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   午前10時00分 開議   

○議長（新田勝見君）  おはようございます。

これより本日の会議を開きます。 

 本日、副市長は遠野緑峰高等学校卒業式に出

席のため、午前中、欠席する旨の届け出があり

ましたので御了承願います。 

────────────────── 

   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。11番菊池充君。 

   〔11番菊池充君登壇〕 

○11番（菊池充君）  おはようございます。遠

野一新会の菊池充でございます。 

 まず質問に先立ちまして、今月の11日が参り
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ますと、あの東日本大震災から４年目を迎えま

す。改めて亡くなられた方々や、いまだ行方不

明の方々に対して御冥福をお祈りいたしますと

ともに、いまだに仮設住宅等で不便な生活を余

儀されている被災者の方々に対して、衷心より

お見舞いを申し上げますとともに、一日も早い

復興を願うものであります。 

 それでは、通告に従いまして、市長に大項目

４点、教育長に大項目１点について、一問一答

方式にて質問を行ってまいります。 

 はじめに、大項目１点目でございます。総合

計画の見直しについてお伺いいたします。 

 平成17年10月１日に新遠野市が誕生してから、

10年目に入っております。この間、総合計画の

将来像を「永遠の日本のふるさと遠野」と定め、

自然と共生しながら、人々が健やかに輝き、活

力にあふれ、ふるさとの文化を育み、市民一人

ひとりの郷土への誇りと愛着と熱意によって、

みんなで築くふるさと遠野を目指し、５つの大

綱を定め、着実にまちづくりに取り組んできた

ことは周知の事実でございます。 

 本計画も、平成27年度には最終年度となって

おり、27年度中に基本構想の見直しと新たな基

本計画等と実施計画の策定が行われるわけでご

ざいますけれども、策定に当たっての基本方針

と策定のフローチャート、実施時期についてお

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）  菊池充議員の一般質問

は、一問一答ということであります。 

 冒頭に、３月11日が参りますと４年というこ

とになって、被災地の一日も早い復興をという

お話がありました。私も同じ気持ちであります。

加速ということであれば、単なる言葉じゃない、

本当に被災地の方々のためにも、加速させ形に

していくということが、今、大きく問われてい

るんじゃないのかなと思っておりますので、遠

野市としても、これまで以上の支援の活動の中

から、一日も早く被災地の皆様が安心して暮ら

せるような、そのようなことにもっていけるよ

うに、引き続き支援をしてまいりたいというよ

うに思っているところでございますので、よろ

しくお願い申し上げたいと思ってます。 

 さて、１問目の質問として総合計画の話があ

りました。これは、さきの市長所信表明ってい

うか、中でも申し上げましたとおり、27年度が

最終年度ということになります。総仕上げとい

う中で、次の28年度を初年度とする前期５カ年、

後期５カ年の総合計画にもっていかなきゃなら

ない。大きく、今、遠野は、さまざまな高速イ

ンフラ、道路の整備も含め、大きくさま変わり

をしてきております。 

 これを、やはりチャンスとして捉えなければ

ならない、受け入れる、あるいは打って出ると

いう、そのような環境づくりをしていかなきゃ

ならないと、そういった面におきましては、大

変重要な年として27年度が位置づけられるんで

はないのかなと思っておりますので、そういっ

た意味におきまして、その手順、それから基本

方針あるいは策定に向けての手順、そういった

ことでの作業を進めてまいりたいというふうに

思っておりまして、まず、策定に当たっては６

月議会をめどに、この基本構想を、議員各位に

お示ししたいというように思っておりまして、

最終的には、この基本計画そのものは12月市議

会に提案をするということの手順になるんじゃ

ないかなと思っておりまして、それに先立ちま

して、やはり市民の皆様の意見を、広く吸い上

げると申しますか、お聞きするということも、

もちろん議員各位からも、きちんと議論は深め

なきゃなりません。 

 したがいまして、今、スケジュールを組んで

おりますけれども、４月になりましたならば、

平成27年度の当初予算の内容、それに伴う健全

財政をどう維持するかというような一つの問題、

そういったようなことを、丁寧に市民の皆様に

御説明をすると。 

 あわせて次の計画に、どのような一つの明か

り、展望を持って、その基本構想といったもの

にまとめるのかという部分の地区懇談会、まあ、

各地区のほうに入る、あるいは各分野別にとい
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うことがいいのか、今、それを検討してもらっ

ておりますけれども、いずれ市民の皆様との中

における対話の中から、そのような一つの構想

あるいは基本計画に持っていくようなそのよう

な手順を、まず一つ、大事にしていきたいとい

うように思っております。 

 まずそういったものを含めながら、それぞれ

概要を、これもその都度、議員の皆様にお示し

を申し上げながら、一つ一つ丁寧に課題を整理

しながら、整理整頓しながら、一方においては

総仕上げ、一方においてはそれを踏まえながら、

これまでの分の検証、そしてそれを、成果とい

ったものをきちんと踏まえながら次の計画にと

いう手順を踏まえて、具体的には６月市議会で、

さらには12月市議会といったものをめどに、一

連の作業を進めてまいりたいと思っております

ので、よろしくお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  11番菊池充君。 

   〔11番菊池充君登壇〕 

○11番（菊池充君）  今、基本構想と基本計画

の時期等について答弁いただきました。 

 特に、今、市民参画機会を十分に捉えてとい

うことが話されますけども、やはり、いろんな

形で市民からの、いろんな要望、意見、課題と

いうものを十分に酌み取るという機会が、私は

重要だというように思ってございますので、徹

して、その市民との対話を続けながら、新しい

計画を盛り込んでいただきたいというように思

います。 

 新たに地方創生の総合戦略の策定も、今度、

５カ年をということで出てまいりました。一体

的な計画の取り組みになるんだろうというふう

に思ってございますけれども、そうした中で、

いわゆる10年前の社会経済情勢と今日では、予

想を超える少子高齢化の進行あるいは大きな問

題となってきてます急激に進む人口減少社会へ

の対応、さらにはＴＰＰ問題や米価下落などに

よる農業対策、震災における公共インフラの耐

震強化対策、そして公共施設の老朽化の進行に

よる整備の対策等、多くの課題が出ております。 

 さらには、今年度開通する、そして30年度を

めどとして開通されます高速交通網の開通に伴

っての、いわゆる交流人口の確保対策など、新

たな国土形成、多くの課題が山積している中で、

その実施計画の裏づけとなる財政計画は、10年

間優遇措置されてきた普通交付税は、年々減少

の一途をたどるというふうに認識してございま

す。 

 さらに、10月に実施されます国勢調査では、

人口減少が進んでおり、地方交付税の減額も予

想されるということになると思います。 

 さらには、新市まちづくり計画に基づく合併

特例債も27年度で終わるということになり、新

たな財源確保が非常に重要になりますけれども、

今後の財政見通しについて伺いたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいまの御質問にあ

りましたとおり、この計画、そういった場合に

おいての財政見通しを、どう持つかというのは

非常に大事なことであります。これは、本当に

肝に据えなければ、財政破綻という言葉は使い

たくないんですけども、本当にそういうような

ことも懸念されるということで、次期総合計画

の策定に当たりましての現状における財政計画

あるいは財政見通しといったものは、決して楽

観できるものではないというように承知いたし

ております。 

 御質問にありましたとおり、歳入につきまし

ても人口減少といったものを踏まえながら、市

税が、今、微減ないし、もしくは横ばい状態に

あると。また、歳入の４割を占める地方交付税

あるいは市町村合併による優遇措置、今、その

話もありました。優遇措置、合併算定替といっ

たような問題が来年度で終了すると御質問にあ

ったとおりでありまして、こういったようなこ

とも、そして28年度から段階的に、こういった

これが終了することによって、28年度から段階

的に減額していくと。そして、この５年間をも

って、実は、大体、試算ですけども、５年間で、

総額約15億円ぐらい減額をするのではないかな

というような、そのような厳しい試算も行って
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いるところであります。 

