで

あります。 

 これまで中心市街地は、商店街や観光施設な

ど、活性化のために各種事業を展開し、多額の

予算がつぎ込まれてきた経緯があります。さら

には、市庁舎が新築されるプロジェクトが動き

始めました。それも、ある意味当然であり、必

要ではありますが、加えて、今後は人口が減り

続ける周辺農村部を真剣に活性化、支援してい

かないと、地域コミュニティが弱体化していく

ことは明白であると思われます。 

 農地の荒廃や無人家屋の増加と、環境の悪化

が急速に進んで、10年先、20年先に、日本のふ

るさと・遠野郷のイメージが現在のまま続いて

いるとは保証できません。徐々に損なわれてい

く可能性は否定できず、景観保持をする人手が

足りないなどという事態も予想されるのです。 

 こうした状況を少しでも回避したり抑止する

ために、地域力の保持が重要であり、そのため

には住民の力の結束が前提となることは明白で

ありますが、人口が少なくなることは地域力、

言いかえればコミュニティ結束力の低下を招く

ことになります。市職員の人数も段階的に減っ

ていくことは予想されますが、現在の地区セン

ターの役割やサポートは、より重要度を増すと

ともに、それぞれの地域からバランスのとれた

職員の採用のあり方を含め、人材の育成と配置

体制が必要と思われます。 

 日本創生会議の発表後、自治体の職員から、

あのリポートがきっかけで、住民の職員も、も

うだめだと思い始めている、との訴えや、過疎

地の住民の間にあきらめムードが急速に広まっ

ていると実感するとの報告。さらには、将来の

消滅が避けられないのなら、税金をかけて維持

するのは無駄だから撤退すべきという、農村不

要論が力を増してきているという実態があると、

長年過疎問題に取り組んできたある大学教授が

行っています。 

 最近、よく聞かれる、コンパクトシティ化を

実現して、農山村集落からの撤退を進めるべき

だ、という主張もその延長上にあり、地方都市

の中心部に生活上必要な病院や商業施設、福祉

施設などを集中させることで、周辺からの人口

移動を即し、農村をたたんでしまおうとする考

え方は、私のような地方都市の中山間地帯の外

れに居住し、集落の一員として細々と営みを続

け、地域を守っている多くの人には、暴論以外

の何ものでもありません。 

 住み慣れた地域に暮らし、共同体としての地

域のきずなを守り、維持していくために、人口

減少時代における本市の取り組みについて、見

解を伺います。 

 小項目の最後、３点目は、日本のふるさと・
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遠野郷や、民話の里に加え、自然豊かな農山村

の地の利や、時間と空間を生かして、癒し、癒

される田舎・遠野郷をアピールし、交流人口拡

大につなげていく考えはないかについてお尋ね

いたします。 

 現代社会は別名ストレス社会とも表現されま

すが、会社や仕事にうまく適応できずに、悩み

やストレスを抱えたり、また、感受性の強い心

の繊細な方ほどうつ的になりやすかったりとも

言われ、心や身体に悩みや疲れを抱えながらも

一生懸命生きているという方が実に多い、と世

間では一般的に捉えられているのではないでし

ょうか。 

 また、３.11以降、若者の農村漁村への田園

回帰志向が静かなブームとなって、地方へのＵ

ターン・Ｉターン現象が、西日本において特に

顕著にみられるようになったという事例が多く

なり、ＮＰＯ法人ふるさと回帰支援センターの

移住相談件数を見ると、2008年の2,900件が、2

013年は約11,000件と3.8倍という伸びになって

おり、数字が裏づけしていることがわかります。 

 これらのことからも、農山村に移住する若者

がふえており、また、ストレス解消や癒しを求

めている人も潜在的にかなり多いと思われ、し

っかりとした受け入れ態勢があれば、需要と供

給のバランスで、交流人口の拡大に一定の効果

があるのではないかと想像されます。現状の日

本のふるさと・遠野郷や、民話のふるさとの切

り口でも、癒し、癒される部分は含んでいると

思われますが、さらに、しっかりとしたキャッ

チコピーとイメージでアピールする取り組みも

重要ではないかと思うのであります。 

 その受け入れ態勢ですが、遠野には豊かな自

然・カッパ・座敷わらし・オシラ様・民話に馬

の里など、自然に癒しや安らぎを与えるアイテ

ムは豊富に存在しています。また、遠野市とい

う名前自体にネームバリューがあり、市全体が

癒しの雰囲気を醸し出していますが、あそこに

行けば癒されるという空間も必要であり、一例

として、大出の早池峰自然学校や旧土淵中学校

校舎のみらい創りカレッジの一角を使用するこ

とも可能と思われます。 

 また、私が一番望むのは、県の教育委員会と

連携を図り、旧遠野情報ビジネス校の校舎を利

活用し、遠野のヒーリングスポット、またはリ

ラクゼーションエリアなどとして整備をするこ

とです。 

 その理由は、先生方の中には学級運営などで

悩み、苦しみ、休職している先生がかなり多い

と聞きます。その方々がゆっくり静養したり、

自分を見つめ直す場所を提供するとともに、誰

もが利用できる癒し、癒される田舎・遠野郷の

空間をつくり出すことは不可能ではないと考え

ます。 

 そして、心身ともにリフレッシュできる場所

を提供すれば、話題性にもつながり、特に都会

の人から、これからの時代に求められる場所に

なり得るのではないかと考えますが、本市の資

源を活用した癒しの空間づくりをしながら情報

発信をして、全国にアピールし、交流人口の拡

大を図るという考えについて、夢物語・絵空事

と評されるかもしれませんが、市長の見解をお

尋ねいたします。 

 次に、市内観光地の処遇格差の認識と振興に

ついてと題し、２つ目の項目の質問に移ります。 

 我が遠野市には、日本のふるさとの原風景を

象徴するような観光地や名所など、数多くの観

光施設を抱え、たくさんの観光客が遠野を訪れ

て、その歴史や風土と伝統風習に触れ、田舎な

らではのよさを堪能されている方も多いのでは

ないかと推察されます。 

 代表されるものとしては、ふるさと村に福泉

寺やカッパ淵、水光園に山口の水車、千葉家に

続き石、五百羅漢に卯子酉神社、めがね橋に鱒

沢の桜並木、さらには荒川高原や貞任に高清水

高原、そしてとおの物語の館や博物館に鍋倉城

址と、そのほか、遠野遺産の名所などを加える

と、数多くの観光地が各所に点在しています。 

 さて、旧宮守村時代において、宮守を代表す

る観光地に、今や、何かと注目をされているめ

がね橋のほかに、寺沢高原や稲荷穴が含まれ、

相当の情報発信がなされ、それなりの観光客も
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あったと認識をしています。 

 しかし、合併後、遠野市の西の玄関口である

宮守町は、立地条件に恵まれためがね橋を除き、

他の２カ所については情報発信量や誘客へのＰ

Ｒ施策も少なく、他の市を代表する観光地に比

較して、悪い言い方をすれば軽視されていると

いうか、処遇の格差を感じているのは私だけで

はありません。 

 一例を申し上げれば、寺沢高原に関し、放射

能汚染による草地の除染工事もおおむね終了し

たように思われますが、以前は高原祭りやつつ

じ祭りも開催され、ホーストレッキングなども

人気があって、放牧された牛馬が草をはむ姿が

高原にとても似合い、県内各地から愛好者の集

う場所でもありましたが、今や馬力大会にシフ

トされ、イベントはなくなってしまいました。 

 あそこには標高993メートルのところに展望

台があり、展望台に登るとちょうど1,000メー

トルとなり、360度のアラウンドビューで、晴

れて視界良好のときは岩手山や栗駒山、そして、

はるか鳥海山までも見渡すことができる絶好の

ロケーションであることは、多くの方の知ると

ころでもあります。 

 今シーズンは雪の影響からか、展望台の床板

に穴が開いているところがあり、補修もされず

立ち入り禁止となって、春先からそのままの現

状が続いています。 

 立ち入り禁止といっても、バリケードが置か

れているだけで、簡単に立ち入ることができ、

私も３回ほど登って壊れている現状を確認して

おりますし、たまたま来ていた他市の山菜取り

の女性の方々も登っているのを見ていますが、

なぜ、応急措置や修理ができないものか。市民

に特段説明もなく、放置しているようにさえ感

じられます。 

 そして今回、すぐ隣には消防救急・防災行政

デジタル無線の中継鉄塔がフェンスに囲まれて

建ち、電気の配線と機械設備の設置を待つだけ

のような現状となって、展望台の風景が変わり

ました。 

 その展望台への道路は、牧草地の途中から砂

利道となり、いわゆる車掘れとなって乗用車で

は難儀な道で、工事車両も現場への侵入には苦

労したことは想像に難くなく、あの絶好のロ

ケーションに誘客を図るならば、残された500

メートルの砂利道を舗装すべきであると考えま

す。 

 また、すぐ近くにはバンガロー施設もあるわ

けですから、いろいろな事情で閉鎖状態となっ

て遊休化が続いており、なぜなのかと疑問に思

っている方もいることは事実です。 

 ウェブサイトを見ると、寺沢高原やバンガ

ローのことを発信してくださっている方もおり、

現地に行って、やっと使用不能や立ち入り禁止

がわかるようでは、観光客に頭が上がりません。 

 さまざまな理由があることは理解できますが、

観光客への対応や情報提供のあり方として、果

たしてこれでいいのでしょうか。 

 また、稲荷穴に関しては、現在は年に一度、

稲荷穴祭りが地連協の主催で、名水と特産品わ

さびの振興を目的として実施されています。し

かし、あの稲荷穴名水は、岩手県名水20選とな

り、ある大学教授の調査によって、いろいろな

成分分析から、世界一おいしい水と折り紙をつ

けられたこともあり、その水を酌みに来る人が

絶えませんでした。 

 一時、洞窟内のコウモリによる大腸菌の問題

もあって、水を酌みに来る人は減りましたが、

根強いファンがいて、あそこの水でなければだ

めだと、遠くから足を運んで来てくれている方

も結構いると聞きます。 

 このように、岩手の名水20選、世界一おいし

い水ということを、今は情報として発信される

こともほとんどなく、単なる鍾乳洞のある場所

になりかかっています。市内の観光地の一つで

あるならば、もっとワサビの産地と関連づけた

り、おいしい名水をアピールする情報発信も必

要だと思われますが、どのようにお考えでしょ

うか。 

 たまたまこの２カ所が私のところから近いと

いうこともありますが、宮守村の時代から比べ

たり、他の市内の観光地から比較しても、ＰＲ
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や情報発信量が少なく、施設の補修という観点

からも、処遇の格差・温度差があるように思わ

れます。これらに対する当局の認識と、これか

ら他の観光地と足並みをそろえ、どのような施

策を講じて、観光地としての振興を図っていく

のかについて、市長の見解をお尋ねいたします。 

 さて、昨夜はすばらしい中秋の名月をごらん

になった方も多いと思います。早池峰神社の観

月会は、果たしていかがなものだったでしょう

か。 

 議会の開催時でなければ、私もそのような会

に参加してみたい思いもありましたが、それこ

そ癒し、癒される田舎・遠野郷で、雅楽が奏で

る音色と十五夜の満月を堪能し、ストレス解消

で風流な時を過ごすことができる喜びをじっく

りと味わいたい、そんな気持ちにさせる優雅な

イベントではなかったでしょうか。 

 今、改めて４年間という、ときの流れの速さ

と、全国的に注目されている地方議会や地方議

員のあり方や質が問われ、責任の重さを痛感す

るとき、これまで、この場を借りてさまざまな

提言をさせていただいてきましたが、果たして、

市民の皆様の負託に多少なりとも応えられてい

るのかどうか、不安と、自問自答と、反省を繰

り返しながらの４年間でもありました。 

 以上で、私の一般質問を終わります。 

○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）  瀧本孝一議員の一般質

問にお答えいたします。 

 きのうは中秋の名月だということで、観月会、

雅楽と、中に癒しという中でという話がありま

した。私もできれば都合が取れれば駆けつけた

かったわけでありますけども、時間が取れず、

自宅のほうから中秋の名月を見たということで

ありまして、このようなこの癒し、ストレス社

会における癒し、その中で遠野という一つの大

きな存在感の中から、どのように活力を見出し

ていくのかというような視点に立っての御質問

と承ったところであります。 

 それから、４年という一つの任期の中で、議

員各位もそうですし、私も４年という任期の中

で仕事をさせていただいております。 

 その４年という任期の中でのさまざまなでき

ごとを振り返りながら、その中における市政課

題もまた浮き彫りにさせていただいたのではな

いのかなというふうに思っておりまして、その

ご質問に対しまして、順次お答えを申し上げて

まいりたいと思っております。 

 まず、１つは、人口減少社会。これは本当に、

佐々木大三郎議員との一問一答の中でもこの問

題が改めて浮き彫りになったと、私はその際も

申し上げました。 

 この基礎自治体と言われる地方の自治体は、

言われるまでもなくと言えばちょっと強気の発

言になるかもしれませんけども、そのことはみ

んな肌で感じながらこの課題に立ち向かってい

るというのが、この地方の人口減少社会におけ

る地方の実態ではないのかなと。座して待って

るんではないんだと。みんなそれぞれがそれぞ

れの地域の中にあって、どのような形での施策

を持ち、また地域経営戦略を持てば、この人口

減少に歯止めをかけるのかっていうことで懸命

に頑張っているというのが、その状況ではない

のかなというように思っております。 

 先般、テレビの中で、海士町という離島の取

り組みが紹介されておりました。高校がなくな

るという中で、都市、いわゆる大都市から半数

以上の高校生が移住をして来ているという中に

おけるものを、かなりのドキュメンタリータッ

チで、発想を変えるという中における取り組み

の一つではなかったのかなというように私もそ

のテレビを拝見いたしました。いわゆる発想を

変える。また、新しい仕組みをつくるという中

から、活力を見出すということに、今、懸命に

各地方は努力をしているという事情にあるんじ

ゃないかと。 

 したがいまして、日本創生会議が、かつては

もう創生会議が提唱する前に、人口問題研究所

が、この加速度的に進む人口減少、特に地方の

状況についてはもうシミュレーションし、公表

してるわけであります。そこに地方創生会議が
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消滅市町村といったような一つの刺激的な形で、

はっきり言えば警鐘を鳴らしたというのが日本

創生会議の発表ではなかったのかなというよう

に受け止めております。 

 そんなことを受けまして、全国各地でこの問

題を座して待つわけにはいかないという動きが

出てきているという、それが確実に、さまざま

な中で動きが出てきております。 

 きのうの答弁の中で申し上げましたけども、

これを座して待つわけにはいかないんだと。こ

の人口減少に立ち向かう自治体連合を立ち上げ

ようという中にございまして、それが10月の中

ごろには、それぞれ志を一つにする、同じくす

る首長が集まって自治体連合を立ち上げようと、

ことで、私も東北地区担当の世話人として指名

をいただいておりますので、何とか志を同じく

する首長あるいは議員各位と、そういうような

連合の中から、自治体連合の中から活力を見出

すための、あるいは減少に歯止めをかけるため

の一つの手立てを構じていくと。それは単なる、

何と申しますか、自分のところがよければいい

んじゃなくして、ネットワークの中からお互い

足らざるところを補いながらの部分における活

性策を見出していくということにつながってい

くんではないのかなと思っております。 

 そういった動きが加速度的に展開される中に

おきまして、御質問の中にございましたとおり、

地方創生相というのを立ち上げたと。これは、

私は地方にとっては結構なことだというように、

前向きに受け止めてよろしいんじゃないかと。 

 それから、自治体連合で基礎自治体が横の連

携の中で頑張ろうって言っても、やはりおのず

と、これもまた正直申し上げますと、限りがあ

るわけであります。 

 そこで、国との施策と、そしてまたこれ我々、

基礎自治体とがきちんとタッグを組む中におき

まして、いろんな手立てを一つ講じていくとい

う部分だけに、一つ国がそれをきちんと受け止

める、今度の内閣改造の中で明確に位置づけた

のではないかなというように思っております。 

 ただ、この地方創生相というこのポストが、

かつては構造改革っていう中にございまして、

内閣府のほうにかなりの権限を持たせた中にお

きまする、霞ヶ関の施策の総合調整という機能

を持たせて、我々基礎自治体にとっては駆け込

み寺的な役目を果たして、内閣府が霞ヶ関全体

の各省庁をトータルコーディネートするという

役割を持ちました。 

 また、この地方創生相が、そのような中にお

けるトータルコーディネートしながら基礎自治

体、地方にとっては何が一番大切なのか。あな

たとあなたのところに合う施策は何なのか。あ

なたのところに合う事業は何なのかっていった

ところで、きちんとピンポイントで、いうとこ

ろの企画し、企画と言うよりも調整し、その協

議をするというような形での機能を果たしてい

ただければというように思うわけであります。 

 例えば、一つの例でありますけれども、復興

相が立ち上がりました。復興相が立ち上がって

なかなか加速をしないっていう部分の中に、復

興相が調整機能を果たしていないというのがマ

スコミにも、あるいは被災地の市町村の首長さ

んからもよく聞きます。それぞれが縦割りの中

でものを見てるんではないだろうかというよう

なことがよく指摘されておりますので、この地

方創生相、地方創生担当大臣、かなりの実力者

の方がなったわけでありますから、その辺が存

分に力を発揮して、１つにも２つにも地方にと

ってはという中にあって、国のほうにおいては、

これは非常にこれはいびつな、国土の８％──

国土の半分以上が過疎地域なわけであります。

そこに８％の人口しか住んでいない。あとは大

都市圏に人口が集中しているって、この人口の

いびつなこの集中といったようなもの、これを

どのように解消していくのかというなれば、や

はりこれは国の施策、国の百年の大計に基づく

施策に基づいてでなければ出てこないだろうと

いうように思っておりますので、この機能ある

いは調整、そういったようなものは存分に発揮

できるような形での期待感を持っているという

ことを申し上げたいというように思っていると

ころであります。 
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 その後、関連いたしますけれど、先般、国交

省のほうから私のところにちょっとまいりまし

て、情報提供がありました。全国道の駅の会長

をしてるという立場で、わざわざ来て説明があ

ったわけでありますけども、道の駅を1,030カ

所ある全国の道の駅、これが地方創生にとって、

地方の活力にとって、非常に大きな地域資源と

して位置づけることとしたと。その中で、この

1,030あるネットワークを構築し、モデル道の

駅をそこに位置づけしながら、そこに核として、

それを今度は全国の道の駅のネットワークを構

築しながら、それぞれ地域の個性、顔といった

ようなものをその中に出していきながらってい

う部分の中における一つの政策だということで

ありまして、ただ、その政策も、私はまず、思

わず、これは大変結構なことだって話したんで

すけども、国交省とそれから総務省と、それか

ら農水省と経済産業省が持っている地方、この

再生、係るさまざまな事業を全部一括してメニ

ュー化しながら、どこに、どこの道の駅にその

事業がマッチングするのかっていうことを協議

を受け、さらには調整をしながらそこを総合的

な形での事業として位置づけると。各省庁が縄

張りの中で事業をぶんどるんではないと。トー

タル調整をすることといたしましたと。それで

４省庁で合意をいたしました。 

 そして、その合意をしたことに伴いまして、

今度、立ち上げる地方創生の創生相の一つの目

玉事業にしようという形で、概算要求も考えて

おります。あるいは概算要求っていうよりも、

平成27年の概算要求っていうよりも、補正予算

も考えながら、これにさまざまな形での手立て

を講じていきたいというようなお話がありまし

たので、こういう部分で国が打ち出してくれれ

ばという中におきますサインを示し、また全面

的に市町村としても協力すると言うことを申し

上げたわけでございますので、そのような動き

も出てきているということを申し上げて、答弁

とさせていただきます。 

 それから、このまちづくりといったものに対

するこの人口減少社会においてどうなのかと。

これは議員からもお話がありましたとおり、こ

のような動きがあると。人口減少は避けて通れ

ない。その中で一連の縮小という一つのことを

素直に受け止めながら、一定の縮小社会という

中において、さまざまな戦後一貫して続いてき

たこの組織が、あるいは仕組みが、やはり発想

を変えた中において新たな仕組みとし、対応し

ていかなきゃならないだろうというような認識

の中から、第２次進化まちづくり検証委員会を

立ち上げ、しがらみのない学識経験者、企業経

営者の方々に、今、メスを入れていただいてお

るっていうことで、もう既に６回の検証委員会

を重ねております。 

 その６回の検証委員会におきましては、直接

地区にも入りまして、区長さん方等からも意見

を率直に聞きながら、先般、中間報告をいただ

いたところであります。 

 この中間報告の中においては、これは誇るべ

き遠野のこの先人の一つの先見性と言ったもの

の中からあるんではないかなという形で、素直

にそれを受け止めておりますけれども、いうと

ころの40年前、遠野市としての一つの地域のあ

り方、コミュニティのあり方の中から、地区セ

ンターを中心としたカントリーパーク構想とい

うものがあったわけであります。その中におい

て、地区センターというものを位置づけながら、

そこを拠点にしながら、旧町村単位で、コミュ

ニティを一つ、地域も一つの活力をそこに見出

そうという一つのビジョンがあったわけであり

まして、これがいうところの市民センターを中

心とした地区センターというネットワークの中

から、こうして40年間の一つの歩みを続けてき

たっていう部分においては、遠野といったもの

が宮守村との合併において、１町10カ村という

新たな遠野郷という仕組みの中から、それがま

た一つのステージを持ったという中に、もう既

に９年を経過してるわけでありますから、こう

いったことを踏まえながら、これを大切にしな

がら、そこを踏まえながら、新たな仕組みをと

いう中における第２次進化まちづくり検証委員

会、行政区も90ある、果たしてこれでいいだろ



－ 59 － 

うか。 

 今、地区センターのそのマンパワーの活用も

果たしてこれでいいだろうか。活性化専門委員

といったような新たな制度、マンパワーの配置

はどのように持って行ったらいいだろうか。市

民センターも今、大規模な改修工事をしてるわ

けでありますけれども、この市民センターの機

能をさらにブラッシュアップするような一つの

仕組みはどうだろうかということを今、メスを

入れていただいております。 

 中間報告もいただいて、それは非常に大切な

ことだと。大事でした形で仕組みづくりをと。

ただ行政区90は何らかの形で見直しをしなきゃ

ならんだろうというようなことを考えての、先

般の中間報告であったわけであります。 

 そして、この27年度が今の総合計画の最終年

度であります。したがいまして、先般、総合計

画実施計画の後期の25年度の達成率を、議員各

位にも御説明申し上げたところでありますけど

も、そのような状況の中で、７割以上の達成率

を確保したということになっておりますので、

これを26年度、そして来年の最終年度27年度で

きちんと総括した中におきまして、今すでに作

業を始めておりますけれども、平成28年度を初

年度とする総合計画10カ年計画、前期５カ年、

後期５カ年、そしてまた、それに伴っての実施

計画といったようなものの中に、この進化まち

づくり検証委員会、そしてまた、ただいま瀧本

議員からさまざまな中での御指摘もいただきま

した。課題もその中で浮き彫りにさせていただ

きました。 

 そういったことをよく踏まえた上で、作業を

加速させ、27年度中には総合計画としての10カ

年の長期計画、そして前期５カ年としての財源

措置も踏まえた中における計画。さらには実施

計画という中にこの地域のコミュニティのあり

方、あるいはそこにマンパワーをどのように配

置し、そのコミュニティをいかに維持し守るの

か。そしてまた少子化にどう挑んでいくのかと

いった、また高齢化という中において、いうと

ころの弱者と言われる形で言われるわけであり

ますけども、買い物弱者であり、あるいは災害

弱者でもあるという、こういう方々に対する手

立てをどのように、安全安心という中から構築

していくのかという中における位置づけを明確

に持って行きたいというように考えているとこ

ろでもあります。 

 そういった中にございまして、先般、総務省

の過疎問題懇談会、私もメンバーの１人であり

ますけども、中間報告を行いました。その中に、

集落ネットワーク構想といったようなことを明

確に打ち出しております。それを中間報告の中

で、さまざまな懇談会で議論をしながら、中間

報告という形でまとめたわけでありますけども、

その総務省としての過疎問題懇談会として、総

務省側に提起した中に置いては、集落は、ただ

もう消滅するから、だからその中で費用対効果

の中で無駄なんだと。だから、コンパクトシテ

ィの中で町場に、何と申しますか、集約すれば

いいんだという中における効率性っていう問題

だけじゃなくして、その伝統のある、そして文

化もある、そしてまた一つの集落といった人と

人とのつながりをどのような形で維持していく

となれば、やはりネットワークだろうと。ネッ

トワークだろうと。核となる例えば遠野の場合、

地区センターがあって、その集落の中における

人とあるいはＩＣＴを利活用した部分における

人と人とのつながり、情報通信との中における

つながり、あるいは道路ネットワークによるつ

ながりといったものをきちっと構築すれば、集

落は、地域は、守れるというような一つの発想

の中から、中間報告としてまとめたということ

でございますので、これがこの地方創生といっ

たような新たな国の施策の中でうまく踏まえて

の一つの政策展開になっていただければなとい

うことを強く期待もしてるとこでございますの

で、そのようなことを申し上げながら、一つの

工程表における進行管理を十分に踏まえての対

応に持って行きたいというように思っておりま

す。 

 やはり、限界だ、消滅だという言葉の中から、

元気を出せって言っても、私は地域の方々も元
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気が出てこないと思う。私がいろいろ瀧本議員

話しました、地域の中にあるお祭り、あるいは

さまざまないろいろな防災訓練、先般の防災訓

練も本当に市民の皆様の協力をいただいており

ます。 

 これから実りの秋で、さまざまなお祭りも盛

んに行われます。やはり必死に地域を守ろうと

いう市民の皆さんの底力がそこにあるわけであ

りますから、その底力をきちんと支える仕組み

づくりこそが、私は必要じゃないのかなという

ように思っているところでもあります。 

 非常に概念的な答弁になったかというように

思っておりますけども、一つ気合いを込めて、

それこそ気概を込めて、この問題にも果敢に挑

戦していきたいと思っております。 

 それから、癒し、癒されるという、これはま

さにいろいろお話がありました。その部分にお

けるこの遠野は、そのような風土、そしてまた

私は文化を持っているというように捉えている

ところであります。これは、やはり一つの魅力

というものに、そこにつながってくるというこ

とになると思いますので、その部分をよく踏ま

えた中におけるさまざまな施策の中から、いう

ところの交流人口を拡大していくというものに

持って行く。 

 ＳＬ45キロ煙を吐いて走っております。あの

ＳＬに乗った方が何だこの遅いスピードはとい

う人は誰一人いないという、誰一人いない。車

で45キロで走れば、何だこのスピードはという

ことで、後ろからクラクション鳴らされるわけ

でありますけども、ＳＬに乗ってると、あのス

ピード感が非常に心地よいスピード感になって

る。皆さんが、多くの方がそういうものをみん

な持ってる。そこで癒されるということになる

わけでございますので、そのようなものをうま

くキャッチングしながら、さまざまな施策をと

いうことで、いろいろお話がありました。民泊、

この農家の方々の民泊でも癒しといったような

もの。あるいは、遠野早池峰ふるさと学校。 

 先ほど観月会の話が出ましたけども、先般、

東京在住の横浜、川崎在住でありますけども、

新進気鋭の写真家の新井さんていう方と、それ

からバイオリニストの世界的なバイオリニスト

のお２人が、何とあそこの早池峰ふるさと学校

で、早池峰神社で結婚式を挙げ、そしてふるさ

と学校の講堂で披露宴をということで、お２人

の親族の方々、御両親をはじめ親族の方々が東

京から40名以上駆けつけての披露宴がありまし

た。私もお招きいただきまして、参加いたしま

した。何か映画のロケに参加してるような感じ

もありましたし、何かこう、タイムスリップし

たような感じもありましたし、最後は、本当に

世界のまさにバイオリンの音色が、響きが、古

い校舎の講堂に響き渡ったときは、本当にアン

コールの拍手が鳴り渡り、まさに都会から来て

る方々も本当に満足したような顔で、披露宴を

楽しんでおったという部分にも、御指摘のあっ

た癒しっていうものはそこに見いだせるんじゃ

ないのかなというふうに思っておりますし、御

質問のありました、みらい創りカレッジ。これ

もまさに世界の最先端を行く情報産業の、新進

気鋭というよりも中核の社員の方々が駆けつけ

ながら、その校舎でさまざまな形での検証を行

ってるという部分、それを迎え入れる遠野市民

の皆様のこの民泊、あるいはホームステイとい

う中における部分。そこがうまくこう、連携取

り合ってるという部分は、やはり一つの遠野と

して大事にしていかないと、仕組みとしてある

んじゃないかなと思っておりますので、癒し、

癒されるという部分の中における一つの取り組

みは、これからもその環境づくりになお一層努

力してまいりたいというように思っております。 

 最後の質問でありますけども、市内観光施設、

この格差がないのかと。自分が地元で寺沢高原、

あるいは稲荷穴、遠野いうところの交流人口の

拡大、さらには観光スポットとしてちょっとイ

ンパクトに欠ける、あるいはその環境整備、大

変厳しい御指摘もいただきました。これはまさ

に安心安全のためにも、いくらかつての賑わい

はないって言っても、観光客の方が出入りする

わけであります。あそこに一定の、それこそ癒

しを求めて寺沢高原に行く方もいらっしゃるわ
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けでありますから、安心安全のためにも事故が

あってはならないためにも、やはり環境整備は

きちっとしなきゃならないというふうに思って

おりますので、ただいま御指摘いただいたこと

を踏まえながら、これにつきましては直ちにパ

トロール等をしながらの対応を急ぎたいという

ように思っております。 

 まだ９月ではございますから、まだ10月中、

雪の降る前、あと１カ月半ぐらい、２カ月ぐら

いは観光客の方も出入りするかというふうには

思っておりますので、点検といったようなこと

を急ぎたいというふうに、先ほどの御質問を聞

きながら思ったところでございますので、それ

をまずお伝え申し上げたいというふうに思って

おります。 

 それから、このかつての寺沢の賑わいや稲荷

穴の賑わいがあっておりました。私はこれは点

で考えるんじゃなくして、やっぱり一つの物語

性を持った、ストーリー性を持ったこのネット

ワークとして構築してくっていうことがすごく

大事ではないのかなというように思っておりま

す。 

 特に、寺沢高原の場合は、福島第一原発の影

響が寺沢高原にもろにあらわれたわけでありま

して、本当にこれは、あそこの寺沢高原の良質

な牧草、それを栄養豊富な良質な牧草を食べさ

せることができない。あれだけ良質な牧草をつ

くり上げてきたっていう関係者の皆さんの努力

で、あれだけの遠野ならではの財産を持ってる

わけでありますけども、それが福島第一原発の

影響で、それを食べさせちゃならない。あの汚

染牧草を本当に東京電力の本社前に持ってって、

何とかしてくれってことを訴えたいというよう

な衝動にかられるときもありますけども、余り、

そういうようなヒステリックな対応は差し控え

なきゃならないだろうと思いながらも、寺沢高

原のその魅力といったようなものが、この福島

第一原発の影響によって、もろに影響を受けて

いるということもあります。 

 そのようなことの背景もありながらも、やは

り、遠野として、大変、馬事文化であり、馬文

化であり、牧歌的な風景といったような大パノ

ラマだというようなことを考えれば、やはり、

大事にしなきゃならない一つの景観として位置

付けることができるだろうと。となれば、やは

り、ネットワークを構築する中から、一つの

コースをつくり、受け入れ環境をつくりながら

という部分を観光協会、さまざまな、市も当然

でございますけども、地域の方々とも協力いた

だきながらという部分におけるネットワーク。

したがいまして、稲荷穴から馬越を越えて附馬

牛にほうつきましては、今度の県の統一要望に

議長とともども、議会市議会として、市長と連

盟でもって県に統一要望したわけでありますけ

ども、この宮守川の改良につきましても、県工

事としてやってほしいということでのお願い申

してあるわけでございますから、そうしますと、

一つのネットワーク、コースができると。コー

スができることによって、さまざまな魅力、名

水という魅力、あるいは寺沢高原のあそこの大

パノラマの魅力といったようなものをそれぞれ

の皆様に発信しながら、交流人口の拡大を図っ

ていくという中における取り組みを、やはり、

きちんと物語性を持った中における取り組みと

して位置づけていきたいというふうに思ってお

るところでございますんで、これからも積極的

な提言と御意見を賜ればということを改めて、

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）  ２番瀧本孝一君。 

   〔２番瀧本孝一君登壇〕 

○２番（瀧本孝一君）  御丁寧な答弁をいただ

きました。馬越峠についても要望していただけ

るということで、本当に期待をするものであり

ます。 

 人口減少社会の対応についてですが、オール

遠野でということで、庁舎的には関係部署が横

断的に連携して対応していくものとは思われま

すが、そこに、例えば、専門部署なり、担当者

を張りつけて、トータル、調整的といいますか、

それこそ専門部署で、これから対応していく対

策について、いろいろ、その専門部署が対応し
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ていくというふうな取り組みといいますか、そ

ういうことも検討していかなければならないよ

うな気がしますが、それについて、１点のみを

お伺いをいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  再質問にお答えいたし

ます。 

 やはり、今、お話ありましたとおり、このマ

ンパワーをどのように適正に配置していくのか

という部分も、人口減少社会における地域の維

持、あるいは、その活力の維持というものにつ

いては、すごく大事なことだと。今、それこそ、

緊急な、一つの課題として検討させております

けども、過疎債を活用した地域活性化専門員と

いう一つの制度があります。今般は、地方を応

援するという中におきまして、地域支援員とい

ったような一つの制度もあります。それから、

緑のふるさと協力隊といったような総務省の事

業もあります。そして、また、市の正規職員も

その中に入ってると。あるいは、ＮＰＯのよう

なものも、さまざまかかわってきてるというこ

とがありますから、その辺をどのような形の中

で、適正に、そのノウハウの持ってる方々を適

正に配置するかということが極めて大きな課題

でありますので、そういった点につきましては、

地区センターへの職員の配置、それから、その

集落といったような中に、誰か、そこで、集落

で、さまざまな中でコーディネートするような

人材の配置といったようなものを含めて、それ

ぞれ課題を今整理しながら、特に、これも待っ

たなしでありますから、来年の定期人事異動等

においては、ある意味においては、一部スター

トさせるような、これまでの経過を見直ししな

がら、一部スタートさせるような、そういうよ

うな形で、この作業は急いでいきたいというよ

うに思っておりますので、これまた御理解いた

だければというように思っております。 

○２番（瀧本孝一君） 以上で終わります。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午前10時53分 休憩   

────────────────── 

   午前11時03分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 次に、進みます。18番石橋達八君。 

   〔18番石橋達八君登壇〕 

○18番（石橋達八君）  通告に従いまして、一

般質問を行います。 

 この言葉を使うのも最後となりました。 

 平成３年の初当選当時、議会活動の参考にと

岩手医科大学病院の通りにあります公文書関係

の専門の本屋さんで、議員必携という本を見つ

け出し、買い求め、議会に参画したことを懐か

しく思い出します。憲政の父と言われた尾崎行

雄は、「正成が陣に臨める心もて我は立つなり

演壇の前」と、その演壇に臨む、演壇に立つ姿

勢を述べております。が、何せ身の丈、努力は

したものの、反省多々であります。市政全般に

わたり、総括的、市長そして教育長に伺いたい

と思います。 

 これまでの質問と重複するところはお許しを

いただきます。 

 市政を見渡しますと、超高齢化社会の対応、

人口減少問題、市民の安心安全、温暖化対策や

エネルギー問題、産業振興、地方都市の活性化、

未来を見据えたまちづくりと課題は多岐であり

ますが、遠野市が元気になることが国を変える

力になり、自覚ある地方都市がやらなければな

らない使命でもあります。 

 １点目は、若い人たちが定着する地域づくり

であります。高校を卒業した人たちがふるさと

にとどまり、また、専門学校や大学を卒業した

人たちが再び遠野に戻れるような環境をつくら

なければなりません。かつて、地方、特にも農

家の長男は家を継ぎ、次男、三男、姉妹は仕事

を求めて都会に向かいました。時代が移り、そ

うした人たちの中に、地方志向もあり、第二の

人生は田舎で暮らしたいと考える人も増加傾向

にあるようであります。昨日も紹介がありまし

た。内閣府の農山漁村に関する世論調査で、都

市住民に農山村漁村地域への移住願望等をある
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かないかを聞いたところ、「ある」、「どちら