 また、御質問にありましたとおり、人口減少

といったものが、なかなか歯どめがかからない、

これは、歯どめがかからないというよりも、か

けるということも、もちろん大事でありますけ

ども、やはり一定の人口減少は避けられないと

いう前提に立った、やっぱり財政運営もしてい

かなきゃならないというように思っているとこ

ろでありまして、その中で、ことし10月に国勢

調査が予定されております。 

 国勢調査によりますと、人口減、これが地方

交付税の減額要因になるということになりまし

て、大体、これも試算ですけども、対前年度で

約３億円ぐらい減額になるのではないかなと。 

 今、この地方交付税そのものは、人口といっ

たものをベースにしながら算定されております

から、そうしますと、一定の人口が減って、国

勢調査の中に対応しておりますから、ことし10

月の国勢調査、かなり厳しい数字が出るんでは

ないかなと思っております。 

 ３万2,000でスタートしたという中でありま

すけども、既に2,000名以上、もう減っている

わけでありまして、もう３万を切っているわけ

でありますから、今度の国勢調査で、その辺が

もっと厳しい数字にはなって出てくるだろうと

いうようにも、ある意味では覚悟しているとい

うことになります。 

 したがいまして、そのようなことを見込まれ

るという前提に立って、歳出の抑制といったよ

うなことも、しかし、少子高齢化というものに

伴いまして、いわゆる扶助費、これが増加して

いる、あるいは施設整備等に伴って、これも今

議会でさまざま議論をしてきているわけであり

ますけれども、この維持管理費用といったもの

の増額も見込まれると。さらには、環境対策や

ら防災対策に係る費用といったものも視野に入

れていかなきゃならないということになります

から、歳出抑制といったようなことも踏まえれ

ば、これもなかなか厳しいということにもなる

わけでありますから、ごく当たり前でございま

すけども、スクラップ・アンド・ビルドのよう

なものをしながら、徹底的にしながら、やっぱ

り経常的経費の抑制、あるいは事務事業のアウ

トソーシング、民間委託といったようなものな

ども視野に入れながら、厳しく優先度を選択し

ながら、市民、福祉の向上といった中における

財政運営を心がけていかなきゃならない、そし

て、それを踏まえた上で、やはり夢も希望もあ

るような総合計画に持っていかなきゃならない

わけでありますから、財政事情は厳しいから、

あれもだめ、これもだめ、それもだめとなると、

やはり市民の皆様の意欲、活力といったような

ものも導き出せなくなってしまうということも

懸念されるわけでございますので、そこを、ど

うバランスをとるかとなれば、やっぱり知恵と

工夫かな、なんていうことを思ったりするとこ

でございますので、よろしく、ひとつ御理解い

ただければと思っております。 

○議長（新田勝見君）  11番菊池充君。 

   〔11番菊池充君登壇〕 

○11番（菊池充君）  合併特例債につきまして

は、推定ですけども10年間で、ソフト・ハード

合わせて80億ぐらい、それから過疎対策事業債

で50億ぐらいというふうに、10年間で活用され

てきたのかなというふうに思ってございます。 

 過疎対策事業債については、これは続くでし

ょうけども、合併特例債は終わるということに

なります。今までは、約束手形があって事業を

してきたということになるわけですけれども、

新たな財源確保というような分では、先ほど質

問しましたが、夢と希望のあるまちづくり、一

方では財政とのバランスという部分では、非常

に、その健全財政をもっていくうえでは、大変

厳しい部分があるだろうと思いますけれども、

やっぱり、これからもさまざまな国の動向を見

ながら、有利な財源確保をしながら、事業に取

り組んでいただきたいと、このように思うわけ

でございます。 

 それでは、次に２点目の項目に入ってまいり

ます。大項目２点目、地区センター機能の強化

と地域振興についてであります。 

 人口減少問題が大きく取り上げられておりま
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すが、遠野市にあっても駅裏や稲荷下、八幡地