かというとある」と答えた人の合計が31％。特

に若い世代が38.7％となっております。定住条

件として希望することは、医療機関の存在と安

定した仕事であります。これまでも足らざる部

分は補完し、取り組みをしてきましたが、一層

吸引力を高めていただきたい。就労の場確保の

場合、働く人と企業立地は車の両輪であります

が、社会の会社の誘致活動にしても、市長や担

当課のみでなく、文字どおり、縦割を超え、市

役所職員全員がそれぞれの人脈の中で、機会を

捉えて取り組むべきではないでしょうか。 

 国政も地方創生のため、新交付金の創設や地

域再生戦略として、就労の場の一極集中から地

方に流れを転換する税制上の優遇策などを打ち

出そうとしております。こうしたチャンスを積

極的に捉えていただきたいが、若い人が残れる

遠野市をどのようにつくるか、改めてお聞きし

たいと思います。 

 ２点目は、地域の伝統文化の保護・伝承の仕

組みについて伺います。 

 ９月定例会が終わりますと、ことしも遠野ま

つりであります。遠野まつりは当市にとりまし

て、郷土芸能お披露目の一大イベントであり、

貴重な財産であります。遠野郷に育まれた独自

の地域文化を大切に伝承していかなければなり

ません。しかしながら、全国的には、こうした

地域社会に根ざす伝統文化や民俗芸能が存続や

規模縮小の危機に直面していることも事実であ

ります。 

 遠野市は、遠野遺産の認定制度、郷土芸能の

掘り起こしや復活、リーダーの懸命な努力、学

校の授業に取り入れるなど、積極的に後継者育

成、伝承活動もしておりますが、少子高齢化社

会の進行、人口流出で活動休止に追い込まれな

いとも限りません。当然、万全の体制で何の心

配もない地域、また団体もあるでしょうが、都

会の学生や、市外、全国の祭り好きの方をモニ

ターツアーとして招き、遠野まつりを体験して

いただき、遠野芸能ファンクラブ等をつくり、

地域おこしにも積み上げたいものであります。 

 遠野市にとりまして、有形無形の文化財を守

ることは、観光にとどまらず、意義あり、有志

だけに任せるのではなく、市外の人との交流も

図り、地域文化保護・伝承をする仕組みをつく

る、今つくる必要がないかをお聞きしたいと思

います。 

 ３点目は、観光による交流人口、地域資源の

活用による活性化について伺います。 

 これまでも、観光振興、交流人口の拡大に力

を注いでまいりました。新たに兵庫県福崎町と

の交流連携、開講されました産学官交流の「み

らい創りカレッジ」には、新たな期待とその取

り組みを評価いたしております。コラボレーシ

ョンは時代の要請であります。 

 さて、東日本大震災発生後、遠野市も観光客

の落ち込みがありますが、発災前の岩手、宮城、

福島３県の観光消費額は9,800億円。これは３

県の養殖を除いて海面漁業と農業を合わせた生

産額7,700億円を上回っております。観光がい

かに大きな産業かを示しております。遠野市は、

独自の芸能や文化財、歴史的風土、すぐれた景

観、全面改修が始まる日本の十大民家千葉家に

しても、大きな観光拠点の可能性を秘めており

ますので、今後の計画、企画を期待しておりま

す。 

 これまで、外国人観光客の招致策も求めてま

いりました。ある試算によりますと、訪日外国

人旅行者11人、それから宿泊する国内旅行者26

人ほど呼び込めば、その効果は定住人口１人当

たりの年間消費額に相当するとの調査もありま

す。 

 花巻空港を活用した外国人旅行者の導入、通

過型から滞在型への転換、既存の民宿、宿泊施

設に加え、民間資本による宿泊施設建設も可能

な交流人口増員も望まれます。 

 次に、地域資源の活用で６次産業の活性化で

ありますが、先日、道の駅風の丘の売店を見る

機会があり、陳列されている商品が以前より充

実していることに感心をいたしました。納入者

の努力を見る思いでありました。観光地の物産

販売店は、その土地のすぐれた商品がなければ、
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魅力が半減いたします。地域資源の活用を図る

第６次産業の振興プロジェクトがスタートして

おりますが、基本は、それぞれの産業に携わる

人の決意であります。当事者のやる気や情熱を

いかに引き出せるかがポイントであります。 

 また、ブランド化しつつあるものもあります

が、さらに攻めの姿勢で成果が出せるよう望ん

でおります。また、登録商標で、他にまねので

きない商品で活性化を進めていただきたいが、

いかがでしょうか。 

 ４点目は、これからのまちづくりについて。 

 近年コンパクトシティが取り上げられており

ますが、内容は、学校や病院、行政施設など、

生活に必要な機能を一定地域内に集中する都市

づくりとされておりますが、ただ、国土交通省

では、全ての住民を中心市街地に集める一極集

中型や非効率な集落を切り捨てるものではなく、

複数の拠点、遠野市で言うなら、遠野町と旧６

カ村が効率的にネットワーク型に形成すること

と理解され、ニュートオノピアプラン、ニュー

カントリーパークの再考も一つであります。中

心市街地や行政施設の効率化は進めていただき

たいが、総点検を加えれば、市街地、各通りの

均衡ある発展も求められます。例えば、来内川

を境に下のエリアは自分たちが学校に通った当

時のままであります。今後の均衡あるまちづく

りの方針を伺います。 

 ５点目は、自治体間の連携促進であります。 

 本年５月に成立した改正地方自治法により、

自治体間の新たな広域連携の協約が始まります

が、岩手中部広域行政組合のごみ焼却場のよう

に、単独で行政サービスを完成させるこれまで

の発想を転換し、隣接市町村と互いに協力し、

自治体を維持可能にしていくものでありますが、

医療体制や広域交通、観光ＰＲや地域振興、防

災対策など広範な分野での取り組みが考えられ

ますが、組み合わせ次第で大きな可能性があろ

うかと思います。県の事業ですが観光面で県南

振興局では、遠野市、花巻市の女性をモデルに

観光パンフを作成したというニュースがござい

ました。自分の着想を披瀝すれば、広域連携Ｐ

Ｒで、ギャラは高いかもしれないが、ＳＬが通

過するめがね橋の下にＡＫＢ48をモデルにポス

ターを作成し、全国に発信するのも一つと考え

ておりました。大事な予算でありますので、一

か八かでやるわけにはいきませんが、効果はと

れるのではないかとも思います。効率性、経済

性、相乗効果を目的として、今後、どのような

広域連携を考えておられるのかをお伺いいたし

ます。 

 ６点目は、地方行政と国政のあり方について

であります。地方行政は、国民の選択した国政

のもとで司っておりますが、その際、変化著し

い政策、法律改正の中で、身近な分野で、どれ

だけ市民が理解をして、次に取り組んでおられ

るかが疑問を抱く場合もあります。例えば、農

業で新たな農業、農村政策が始まりました。４

つの改革にしても、農地中間管理機構の創設、

経営所得安定対策の見直し、水田フル活用と米

政策の見直し、そして日本型直接払い制度の創

設に加えて、農業委員会の改革、農協の改革な

どもありますが、賛否はあるにしても、どれだ

けの農業者や関係者が十分な理解、話し合い、

納得して動き出しているのでしょうか。当然、

市からの説明や資料の案内もあるでしょうが、

それはそれとして、直接国の各省庁の副大臣や

政務官、職員をどんどん招聘して、政策の中身

や疑問、その政策に至った背景など、説明を受

けることも必要かと思います。各省庁、いかな

る分野であれ、国と地方の密接な関係を築くこ

とで、よりスムーズに、価値的に、ときにはた

めになる情報が得られるかもしれません。先ん

ずれば人を制す。選択は必要ですが、これとい

った課題について、国の関係者に直接に来ても

らうあり方をつくれないものかどうかをお聞き

いたします。 

 ７点目は、将来的課題でありますが、スマー

トプラチナ社会について伺います。 

 25年問題を目前に、高齢化社会の対策として、

遠野市の地域包括ケアシステムづくりに努力を

されていることと思います。市民の誰もが安心

できる地域包括ケアシステムを期待しておりま
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す。 

 情報通信技術の活用につきましては、医療、

健康づくりのみならず、市政のあらゆる分野で

活用されるでしょうが、御承知のとおり、ス

マートプラチナ社会は、超高齢化社会の課題を

情報通信技術の利活用で解決しようというのが

目的であります。厚生労働省が本年６月公表し

た簡易生命表では、日本人男性の平均寿命80.2

1歳、それから女性は86.61歳で長寿世界一。一

方、健康上の問題で生活が制限されないで生活

できる期間を示す健康寿命と平均寿命の差は、

男性で約９年、女性で約13年、これは医療費や

介護費に負担がかかることから、この差を縮め

ることが求められております。 

 また、総務省の調査では、高齢者の皆様は老

後の過ごし方にも関心が高まり、社会参加への

意欲も旺盛のようであります。先日の遠野町の

敬老会でも、まだまだ若い人には負けられない。

社会貢献もやっていきたいとの決意のお話もあ

りました。健康を維持して自立的に暮らす。そ

して生きがいをもって働き、社会参加をするな

ど、ＩＣＴの活用で超高齢化社会の諸課題解決

の仕組みをつくるスマートプラン、社会の実現

をどのようにお考えになられているのかをお聞

きしたいと思います。 

 教育長にお聞きいたします。教育こそ、国家

の最も重要中の重要な大事業であり、携わる関

係者に敬意を表するところであります。 

 諸外国の特に後進国と言われる国々の教育事

情を見るにつけ、自分たちがいかに恵まれてき

たかを感じております。学校教育につきまして、

何点かの立場から、見解、方向性伺います。 

 その１つ目は、英語教育改革についてであり

ますが、先ほど本田市長に、若い人たちが遠野

に残る対策を聞きましたが、子どもたちを遠野

に囲うような偏狭な話をしたわけではありませ

ん。努力した子どもたちは、ビジネスもスポー

ツも世界を舞台に飛躍すべきであります。世界

的に日本の英語教育のレベルを見ますと、163

カ国中135番目になっていることなど、英語教

育のおくれがあるなどの背景から、文部科学省

は、グローバル時代に対応した使える英語を身

につけた人材育成を目指しております。英語教

育改革、実施計画では今後のスケジュールが示

されておりますが、課題がないわけではありま

せん。小学校の成績評価、英語ぎらいの増加、

担任の指導力や研修の充実、外国語指導助手の

確保など、子どもたちが楽しく外国語の学習に

親しみ、実践的な実力を身につけられる体制こ

そ、求められます。遠野市の方針をお聞きいた

します。 

 ２つ目は、全国学力テストの成果をどう扱う、

お聞きいたしたいと思います。 

 本年４月に行われた全国学力・学習状況調査

で、学校別の成績公表が解禁されました。全国

的には、学校別公表は１県２市となっているよ

うでありますが、遠野市としての方針はどうす

るのか。また、なぜ、そう判断したのかをお聞

きしたいと思います。 

 ３つ目は、現在なくてはならないものになっ

ております情報通信教育でありますが、パソコ

ン、タブレット、パスコンなど、情報通信技術

が教育現場で導入する動きが広まっております

ことは御存じのとおりであります。世界的に見

れば、経済力開発機構ＯＥＣＤの調査によると、

生徒の課題解決などで、ＩＣＴを活用した教員

の割合は、34カ国地域の中日本は最下位のよう

であります。文部科学省は、ＩＣＴ機器の操作

や活用を手助けするＩＣＴ支援員の配置を進め

ておりますが、遠野市ではどうなっているのか。

英語や算数と同じように、おくれをとると追い

つくまで大変であります。教員向けの研修会や

マニュアルはできているのでしょうか。市と学

校が一体で教員の指導力を高める支援が必要な

のではないでしょうか。 

 ４つ目は、がん教育、認知症の理解学習につ

いてであります。 

 全国的には、副教材の冊子をつくり、配布し、

小中学校で、がん学習を進めるところもありま

す。がん教育につきましては、２年前、９月定

例会でもお尋ねをいたしております。そのとき

は、保育と保健体育の授業で他の病気とあわせ
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て学んでいるという内容だったと思います。現

在及び今後の学習方針を伺います。また、認知

症への理解の機会をつくる必要性をどう考えて

おられるか、あわせて伺います。 

 ５つ目は、子どもの貧困と教育格差について

でありますが、昨年、子どもの貧困対策推進法

が成立、本年４月に施行され、策定が義務づけ

られていた大綱も示されました。一歩一歩改善

が図られていくと期待しております。 

 遠野市で生活をする子どもでも比較的親の経

済力に恵まれた家庭はそれとして、恵まれない

家庭もあります。厚生労働省の調査によれば、

18歳未満の子どもの約６人に一人は、国民の標

準的所得の半分にならない中で生活をしており、

進学を断念したり、専門の職業技術を磨く機会

に恵まれないといった人たちもいます。奨学金

制度があるものの、その結果が就職の門を狭め、

社会人になっても貧しさから抜け出せないとい

う貧困の連鎖に陥ってるケースもあります。こ

うした子どもたちを絶対に忘れない。絶対に置

き去りにしない。絶対に手を差し伸べる遠野教

育であるべきであります。家庭の貧困によって、

不利な条件に置かれている子どもたちが希望を

持って社会の担い手に育つため、教育の機会均

等を図る今後の支援策について、教育長にお伺

いをしたいと思います。 

 最後に、これまで、どんな質問にも真剣に答

弁をいただいた市長、当局、そして、御清聴い

ただいた皆様や同僚議員各位に厚く御礼を申し

上げまして、一般質問を終わります。 

○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）  石橋達八議員の一般質

問にお答えいたします。 

 私のほうには、大きな項目で４項目、それぞ

れ小項目と７項目にわたっての御質問と承りま

した。冒頭、平成３年からの議員活動であった

というようなお話がありました。それぞれの中

におきまして、それぞれ遠野市政がというより

も、遠野市が抱えてる全般的な問題につきまし

て、提案も含めての御質問と承ったところであ

りまして、また、その提案の中には、文字どお

り、この遠野の持つ伝統という、あるいは歴史

という、さらにはこの市民協働という底力をい

かに発揮させながら活力を見出していこうとし

ているのかという部分における、そういう視点

に立っての御質問というふうに承ったとこでご

ざいますので、順次お答えを申し上げてまいり

たいというふうに思っております。 

 まず、今後の遠野市政という中において、若

者が定着できる遠野をどのように構築していく

のかという一つの形での質問がありました。こ

れは人口減少社会の中で、今議会でも、その問

題が各議員からそれぞれの立場で取り上げられ

ております。どんどん減っていくという一つの

流れ。それに立ち向かおうとしてるところが、

今の我々の置かれてる状況であるということで、

これは今議会でも、このとおり交わされており

ますから、その中で、若者がという部分はやっ

ぱり大きなこれは一つのポイントであろうかと

いうふうに思っておりまして、したがいまして、

私も今の任期をもらうに当たりまして、昨年の

10月が新たな任期のスタートであったわけであ

りますけども、その際に、産業振興と雇用の確

保、そして、また、もう一つは、子育て環境の

中における教育環境の充実といったようなもの

を一つの緊急課題だという中において提起をい

たしました。市民の皆様にも、それを約束しな

がら新たな任期をいただいたわけであります。 

 それを踏まえまして、この４月１日に「六次

産業化推進本部」と、さらには、「子育てする

ならば遠野推進本部」というものを立ち上げた

わけであります。その２つは、なぜかと申しま

すと、一つは、やっぱり、仕事であります。雇

用であります。そこをどういう環境をつくって

いくのかと。そして、もう一つは、暮らしとい

う中に、その子育てという部分がどのように遠

野としての環境をそこにつくっていくのか。こ

の２つがきちんとした中においての受け皿が整

えば、若い方々も、じゃあ、遠野で就職をし、

また、そこで家族を持ちというような部分の中

で、若い方々を定着できる一つの環境といった
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ものをそこでつくれるんじゃないだろうかと。

しかし、これは、半年、１年で結果が出せるあ

れではない。そして、また、遠野というのは、

コンパクトな３万人規模の自治体にあっては、

それは、その課だ、それはそっちの課だ、うち

はうちの係だというわけにはいかない。やっぱ

り、トータルの中で、総合力として、市民の皆

様にも協力いただきながら、そして、さまざま

な分野の団体、機関の団体の方々の協力をいた

だきながら、総合力で、これに立ち向かってい

かなきゃならない。という中で、それぞれ六次

産業のほうについては副市長を、子育てするな

らばのほうにつきましては、教育長を本部長と

しての横断的な組織をそこに４月１日立ち上げ

たということ、わけです。これは、やはり、若

い方々に遠野に定着してもらいたいと。これは、

昨日の質問にありましたとおり、新規学卒でも

40人から50人ぐらいしか定着できない。新規学

卒は230人いるんだけども、そのうち40人か、5

0人。いろんな大学、専門学校、さらにはＩ

ターン、Ｕターンも含めて80人前後の一つの受

け皿を持ってるわけでありますけども、これを

できれば、この若い世代の方々の価値観も変わ

ってきてるという中におきまして、地元にいい

職場があれば、地元に住みたいという、そうい

った方々もふえてきてますから、そこをきちん

とした形での環境を整えなきゃならないという

ように思っておりまして、これが若者を定着さ

せる。そして、また、それが今のこの情報産業

の中にありましては、ＩＴ企業という話も昨日

出たわけでありますけども、情報産業といった

ようなものを踏まえながら、そこに新たな雇用

の場を見出していくというような中における取

り組みを、愚直にこれを皆さんの多くの関係者

の皆さんの力を入れながら対応していくという

ことが大事じゃないのかなというように思って

いるとこであります。 

 特に、この仕事という面からしますと、今、

新たな展開をというような話も情報もいただい

ておりますから、こういった部分をきちんとフ

ォローしながら、遠野にきちんと定着すると。

そして、また、そこに新たな雇用の場をつくる

というような中における取り組みをさらに強化

して、そのような環境整備をしていきたいとい

うように思っておるところでございますので、

若者という形の定着と。 

 それから、この部分においては、交流ってい

うか、若い方々、都市住民の方々の遠野市が一

定の受け皿にもなれるだけの「みらい創りカレ

ッジ」などは、そのようなことを予感させるよ

うな動きが出てきておりますから、そのような

ものと相まった中で、若者が定着できるような

まちづくりっていったものを進めてまいりたい

というように、改めて覚悟っていうか、決意を

いたしてるところでございますので、その決意

の一端を申し上げまして、答弁といたします。 

 続きまして、この伝統文化、あるいは、この

保護、あるいは伝承といったような仕組み、こ

れは遠野にとってもすごく大事でございます。

これは、先ほどの瀧本議員の中にも癒し癒され

るという話がある。この部分も、まさに遠野の

大きな地域資源として、この環境をどうつくる

かという部分におきましては、私は、一つは、

これは、一つの当時平成19年当時、文化庁の文

化行政の地方分権なんじゃないかなというよう

な話をいただいたことを思い出すわけでありま

すけど、遠野遺産認定条例というのを議員各位

のもとにも御理解いただきながら条例化を図り

ました。今、141カ所指定になっております。

その141カ所のこの指定になったそれぞれの地

域では、遠野遺産だという中から、これを大事

にしようと。大事にしようという中から、これ

を一つのじゃあ観光資源にも持っていこうとい

うような動きが出てきておりまして、おかげさ

まで、昔、大事にしてきた社であるとか、そう

いうようなものがよみがえってきてる。その中

には無形有形の文化財もある。それを遠野遺産

という中で認定をする中から、その一つの伝統、

あるいは伝承といったようなものをその中で見

出していくという環境。今、一つは141カ所に

もなったということ。それからもう一つは、

「語り部」1,000人プロジェクト。これはいろ
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んなジャンル。単なる昔話だけじゃない。語り