区で住宅が整備されるとともに、民間住宅も中

心市街地やバイパス沿いに整備され、利便性や

快適性を求め人口流入が続く一方で、周辺の集

落は、減少の一途をたどっております。 

 今後、集落の活力を維持していくためには、

地区センターの果たす役割は最も重要と思われ

ます。今、進化まちづくり会議で議論されてい

ると理解しておりますが、どのような方向づけ

がなされようとしているのか、また、いつごろ

をめどに進めようとしているのかについてお伺

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）  ただいま御質問にあり

ました地区センターも含め、機能の強化と地域

振興、本当に、これは大事な大事な一つの仕組

みとして、きちんと確立しなければならないか

というふうに、十分承知しております。 

 したがいまして、今後、それぞれ、この総合

計画、先ほどのやりとりの中でも、総合計画を

どのように、その中において財政といったもの

を、そのように踏まえながらというような御質

問をいただきました。 

 そういったときに、私は、前からお話してお

りますけれども、限界集落とか消滅集落という

言葉はいかがなものかということで、それは疑

問を呈してきました。しかし、その議論が下火

になって、集落で頑張れるな、維持しなきゃな

らないな、新しい仕組みをつくらなきゃならな

いなと思ってたところに、いうところの消滅市

町村という言葉まで出てきたという中で、全国

的な大きな話題になった、その一つの中に、地

方創生という一つの流れも、ある意味において

は必然的なものとして出てきたのかなというよ

うにも思っております。 

 今までの地方創生という、一つの中にあって、

ただただ財源を手当てするからやれということ

ではなくして、官民挙げて一つの新たな仕組み

をつくれと、そうすることによって、それを応

援するというような、などが中にあってますか

ら、今度の地方創生法に基づく一つの仕組みと

いったようなものは、今までの地方頑張れとは、

ちょっと違う、一つのスタンスをとっているん

じゃないのかなということを、私、感じておる

ところであります。 

 そういった中におきまして、議員御指摘のと

おりでありますけれども、人口減少、これは本

当に、非常に、深刻という言葉は余り使いたく

ないんですけども、現実は、やっぱり非常に深

刻なものになってきていると。しかし、その中

でコミュニティーの担い手がいない、あるいは

コミュニティー活動が低下するということも心

配されると、市内９カ所に地区センターを設け

ているわけでありますけども、私は、40年前と

いうことになれば、実は、こだわりの中におけ

る遠野郷という一つの中における、地域を大切

にしてという部分の仕組みは、胸を張って誇る

べき、この仕組みではなかったのかなと。であ

れば、それをどう進化させていくかということ

が、やっぱり大事じゃないかなと思いまして、

御案内のとおり進化まちづくり検証委員会の中

で、しがらみのない委員さんの皆様からも率直

な意見を聞きながらということで、先般、中間

報告をいただいております。 

 その中間報告を踏まえながら、これは全て公

開しながら、関係者の皆様にも聞いていただい

ておりますけれども、それを踏まえながら、た

だ、これ進化まちづくり検証委員会に全部丸投

げしたんじゃないと、ワークショップといった

ものをあれしながら、各会、各層、あるいは各

年代の方々からも、これからの集落はどうあら

ねばならぬかということの、一つの意見聴取も

行っているところでございますので、これを丁

寧に市民合意という部分に結びつけるためには、

やはり丁寧な説明を行いながら、これまでの検

証、それから昨年、さっき、今、繰り返しにな

りますけどワーキング会員なども立ち上げてご

ざいますので、第７回の検証委員会の議論で１

町10カ村と──遠野はです──１町10カ村とい

ったような一つの枠といったようなものを大切

にするような集落ネットワークも一つ大事じゃ
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ないかと。 

 そこで、今の地区センター、９地区の地区セ

ンターと集落ネットワーク１町10カ村というネ

ットワークといったものを、どのように構築し

ていくかということが、今度、次の総合計画に

どう位置づけるかというところで、これから濃

密な議論を、進化まちづくり検証委員会あるい

は地域住民の方々あるいは議員各位、皆さんの

ほうのさまざまな意見を徴しながら、その方向

性を、できれば27年度の、先ほど言いましたと

おり、基本構想が６月議会という形で申し上げ

ました、そのあたり、あるいはそれよりも少し、

もう少し具体性になるには、もう少しおくれて

９月ごろになるのかなと思いながら、そのよう

な作業工程の中で、今の御質問のあった、一つ

のネットワークをどう構築というような議論を

深めていきたいというふうに考えているところ

であります。 

○議長（新田勝見君）  11番菊池充君。 

   〔11番菊池充君登壇〕 

○11番（菊池充君）  地域的な部分まで、ちょ

っと話されましたけれども、前段でも申し上げ

てございますけれども、やはり周辺地域や集落

の過疎化の進行に歯どめがかからないという状

況でございます。 

 合併当時から比較しますと、さまざまな形で

地域で活動してきております老人クラブなり農

業組合なり婦人会なりが、組織等が減少してき

ているという実態にございます。さらには中心

的役割を担ってきていた方々も高齢化という部

分から、自治会活動の低下も見え始めていると

いう状況でございます。 

 10年後を見据えて、人口減少社会にあっても

市民との共同による地域づくりという部分が一

番大変重要なわけでございますので、地区セン

ター機能の強化という部分について、先ほどは、

あんまり触れなかったという感じしてございま

すので、強化と達曽部地区、鱒沢地区への地区

センターの設置による活動拠点の整備等の考え

について、再度お聞きしたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま、先ほどの質

問で１町10カ村というような中における取り組

みというか、枠組みも、一つ検討に値するんで

はないのかなという御答弁申し上げたわけであ

りますけれども、先般の第７回の進化まちづく

り検証委員会でも、そのような議論がされてお

ります。 

 そして、私は、これからのコミュニティーを

考える場合においては、消防団組織といったよ

うなものが、すごく大事な組織ではないかなと

思っております。火事があって、あるいは災害

が、ばかりじゃなくて、コミュニティーといっ

たようなことを考えてみた場合に、この消防団

組織といったようなものの団結力、結束力、こ

れはやっぱり、そして行動力、これはかなりの

ものとしては位置づけられるんじゃないのかと。 

 そうしますと、この11分団、この１町10カ村、

それで11分団、この集落ネットワークの中にお

ける枠組みと消防団組織がうまく重なるという

こともありますので、消防団組織を、その分団

組織という中において、このコミュニティーと

いったところの中に組み込むというか、一緒に

なってやるというようなことも、すごく大切な

ことではないのかなと思っておりますので、い

うところの御質問にありました、いうところの、

今、達曽部、鱒沢でございますね、この辺のこ

とも含めながら、このコミュニティーといった

ような拠点づくりといったようなものについて

は、かなり具体的に検討を進めていく一つの課

題ではないのかなと。 

 これは、どうしても人口減少ということにな

れば、集中と拠点化ということも一つの仕組み

として成り立たなきゃならない。しかし、それ

は本当に効率的な、集落なりコミュニティーを

守る一つの方法になることであれば、必ずしも

そうじゃないだろうと、であれば、やっぱり地

域といったものを、大事な地域密着といった中

における核づくりというか拠点づくりというも

のをしながら、それをネットワークに結びつく

ことによって、大きな遠野としての力を発揮で
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きるということにもなるんじゃないのかなと思

っておりますので、先般の進化まちづくり検証

委員会で、１町10カ村という枠組みも、遠野は、

非常に、そういった意味においては条件的には

頑張っているんじゃないのかなという趣旨の報

告もされたところでございますので、そういっ

た前提に立って、議論をさらに深めていきたい

というように思っているところであります。 

○議長（新田勝見君）  11番菊池充君。 

   〔11番菊池充君登壇〕 

○11番（菊池充君）  今、消防団組織の話があ

りました。消防団そのものも、やはり団員の確

保というものが、なかなか厳しくなってきてい

るという状況でございますけれども、やはり一

体的な取り組みの中で、いわゆる安定した消防

活動なり防災活動できるような体制というのは、

そのコミュニティーの一つとして重要な位置づ

けを持っているというふうに理解しますので、

ひとつ、そういう部分も含めた取り組みについ

て御期待を申し上げます。 

 それでは、大項目３点目の遠野ハートフルプ

ラン2015についてお伺いいたします。 

 介護にかかわる問題や課題が、全国紙や専門

紙、地方紙で多く取り上げられており、その内

容も引用しながら質問をさせていただきます。 

 遠野ハートフルプラン2015の概要が示されま

したが、それに先立って、国では、年10兆円に

膨らむ介護費用の伸び率を抑える狙いから、介

護報酬を2015年度から見直し、施設サービスも

下げ幅を大きくし、在宅サービスに手厚く配分

し、トータルで2.27％を減じる内容が決定され

たというふうに報じられてございます。 

 このことについて、施設運営事業者からは、

利益率が高いというふうに指摘をされているこ

とに対して、施設年数の経過とともに修繕や改

善が必要となっていることへの財源の確保であ

り、利益率が高いとの指摘には当たらないとい

うふうなことが多く報じられてございます。 

 また、人手不足が深刻な介護職員の新任増を

目指すとしてございますけれども、介護報酬の

引き下げで減少が予想される状況の中で、賃上

げの実現は難しいというふうな取り上げられ方

もしてございます。 

 パートや非正規職員ばかりで、長く勤めるこ

とができる正規職員を確保することができない

といったような声も聞こえてございますけれど

も、市の事業者の実態をどのように捉えている

のかお聞きしたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ハートフルプランの20

15といったものの中から、介護保険、介護報酬

改定に伴う、市内事業者への影響をどのように

把握しているかということについての御質問で

ありました。 

 御質問にありましたとおり、この27年４月介

護報酬の改定で、これも御質問あったとおりで

ございますけれども、全体で2.27％のマイナス

改定ということになっておりまして、平成12年

にこの制度がスタートしているわけであります

けれども、その制度施行以来、最大のマイナス

改定ということになったわけであります。 

 その背景としては、いろいろ社会保障財源の

問題、あるいは消費税引き上げが見送られた問

題、さらには、これは御質問の部分とあるわけ

でございますけれども、この介護保険、介護事

業経営実態調査といったようなものによると、

社会福祉法人の内部留保が結構あったというこ

とも、その背景にはあるようです。これは国

ベースの話でございますから、ということもあ

ったようなことで、こういったマイナス改定が

行われたということになっているわけでありま

す。 

 実は、遠野市ではこういった介護保険、介護

サービス事業としては、社会福祉法人、３法人

あるわけでありますけれども、具体的な数字の

中で、個々にコメントすることは、この場では

ちょっとあれでございますけれども、いずれも

３法人とも、いずれも黒字経営を行っていると

いうことになり、ただ、それを単に黒字経営だ

という中で、単純には、これを受けとめるわけ

にはいかんだろうと、やっぱり抱えている課題
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は、やはり人手不足の問題も含め、あるいは待

遇の問題も含め、いろいろな問題があるという

こともあるわけでありますから、それぞれの事

業者の法人の皆様は、やっぱり慎重な経営をせ

ざるを得ないというような状況にもなっている

ことではないかなと思っておりまして、このま

までは、こういったマイナス改定ということに

なったままを放置しておけば、その収支そのも

のが悪化していくということも十分予想される

という見通し、そういう認識はしているところ

であります。 

 そういったことも含めながら、やはり、高い

志といったものは必要であります。しかし、一

方においては、職員の専門資格を有する職員の

配置や、あるいは医療機関の連携なども非常に

大切であります。そして、このサービスをどの

ような形で、本当に利用者の状態に応じたサー

ビスを提供できるかということを常に考えてい

くということになるわけでありますので、介護

報酬の加算を算定できる、いわゆる非常に質の

高いサービスを提供できる体制、そして安定し

た経営を計っていけるような中で、事業者の皆

様との連携をしながら、その中で、市とすれば、

市の行政とすれば、どのような手だてが講じら

れるのかという中において、国の制度が云々だ

けの議論じゃなくして、やはり我々は、我々の

中において密接な連携をとりながら、このよう

な一つの安定した経営、一方においては質の高

いサービスの、介護サービスの提供といったも

のを必ず両立できるというように思っていると

ころでございますので、そういった点で、ます

ます連携を深めていきたいというふうに考えて

いるところでございますので、御理解いただけ

ればと思っております。 

○議長（新田勝見君）  11番菊池充君。 

   〔11番菊池充君登壇〕 

○11番（菊池充君）  市内には３法人が介護事

業をしているというお話であります。その中で

は黒字であるという説明でありましたし、内容

までは踏み込んではおりませんけれども、状況

についてもお話いただきました。あくまでも内

部保留資金の部分については、ある程度の取り

崩しをしながらも施設整備を図っていかなけれ

ばならない状況にもなってきてございますので、

いわゆる国が言っているような状況には、私は

ないと、市内の３業者については、そういうふ

うに思っているところでございます。 

 そうした中で、賃金アップ分以外のサービス

報酬の引き下げで、事業所によっては経営が厳

しくなるという状況にも直面していると。いわ

ゆる国の改定に伴ってというお話されてござい

ます。 

 そういった状況の中で、利用者に十分なサー

ビスの提供ができなくなったり、利用者調整な

どをして、施設介護サービスを必要とする方々

への介護支援が損なわれる、あるいは介護崩壊

をもたらすというふうなことがあってはならな

いというふうに思っているわけでございますけ

れども、再度、そこの部分についてお聞きをし

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）  全く、御指摘のとおり

だと思います。やはり、この介護サービス事業

と申します介護問題、私は、福祉の問題もそう

でございますけども、極めて抽象的な言い方に

なりますけども、やはり高い志というものがそ

の中になければならない。したがって、もちろ

ん待遇の問題も、それに当然伴い、それが、高

い志と待遇というものは、ちゃんときちんとあ

れされて、質の高い介護サービスが提供できる

という仕組みになっていくわけでありますから、

今、御指摘のあったとおりのような状況になっ

て、サービスが低下したんではということがあ

るわけでございますので、この質の高いサービ

スをできる体制、提供する体制を構築していく

ことが、介護報酬が加算される仕組みとなって

いるというようなところも、一つの中で改定の

中にうたわれているようなことでございますの

で、そういったことを事業者の皆様とも密接な

コミュニケーションの中から、そのような一つ

の体制を、一つ一つ築き上げていくということ
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が大切じゃないかなと思っております。 

 私も立場上、100歳になった方々であるとか、

あるいはいろんなイベントがあったときに、こ

ういった３法人も含め、お邪魔するわけであり

ますけども、スタッフの皆様は本当に懸命であ

ります。献身的な活動をしていると、本当に頭

の下がる思いをしてきております。 

 そして、その中では、やっぱり介護を受ける

お年寄りの方々が、本当に安心して日常生活を

送っていると、そういった部分の中においては、

それぞれの施設のスタッフの皆さんの献身的な、

それを奉仕という言葉を使っていいかどうかっ

ていうことについては、若干、疑問があるわけ

でありますけども、やっぱりそういう気持ちの

中で頑張っているんであれば、やはり、それを

いろんな面で、やはり待遇の問題、あるいは職

場環境の問題という中で、いろいろサポートす

るっていうのも、また行政の一つの役割ではな

いのかなというような認識しているところでご

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。 

○議長（新田勝見君）  11番菊池充君。 

   〔11番菊池充君登壇〕 

○11番（菊池充君）  今回の介護報酬改定では、

さきにも述べたとおり、在宅サービスにウエイ

トをシフトしてございます。重点的に報酬を配

分して、高齢者が住みなれた地域で暮らし続け

るようにとの狙いがあるわけでございますし、

それが本来の姿でもあろうというふうに私も思

いますけれども、施設サービスを含めて、いか

にして、そのサービスの質を高め加算を確保す

るかによって、今回の対応いかんによっては厳

しくなるというような状況が言われているわけ

でございます。 

 介護現場では低賃金、重労働、高い離職率と

いうふうな状況の中で、慢性的な人手不足に悩

んでいるというふうに聞いてございます。実際

に、施設の増床を図っても、職員の確保に時間

がかかり、いわゆる開所が半年もおくれるとい

うような状況も、実際にあったわけでございま

すし、在宅支援の施設も、今までの計画でも計

画している中で、計画どおりに進まないという

ことがあるわけでございます。 

 このことについては、やはり人材の確保をい

かにしていくのかという部分が大事であります。

今までも、緊急雇用対策等でいろいろ人材確保

等も検証も含めてやってきてございますけれど

も、なかなかそれが定着しない、そういうふう

な状況になってきております。 

 このような状況を考えますと、立派な計画が

できても、それが、サービスを提供する現場の

実態を改善しないかぎり、私は、なかなか、こ

の計画の達成は厳しいのではないかというふう

に思われるわけでございます。 

 これらの課題について、例えばでございます

けれども、いわゆる企業誘致に当たって、いわ

ゆる企業の育成とか人材の確保という部分から、

以前、石の上にも３年という形の中で、人材の

確保を、離職防止という取り組みも、これは介

護現場ではないんですけれども、そのような形

の取り組みも、市では単独でしてきたというこ

とがあるわけでございますので、支援だけでは

ないとは言われますけども、報償的な頑張りと

いう部分を評価しながら、そういう制度も導入

しながら、離職対策を防止しながら、安心して

働ける将来環境が重要であろうと思いますけれ

ども、例えばという部分も含めて、御答弁をい

ただければというふうに思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  今、議員の御質問の中

に、単なる待遇の問題ではなくという部分のあ

れ、おっしゃいました。その部分においてのバ

ランスと申しますか、すごく大切な議論ではな

いのかなというように思っております。 

 待遇さえよければいいのかっていっても、や

っぱり、そこには一つの資質という、高い志と

いったものもそうで、先ほど御質問の中にあり

ましたとおり、奉仕という言葉があってはいい

かどうかということは、ちょっと視点が違うん

じゃないかなと、調整の話もいたしましたけど

も、やっぱりそういう気持ちが高い志にもつな
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がるという中における一つのものとして、この