部だから昔話じゃない。歴史あるいは食も、あ

るいはさまざまな分野、ジャンルごとに語り部

ということで、今、691人ほどでございますか、

そういった形で認定を受けている方が出てきて

おりますので、この、こだわりの語り部の方々

による、それぞれの分野における伝承といった

ようなものを、この皆様の力によって伝えてい

くという一つのマンパワー集団の利活用といっ

たようなものも、大変重要な一つの遠野ならで

はの仕組みではないのかなと思っております。

したがって、この遠野遺産認定条例と「語り

部」1,000人プロジェクト。これを一つのきち

んとした確固たる仕組みに持ち込みながら、遠

野の伝統文化といったものを大事にしていく環

境をつくっていきたいというふうに思っており

ます。 

 「語り部」1,000人プロジェクトは629人が認

定されて──ちょっと数字間違えました。629

人が認定を受けているということでございます

ので、こういった方々との仕組みを大事にしな

がら、でも、一方においては、ほこら、あるい

は社といったような中における環境も整備して

いきたいものだなと。市民の皆様の力になって

整備していきたいというような形で、持ってい

きたいというように思っております。 

 ３つ目でありますけども、観光等による交流

人口、あるいは地域資源の活用と地域の活性化

にそれをどうつなぐ。交流人口の拡大につきま

しては、まず、一つは、「みらい創りカレッ

ジ」を４月８日にスタートさせました。この４

月８日ですから、５、６、７、８と、４カ月ち

ょっとなわけでありますけども、この「みらい

創りカレッジ」に参加した方が1,800名を超え

ております。私、関係者に言ったんです。これ

はひょっとすると化けるかもしれないプロジェ

クトだなというように言ったんですけども、私

が想定していた予想以上に、都市住民というか、

大企業を中心とした若い方々にすごく評判がい

いわけです。そこに遠野の緑峰高校の生徒さん

であるとか、遠野高校の生徒さん、あるいは民

泊という中で市民の方々も参加する。さまざま

六次産業という中におけるいろんな分野の方々

も参加する。そこで、まさに世代を超え、また

立場を超え、本当にいろんな発想を変えて、遠

野にこんなすばらしいものあるんじゃないかと

いうことを言われて、初めて地元の高校生も、

自分が生まれ育ったところがそんなにすごいと

こなのかってことを気がついて、目を輝かせて

る光景が、この４月、５月、６月と展開されて

おりますので、こういったような仕組みをきち

んとつくっておけば、私は、交流人口の拡大っ

ていったようなものも、その中で見出すことが

できるんではないのかなというようにも思って

いるところでもあります。 

 それから、もう一つは、連携と交流という一

つの切り口もあろうかと思っております。大府

市との交流などは、もともとが、人と人がつな

ぐという部分においては、石橋議員がその仲人

役でもあったわけでありますけども、大府市と

の非常にいい意味での友好関係が展開されてお

ります。名古屋のすぐ近くで非常にコンパクト

なまちづくり行ってるわけでございますけども、

大府の久野市長さん言わせると、「非常に学校

がふえて学校を建てなきゃならない」というよ

うな一つの悩みを抱えていると。そういったと

きに遠野は、逆に、再編しなきゃならない。廃

校という悩みを抱えてると。まさに全く相反す

る悩みを抱えながらもお互いそこを交流し合う

という中にございまして、私は、あの意味にお

いては勇気をいただいたんですけども、市長さ

んと、これだけのマンパワー集団と市民の皆さ

んの力と、それから、これだけのロケーション。

これは幾ら予算をつぎ込んでも、これはつくれ

ないし、手に入れることができませんと。逆に

うらやましいですってこと言われたことが非常

に私も印象深く話を聞きましたけども、大都会

のそういった財政的の交付税を受けてない。交

付税を受けないでも市政運営ができる大府市の

トップがうらやましいって言ってくれたわけで

ありますから、やっぱり、それを一つの力にし

ながら、交流人口の拡大っていったようなもの
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をその中で見出していきたいというようにも思

っているところでもあります。 

 そして、また、柳田邦男先生の生誕の地との

友好関係も締結することができました。したが

って、今議会があけますと、それぞれ遠野を訪

れる友好関係の自治体の方が100人を超えるよ

うな形で、今、受け入れ準備をしてるとこであ

りまして、そこには大府市、それから沖縄県の

読谷村、さらには神奈川県の南足柄市、これは

後方支援の関係でありますね。それから武蔵野

市、それから大府市の場合は市民ツアーも参り

ますし、それからスポーツ少年団、子どもたち

も参りますし、もう一つは、市長さんとか、議

長さんも参るというような中におきまして、こ

ういったお互いの連携、交流の輪が確実に広が

っておりますので、この部分も、それぞれのに

ぎわい創出という部分の中における、こういっ

たような連携と交流。ただ、これは、来るだけ

じゃない。こっちからも行かなきゃならないっ

て部分もあるわけでございますから、先般、福

崎町の友好協定を共同宣言を締結するに先立ち

まして、教育民生常任委員会の委員の皆様議員

各位が福崎町にも立ち寄って、さまざま交流を

深めたということで、島田町長と志水町議会議

長さんが大変喜んでおりまして、お互い行った

り来たりしましょうという形で帰られたわけで

ございますけれども、そういう関係も市民同士、

あるいは議会同士も、市長が行ったから行かな

かった、そういうことばっかりじゃなくて、そ

ういった各分野における交流も盛んにすること

によって、遠野の活力ってものをそこに見出し

ていきたいというように思っております。 

 それから、この連携という部分におきまして

は、もう一つは、広域連携ということもあろう

かというふうに。この広域連携も、私はこれか

らの部分におきましては、ネットワークという

部分におけるキーワードがネットワークだとい

うように思っているんです。情報通信が大変進

化して、一方においては、道路ネットワークも、

その中において、お互い行ったり来たりすると

いう関係がすごく大事なわけでありまして、こ

の広域連携の中におきましては、先般、日曜日

でありましたけども、風の丘の道の駅風の丘に

新たなテナントとして「漁師の魚屋」という中

で、大船渡市で大きく拠点を構えながら、震災

復興から見事に立ち上がって、今、船を失い、

工場を失った鎌田水産株式会社さんが海の幸を

ということで、風の丘に新たなテナントを展開

していただいたと。この間の日曜日は市内外か

ら１万人の方が押し寄せたという中で、大渋滞

も招いたわけでありますけども、そこには、釜

石の東部漁協の組合長さんが中に入って、そし

て鎌田水産さんに御紹介していただいて、そこ

と道の駅風の丘とがうまくあれしながら、あい

てるものを、あるいはまだ活用してない空間を

利用しようということで、内陸と沿岸の交流の

拠点としての遠野の一つのまちづくりの中にお

けるものをあのとおり具体化したということに

つながったわけでありまして、そのようなお互

いの連携と交流。ごみ処理なども、もう既に仕

組みができてるわけでありますから、広域連携

と、ということになりますし。もう一つは、今

議会でも出ております大きな市政課題でありま

すけども、野生動物の被害対策も、これも広域

連携の中で対応していかなきゃならない大きな

課題なわけでありますし、もう一方においては

立丸にトンネルがあきますと、宮古下閉伊地区

とのさまざまな交流といったようなものも、そ

の中で見出していくことができるわけでありま

すから、そこで、一つの産業といったようなも

の、あるいは環境整備っていった行いから産業

おこしを行っていくというものが一つのストー

リーとしてつくれるんじゃないかなと思ってま

すから、この広域連携は、本当にこれからます

ます極めてというよりも、ますます大事になっ

てくるという形での認識の中から、さまざまな

プログラムをその中で見出していきたいという

ように思っております。 

 それから、まちづくりっていう中におきます

一つの集落ネットワークという部分であります。

これは先ほどの瀧本議員の質問でお答えいたし

ましたとおり、総務省の過疎問題、懇談会にお
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きまして、これは、こういう集落ネットワーク

構想といったものを中間報告の中で提言したと

中で、地方創生という一つの政府の大きな国策

の中から、この部分が一つ一つ財源的にも打ち

出されてくるであろうというように思っており

ますので、遠野として、しっかりとした進化ま

ちづくり検証委員会の一つの議論の中から、し

っかりとこれを受けとめて、財源あるいはそれ

に伴う人材といったものを確保しながら、そし

て、それはただ、国の受け入れ、ただ受け入れ

するんじゃなくて、進化まちづくり検証委員会

の中における議論、市民の皆様といろいろ議論

したことをきちんと踏まえた一つのビジョンと

シナリオをその中に見出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

しくお願いを申し上げたいというように思って

おります。 

 それから、自治体連携の中においてはただい

ま申し上げたような内容であります。 

 それから、国政と農業問題の中でいろいろ農

政改革の中で、いろいろ打ち出されてまいりま

した。これも、きのうも、それぞれ小松大成議

員からも、この農政といったような問題、正直

なところ、基礎自治に対して頑張ると言っても、

この農業問題などにおきましては、なかなか限

界もある。やっぱり、国政とどのような形の中

できちっとマッチングしていくかということも、

やっぱり、一つの整合性を図っていかなきゃい

けない。地域づくりという部分については、

我々のまさに知恵も問われるし、工夫も問われ

るし、さまざまな発信ということも問われるわ

けです。やっぱり、農業といったような問題を

考えると国の一つの大きな流れの中に整合性を

図りながら、農家の方々が不利益にならないよ

うな一つの対応もしていかなきゃならない。 

 そうなってくると、国とのやっぱりいろんな

意味でおける連携といったようなものをますま

す求められてきておりますので、そういった点

においては、私もこうして市長という職をいた

だいて、今13年になってるわけでございますけ

れども、そのような市民の皆様、議会各位の皆

様からそういうような理解をいただきながら、

国のほうに対しても13年という時を経る中にお

きまして、さまざまなそれこそネットワークも

できてきておりますので、そういった部分をう

まくいい意味で利活用しながら、国政といった

もの中におけるコンタクトをきちんと濃密なも

のにしていきたいと。 

 ただ、これは一人で頑張ってもどうにもなり

ませんので、議員各位のさまざまな形での後押

しも、ぜひお願いを申し上げたいものだなと、

今改めて思っているところでございますので、

その点もよろしくお願いを申し上げたいという

ふうに思っております。 

 それから、スマートプラチナ社会、スマート

化、このスマートプラチナ社会は、この７月16

日に総務省がＩＣＴ超高齢社会構想会議報告書

というものをまとめまして、ここにスマートプ

ラチナ社会の実現をということをうたっている

わけであります。 

 プラチナ、これは銅があって銀があって、金

があって、それで白金があると。プラチナと、

非常に貴重なわけでありますけど、前の議会で

も言いましたけど、プラチナ構想ネットワーク

という中に、前の元東大総長の小宮山先生が所

掌しております「プラチナ構想ネットワーク」

というのがあります。 

 このプラチナ構想ネットワークという小宮山

先生が提唱しているのは、３万人だから、ある

いは１万人だから、あるいは５万人だからじゃ

ない。そういうところこそキラキラと光るよう

な、まさにプラチナのようなまちづくりをして

るんじゃないかと、そういうとこが全国にある

じゃないかと。だったら、そこにネットワーク

にしてつなげと、それを力にしろということを

よく言ってくれるんです。 

 定期的な懇談会がありまして、小宮山先生と

いろいろ意見交換する時間も、そういった時間

もいただいてるわけでありますけど、いつも気

合をかけられるわけであります。 

 したがって、このプラチナ社会、スマートプ

ラチナ社会といったようなものは、そのような



－ 71 － 

情報通信、ＩＣＴであるとか、そのようなもの

を利活用しながら、弱みを強みに変えていくと

いう一つの試みではないかなというように思っ

ておりまして、この部分につきましても、遠野

市は経済産業省、あるいは総務省との一つの連

携の中から、御案内のとおりＩＣＴ健康塾とい

ったようなものをしながら、予防、あるいは健

康指導といったような試みを今まで行ってきて

るところでもあります。 

 ただ、これはよく言う国のモデル事業が終わ

ってしまえば、もうどこの市町村でもそれはや

めてしまうというのは、そりゃ財源的に続きま

せんから、やめてしまうって。なら、大体これ

ははっきり通常のパターンなんですけども、こ

れは私は議員の皆様に感謝しなきゃならないか

と思っておりますけども、過疎債のソフト事業

という一つの背景があったんですけども、今こ

の例のＩＣＴ健康塾は市単独で実施をしてるっ

ていう中で続けているわけであります。 

 したがって、これを第二ステージに持ってい

くっていう中で、先般８月20日でありましたけ

れども、これからのこの取り組みを次のステー

ジへどう持って行ったらいいのかってなれば、

その地域をどう考えるか。じゃあ、健康問題を

どう考えるか。じゃあ、予防といったものをど

のように考えるか。その中におけるマンパワー

をどのように位置づけるか。といっても限度が

あるとなれば、これをネットワークの中でＩＣ

Ｔを利活用し、あるいは遠野テレビのようなネ

ットワークを利活用しながら、遠野スタイルの

中における新たなネットワークを構築できない

だろうかという中における勉強会を行いました。 

 あえてその勉強会という名のもとに、動員を

かけるようなことはしないで、志のある職員は

参加してほしいという中で、６時から行ったわ

けであります。約60名の職員、圧倒的に若い職

員が参加いただきまして、その一つのこれまで

取り組んできたことを総括しながら、次の展開、

次の土俵をどのように遠野市構築していくのか。 

 地区センターのあり方もある、コミュニテ

ィーのあり方もある、間違いなく高齢化社会が

進んでいく、マンパワーも限られている。じゃ

あ、そこをどうっていう中における、このまさ

にスマートプラチナ社会といったようなものに

近づくような、そのような議論も行っている。 

 ただこれは思いつきで、ただ行き当たりばっ

たりでその学習会をしたり勉強会をしたわけじ

ゃない。これまで取り組んできたことを、冷静

に客観的に評価しながら、どうすれば遠野の中

で確固たる仕組みをつくれるかという部分をみ

んなで考えようという、そのような勉強会を行

ったという中から、このスマートプラチナ社会

といったようなもの、この時代、まさに若者や

子育て世代、さらには高齢者といったまでの全

ての世代が生き生きと元気に明るく過ごせるよ

うなまちづくり、言いかえればスマートプラチ

ナ社会といったようなものを目指した中におけ

る試行錯誤を繰り返しながら、それに向かって

さまざまな挑戦を、これからも続けたいという

ふうに思っているところでございますので、な

お一層の議員各位の御理解と御支援をいただけ

ればということを最後に申し上げまして、私の

答弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  藤澤教育長。 

   〔教育長藤澤俊明君登壇〕 

○教育長（藤澤俊明君）  石橋達八議員からの

５つの項目かと思いますが、一般質問にお答え

をいたします。 

 まず、英語教育の今後の取り組みについてで

ございますが、現在各小中学校に外国語指導助

手を派遣し、生きた英語と文化に直接触れるこ

とができるような体制を継続していくことと、

小学校外国語活動充実を主たる目的とした電子

黒板の活用を継続してまいりたいと考えており

ます。 

 そして、議員のおっしゃる子どもが楽しく実

践的な実力を身につけるために、何よりも重要

なのは、指導する教員の資質の向上であります。

この点につきましては、市の学力向上の中核で

ある授業改善を充実することをさらに強めてま

いりたいと考えております。 

 また、県教委と連携して、英語教師の研修、
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指導主事の学校訪問指導、それらの効果を見る

英語チャレンジテストの実施など、有機的に構

成されている中高連携英語力向上推進事業の継

続で、さらなる充実を図ってまいりたいと考え

ております。 

 また、文科省では、小学校中学年から外国語

活動を実施し、小学校高学年から教科英語の週

３時間の導入、中学校の英語の時間には、教師

が英語を用いるなどの計画を示しております。 

 今後、それらに応じた研修等が計画されると

思われますので、主体的にその研修等に出席を、

参加をしてまいりたいと考えますし、その動き

についても注視してまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、全国学力・学習状況調査の結果の公表

について、教育委員会の方針をお答えいたしま

す。 

 本調査の目的は３点あり、その１点目は、義

務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点

から、全国的な児童生徒の学力や学力状況を把

握・分析し、教育施策の成果と課題を検証し、

その改善を図ること。２点目は、学校における

児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善

等に役立てること。３点目は、その取り組みを

通じて、教育に関する継続的な検証改善サイク

ルを確立することであります。 

 つまり、本調査の趣旨は、当該学年の児童生

徒の学習状況等を把握・分析することにより、

児童生徒に対する教育指導の充実及び改善に役

立てることであります。 

 この趣旨及び実施要領の中に、「序列化や過

度な競争につながらないよう十分配慮する」、

このことを受けるとともに、小規模校の結果公

表は、個人の成績の特定につながるという恐れ

があります。これらのことを考えながら、当委

員会では学校別の公表は行いません。 

 学校別の公表は行いませんが、今年度より趣

旨を重視した上で、説明責任及び地域とともに

子どもを育てているという点を踏まえ、市全体

の概況については公表することといたします。 

 ただし、先ほど申した序列化や過度な競争に

つながらないように、そして数値のひとり歩き

にならないよう十分配慮し、教科調査の結果に

ついて３点にわたって公表をいたします。 

 １つは、「おおむね全国平均である」、これ

は全国平均正答率上下プラスマイナス５ポイン

ト内の場合は、「おおむね全国平均」と表記い

たします。また、全国平均よりも５ポイント以

上の結果の場合は、「全国平均を上回ってい

る」という表記にいたします。また、逆に５ポ

イント以上下がった結果の場合は、「全国平均

を下回っています」という表記をいたします。 

 その他の公表内容については、教科調査結果

の学年・教科ごとの遠野市の成果、課題につい

ては、文章で表記をいたします。また、質問紙

調査の中で、家庭や地域と協力しながら取り組

んでいきたい項目状況について、グラフもしく

は文章で表記し、遠野の子どもたちのよさや頑

張りも大いに伝えていきたいと考えております。 

 これらについては、今月中をめどに市のホー

ムページに公表してまいりたいと、今準備を進

めております。 

 次に、教員の情報通信教育の指導力を高める

支援策についてお答えをいたします。 

 文部科学省の報告によると、議員のおっしゃ

るとおり、教員のＩＣＴの活用指導力の向上が

課題であり、授業におけるＩＣＴの活用が進ま

ない理由として、サポート人材がいないことが

示されております。 

 また、ＩＣＴ活用に関する研修やマニュアル

が必要だとも示されております。 

 現在、遠野市ではＩＣＴ支援員の配置及びマ

ニュアルの策定等は行っておりませんが、教員

向けの研修については先進校の視察を実施する

とともに、県立総合教育センターの研修へ積極

的に参加をしてもらっております。 

 今後、ＩＣＴ環境の整備が進む中で、先進地

域での成果等を十分検証し、前向きに検討して

まいりたいと考えております。 

 次に、「がん教育」、「認知症」の理解学習

に対する方針についてお答えをいたします。 

 がん教育についてですが、平成24年度に「が
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ん対策推進基本計画」が策定され、それを受け