問題は捉えていかなきゃならないじゃないのか

なというように承知するわけでありますけれど

も、今般の報酬改定に伴いまして、マイナス改

定になったというお話いたしました。 

 最大の改定のマイナス改定だったとお話しま

したけども、不足する職員の確保が待遇改善の、

不足する職員の待遇、確保や待遇改善のためと

いう中で、介護職員の給与等の引き上げを行っ

た場合に、算定できる介護職員等処遇改善加算

が、これが拡充されている。これ、先ほどの答

弁の中でもいろいろ申し上げています、されて

いると。 

 厚生労働省のほうでは、平均月額１万2,000

円程度の賃上げにつながる加算を改定するとい

うことを示されているわけでありますので、こ

れが、市内の介護サービス現場で働く職員の賃

金改善、待遇改善につながるというところにも

っていかなければならないかという形で、そう

いった部分における指導なども、やっぱり行っ

ていかなきゃならない。 

 しかし、ただ、これは御質問にありましたと

おり、単なる待遇改善だけではないんじゃない

んだろうかと。いうところの、非常に、土日あ

るいは夜間、これは時間を問いません。さらに

は認知症の利用者の方々という部分であれば、

非常に難しい課題をさまざま抱えている。どう

しても、そこに従事する職員のストレスがたま

っていくという、一つの実態もあるわけでござ

いますので、そのようなところを、どうきめ細

かく指導しフォローしていくのかということに

なれば、現場との、あるいは行政との密接なコ

ミュニケーションというのも大切だと。 

 私は、よく関係職員に話をしているんですけ

ども、他団体のことという形で切り捨てちゃだ

めだと。行政が何でもできるような時代では、

もうなくなってきているんだと。そういった

方々の力、そういった方々のいろんな仕組み、

そういった方々のマンパワーといったものとう

まく、それこそ歩調を合わせていかなければ、

サービスも維持できなければ、さまざまな施策

も実行できないよという話を、よくお話するわ

けでありますけれども、人材確保あるいは育成、

こういった面につきましても、それぞれ課題を

共有しながら、であればどうすればいいかとい

うような、中における建設的な議論の中で、国

の制度などもうまく取り込みながら、現場密着

の、そして、そのような中における志の、そし

て、また一方においては安心して働けるという、

そのような職場環境、そういったことがストレ

スといったようなものも、幾分でも解消できる

というような、それが結果的には、そこで生活

している介護を必要とするお年寄りの方々ある

いは家族の方々も安心できるという、そういう

ようなものに、一つでも近づける、もちろんや

っているわけでありますけれども、そして、ま

た現に頑張ってもらっているわけでありますけ

れども、よりいい方向にみんなで持っていくと

いうという、そのようなことが極めて大切では

ないのかなというように承知しているところで

ございます。 

○議長（新田勝見君）  11番菊池充君。 

   〔11番菊池充君登壇〕 

○11番（菊池充君）  今回の2015、当然、関係

施設の代表の方々も含めた中での、いろいろな

検討された計画であるという部分では理解をす

るわけでございますけれども、やはり、いざ現

場という部分になったときに、やはり、その賃

金面だけではなくトータル的な改善も含めて、

関係者が一体となって安心して介護が受けられ

るような事業が進むことを期待をして、次の質

問に入ります。 

 次の大項目４点目でございます。農業振興政

策についてお伺いいたします。 

 家族経営体が当市の中心になって、農家にと

っては百害あっても一利なしといわれるＴＰＰ

問題、そして今後も続くと予想される米価の下

落、さらには高齢化に伴う離農、引き受け手の

ない中山間地域の農地等、国が指導する、進め

る組織化、農地集積による規模拡大、生産コス

トの軽減等のさまざまな制度の恩恵に浴するこ

とができない農業者や生産者の割合が、私は大
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きいと、多いというふうに見ているわけでござ

いますけれども、こういう部分については、な

かなか国の制度で救えないといいますか、対応

ができない、該当しないというような部分の農

業者に対するすき間を埋める対策が、これから

必要であろうというふうに思いますけれども、

その部分についての考え方をお聞きしたいと思

います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この農業振興策、これ

は本当に大きな課題、本議場でも、その都度そ

の都度、この農業問題についてはいろいろな角

度から、議員各位からも御質問いただき、私ど

もも、行政としても、それに対して精いっぱい

という中における取り組みを行っているところ

であります。 

 そういった中で、なかなか、４つの大きな改

革ということを、国も示しているわけでありま

すけれども、現場の中における一つの言葉は適

切じゃないかもしれませんけども、ちょっと乖

離があるんじゃないのかなと。現場のあれと、

その国が示す政策といったものの中におけるあ

れが、ちょっと違いあるんではないのかなとい

うふうに思っております。 

 先般こういうことがありました。東北農政局

長から、いろんな制度の周知あるいは事業実施

状況について、かなり厳しく、私も電話で言わ

れましたけれども、指導を受けたわけでありま

す。「市長さん、どうなってんですか」という

ような質問がありました。早速、担当部長、担

当課長を呼んで、「今、こういう形で電話をも

らったんだけども、うちはどうなってんだ」と

いう話を申し上げました。そうしましたところ、

解釈が、その都度変わると、国のです。それか

ら、なかなか、このタイミングと現場の農家の

方々とのニーズといったものが、必ずしもかみ

合わないっていう話。 

 だから、市長は、局長から電話を受けて、ど

うなってんだろうということで、我々に聞いて

いるんだろうけども、我々は、我々の精いっぱ

いやっていますと。余りにも国が、これも使っ

ちゃならない言葉かもしれませんけども、いろ

んな制度がちょっと拙速にものを進めてるんじ

ゃないだろうかという印象を、我々は持ってい

ますと、それをもって何もしてないというよう

なところで言われたんじゃ、たまったもんじゃ

ありませんというような、そのようなやりとり

があったということも、ちょっと議員にも御紹

介申し上げながら、この問題については、今、

質問の中にありましたとおり、当市の農業は米

を基幹作物としながら和牛繁殖を中心とした、

いうところの畜産、それから野菜やたばこ、あ

るいはホップといった工芸作物、ワサビやシイ

タケなどの特用林産物を組み合わせた複合経営

が特徴であるということが言えるかというよう

に思っております。 

 したがって、なかなか遠野の農業の特徴が見

えないという部分は、見えないんじゃなくて、

この複合の中における、さまざまな組み合わせ

が遠野の農業の特色だと、特徴だということを、

もう一度、我々もきちんと見直さなければなら

ないんじゃないのかと。 

 米づくり一辺倒だけではないという部分も考

えれば、いうところの農家所得、これも非常に

低いと申しますか、という状況になってきてお

りますので、本市がおかれている状況あるいは

高齢化あるいは後継者不足、そうしたものに伴

う農業者の減少、こういったような中で、そこ

に26年産米の大幅な下落といったものは、はっ

きりいえば追い打ちをかけたような状況に、今、

あるということのようなわけであります。 

 昨年の９月定例議会で、私も米価下落の問題

については、ちょっと強気の発言をしたように、

ちょっと記憶してるんですけども、あそこまで

米価そのものが下落するっていうのについては、

やっぱり正直なところ驚いたというところであ

ります。 

 しかしそれを、ただ驚いて言ったんであれば、

だったらどうするんだというところの中におけ

る対応としての、この集落営農の担い手の集約

化というのをさらに加速しながら、力強い農業
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構造といったような産業構造というか農業構造

といったものを構築していくために、いうとこ

ろの、今の、さまざまなタフ・ビジョンをはじ

めとする、いろんなことをきめ細かく見直しし

ながら、一つの新たな仕組み、そして、先ほど

申しましたとおり農業経営の状況においては、

これは、今、農林業センサス、ことしのになる

んですけど、平成22年の数字でありますけれど

も、この農林業センサスの結果によると、販売

額が200万円以下の農家は全体の８割というこ

とになっているというのが今の現状。ただ、今

度の農林業センサスでどういう数字になってく

るかということになっても、余り、大きな期待

は、正直にはできないんじゃないかと。 

 やっぱり８割以上の方が、その販売額が200

万円以下だという状況になっているということ

も現実として見据えながら、先ほどの繰り返し

になりますけども、小規模多品目型の遠野農業

スタイルといったようなものでなれば、それは

何かといえば家族農業といったようなものが、

そこに小回りをきく一つの仕組みとして成り立

っているという、あるいは産直といったものを、

そこに結びついているというようなことも、客

観的に、そして農家所得の向上につながるよう

な、このような産直なり、あるいは小回りのき

く小規模多品目という中から、所得を上げてい

る方々も結構見受けられるということを考えれ

ば、この辺のところも、きちんとした仕組みに

もっていくということも大事じゃないのかなと

いうように思っているところであります。 

○議長（新田勝見君）  11番菊池充君。 

   〔11番菊池充君登壇〕 

○11番（菊池充君）  私、今回、農業振興、米

にこだわったような質問になってございますけ

れども、確かに複合経営が遠野市の特徴だとい

えば、そのとおりでございます。 

 ちょっと、米にこだわってお話ししますけれ

ども、民主党政権から自民党政権に変わって、

経営所得安定対策等やらの米の直接支払交付金

が、１反歩１万5,000円から7,500円に26年度か

ら始まったわけでございます。引き下げられた

わけでございます。さらに、先ほどから話して

る大幅な米価の下落であります。 

 先日、農家の方々とお話しする機会がありま

して、農家の方の一人が、私は１町１反歩やっ

て、米を180俵出したと。平均より出している

方だと思います、これは。個人の経営としては。

いわゆる、その方は出した概算払いでの話でし

たけれども、米の下落の影響で27万円、さらに

は直接支払交付金で７万5,000円、合わせて34

万5,000円の減収となったと。いわゆる１町１

反で、これだけの減収ということになりますと

採算が追いつかないというような状況でありま

す。 

 全くやる気がなくなってしまったというよう

な話でしたけれども、やる気をなくしたらだめ

なわけでして、これから、そういった形をさま

ざまなものに転嫁していく必要があるなという

お話されてましたが、これを遠野市全体として

見た場合です。 

 それでですので、それに対する幾らかという

ことは求めませんけども、いわゆる遠野市全体

で、26年度で、いわゆる直接支払交付金が１億

1,400万ほど減額されているのではないのかな

というふうに思ってございますし、今回の米価

下落で飯米を除いて栽培をされた方の、これは

商社を通して栽培された方もありますので、一

概には言えませんけれども、下がってる幅は大

体同じでありますので、ただ、手数料がとるか

とらないかのところでありますので、これらが

４億500万ほどの減収というような試算、私自

身で試算してみましたけども、合わせますと５

億2,000万ほどの米の関係が減収すると。 

 市内の産直さんが、どれだけやっているかわ

かりませんけども、産直さん全て、これぐらい

のものが、何か、計画的には６億ぐらいと、ち

ょっとわからないけどね。これだけ、かなり減

少してるという状況であります。 

 これは、そんなに米価の値上げを期待できな

いという判断からしますと、そして、米の直接

支払制度も、ここに入れなくなるとしますと、

この金額が、そのまま５年間続くということも
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想定されるわけでございます。この実態をその

ように捉えているか、ちょっとお聞きしたいん

ですが。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この米価下落の対応に

ついて、実態をどのようにという部分の御質問

であり、いろいろ数字上げられ、また民主党政

権から自民党政権に変わったことによって、と

いう部分の話もありました。 

 現場は、その中におきましていろんな面で混

乱をしているというような状況にもあるんでは

ないかなと思ってまして、こういった農業が、

あるいは農業振興が、あるいは基幹産業である

と、命の産業でもあると。そして、農業安全保

障という問題もあると。食糧自給という自給率

の問題もあるという中にあって、いわゆる海外

依存の中で、一体どうなんだろうとなれば、や

はりもう少しきちんとした、それこそ、ぶれな

い農業政策といったものが、そこにきちんと見

出さなければならないというふうに、常に思っ

ているわけでありますけれども、なかなかそう

いう方向に行かないという一つの状況にあると。

そういった認識においては、多分、議員ともそ

ういった認識そのものは共有できるんじゃない

かなと思っております。 

 この米価の下落、ＪＡの概算金で前年に比べ

約３割減少しているということと、それから10

アール当たりの収入金額で約７万円という、３

割減少している中にあって、10アール当たりの

収入金額で約７万円の計算という一つの方向に、

今、数字を抑えているところであります。 

 この米の供給過剰が続き、今後も米価の低迷

が懸念されるという中から、御案内のとおり主

食用米から中心の作付から、需要のある米づく

りの転換という中で、いうところの下落補填対

策として、いわゆるナラシ対策も実施されてい

るという中で、これの加入推進と米の生産コス

ト低減への取り組みが、やはり重要ではないか

なというように思っております。 

 特に、この主食用米の需要は減少している一

方で、飼料用米の需要は増加しているというこ

とでありますから、この経営所得安定対策交付

金を活用しながら、飼料用米への米づくりに取

り組むという中における一つの転換もならして

いかなきゃならないというのも一つの流れとす

れば、これもやむを得ない一つの取り組みじゃ

ないのかなと。 

 ただ、この主食用米に関して見ますと、収入

を確実に確保するという中における中に、この

米価下落補填という中における対策には加入推

進が、これは非常に重要でありますので、この

27年産米から加入対象者が認定農業者、あるい

は認定新規就農者あるいは集落営農に限られる

ということになっておりますので、こういった

方々との連携、関係機関と連携しながら取り組

みを強めていかなければ、やっぱり一方におい

ては、そういった制度をうまく活用しながら、

この転換といったものに対して、どのようにス

ムーズに持っていくのかという、一つの取り組

みが、現場としては極めて大事なことじゃない

かなと思っておりまして、先ほど申し上げまし

た農政局長からのやりとりの中における、その

部分を、どのように縮め距離をあれしながら、

そういった制度といったようなものを、どのよ

うに我々も利活用するのかといったような部分

における、さらなるきめ細かな対策といったよ

うなものも求められているのかなというように

も、対策をというよりも、行動が求められてい

るのかなという感じもいたしておりますので、

その点は精いっぱい、これからも努力させてい

ただきたいというように思っているところであ

ります。 

○議長（新田勝見君）  11番菊池充君。 

   〔11番菊池充君登壇〕 

○11番（菊池充君）  先ほど、市長が局長との

話も含めて国の拙速な制度を進めているという

話ありました。そのことなのかなというふうに

感じて質問するわけですけれども、政府が、こ

としはじめに米価下落対策として、ことしのは

じめに200億円の補正予算を緊急で対応すると

いうことで、稲作の農業の体質強化、緊急対策
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事業を打ち出したところでございます。 