て文部科学省では、今年度より予算化してモデ

ル事業の実施や検討会の設置を行っております

ので、それらの成果を注視しながら今後に臨ん

でいきたいと考えております。 

 なお、学校現場では、学習指導要領により授

業を進めているわけですが、がんについては以

前と同じ答弁になりますけれども、小学校５、

６年の体育で、「喫煙、飲酒、薬物乱用と健

康」という内容で、喫煙を長く続けると、肺が

んや心臓病などの病気にかかりやすくなるとい

う影響があることに触れることになっておりま

す。 

 また、中学校では保健の時間に常習的な喫煙

により、肺がんや心臓病などさまざまな病気を

起こしやすくなることを理解できるように指導

することになっております。 

 次に、認知症の理解学習についてですが、こ

れは学習指導要領においては、高等学校の学習

内容になっておりますので、市内の小中学校で

は教科の授業としては取り扱っておりません。 

 しかし、教科の学習こそ行っておりませんが、

市内では老人福祉施設の方々の交流等を通して、

福祉についても学習をし、その中で認知症など

についても学んでいる学校もございますので、

教育委員会とすれば、それらの活動を今後とも

支援してまいりたいと考えております。 

 ５番目になりますが、教育の機会均等につい

ては、教育基本法第４条で「すべての国民は、

ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会

を与えられなければならず、人種、信条、性別、

社会的身分、経済的地位または門地によって、

教育上差別されない」と規定されております。 

 また、学校教育法第19条では、「経済的理由

により、就学困難と認められる学齢児童または

学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要

な援助を与えなければならない」と規定されて

おります。 

 遠野市の教育の機会均等を図っている支援策

については、育英事業と就学援助事業がありま

す。育英事業については、向学心に燃える優秀

な学生である者の経済的な理由により、就学困

難な者に対して学資の貸与を行い、有能な人材

を育成することを目的としております。 

 高校、専門学校、大学等に進学する学生に対

し、無利子で資金貸与をしており、返済期間に

ついては、学校卒業後半年から最長15年までの

期間になっております。現在、子育てするなら

遠野推進本部において、育英事業の充実につい

て検討を重ねており、その中で市内に在住する

こと、市税等が滞納されていないことなど、一

定の条件のもとで返済金の一部を免除すること

を検討しております。 

 次に、就学援助費事業については、経済的理

由により就学が困難と認められる児童及び生徒

の保護者に対し必要な援助を行い、義務教育の

円滑な実施に資することを目的としております。 

 支給対象は、学用品費、新入学児童生徒学用

品費、通学費、通学用品費、校外活動費、修学

旅行費、学校給食費及び医療費で、本年度から

クラブ活動費、生徒会費、ＰＴＡ会費について

も支給対象としております。 

 昨年８月に生活扶助基準の改定がありました

が、当市では認定基準を変えておりません。ま

た、前年度の所得が認定基準を超える場合であ

っても、その後失業や病気等で収入が大幅に減

少し、児童生徒の就学が困難と認められるよう

な場合は、年度途中でも随時申請を受け付け、

認定しております。 

 今後とも、次代を担う子どもたちの学びの機

会均等を図るよう、支援策の充実に努めてまい

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05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。３番多田勉君。 

   〔３番多田勉君登壇〕 

○３番（多田勉君）  清風会の多田勉でござい
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ます。通告に従いまして一括形式で一般質問を

させていただきます。 

 まず最初に、先日福祉法人の敬老会に出席す

る機会をいただきました。当日は、多くの入所

者の中に101歳、100歳という元気な参加の方も

いらっしゃいまして、非常にこの１世紀を生き

てきた重さというものを改めて重く感じてまい

りました。 

 今回、ことし敬老会に対象となられた市民の

皆様には、これからも御壮健で市の発展にお力

添えを賜りますように心からお願いを申し上げ

るものであります。 

 さて、連日のように最高気温を更新し続けて

まいりました遠野の夏も、いつしか秋の様相を

深めてまいりました。市内各地では、秋祭りの

催しとともに、稲穂が色づいてくるのが感じ取

れます。そのような豊かな収穫の時を前に、農

家の期待は一層膨らむものと思うものでありま

すけれども、反面、農家を取りまく現実は、資

材や物価の高騰等に加え、国内外の経済情勢に

左右され、１次産業は国や地方の重要産業と言

われつつも、いつの時代も大きな波風にさらさ

れるのは、農業も例外の一つではありません。 

 そのようなことから、今回は４年間の議会活

動の中での一般質問、初めて農業委員会の会長

に一般質問をさせていただくことになりました。

このような農業、農家の情勢の環境の中にあり

ながらも、遠野市及び遠野市農業委員会では、

平成22年３月に定めた農林水産振興ビジョンに

基づいて、その振興に鋭意努力を重ねられてき

たというふうに思っております。そのさなかに、

国は担い手への農地集積する新たな組織整備や

新規就農者及び６次産業化の市場規模改造、農

業農村の所得向上目標を掲げ、既存の農業政策

を見直しをいたしました。 

 これを受けて、県では農地中間管理機構によ

り、2023年度までに県内耕地面積の８割を担い

手に集めるという方針を打ち出しております。 

 米の直接支払い交付金が半減、さらには現在

のマスコミの報道等によりますと、今年度の生

産者米価は60キロ当たり概算払いで１万円割れ

と、そのようにも言われております。それが現

実となれば、前年比で2,000円から3,000円の値

下げと、下落ということになりますが、これで

は担い手は相場の急落の影響をもろに受けて、

極めて深刻な問題となることは目に見えており

ます。 

 私は、生産コストの縮減に対する行政の役割

は大きく、その手法の一つとして、生産基盤の

効率化を図るための整備や、担い手への団地化

集積が課題となってくるのではというふうに考

えております。 

 そのような環境の整備によって、集落による

効率的な作業の確立はもとより、作物の品質向

上とその生産量の拡大に取り組む必要があると

考えるわけであります。 

 これら述べてまいりました内容から、遠野市

における認定農業者等担い手への農地集積率は

どのように推移しているのかを、農業委員会会

長にお伺いいたします。 

 平成25年３月の定例会での同僚議員の一般質

問に対して、21年度の調査では209.5ヘクター

ルの耕作放棄地が確認され、平成24年度までに

44.6ヘクタールが耕作再開、農地以外に地目変

更される見込みが132.3ヘクタール、合計で176.

9ヘクタールが解消されたというような答弁が

あったと私は記憶をしておりますが、認定農業

者等担い手に貸借契約を許可している農地の中

で、耕作放棄されていることが実際ないのかと

いうことについても、お伺いをしたいなという

ふうに思います。 

 それから、次の２点目でございますが、農地

中間管理機構が行う農地中間管理事業について

伺います。 

 国では、農地中間管理機構による農地の集積

を今後３年間で重点的に推進するため、農地の

出し手の優遇措置として農地の集約に協力する

地域や、個人農家を対象に協力金を交付し、受

け手の農地の団地化及び簡易なほ場整備による

生産条件をよくすることで、農地の集積が飛躍

的に進むというふうに考えているようでござい

ますが、県では事業の大半を市町村に委託して、



－ 75 － 

今年度から着手しております。 

 しかし、受託している市町村や農業委員会が

本質機能しなければ、本事業の目標は達成され

ないことになります。幸い、本市では市当局と

農業委員会が一体となってこの事業に取り組ん

でおられるというふうに私は確信をしておりま

す。 

 そのような環境下の中で、去る７月28日から

関係機関団体が連携して説明会を開催して回り

ましたが、参加した農家からは、「この説明で

本当に農地が集積できるのか」というような疑

問視する声もございます。それはどういう意味

かとお聞きしますと、いわゆるその説明会に参

加人数が少ない、さらには、農業委員しか集ま

らなかった地域もあるというような話を聞きま

した。農地の出し手が出席しなければ、この事

業が進まないというのは、御承知のとおりだと

思うんですが、私はこのような実態に不安を抱

く一人であります。 

 平成26年３月定例会の同僚議員の一般質問に

対しても、会長は「国から農地中間管理事業の

球が放たれた。現場の我々がどう受けとめるか

にかかっており、確実に受けとめることのでき

るマンパワーを確保して頑張る」というふうに

答えております。 

 ことしの水田の共同防除等でも、作業する人

員が確保できないなど、そのような実態も聞か

れますけれども、地域によっては高齢化の進行

や後継者の激減により耕作はおろか、農業農村

そのものの維持ができない状況が各地であらわ

れ始めております。 

 このような状況を受けとめながらも、前進す

るためには頑張っている担い手に農地を集積し

て団地化を図り、管理のしやすい状況でお願い

すべきではと思うのであります。 

 私をはじめ、まだまだ農家の皆さんには十分

理解されてない面が多くあるように思われます

が、この事業の創設に伴ってモデル地域を設け

るなど、これからの遠野の農業の姿が実感でき

るような基盤をつくらなければ、理解は浸透し

ないものと思っておりますが、いかがでしょう。

農業者の代表である農業委員会会長から、この

事業に取り組むに当たっての見解をお伺いした

いというふうに思います。 

○議長（新田勝見君）  北湯口農業委員会会長。 

   〔農業委員会会長北湯口進君登壇〕 

○農業委員会会長（北湯口進君）  多田勉議員

の一般質問、遠野市の特色ある農業の振興につ

いて答弁いたします。 

 最初に、遠野市における担い手への農地集積

の現状及び今後の集積目標の推進計画でござい

ますが、全国的に見ると、ここ20年間で耕作放

棄地の面積は40万ヘクタールに倍増、担い手の

農地利用は約５割の現状であり、それに加え農

業者の高齢化及び後継者不足などの課題が生じ

ており、農業経営基盤は脆弱な状況にあります。 

 国において、そのような農業農村の置かれた

厳しい状況を打破するため、農地の有効利用や

農業経営の効率化を進める担い手への農地利用

の集積、集約化を加速することを目的とした農

地中間管理事業を制度化し、今年４月に設置さ

れた農地中間管理機構により、今後10年間で担

い手の農地利用が全農地の８割を目指すことと

示されました。 

 当農業委員会としての担い手への農地集積に

係る取り組みについては、農業委員による農用

地賃貸借等の掘り起こし活動により、出し手・

受け手の結びつきを図り、農用地の利用権の集

積及び農業の中核的担い手農家の育成のために、

市と連携しながら農業経営基盤強化促進事業の

積極的な推進を図ってまいりましたが、本市に

おける担い手への農地集積率については、20％

程度となっております。 

 認定農業者等、担い手に貸借している農地で、

耕作放棄地はないのかという質問でございます

が、毎年農地パトロール活動、農地の利用状況

調査を市と農業委員が共同で実施しております

が、平成25年度の調査では、総体で約254ヘク

タールの農地が耕作放棄されていることがわか

りましたが、その中には認定農業者等担い手が

耕作放棄しているという農地はないことを確認

しております。 
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 しかしながら、担い手への農地づくりについ

ては、当委員会でも大きな課題であると認識し

ております。農地の有効利用や農業経営基盤を

強化し、国が示した目標値に近づけるように、

農地利用の集積・集約化を推進するためには、

担い手である認定農業者の確保、育成、また農

地中間管理事業による地域集積協力金を活用し

た手法等の検討が大きなポイントになっている

と考えます。 

 これらについて市と連携しながら、周知及び

地域での話し合いに農業委員も参画してまいり

たいと思っております。 

 次に、農地中間管理事業に伴う当市における

特色ある農業振興の内容でありますが、農地中

間管理事業については、その業務のほとんどが

地域事情を熟知する市が受託しており、市当局

と力を合わせ、この制度を農業再生の契機と捉

えながら遂行していくことが、農業委員会の果

たす役割であるという認識でございます。 

 そのために、この政策に対応し、農地集積、

集積にかかわる農業振興等の業務の連記を図る

ため、市農業振興課の農地集積部門と、農業委

員会事務局のワンフロア化及び職員の併任体制

が実現し、市と農業委員会が連携して取り組み

を行っており、去る８月１日から貸付者及び借

受者の公募が開始されたのに伴い、この併任体

制を生かした相談窓口の充実のため、当日農地

中間管理事業相談受付窓口が当農業委員会事務

局に開設されました。 

 また、農地中間管理事業は、機構に農地を貸

したなら、転貸しの先は機構が決める、機構か

ら農地を借りるときは、公募に応募するという

形の仕組みが基本です。しかし、実際にその段

階で農地の貸し手の意向と、農地受け手への働

きかけが重要な要素であり、その任を負ってい

るのが農業委員会であるとの認識であります。 

 事業推進に当たっては、農地の情報と担い手

の意向と地域の情報の蓄積を、この新しい仕組

みになじませることは、地域の農業事情に精通

している農業委員の役割が大きいというふうに

考えております。 

 農地中間管理事業を効果的に活用し、担い手

への農地集積、集約化を積極的に推進するため、

関係機関、団体が連携した推進体制として、農

地中間管理事業推進チームが７月に設置されま

したが、今後農業委員としては、推進チームと

連携して本事業を推進してまいります。 

 ７月末には、担い手である認定農業者、集落

営農組織の代表者を中心に農地中間管理事業説

明会が開催されましたが、出席者が少数であり、

当農業委員会でも改めて周知が必要だという思

いであります。農業委員が市と連携しながら、

地区の相談役を務めていきたいというふうに思

っているところであります。 

 今後においては、農業者の方々に十分に理解

されるような、特にも出し手農家を中心とした

周知方法、そしてモデル地区を設定し、地域に

波及させていく取り組みを市と共同して模索し

ていきたいというふうに思っております。 

 さらには、農地中間管理事業は、「地域農業

マスタープラン」を基本に捉え、担い手の農地

集積・集約化により農地の有効利用や農業経営

の効率化を進めていくものであります。 

 昨年２月に市が策定した地域農業マスタープ

ランに定める地域の中心となる経営体、農地へ

の農地集積及び耕畜連携による環境型農業や、

６次産業化等を促進し経営基盤の強化を図って

いくなど、このプランの目標、実現に市と連携

して取り組んでまいります。 

 以上、当農業委員会として「地域農業マス

タープラン」を基本に、地域と話し合いを行い、

その地域の農業振興の特色を十分に出せるよう

な仕組みづくりを市及び農地中間管理事業地域

推進チームと連携しながら、会長としての答弁

といたします。 

○議長（新田勝見君）  ３番多田勉君。 

   〔３番多田勉君登壇〕 

○３番（多田勉君）  それでは、ただいま会長

のほうからの御答弁をいただきましたが、１点

目の農地の集積についてでございますが、ただ

いまの会長の答弁の数値から見ますと、担い手

への農地の集積率は決して高いというふうには
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思われません。市内にはまだまだ耕作放棄され

た農地が私にも目につきますし、なぜ集積が進

まないのかということを、この実態といいます

か、それを農業委員会としてどのように受けと

めておられるのか。 

 そしてまた、農業委員会へ農地の貸し借りや

売買の申請等によって許可している物件、また

は農業者年金の受給金発生等によって、後継者

への移譲や貸した農地が、それらが耕作放棄さ

れた場合に、しからばその何らかの措置がない

のかどうか、そういったことも含めて私はしっ

かりとした農業委員会の方針を持って、私は農

家の説明に当たっていくべきものじゃないかな

というふうに、先ほど１回目の質問で話ししま

した。出し手が一番の私は重要的な存在になる

というふうに認識するものでありますので、そ

の点についてまずお伺いしますし、次の２点目

の部分につきましては、今般農業委員会に農地

中間管理事務の円滑化を図るためというふうな

ことで、相談窓口を先ほど会長の答弁にもあり

ましたが、開設されたというふうにございまし

た。 

 このことについては、農業新聞等にも掲載さ

れておりますけれども、私は農業全般に関する

相談や、その農地の売買、貸し借りの橋渡しは、

農業委員会の日常業務というと大変あれですが、

そのようなことだろうというふうに私は理解し

てまいりますけれども、改めて農地相談所って

いいますか、開設されたというその経緯はどう

いうふうな経緯だったのかなというふうに、私

はその点も伺ってみたいと思いますが、その開

設後にどの程度の相談件数や、それからその相

談の内容がどういったものがあったのかという

ことがわかれば、私はここで質問をさせていた

だきたいというふうに思います。 

○議長（新田勝見君）  北湯口農業委員会会長。 

   〔農業委員会会長北湯口進君登壇〕 

○農業委員会会長（北湯口進君）  多田勉議員

の再質問にお答えをいたします。 

 まず、１点目として相談窓口に対しての考え

方といいますか、現在の状況というふうに捉え

ました。 

 まずは、相談の窓口については、現在戸数と

しては受け手のほうが21名ほど、出発してから

21名ほどございます。出し手のほうが、ちょっ

とまだ十分な周知ができてない、あるいは先ほ

どもお話にあったように、地域の座談会に出席

率が悪かったという状況から、どうもその今う

まいぐあいに進んでないということで、これは

農業委員会としてもぜひ皆さんに集まっていた

だけるよう、これは努力してまいらなくちゃな

らないわけですけども、今出し手のほうが９月

３日現在８名ほどということになってございま

す。 

 この相談窓口を立てたというその経緯でござ

いますが、これはあくまでも農業委員会として

単独でこの事業に取り組むということは、これ

は組織上できないわけでして、市のほうがそれ

を中間管理業務を受けるということの中から、

我々もその農業委員会としてその手となり、足

となる役目として、やはりひとつ何ていいます

か、その形づけとして窓口を立て、農業委員会

事務所内なんですが、そういう形でこれに当た

っていこうという、そういう趣旨で窓口を設置

したという形になります。 

 許可したそのいろんな許認可をした上に、し

たことに対して、例えばその進捗状況が、例え

ば何月何日までにこういう、例えば農業を再開

すると、農地に復元するといったものに対して、

その進みぐあいにおいて、例えば６カ月以内に

それを農地に復元する、あるいは３カ月以内に

復元するといった場合に、それを遂行されなか

ったいうのはどういう形があるんだろうという

ふうな質問と捉えたわけですけども。 

 これについては、まず農地パトロールにおい

て、全農地をパトロールするわけですけども、

この農地はＡ判定だ、Ｂ判定だ、いわゆる農地

に復元できる、あるいはこれは柳も生えてる、

木も生えてる、どうしてもこれは農地にするに

はそこそこの金銭が絡むだろうというものに関

してはＢ判定という形でしております。 

 その通知書を発出しまして、あとは、それに
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ついては各担当農業委員さんが、随時その状況

を確認し、その部分に入っていけなかったとい

うものに関しては勧告を出します。これについ

ての罰則というのは、現在は当委員会、農業委

員会管内では発生しておりません。今これに向

けて、正直言って農地のパトロール、確認のほ

うを先にして、今後いろんな形の中でそういう

ことが起きてくるのかなという部分も今感じて

いるところでございます。 

 それから、以上な回答になりますけども、何

か漏れた点がございましたら、いま一度よろし

くお願いします。 

○議長（新田勝見君）  ３番多田勉君。 

   〔３番多田勉君登壇〕 

○３番（多田勉君）  今、再質問で御答弁をい

ただきましたけれども、私は、市当局や農業委

員会としても、今非常に多難な時期の中にある

だろうなというふうに認識をしておりますけれ

ども、ここは、農業者の代表である農業委員会

の会長の、私は力強いリーダーシップが求めら

れるときだろうというふうに思います。もちろ

ん期待も大きいわけですので、日々汗して営農

している、営農しながらも厳しい経営を強いら

れている農家の方々の本当は強い支えになって

いただくような私は願いを持つわけでございま

して、そういった観点から、先ほど来、市当局

とのかかわりというものも会長の御発言の中に

ありましたけれども、私は農業委員会としての

会長の力強い支えを、遠野市民、農家の方々に

与えていただきたいなと。 

 現在もそうあるだろうというふうに思ってま

すが、今後、今このような厳しい情勢の中で、

もっともっとこの時代に合ったような形での組

織活動が私は求められてきてるのじゃないかな

というふうに思いますので、その辺のこれから

の、後で市長のほうの答弁には別の質問がある

ようですから、市のほうの考えはそこでお示し

されるだろうというふうに思いますけれども。 

 私はここで、最後になりますけれども、会長

のリーダーシップとしての、農業委員会の会長

としてのこの本事業なり、これからの今課題を

多く抱える農業情勢の中で、遠野市の農業委員

会会長として、どのような思いを持ってこれに

立ち向かっていくのか、改めて決意を申し述べ

ていただきたいということで、最後の質問にさ

せていただきます。 

○議長（新田勝見君）  北湯口農業委員会会長。 

   〔農業委員会会長北湯口進君登壇〕 

○農業委員会会長（北湯口進君）  多田勉議員

の再々質問にお答えをいたします。 

 農業委員会の会長として、遠野市の農業をど

ういうふうに考えているのかと、どういう形で

持っていくんだろうかという御質問でございま

した。 

 私が今一番重要に思っているのが、担い手で

すね。後継者をどのようにして発掘していくか

という、これに尽きるというふうに思います。

考えたときに、なぜ後継者がいないんだろうか

っていつも考えるわけなんですけども、正直言

って、こういうお話をさせていただくと語弊が

あるかもしれないんですが、国の農政に対して

私は一抹の疑問も持ってるところがございます。 

 耕作放棄地を解消しよう、あるいは後継者を

つくりましょう、自給率を上げましょう、どん

どん次から次へとそういう言葉を発せられます

けども、反面で、ＴＰＰはあるわ何はあるわで、

正直申しまして、我々をはじめ、不安の要素が

大き過ぎるんですね。そういう中で後継者を、

担い手をつくるということは大変至難のわざだ

なというふうに感じております。そうですとい

うんじゃなくて、感じておるわけですけども、

この辺をどうするかということなんですね。 

 地域を守っていく、持続していくには、特に

今、この遠野地方、岩手県、東北地方というの

は農業を中心とした、私いつも言う経済体系、

これがなくして地域の活性化はあり得ないとい

うふうに考えてるんですね。その中で、その部

分に元気が出ないということは、先ほどから言

っている将来への不安、あるいは何といっても

所得がなければ、どうしてもそこに踏み込めな

いという大きな問題があるように思うんですね。 

 その辺のところをどうして、どうやって、実
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際各地区を見ても、息子さんなり、長女なり、

長男がいるお宅はたくさんいるわけですけども、

この人たちは全然農業のほうに目を向けていな

いというような感じに受け取られる部分があり

ます。 

 これを農業委員会としては、地道な地域をつ

くっていかなくちゃならないわけですから、農

業委員ができる限り農家の皆さんとお話をしな

がら、どうですかと、息子さん、娘さんは将来

継ぐような思いはないですかというような地道

な働きかけが必要だなというふうに今考えてお

ります。 

 今現在、先ほども申し上げさせていただきま

したけども、国の農政に対して、ああじゃない、

こうじゃないと仮に言ったところで、これは閣

僚決定で国で決定したものがそう覆るはずがな

いわけでございまして、この間あるところ行っ

たら、その１割か２割、それに付随した部分で

取り入れてもらう部分はあるだろうという専門

家の話はありましたけども、そんなこと言って

もあれですけども。 

 いずれ農業委員会としては、弱気にならずに、

後継、この農業を継いでいく、地域を生かして

いく、この人をつくることが最大のこれからの

課題だなと。それに向けて勉強してまいりたい

し、精進してまいりたいなというふうに思って

ございますので、以上な回答になりますけども、

よろしいでしょうか。 

○３番（多田勉君）  以上で終わります。あり

がとうございました。 

○議長（新田勝見君）  次に進みます。 

 16番多田誠一君。 

   〔16番多田誠一君登壇〕 

○16番（多田誠一君）  一新会の多田誠一でご

ざいます。通告に従って一般質問を行います。 

 最初に、大項目の１点目でありますけれども、

昨日からもいろいろと答弁がなされております

ので、１項目と２項目を一括して質問させてい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いを

いたします。 

 農家の将来と内閣府の調査結果について伺い

ます。 

 内閣府は、全国１万人を対象とする調査を実

施し、6,254人から回答を得、それをまとめて

公表をいたしました。私が特に注目するところ

は、農林漁業者の３割の人たちが今後の生活に

ついて大きな不安を持っているということ。そ

して、１年前に比べて生活の向上感においても

25％、４分の１の人たちが低下をしていると答

えております。 

 私は、いろんな諸条件を鑑みますと、私たち

が置かれている遠野市は、いろんな状況を考え

ると、この数字よりもさらに下回っているので

はないかなという感じを受けております。これ

は、農産物、畜産物の価格の低迷が続いている

こと、環太平洋連携協定、いわゆるＴＰＰ交渉

の先行きの不安、そういうことが大きく影響し

ているものと考えられます。 

 日々の暮らしが安心して暮らせるということ

を、これは一番市民が願っておるわけでござい

ますし、昨日の市長の答弁の中でも、遠野市は

住みよい市のランキングで４位である。そして、

福祉、あるいは子育て、それからわらすっこプ

ラン、あるいは６次産業化と、いろいろな分野

で活性化させていくためにいっぱい頑張ってい

るという答弁がされておりますし、まさしくそ

のとおりだろうと思いますけれども、改めて内

閣府の調査結果についての市長の感想を伺いま

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）  多田誠一議員の一般質

問にお答えいたします。 

 農家の将来に対して非常に農家の方々が不安

と申しますか、不信感と申しますか、今御質問

ありましたとおり、価格低迷あるいはＴＰＰ問

題、そういうようなものが大きく影を落として

るということは御指摘のとおりだというふうに

思っております。 

 内閣府が発表したこのデータ、調査、26年８

月26日付で、これは日本農業新聞なんかにも大

きく掲載された、農家の約３割の方々が「生活
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が悪くなった」といったような状況にあると。

そして、内閣府の分析でも、いうところの安定

したという部分においては、非常に不安を持っ

ているという一つのデータが示された。 

 この中で、私、非常に大きいのは少子高齢化

といったような問題が、この農業の分野にも大

きく影を落としているということになろうかと

いうように思っております。ちなみに数字を申

し上げますと、今の質問の中にも出ておりまし

たけども、この平成22年の農業センサスに見ま

すと、平成22年の基幹的農業従事者の平均年齢、

66.1歳といったような形で示されておりまして、

高齢者の割合が実に61.1％という数字になって

おるという極めて厳しい数字があるわけであり

ます。 

 これをさらに推し進めてまいりますと、高齢

化率という数字だろうかと思っておりますけど

も、平成２年が26.8％であったものが、平成12

年には51.2％、平成22年には66.1％。このまま

推移すればということになるわけでありますけ

ども、これを単純にこの推計値で見ていきます

と、この数字が、いうところの、あと10年、10

年となれば間もなくでございますね、10年にな

れば80％というような数字になっていくという

のが一つの現実として、農業センサスの数字の

中には出ているということであります。 

 こういった高齢化といったような部分、そこ

に今度はＴＰＰ問題といったようなもの、さら

には農林畜産物の価格低迷といったようなもの

が、そこに大きく影響を落としてる。どうして

も希望が持てない、将来を展望できないといっ

たようなものが、この高齢化といったようなも

のの中において、さらにそれを増幅させてると

いう一つの結果になってるのが今の現状ではな

いのかなというようにも思うわけであります。 

 ただこれを、この数字をもって、今議会でも

さまざまな形でこの切り口から議論されており

ますけども、そうじゃないんだと。それをどの

ような形で歯どめをかけるのかという中におけ

る一つの第１次産業の生産現場の中に、より付

加価値をつけてという部分の中における総合的

な取り組みとして、遠野の中における６次産業

の取り組みなども、極めてこの部分においては

大事な大事な切り口として位置づけられるんで

はないかなというように承知しているとこでご

ざいますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  16番多田誠一君。 

   〔16番多田誠一君登壇〕 

○16番（多田誠一君）  まさしくこのままいく

と、遠野市の農業、あるいは日本全体の農業が

全て衰退してしまうということになるわけです

けれども、決してそういうことにしてはいけな

いことですし、何らかの政策も出てこなければ

ならないというふうには思っております。 

 次に移ります。大項目の２番目でございます

けれども、農地中間管理事業への取り組みにつ

いて伺います。 

 このことについては、先ほど農業委員会の会

長さんから詳しくお話もありましたけれども、

国は強く、国際競争力のある農業、輸出の拡大、

そして６次産業化等々、攻めの農業を掲げて、

農家所得を伸ばしていけば若い人たちが戻って

くるということを強調しております。 

 多くの農家から農地を出してもらい、いわゆ

る出し手、その農地を中間管理機構、農地集積

バンクでございますけれども、を通して法人や

担い手に集積をしていく、そして大規模化を図

って競争力をつけていくということであります

が、このことは、昨日も、そして先ほどもいろ

んな議論がされ、答弁をされております。詳し

くは先ほど農業委員会の会長さんからもありま

したけれども、なかなか農家の理解が得られて

いけないという現実があります。 

 しかしながら、今の農業の流れの中に考えて

いきますと、これに乗らないでいったならば、

遠野市の農業は一体どうなっていくのかという

ことを考えていきますと、どうしても個人で農

業をやれない人がたくさん出てきます。ですか

ら、この早い形の中で、この仕組みがある中で、

集積を図って新しい形にしていくと、新しい農

業の体系をつくっていくということが、ぜひと

も私は必要であるというふうに思っております。 
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 先ほどの会長さんのお話にも、繰り返し繰り

返し農家に働きかけるということが基本であろ

うというふうには思いますけれども、そういつ

までもいつまでもということじゃなくて、時間

も限られております。遅くなれば遅くなるほど

得られる、あるいは集積する、出し手に行くお

金も少なくなっていく、あるいは受けるほうの

お金も少なくなっているということも計画の中

には載っておるわけでございますので、どうせ

やるならば早いうちにきっちりした計画をつく

って、遠野市の農業を再構築していくというこ

とが大事なんだと思いますけれども、農業委員

長の答えは答えとして、市長はこの辺をどう進

めていくのか改めて伺います。 

○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）  ただいまの農地集積管

理機構の認識、ただいま多田議員のほうからは

大変厳しい状況なんだと。だから、どうせやる

ならば、やらなきゃならないという中で取り組

まなきゃならない。これは、国がいろんな制度

を変えてきてるわけであります。この農地中間

管理機構も、この分において、先ほど農業委員

会の会長がかなり丁寧にその経過、また今の現

状、それからまた、農業委員会としての考え方

といったようなことを答弁の中で申し上げてお

りました。 

 そこは、市といたしましても、その部分とど

のような形できちんと連携を図って、農業委員

会は農業委員会だと、委員会制度で行政委員会

だと、それはそっちのほうでやればいいんだと

いうわけにはいかない。今はそんな状態ではな

い。したがって、農地中間管理機構といったよ

うなものを国がそうすると立ち上げて、集約化

といったものを図る。マスタープランという中

において、さまざまな手だても今までも講じて

きていると。 

 それをさらに加速させながら、先ほど申し上

げましたとおり、受け手と出し手でございます

か、その辺のところのミスマッチがないような

中における取り組みがようやっと始まったばっ

かりだというような、一つの今の現状にあるの

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。 

 その中におきまして、１つの数字があります。

この９月３日付という中で捉えた、受け手21農

家、そして出し手農家が、これは出し手は５農

家と。したがって、21が受け手農家として、は

っきり言えば名乗りを上げて、出し手農家は５

農家が名乗りを上げてると。これが農地中間管

理機構をもって、そこをいろいろ調整をしてる

わけでございますけども、この辺の部分を今後

どのように、１つもミスマッチがないように市

も全力を挙げる。 

 もちろん農業委員会も、農業委員会制度はき

のうの質問にありましたとおり、農業の現場と

いったものに精通している方々によって構成さ

れている一つの組織でありますから、現場を精

通しているという部分、あるいは地域をよくわ

かってるという部分と、だから、この農地中間

管理機構も農業委員会を１つの核としながら、

市町村と連携をとるという仕組みに持ってきた

という部分を素直に受け入れながら、そこで総

合力といった中における農地集約化といったよ

うな一つの新たな仕組みといったものに、言う

なれば挑戦していかなければならない。なるた

けミスマッチがないようなっていう部分の。 

 ただ、これは地域特性もありますから、必ず

しも他の地域がこうだから遠野市がという部分

にもいかないと思いますので、その辺の、この

マスタープランの中におきまして、大分地域に

も入って、さまざまな地ならしと申しますか、

環境づくりも今まで行ってきてるわけでありま

すから、その辺を踏まえた総合力の中で対応し

ていくということが極めて大事な一つの取り組

みではないのかなというように承知しておりま

す。 

 認識そのものは農業委員会の会長が申し上げ

たとおりでありまして、私もその部分におきま

しては、市としても全面的にここと連携を図り

ながらというような中における体制を組んでい

きたいと。したがって、農業委員会の事務局長
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も今市のほうの市長部局のほうの人が、職員が

兼ねているという中における一体性もそこでと

っているということもあるわけでございますの

で、その点を一つ一つ積み重ねながら、この問

題にもきちんと立ち向かって、この課題にも立

ち向かっていきたいというように思ってるとこ

であります。 

○議長（新田勝見君）  確認いたしますけれど

も、出し手の受け付けの数字といいますか、先

ほど農業委員会会長は８人と、ただいま市長は

５人という形で、これは９月３日現在というこ

とになれば同じだと思いますけども、確認した

いんですけども。農業委員会会長。 

   〔農業委員会会長北湯口進君登壇〕 

○農業委員会会長（北湯口進君）  土地に限っ

て５名というのは、説明のとおりです。私、は

じめて、申し込みの分まで入れてしまって、確

定したのは５です。そういう意味です。失礼し

ました。 

○議長（新田勝見君）  それでは、そこを確定

しているのは５名ということですので、改めて

確認したいと思います。 

 それでは、16番多田誠一君。 

   〔16番多田誠一君登壇〕 

○16番（多田誠一君）  制度ができまして、確

かに自分のうちでは後継者がいないし、やれな

くなるということがわかりつつも、そうはいっ

ても、制度ができたから、「はい」とすぐ手を

挙げるということには、なかなか理解と感情的

な部分もあるだろうし、これは時間がかかるだ

ろうということは予測されることであります。

どうか、これからも何とかこれを根気よく繰り

返していって、まとめていくということが大事

になろうと思っております。そのことを念じな

がら次の質問に行きますけれども。 

 次も２と３、これは一緒にいたします。とい

うのは、これもきのうから何回もこの米価につ

いては議論をされてきております。 

 それで、本日の新聞に、東北でははじめて、

宮城県のひとめぼれが概算金が発表になりまし

た。前年より2,800円下げて8,400円、いわゆる

１万円を大幅に割っております。このことは、

米は１万円を割るという大きな時代の変わり目

になってしまったということを、農家が現実と

してどう対応していけるのかというものを突き

詰められたということになろうかと思います。 

 このことについては、昨年の新米ができたと

きに、新米が古米を下回る価格。親不孝という

言葉で業界では言うわけでございますけれども、

そういう状況が発生しました。新米のほうが古

米より安いという、そういうことが昨年発生し

ております。 

 そのことから、ことしの米価が大幅に下がる

んじゃないかということが予測されておったわ

けでございますけれども、それを上回る下げ方

になっております。これは、一口に言うならば、

業者、いわゆる米業者、卸売業者が、24年産米

の在庫の抱える量が非常に多かった。そのため

に、その処理がどこまでも尾を引いたというこ

とが、25年産米の新米の買わなかったと、手を

出さなかったということから、こういう現象が

発生したというふうに私は理解をしております。 

 それで、この主たる原因ですけれども、毎年

のように米の過剰米の処理ということが問題に

なってきております。また、実際輸入されてい

る米も大きく足を引っ張っているというのはそ

のとおりであろうと思っております。今、大体

米は80万トンぐらいがずっと輸入をされており

ますけれども、調製品と言われる米粉、それに

一定の規模以上のまぜ物をしたもの、これにつ

いては調査をされておりません。幾ら輸入され

ているかということが数字としてありませんが、

膨大な量だと言われております。 

 これは、日本に持ってきて国内で、ほとんど

は砂糖を入れてまぜくるわけですけれども、砂

糖の割合が85％とかと、15％以上まざっている

と調査の対象にならないというような形であり

ます。これは、業者は国内に持ち込んでから遠

心分離機をかけると、米粉と砂糖とが完全に簡

単に分類されるそうなんであります。その米粉

がほとんど煎餅やお菓子、そういう加工のほう

に流れていると。これが大きく足を引っ張って
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いるということも伝えられておりますし、また、