 これは、市内全ての稲作農家と水稲作付面積

の1,867ヘクタールが対象になるわけではない

わけでありますけれども、そうした中で、農家

の方々は、米価下落への支援にはほど遠いとい

ったような声が聞かれるんですが、どれだけの

面積が、もし把握されてれば、どれだけの面積

が申請なされているのかお聞きしたいんですけ

れども。 

○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）  先ほど、質問の中で、

東北農政局長から直接御指摘があったという部

分は、この制度の問題でありまして、そういっ

た中において、現場と国のあれでいろいろある

なと。今、数字の中で、どのような見通しを実

態として把握しているかということでありまし

た。御質問ありました200億円の予算を計上し

たと。しかし、実際は50億円ほどしか申請がな

かったということで、「市長、何してんだ」と

いう部分の中における指導を受けたということ

でありますけれども、「何してんだ」というこ

とじゃないと、頑張っているんだと、中にあっ

ても。これも多分、議員も十分承知なことだと

いうように承知しておりますけれども、この事

業そのものも、非常に、緊急という名前がつい

ているからかもしれませんけども、国の制度説

明から15日後の１月末には締め切りだというこ

とだったんです。だから、うちの担当の関係者

も、ぼやくのも、私は、よくわかります。とて

もじゃないが、緊急と名はついても、そこまで

周知はできない。 

 したがって、ちなみに御質問がありましたと

おり、この２月の27日現在の申請件数、これが

71件、面積で見ますと358ヘクタール、金額は

約700万という状況になっているということで

あります。 

○議長（新田勝見君）  11番菊池充君。 

   〔11番菊池充君登壇〕 

○11番（菊池充君）  確かに、今、市長がお話

したとおり、最初は１月の30日ということで、

私も急だったもんですから電話を担当のほうに

かけましたけれども、なかなか具体的な説明が

十分内容が伝わってきてないというようなこと

もあって、さらには、ちょっと１回目はハード

ルが高かったのかなというような感じもしてき

てございました。 

 今、言ったとおり、全体で３割にも満たない

50億ということから、国は追加で２月27日まで

というふうにされました。でも、さらに届かな

いということから、３月19日まで延ばしており

ます。だんだんに条件も緩和してきてございま

す。だけども、最終的にはコスト削減に取り組

むような取り組みをしてくださいと、ところが

機械の共同利用をしてくださいとかあるんです

が、コスト削減も機械共同利用もやるだけのこ

とはやってきているんです。さらに、２％から

３％下げればという話でありますけれども、し

かし、だんだんには、その取り組んだ数値、成

果はもう出ませんと、こういうところまで言っ

て、そういう話の中で、その予算を消化しよう

としているこの考え方自体が私は問題があると

思うんです。 

 最初は、きちっと制度でこうですよと言って、

最後には、いやいやもうコスト削減等の現実が

できたかどうかは確認しませんからと、こうい

う言い方です。全く、地方をどのように、現場

をどのように見てるんだという部分が、非常に

私としては、国の考え方、やり方、一時的な対

応して、何とか対応したんだという考え方では、

これはとてもじゃないけども納得できないとい

うふうに思いますけども、市長には答弁ござい

ませんけども、そういうふうな、ちょっと頭に

きておりましたので、（笑声）一言お話しまし

た。 

 この関係については最後になりますけれども、

いわゆる、その幾度となく議論されてきており

ます、いわゆる組織や認定農業者、これからは

それに絞り込まれるというふうに、いわゆる国

は講じようとしておりますけれども、その受け

皿となる組織が急がれてございますけれども、

なかなか進まないというふうに、私は見てござ
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います。 

 やはり、その26年度の予算でも組織化の予算

を計上して取り組んできたというふうに認識し

てございましたが、未執行の状態であるという

ようなお話も聞いてございます。いわゆる、そ

の、どのような課題があって、なかなか取り組

められないかという部分が、どのように認識し

ておられるかお聞きしたいと思いますが。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  先ほども、質問の中の

部分の中で、私も要件緩和をというような、ち

ょっと前段の質問でありますけれども、要件緩

和の情報も、すぐにきちっとしながら、やっぱ

り丁寧な説明といったことについて、最大限努

力をしてまいりたいというふうに思っておりま

す。 

 だから、こうなったから、だから要件緩和し

てまた延長しますよと、多分、国も予算を確保

したいけれども、それがという部分の中で、や

っぱりかなり頭を痛めているんじゃないのかな

というふうに思って、ああいう指導に入ったと

いうように思っているところでございますから、

要件緩和といったような情報、ちゃんと確保し

ながらと、収集しながら取り組んでいきたいと

思っておりますから、それを一言つけ加えさせ

ておきます。 

 それから、集落営農の組織化の問題、これも

やはり、ただ手こまねいているわけにはいかん

だろうと、そういったものをどのようにやって

いくんだと、その認識を示せというあれであり

ました。 

 この集落営農という一つの切り口における中

の取り組み、現在市内では20組存在しておりま

して、そのうち２つの組織、これも議員御案内

のとおりだというように思っておりますけれど

も、宮守川上流生産組合とそれから遠野こがら

せ農産が法人化になっているということであり

ます。 

 この部分、この集落営農組織、約20組織、そ

のうち２つが法人化されていると、まさに地域

中心、地域の中心的な農業担い手であるという

中における取り組みとして、極めて重要視しな

ければならない、非常に大きな存在の組織では

ないかなというように思っているところであり

ますけれども、なかなか、これが市単独でも、

この集落営農組織の育成を支援するための単独

の補助費なども、予算化しながら進めているわ

けでありますけれども、法人化を目指そうとす

る組織に対する支援としては、集落営農ステッ

プアップ事業、あるいは転作３ヘクタール以上

の団地化の実施組織に対しては団地化推進事業

と、３つ目は新たな品目の栽培に挑戦する組織

に対しては集落営農新品目導入支援事業といっ

たようなものを組み合わせながら、頑張ってほ

しいという一つの体制も行っているわけであり

ますけれども、なかなかこれを、今般、この農

業問題で、今、こうしてやりとりしているわけ

でありますけれども、農政改革がスタートした

年だと、農業者においては、これからも進むべ

き方向性や取り組みについて模索している状況

なわけでありますけれども、今の、先ほどの議

論じゃありませんけども、なかなか低調に、制

度そのものの利活用も低調に終わっているとい

う状況でありますので、27年度は、この、今、

他で申しました市単独補助金制度なども見直し

あるいは新たな集落営農組織の立ち上げ、法人

化を目指す組織についてもさらなる支援策を進

めながら、従来から進めている県、ＪＡ、ある

いは市が連携しながら、この三者連携をさらに

強めた中におきまして、単なる抽象論じゃない、

具体的な仕組みとして、どのようにもっていっ

たら、じゃあ、そのためには何をしなければな

らないのか、今まで市単独でやってきた部分も

検証しながら、じゃあ、どうすればこういった

部分を加速させることができるのか、あるいは

形にすることができるのかといったような、こ

の集落営農組織のメリットといったものを生か

す中における一つが、ものを、もっともっと組

織的に推進するようなそのものとして、私はタ

フ・ビジョンを、27年度が最終年度と位置づけ

ております、このＡＳＴ農業活性化本部、通称
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あぐりステーション遠野、ＡＳＴという組織の