そのとおりであろうと、そのようにも思ってお

ります。 

 20年前に食管法が食糧法に変わりました。い

わゆる食管法から食糧法に変わって、売る自由、

買う自由という言葉が合い言葉みたいになった。

そのときから、一部の業者から、将来米は１万

円を割るということが予測されるよということ

が言われておりましたけれども、今現実にそう

なってる。そして、今のことしの米価は、40年

前の米価をさらに下回るのではないかと、その

ような現状でありますから、米に頼る、そうい

う時代はもうできないということがはっきりと

してきております。 

 ですけれども、現実に農家から米をとって、

今何をつくるのかという大きな課題も現実に突

きつけられているということになると思います。 

 ざっと計算してみますと、今遠野市において

落ち込む金額は、所得補償が半額になった部分、

約、これは、遠野が今水田が、対象になる水田

が1,889ヘクタール、それの7,500円分が半分に

なる。１万5,000円の半分、7,500円分が減ると

いう部分があります。それが恐らく１億4,000

万ぐらいと。それから、米価の落ち込み、これ

によって約２億円を超える金額が落ち込む。合

わせて３億5,000万ぐらいの落ち込みになると。

これくらい遠野市に米代金が入ってこないとい

うことになります。 

 それで、価格の保障があるわけでございます

けれども、非常に残念でありますけれども、こ

の価格補填に対して、拠出金をかけて価格補填

の対象になる農家数は全体の４％であります。

これは、77経営体４％、耕作農家の４％という

ことになりますけれども、面積で言うならば65

7ヘクタール、35％が対象となっております。

といいますのは、集落営農等で１経営体当たり

何十人、何百人という数もありますので、こう

いう結果になると思いますけれども、いわゆる

56％、1,069ヘクタールについては、掛金を掛

けておりませんので、ことし限り、国は余りに

も下落幅が大きいために、一時的に３分の１、

約34％を補填しますと。それは、ことし限りで

すよということになっておりますので、当然生

産原価などとはほど遠い金額になります。 

 このような中で、農家はどのようにこれから

の米をつくっていくのか、あるいは来年度の耕

作をどうするのかということが現実的な問題に

なってきます。こういう中では、農協、ＪＡで

あるとか、それから市の指導ということが大き

いものがあると思います。 

 繰り返しになりますけれども、私は、こうい

う言い方がいいか悪いかは別として、毎年、過

剰米を発生させてきたと。そして、法律である

からといって、国がその買い取って処理をしな

ければならないとはいっても、そこには農協も

ある、生産者もある、農協もある、そしてその

上には全農もある、中央会もあるわけですけれ

ども、ここが計画的にやっていくならば、こう

いうことが繰り返されてきただろうと、私はそ

ういう責任も決して軽くはないと、そのように

思っております。 

 言うならば、農家もその責任の一端があるの

じゃないかと、そういうふうに考えていかない

と、これからの農業がやっていけなくなる。自

分たちが計画をし、自己責任ということも十分

よく考えていく必要があると、そのように認識

をしておりますが。 

 いずれにしても、これからの営農計画、そう

いうことをどのように構築していくかというこ

とが、これから来春まで残されたわずかの時間

の中でやっていかなければならないということ

になりますけれども、その辺について、市長は

どのように考えて指導していくか伺います。 

○議長（新田勝見君）  ここで10分間休憩いた

します。 

   午後２時02分 休憩   

────────────────── 

   午後２時12分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 
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○市長（本田敏秋君）  ただいまの質問の米価

下落という中に、また新たな切り口の課題とい

ったようなものを、その中で浮き彫りにされた

御質問であったのではないのかなというように

受けとめたところであります。 

 この生産調整、もう平成30年には減反政策も

見直しをするという中に、御質問の中に、新米、

あるいは古米、古古米といったものの中におけ

る農家の方々の一つの状況といったようなもの、

現状といったものも触れられておりました。ま

た、米粉という一つの加工米、米粉といったよ

うなものの中における一つの課題もその中に浮

き彫りにされておったわけであります。 

 この米価下落といったことに対しましては、

きのうの小松大成議員の質問にもお答えをして

るわけでありますけども、26年度に限りとか、

27年度に限りと、ある程度、時限立法的なもの

でありますけども、この補填補償制度といった

ものは、ナラシ対策として手当ては講じられて

おると。 

 先ほど77経営体、77でございましょうか、74

経営体でございましたか、４％ぐらいだぞと、

拠出金を出してるという部分であって、補償さ

れるのはそれぐらいだぞということになってま

すけども。 

 もう一つは、拠出金がなくても、いうところ

の補償すると、補填するという部分の中で、こ

れらを一つの仕組みとして、26年度産米におけ

る米の収入減少対策といったもので見てみます

と、農業者数、数字を上げますと、2,151経営

体のうち74％に当たる1,591経営体が補填の対

象となるという部分で、作付面積1,829ヘク

タールの割合で見ると、91％の補填がそれぞれ

補填の対象になるというような数字として把握

しておりますので、その点は、当面はそのよう

な形での下落、あるいは収入減というものに対

する手当てが講じられてるというように捉えて

よろしいんじゃないかなと。90％以上はそうい

う対象になってるというように捉えてよろしい

んじゃないかなというように思っておりますの

で。 

 これは、多田議員も十分承知しての数字かと

いうように思っておりますけども、市のほうと

してもそういった実態を把握しながら、拠出金

あるなしといったものの中におけるこのナラシ

対策としての対応を進めて、国の制度と連動を

図りながらという部分でその対策を講じてると

いうことで、ひとつ御承知いただければという

ように思っております。 

 それから、この過剰米、この部分におきまし

て、確かに新米、古米、古古米、先ほど１万円

を割ると、40年前の米価だぞというような部分、

そのような御指摘もありました。とてもじゃな

いが、米つくる意欲が湧かないという部分は、

そのとおりであるわけであります。この値段を

見る限りにおいては、とてもじゃないというの

は、私も米農家ではありませんけども、よくそ

の点の実情は、農家の皆さんの気持ちがよくわ

かる。 

 これ今、多田議員からかなり詳細にわたって、

この問題についての課題といったものを浮き彫

りになった質問いただいたわけでありますけど

も、３年半前の東日本大震災のときに、私のと

こにある市内の農家の方が電話かけてよこしま

した。市長と、炊き出しのおにぎりのお米がな

くなったそうだなと。本当にもう底をついてし

まったといったときに、もみ米でもいいけど、

持ってっていいかという方が電話に、もみ米っ

て。農家の方は長い歴史の中から、飢饉にいつ

襲われるかわかんないという中で、生活の知恵

として、言うなれば飯米としては古米や古古米

を食べて、新米は備蓄をしておくというような、

一つのこれは歴史としての流れの中から、そう

いう生活の知恵がある。 

 だから、その農家の方は、もみ米として持っ

て、食べる分だけを精米をしながら食べている

と。だから、新米というのはなかなか我々は食

べないんですよという話をされたときに、ああ、

なるほど、そういう生活の知恵があるんだなと。

これは、米が余っている。さらには過剰で余っ

てるって、そしてどんどん米価も下落していく

中にあっても、したたかにそのような生活の知
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恵というものを持ちながら、米というものの食

糧といったようなものを大事に大事にしている

んだなと。 

 この気持ちを忘れてしまい、農家の方々のそ

のような気持ちをどっかに置き忘れてしまった

んでは、これはまさに大変なことになるんでは

ないのかなということを、そのときに実は思い

起こしたということを、先ほどの多田議員の質

問を聞きながら、私も改めて思い起こしたわけ

でありますけども。この米粉、あるいは加工米、

過剰米といったようなものを一つの、言うなれ

ば、せっかく丹精を込めてつくったお米であり

ます。これを単なる過剰米と。だから、飼料米

であるとか、そのようなものとしての転作とい

う部分にも持ってきてるわけでありますけども。 

 この米粉の中で、私、ある製菓業者、煎餅業

者、国内でも有数の煎餅業者の方からお話聞い

たことあります。何のことはない、日本の国産

のお米を我々が使えれば、非常にコストが安く

済むんですという話が聞いたことある。そして、

一定の価格で買って、それをいうところの煎餅

という商品にしていくと。国産のお米でつくっ

た煎餅ですよとすればいいんだけども、それが

なかなか仕組みとしてそういうことになってな

いんで。 

 その外米が来た部分の、このえらいコストと

いうのは、不純物がいろいろ入ってる。石など

も本当に小石がいっぱい入ってる。それ全部取

り除くために大変な手間暇をかけて１つの商品

として仕上げているんですと。なぜそれを国産

といったものを、そのような中でもっとスムー

ズに、あるいははっきり言えば自由に使えるよ

うな仕組みに持っていけないだろうかなという

ような話を聞いたことがあります。その会社の

関係者から聞いたことがあるわけでありますけ

ども。 

 今、先ほどの質問の中にありましても、過剰

米という中に一遍的に片づけるんじゃなくして、

新たな米粉をはじめ、さまざまなそういった商

品化するという分にあっても、あるいは飼料用

米も、これは議員各位は十分承知してるかと思

ってますけど、飼料用米としてつくったから畜

産の牛に食わせればいいんだって言ったって、

牛もちゃんとそれなりの良質な肉としての商品

にするためには、ただ食べさせればいいつうも

んじゃない。きちんとした飼料としての配合と

いったものをきちっとしながら、米があるから

米をどんどん食べさせればいいんだという、飼

料用米を生産した、だから、畜産といったもの

に持っていって食べさせればいいという出口が

そこで出てくることなれば、その出口の部分だ

っていろんな制約がある。厳しい、言うなれば

コントロールしながら食べさせなきゃならない

という、そういう時代だと。 

 だから、ただただつくればいいってことじゃ

ないというところをどうもわかっていないなと

いうような話を聞いたことがあるわけでありま

して、ことほどさように、この生産調整、ある

いは過剰米といった部分の中において、それを

どのような一つの農家の皆さんの汗を、あるい

はそれら食糧といったものを大事にするといっ

たような気持ちといったものを踏まえた新たな

一つの流れ、そしてまた、一つの流通、さらに

はそこに新たな仕組みといったようなものつく

りながら、ただ転作はあれだから飼料用米にす

る、あるいは米粉にすると、ただそのような流

れじゃなくて、その出口の部分ももう少しきち

んとした仕組みにするという中に、安定的な米

価といったようなものをその中に見出すといっ

たことも可能ではないのかなと思ったりもして

いるとこでございますので。 

 ただいまの御質問を聞きながら、単なる補償

があるんだと、90％補填はされるよと。だから、

余り農家の皆さんは心配しないでっていう部分

も、当然それは当面の対策として、そのような

アプローチは当然しなきゃなりません。 

 そして、先ほど来議論になっております、こ

の農地集積といったような、出し手と受け手と

いったようなことのマッチングもしていかなき

ゃなりません。そして、その部分で集積化した

ことによって、規模拡大の中からコストといっ

たようなものを、そこで転用を図りながら、あ
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る程度の部分として、安定的な米価といったも

のをその中で見出すといった仕組みも当然のこ

とながらつくっていかなきゃならない。 

 そこで生産されたものが、今度はさまざまな

出口として、どのような流通の流れの中で、も

ちろん食糧としてではありますけども、さまざ

まな加工として、あるいは畜産振興といった新

たな分野といったものに、そういったものをど

のように活用、利活用といった流れをつくるか

ということを、単なる外国の外圧と言えば言葉

があれかもしれませんが、それに基づいて、そ

れには触れないよといったような、一つの何と

なくその辺の見え隠れもしておりますので、そ

の辺もある程度オープンにしながら、みんなで

知恵を出して１つの仕組みをつくっていくとい

うような１つの動きも、我々からも声を出して

いかなきゃならないんじゃないのかなというよ

うに捉えているとこでございますので、抽象的

な答弁になったかというように思っております

けども、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。 

○議長（新田勝見君）  16番多田誠一君。 

   〔16番多田誠一君登壇〕 

○16番（多田誠一君）  次に、小項目の４につ

いて伺います。 

 人口減少社会の中で、１次産業をどう振興さ

せていくのかということでございますけれども、

今、人口減少が予想を超える速さで進んでおり

ます。農家の労働人口も大きく落ち込んでおり

ます。一方、パート、あるいは臨時の職員とい

うものが非常に余ってる人が、余ってるという

言い方は取り消ます、言い直します。手伝って

もらえる人が非常にいないという現状でありま

す。 

 このような中で、地域を守っていくというこ

とが残った人たち、特に幾らか若い人たちがい

るならその人たち、あるいは女性を中心にして、

やはりこの集落的な一つのまとまりの中でやっ

ていくという手だてしかないのではないかなと

いうふうに思っております。 

 そして、若い人たち、女の人たちの、非常に

こう、現代はそういう人たちが非常にアイデア

を出したり、いろんなこう気がつかないものを

話ししてきたりする、それを上手に取り入れて

いく、あるいはそういうとこに対していろんな

指導をするという専門家の人たちのシステムも

できておりますので、そういう人たちをどんど

ん活用していくと、そして地域地域が、地域に

合った方法をもって、何とかその生き方を見つ

けておく、地域を守っていくということが非常

に大切なんだと思うんですよ。そういう方法に

ついて、市長もどんどん応援してもらいたいと

いうふうに思うんですが、その辺について伺い

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）  ただいまの御質問、全

く同感であります。そのような中における新た

な発想と「まとまり」という言葉が今出ました。

それから、やっぱり専門的なその辺はノウハウ

を持ってる集団、マンパワーもいるぞというお

話も出ました。 

 それからまた、この女性パワー、特にこれを

どのような形でまとまりにしながら、一つの力

に持っていくのかという部分が、さまざま試み

がなされているのが遠野市内でも随分出ており

ますし、また全国的にも、そのような事例が出

てきておると、これが、いうところのこの人口

減少社会、避けては通れない、その中における、

先ほどこの農業の実状、農業センサスの中から

高齢化率があと10年でもう80％近くの大変な高

い数字になる、これも多分、現実とすればその

ような数字になると思います。なると思います。 

 しかし、それをもって仕方がない、だからだ

めだじゃなくして、そこにこのまとまりという

一つの仕組み、そこにノウハウという専門的な

一つのマンパワー集団、そして、それをもって

してその１次産業のさまざまな生産物に付加価

値をつけて、その中から所得といったものを見

出し、そして雇用といったものをそこに確保す

るというのが、やっぱり一つのこれからの時代

の流れではないのかなと。したがって、農商工
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連携、いうところの６次産業化、これもかつて

いろいろ言われた一つの産業の一つの取り組み

の形態であったわけであります。 

 これが、ここに至ってまたさらに、その言葉

が改めて、この、国も言わざるを得ないといっ

たようなところに、先ほど来、この議論になっ

ております今の１次産業のその高齢化、さらに

は、この農林畜産物の価格低迷といったものに

何らかの手を打たなきゃならない、そこに人口

減少という国の大きな流れが、そこにさらに加

速をしてきたと。また一方においては、これは

やっぱり、私は国策の問題かというように思っ

ておりますけども、余りにもこの人口のこの動

態と申しますか、大都市圏に全てが集中してい

るというこのいびつな状態を、どのような形で

解消を図っていくのかというようなところの強

力な政策といったものが、国策といったものが、

そこに出てこない限り、今のような課題は解決

にならないんじゃないのかなと。 

 ただ、そういうものが出てくるまで待つわけ

にいかないと、我々、現場はそれを待ってるわ

けにはいかない中において、今のような試みを、

やっぱりそれぞれの地域特性を生かしながら、

そのような仕掛けを、あるいはそういった仕組

みを動かしていかなきゃならないんじゃないの

かなというようにも思ったりしてるところでご

ざいますので、そのような状況認識をお話しい

たしまして答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  16番多田誠一君。 

   〔16番多田誠一君登壇〕 

○16番（多田誠一君）  次に、大項目の３に入

らせていただきます。 

 はじめに、畜産農家の減少が続いております

し、飼養管理についてもそれなりにおりており

ます。ですけれども、放射能によって放牧でき

ない状況が続く中では、私は農家の人たちがそ

れぞれ頑張っておって、それで減少する幅が、

私が思ったよりも非常に少ないんじゃないかな

と。それから、畜産の人の減少率も非常に少な

くなっているということで、農家の頑張りとい

うものが非常にあらわれているんだなと、その

ように思ったりしております。 

 それで、この主として、この、減少させぬよ

うな、いろいろなことが手だてはしているんだ

ということになってくるわけでございますけれ

ども、放牧場が再開されてくるということにな

ってきます。 

 で、平成23年度東日本大震災によって発電所

の原発の破壊によって、遠野市の牧場はほとん

どが使えなくなってしまったという大きな問題

が発生しておりまして、市は県と連携して、一

日も早い放牧を目指して必死にやっております。

その努力の結果、完全ではありませんけれども、

来年度からある程度放牧の再開のめどがついて

きたということが、非常に畜産関係者について

は明るいものと、そのように思っております。 

 これからは、牧区を整理するとか、いろんな

形で放牧が始まっていくと、そのようにも思っ

ておりますけれども、この畜産を減らさないで、

できるだけ減らさないで持っていく、放牧を続

けていくという中で、やはりこの畜産の再編と

いうものが避けられないだろうと、そのように

思っておりますが、この辺がちょっと、くつか

って質問になってしまいましたけれども、その

辺についてどう再編を考えていくのかというこ

とについて伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この畜産振興、この人

口減少社会の中にあって、先ほど来、米価、米

の問題いろいろでございますけども、この畜産、

この分につきましての御質問をいただきました。

ちなみに、ちょっと数字を申し上げたいという

ように思っております。 

 多田議員から御指摘があったわけであります

けれども、具体的には、この和牛繁殖農家の飼

養頭数及び出荷頭数、こういったものにつきま

して、ちょっと数字を申し上げますと、平成16

年と25年と比較いたしまして、これを見ますと、

戸数では798戸に対し427戸、いうところのこの

53％、平成16年対比で見ますと、53％減ってい

るということであります。 
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 それから、飼養頭数、頭数のほうで見ますと

3,200頭に対しまして2,600頭ということになっ

てまして、これは81％というような形で3,200

頭が今2,600頭に、それから出荷頭数を見ます

と、2,260頭に対しまして1,850頭ということで、

これは動態81％、それぞれ減少しているという

ような状況であります。したがって、戸数で見

ますと53％でありますから、それから頭数、飼

養頭数、それから出荷頭数では80％ですから２

割近く減少してきているという一つの数字とし

て捉えているところであります。 

 ただ、これを見ますと、この農家数の推移に

比較して、この飼養頭数及び出荷頭数の減少率

がやや緩やかだということにあるわけでありま

して、これは農家当たりの飼養頭数が一つ、ま

あ、頑張っているという数字として捉えること

ができるんではないのかなというように思って

おりまして、この部分が、これから──そして、

もう一つは先般、農業生産額を公表いたしまし

た。公表した中におきまして、この農業生産額

から見ますと、平成25年度のこの72億1,000万

円に対しまして、この畜産に係るこの生産額は

37億円、全体の51.3％がこの畜産に係る生産と

いう形での数字として、初めてこの耕種の生産

額をこの畜産が上回ったということになるわけ

であります。 

 そしてまた、この平成16年度からの畜産生産

額を見ますと、34億3,000万円との比較で見ま

すと、２億7,000万円ほどふえておるというこ

とにもなってますから、着実に、戸数は減って

るけども、頭数あるいは出荷頭数、飼養頭数、

出荷頭数という中で、何とか持ちこたえてると

いう部分の中から、畜産農家の方々のふんばり

がこの部分に出て、そして遠野の農業生産の中

における、全体の生産額における37億円という

51％という数字を持ったということは、大変だ

という時代の、今の厳しい状況下に置かれてる

中にあって、非常に心強い数字として受けとめ

ていいんじゃないのかなというように思って、

もちろん、課題はあります。さまざまな課題が

あります。キャトルセンターも動き出しており

ますから、私は担当課のほうには、それぞれの

畜産農家の方々に、きめ細かくフォローしなが

ら、増頭運動を、もう少し、５頭を10頭に、あ

るいは10頭であったけど12頭にというのは、そ

の数字の積み重ねの中から、キャトルセンター

との連携の中で、少し頭数をふやすかというよ

うな部分における取り組みも愚直にやっていこ

うじゃないかという対応を求めているとこでご

ざいますので、そういった中から──したがい

まして、この中におきましても、極めて残念で

あり、また悔しいのは、この福島第一原発のこ

の放射能汚染問題が大きく影をおろして、それ

がいまだ除染という中における対応あるいは良

質な牧草といったものの中における、牧場を持

っておっても、それが利活用できないという一

つの大きな、何と申しますか、課題に突き当た

っているというとこでございますので、この除

染も、どうしても急傾斜地でもって除染はもう

できないと、石ころだらけだといったところは、

ある程度、これはもうはっきり除染という中に

おけるものから、対象から外して、そして、さ

らにこの除染の作業を加速させて、少しでも良

質な牧草の中から、まさにこの畜産といったも

のを、さらに大きな柱にできるような、そのよ

うな環境を一日も早くつくりたいものだなとい

うように念じております。 

 それにしても、東京電力の、全く誠意のない

対応につきましては、私も少々あきれておりま

す。７月でありましたけども、６月でありまし

たけども、賠償請求の、第６次賠償請求に、私

も臨みました。しかし、全てが、わかりました

と、本店のほうに伝えますというあれでござい

ましたけども、まあ、少し、何か大分、最近の

お話を聞きますと、少しまた電力側の動きも変

わってきたということを聞いておりますから、

それを、変わったんであれば、それをさらに、

我々の声を大にして、一日も早く、そういった、

畜産といったようなものを一つの大きな柱にす

るような産業の環境を、遠野としてもつくり上

げていきたいというように、改めて決意もいた

しているところでございますので、よろしくお
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願い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）  16番多田誠一君。 

   〔16番多田誠一君登壇〕 

○16番（多田誠一君）  最後の質問になろうか

と思いますけれども、今、遠野市においては、

風力発電が設置されて、市内からも大きな風車

が回転しているのがよく見えております。また、

道の駅、風の丘にも、ミニではありますけれど

も、風車が設置されておりまして、観光客をは

じめとする多くの人が目にしております。 

 今、市内の放牧場を中心にして、大規模な太

陽光発電、いわゆるメガソーラーの発電計画が、

関係する土地の所有者である牧野組合に示され

て話が進められております。また、遠野市にも

計画が示されて、協力の要請がされているもの

と認識をしております。 

 いわゆる再生可能エネルギーは、平成18年、

京都議定書の採択を受けまして、温暖化ガス

６％削減に向けて、国は、当時は原子力発電の

増設と同時に再生可能エネルギーの推進を進め

るという決議をなされております。しかし、お

分かりのように、平成23年３月11日、あの東日

本大震災の発生において、福島第一原発事故、

その後の定期点検の原発等を含めて、原発が全

てとまっているという状況ができてしまいました。 

 一方、再生可能エネルギーは大きく注目され

ておりまして、国策として、世界的にもその方

向に向かっておりますし、平成24年７月からは、

再生可能エネルギーの固定化買取制度が導入さ

れ、全国でもメガソーラー建設が活発に進めら

れております。 

 今回、遠野市に計画されている遠野メガソー

ラーパーク構想は、面積において1,000町歩以

上、発電量は１ギガ以上という単位だそうでご

ざいます。これは、原子力発電所１カ所分に相

当する発電量になると言われております。 

 そして、設置されるパネルの数でございます

けれども、国産、大手のパネルで440万枚を設

置するという膨大な計画でございますし、もち

ろん、でき上がれば、国内最大規模の、世界で

もそうないような規模のものになると言われて

おります。 

 なお、事業者はドイツのホトボルト社であり

まして、今この会社は日本において、秋田、山

形、長崎に各１カ所ずつ、それから、福島、宮

城に２カ所、合計７カ所で計画を進めておりま

す。その発電量は、799メガワットという単位

だそうでございますけれども、遠野に設置され

るのは、それよりもはるかに多い１ギガを超え

る発電量であるということを言われております。 

 で、関係する牧野組合としましては、慎重な

審議をしてまいりましたが、協議会を立ち上げ

ましていろいろな検討した結果、やはりこのチ

ャンスを逃すことなく、遠野市においても大き

な波及効果がある、いわゆる牧野組合だけでな

くて、遠野市にも相当な波及効果があるという

ことから、積極的にこれを取り入れていくとい

うことを決定しております。しかしながら、こ

れを実現をしていくということは、多くの畜産

の関係者をはじめとし、遠野市の協力をなくし

ては、これは到底実現できるものではありませ

んし、解決しなければならない問題もたくさん

あります。 

 これからは、地権者による、計画を受け入れ

ますよという承諾書をもって、国、通産省に申

請をする、そして受理されますと初めて詳細な

計画がつくられ、そのときになって、遠野市に

も初めて詳細な計画が示されて協力をお願いす

るということになろうかと思います。今の状態

では、市として判断をする材料はそんなに多く

持ち合わせていないという状況であろうかと思

っております。 

 ただ、この会社では、新聞等で報道されたよ

うに、長崎県の五島列島のほうでは、かなり計

画が進んでおりまして、起こされた電気は、海

底ケーブルによって運ぶというようなことが計

画されておりますし、今、この発表の中にはあ

りませんでしたけれども、八戸、青森県の、横

浜市においても、かなり計画が進んでいる、そ

のようにも伺っております。 

 また、この会社では、関係ありませんけれど
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も、過日の新聞では、軽米町が行政が積極的に

関与しながら、メガソーラーを３カ所に設置を

したいというようなことが発表をされておりま

した。 

 それで、遠野市においては、これからいろん

な課題を解決しなければならない部分がたくさ

んありますけれども、私たちがこれをこのまま、

示された数字をうのみにするということではあ

りませんけれども、ただ、取り入れていったほ

うがはるかに人口減少の中で、あるいは交付税

が減ってく中で、20年間という限られた時間の

中に入ってくるお金というのは相当な量があり

ますので、これを活用して、新たな、遠野市で

も畜産振興なり、そういうものにも積極的に取

り組んでいければと、そのような思いを持って

おります。 

 特に、今求めていられるのは、畜産農家の労

働力を軽減していくという形をもって、畜産を

やる農家と粗飼料を供給する農家と分けていく

というのが、今、主流になっております。そう

いうような形が定着すれば、遠野市の畜産は新

たに外部から若い人たちが入ってきてやるとい

う可能性もできております。遠野市では、堆肥

の処理場もきちっとできておりますから。 

 そういうことも考え合わせますと、これから

できてくる、詳細ができてくると思いますけれ

ども、それらを十分に検討されて、何とかこの、

市として前向きに検討していただければと、そ

のように願って質問をするわけでおりますので、

現在与えられた資料の中で、市長がどのように

判断をしているか伺います。 

○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）  ただいまの御質問を聞

いて、正直なところ、ちょっと戸惑いを覚えて

おります。牧野組合の当事者としてチャンスだ

と、そして相当のお金が入るというお話があり

ました。そこで判断を間違ったんでは大変な禍

根を残してしまうんじゃないかなというように、

私は受けとめております。 

 ただいま、つい、まだ舌の根も乾かぬうちと

申しますか、51％、37億円という中における遠

野の産業の柱として、畜産がこう見えてきてい

ると、その中において、個々の畜産農家の方々

も懸命に頑張りながら、そこで所得をふやし、

また少しでも増頭しながら安心して安定な生活

という中で懸命に努力をしておると、そのよう

なわけであります。 

 まず、その、私の考えを申し上げるに当たり

ましてお断わり申し上げますけども、私にはほ

とんど情報がありません。それから、その相手

方のそのような、誰が責任者なのか、確かに、

長崎の話も出ました、新聞では私も承知してお

ります。そのような形で大規模に展開したと、

離島であるわけであります。 

 それの中で、遠野は既に、和山、貞任に風力

発電を持って、遠野の戸数の３倍から４倍ぐら

いの３万世帯ぐらいの賄える、その風力発電の

一つのプロジェクトは既に展開しております。 

 そしてまた、それがさらに拡充をするという

ような、拡大したいというような一つのプロジ

ェクトがあります。これは、ある程度、和山、

貞任という中におけるものとして、トーメンパ

ワーという一つの風力発電の有力なメーカーが

遠野を展開したと。ただ、そこは釜石、大槌、

遠野という一つのまたがったところに展開をし

ておりまして、遠野のほうには一部というよう

な中におきます。 

 で、今度、拡大するに当たりまして、この送

電ルートが改めて確保しなきゃならないという

部分があるわけで、その送電ルートを新たに確

保するとなると、私は、担当のほうにおいても、

よくアンテナを高くして、誤りがないようにし

ろよと、山口遠野物語の原風景、山口集落が送

電ルートとしては最短のルートになるわけであ

ります。そうしますと、あれだけの原風景、お

らほの眺めという中におきまして、山口の水車

小屋をはじめとする、まさに遠野物語の世界、

ダンノハナとか、デンデラ野とか、そのような

中における一つの遠野としての資源、それが重

要文化的景観として遠野の魅力になっているわ

けであります。 



－ 91 － 

 そこに、送電、高圧線が走るようなことがあ

ったんでは、その魅力が、半減するというより

も、もうなくなってしまうわけであります。そ

のことを思い起こすと──ただいまの、今の、

すみ分けできるんじゃないかという話がありま

した。で、繰り返しになりますけども、この、

一定の20年間だけの相当のお金が入ってくる。 

 で、この間、この部分におきまして、代理人

という方からの情報だと聞きましたけども、何

と、この20年間で900億円の税収が入るという

数字を出したそうでございます。900億円とい

ったら大変な数字だぞと、年間に直したら幾ら

だといったら45億円だというわけです、45億円

だと。そんなに税収のあるプロジェクトなのか、

今の制度の中でそれだけ税収が入ってくるのか

と、すぐ調べろという指示をいたしました。 

 まだ、調べた結果は出てきておりませんけど

も、ただ、45億円、年間45億円という税収があ

る、それに、まあ、言うなれば、私は、確かに、

それだけの財源が入るということについては、

市民の安心・安全のためには、大変な、貴重な

財源であることは承知しております。しかし、

そのメガソーラーという、一つのメガソーラー

パークという構想の中で、それやってもいいよ、

しかし、その、発電された電力はどこに行きま

すか。全て大消費地の東京に行くんですよ。全

てそっちへ行くんですよ。したがいまして、こ

の、いわゆる原発政策の中でも、青森県が大変

な形でこの原発問題、最終処分場の問題も含め

て大変な状況になってます。あの、発電という

か、原発政策もほとんどが大都市への電力供給

の仕組みになっているんだというところも、

我々は忘れてはならない。したがって、再生可

能だと、だから非常に自然に優しいんだと、だ

からこれをやらなきゃならないんだというけど

も、そこで生み出すエネルギーはどこに行くか

となれば、今の仕組みの中からすれば、ほとん

どが大消費地のほうに向けられるエネルギーと

してという部分を、我々はある意味においては、

冷静にそこを見きわめなければならないんじゃ

ないのかなというように思っております。 

 そのようなことを考えれば、私は限られた情

報しかありません。したがいまして、今ここで

明確な、こういったメガソーラーパークに対す

る私のスタンスを言い切るには情報が足りない

ということを踏まえて、踏まえて申し上げます

と、基本的には、これについては行政は関与で

きないというような判断に、今、私は、現時点

では、私は今、そのような認識に立っていると

ころでございますので、これが、もっともっと

具体的になって、その部分の税収の900億円の

問題だとか、45億円の問題だとか、雇用の問題

だとか、送電ルートの問題だとか、さまざまな

ものが、もっと具体的に見えてきて、ああ、な

るほどなと、そういう中における、一つの国策

の中で位置づけられるんであれば、それは牧野

組合の皆さんの理解もいただくという前提に立

って、市民の理解もいただくという前提に立っ

て、受け入れるという一つのものに行く可能性

も全くないわけじゃないんですけども、それを

判断する材料は、今のところ全くないというよ

うな状況でございますので、そのような認識の

中からの答弁とさせていただきますので、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。 

○議長（新田勝見君）  16番多田誠一君。 

   〔16番多田誠一君登壇〕 

○16番（多田誠一君）  ただいまの答弁は、ま

さしく私もそのとおり受け取ります。私は、数

字を出さなかったのは、余りにも数字が大きい

し、果たして、その、積算する根拠が、私たち

には、今、わからない。そういうことがありま

すから、私は、数字を出しませんでしたし、牧

野組合が受けるほうは、面積掛ける１平米幾ら

という単価ですから、これは簡単に計算すれば

出せるんでありますけれども、いわゆる遠野市

に提示されている金額というものは、積算する

根拠あるいはそういうものが今の段階では全く

わかりません。 

 また、市長がおっしゃられたように、私たち

も一番気をつけなければならないのは、いろん

な進み方が誤って、自分たちの山であって自分
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たちの山でなくなってしまうというようなこと

が決してあってはいけないわけですから、やっ

ぱり、そういうことについては、行政の専門的

に詳しい人あるいは弁護士のほうの専門の知識

のある方の指導を仰なければならないんだと、

そのように慎重に考えではあります。 

 ですけれども、まず申請をして、受理して、

そこで初めて具体的なものが出てくるというこ

とになりますから、その段階においても、いわ

ゆる承諾書を出すにおいても、この承諾書がや

たらに使われれば、あるいは拡大解釈をされて

は困るので、そういうことのないように、きち

っとした弁護士に、そういう書類をつくっても

らって、きちっとその辺を、利用されないよう

な、悪い言葉で言えば、悪用されないような形

で進めていきたい、そのように思っております

し、それなりな資料が示されてくるならば、改

めてまたお願いをし、検討をお願いするという

ことになろうかと思いますので、よろしくお願

いをいたしまして、私の質問を終わります。 

○議長（新田勝見君）  いや、質問をしてくだ

さい。質問にしてください。 

○16番（多田誠一君）  じゃ、市長、もう一度、

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）  ただいま多田議員のほ

うから、その情報といったものがまだ不足して

るんで、その辺をよく見きわめながらというお

話いただきましたので、ちょっと冷静になりな

がらその部分は対応していかなきゃならない。

まあ、メガソーラーパーク、非常に響きはいい

です。響きはいいわけでありますけども、果た

して、その中に雇用が、じゃ、その後の維持管

理が、いろんなメンテナンスも含め、そして、

特に、御案内のとおり、大変厳しい寒さと積雪

の中という、厳しい自然環境にもあるというこ

ともまた一方においては踏まえなきゃならない。

したがって、きのうの議論の中にも、今、再生

可能エネルギービジョンが、大体作業が６割、

７割進んでるという話をいたしました。したが

って、ただいま、いただいた情報なども、きち

んと踏まえながら、遠野とすれば、この再生可

能エネルギーといったようなものをどのような、

一つの基本的なスタンスでそれに取り組むのか

ということを、この12月までにきちんとまとめ

上げたいというように思っておりますので、そ

の間、ただ、手をこまねいてるわけじゃない。

やっぱり、きちんとした情報をとりながらとい

う中における対応をしていかなきゃならない。 

 ただ、繰り返しになりますけども、今、その

部分において、先ほど、繰り返しになりますけ

ども、協議会も立ち上げて、受け入れ体制をと

いうようなニュアンスのお話、あったもんでご

ざいますから、私も、その、現時点ではという

部分の中における私の考えを申し上げたという

ことであります。文字どおり、進行形で物を考

えていかなきゃならない、どのような状況変化

になるかわからないわけでございますから、進

行形で物を考えていかなきゃならないというこ

とで、ひとつ御理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。 

○議長（新田勝見君）  16番多田誠一君。 

   〔16番多田誠一君登壇〕 

○16番（多田誠一君）  質問を終わります。 

○議長（新田勝見君）  これにて一般質問を終

了いたします。 

 お諮りいたします。 

 ９月10日から18日までの９日間は、委員会審

査のため休会いたしたいと思います。これに御

異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新田勝見君）  御異議なしと認めます。 

 よって、９月10日から18日までの９日間は、

休会することに決しました。 

────────────────── 

   散  会   

○議長（新田勝見君）  以上で、本日の日程は

全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。御苦労さま

でした。 

   午後２時55分 散会   