立ち上げ、この10年間いろいろ進めてきました。 

 その中においても、いろんな、まさにその都

度その都度、言葉は悪いんですけども、国の政

策もどんどん変わってきてるという中におきま

して、そしてまた、一方においては、単独でこ

のような事業も行っているということでござい

ます。それできちっと検証した中で、次のス

テージの総合計画も、今の、今年度中に、冒頭

申し上げましたように、今年度中策定しなきゃ

ならない。 

 それから、もう一つは、地方創生法に基づく

総合戦略を、この５年、総合戦略を構築しなき

ゃならないというという、そして平成28年度に、

さまざまな地方創生法に基づいてもという部分

はありますから、その辺を、まさにきちんと整

合性を図りながら、このタフ・ビジョンそのも

のも、あるいは見直しをしながら新たなステー

ジをつくっていくという部分にあっては、今、

御質問ありましたようなこのようなものに、ど

う取り組んでいくかということに対する一つの

展望ある答えを、その中から何とかして見出し

ていかなきゃならないの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、27年度が

所信表明の中で申し上げましたとおり、大変重

要な年であるというような、そのような認識と

して位置づけているということがございますの

で、それをもって答弁とさせていただきたいと

思います。 

○議長（新田勝見君）  11番菊池充君。 

   〔11番菊池充君登壇〕 

○11番（菊池充君）  いわゆる、先ほどもお話

ししましたけれども、国の支援の対象は認定農

業者、それから組織という部分に大きくウエイ

トを置いてきてございますので、組織化を速度

を持って取り組みをしていただきたいというこ

とを期待をして、次の質問に入ります。 

 大項目５点目でございます。小学校運営につ

いて教育長にお伺いします。 

 文部科学省は、１月19日中央教育審議会の分

科会を開いて、公立小中学校の統廃合に関する

手引き案を公表しました。この案に対する見解

をお伺いいたします。 

○議長（新田勝見君）  藤澤教育長。 

   〔教育長藤澤俊明君登壇〕 

○教育長（藤澤俊明君）  菊池充議員の御質問

にお答えします。 

 公立小学校の統廃合に関する手引き書案に対

する見解ですが、人口減少社会において、将来

的には小中学校の統廃合は避けられないことで

あり、学校設置者である市町村が統廃合を考え

る際の参考になるものと考えております。 

 手引き書案には、統廃合と同時に存続の両方

の場合について留意点が記載されております。

小規模校にあっても存続のために工夫を凝らす

事例も述べてあり、統廃合ありきではないと感

じております。 

 県内では、統廃合の適否を検討する必要があ

るとした６学級以下の学校は、132校で全体の3

8.2％となっております。 

 当市におきましては、該当する小学校はあり

ますが、中学校再編成を進める地域説明会の中

で、児童については日常生活圏の中で、地域と

のかかわりをもって教育課程を進めることを重

視するという説明をしております。 

○議長（新田勝見君）  11番菊池充君。 

   〔11番菊池充君登壇〕 

○11番（菊池充君）  教育長も話しされました

けれども、この案では、小学校は６学級以下は

統廃合の検討も示唆しているわけであります。

当市の場合は、数字的にだけ見た場合は、何校

が該当するのかお示し願えればと。 

○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）  数字だけ見た場合は、

当市の対象校は、１学年１学級以下の小学校は

９校であります。うち、複式学級のある学校は

４校であります。 

 今後、さらに児童数が減少し、複式学級によ

る学校はふえるものと思いますが、小規模校に

はそれなりのメリットや、地域における重要施

設としての役割があります。小規模校のデメリ
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ットを最小化し、メリットを最大化する方策を

計画的に考えてまいります。 

○議長（新田勝見君）  11番菊池充君。 

   〔11番菊池充君登壇〕 

○11番（菊池充君）  教育長のほうから、前向

きな答弁をいただいておりましてからに、次に

質問する事項はちょっと、と思いますけれども、

お考えをお聞きしたいというふうに思います。 

 文部科学省は、スクールバスの普及を踏まえ

て、いわゆる学区内の範囲を通学時間１時間以

内というふうに目安を示してございます。この

目安から判断すると、現在の３中学校の学区範

囲と重なるのかなというような感じもするわけ

でございますが、１時間のスクールバス通学は、

児童にとっては体力的にも精神的にも大変負担

となり、学校生活に支障を来すんではと思われ

るわけでございます。 

 現に、花巻市東和町では、平成23年４月に６

校から１校に統合してございます。通学時間が

非常に長くなっているということから、低学年

には大変な負担になっているということがお話

しされてございます。 

 このことからして、いわゆる幼稚園、保育所

から上がったすぐの子どもが、この目安だけで

いきますと１時間バスにいなきゃならないとい

う状況になるわけでして、当然、その健康管理

面からしても、大変、大きな課題だなというふ

うに感じているんですけども、教育長はどのよ

うに考えているのか確認します。 

○議長（新田勝見君）  藤澤教育長。 

   〔教育長藤澤俊明君登壇〕 

○教育長（藤澤俊明君）  議員おっしゃるとお

り、１時間以内の課題については、朝から１時

間バスに乗るのは、小学生の身体的、精神的な

負担を考えると非常に大きいものがあると、私

も思います。 

 特にも、小学生の場合は低学年と高学年の差

といいますか、体力差、それは大きいものがあ

りますので、特にも、小学校低学年の児童には

１日の学校生活にも、負担は、影響は出るもの

と思います。 

○議長（新田勝見君）  11番菊池充君。 

   〔11番菊池充君登壇〕 

○11番（菊池充君）  文部科学省が示した手引

きについては、統合ありきではないと説明して

おりますけれども、先ほど、教育長の、いわゆ

るデメリットをうまく生かす、逆に伸ばしてい

くといいますか活用していくといいますか、ク

リアしていくというようなお話もしましたけれ

ども、逆に小規模校の課題を大きく指摘して、

この前に指摘されてございます。 

 しかし、小規模校の教職員や地域住民からは、

やはり小さな学校だからこそ地域との結びつき

が強いだろうと教育上の効果を訴える声が非常

に高いというふうに聞いてございます。 

 さらに、中山間地域の学校は、地域の拠点で

あるということでありますし、地域と一体とな

った存在で地域の活性化に寄与しているという

ふうに理解をしてございます。こういう点から

しても、学校の規模だけで全国一律の判断をす

るべきじゃないというふうに、私は考えてござ

います。 

 ２月１日に開催されました鱒沢小学校の優良

ＰＴＡ文部科学大臣表彰の祝賀会には、市長、

議長、教育長が出席されました、ＰＴＡが受賞

されたわけでございますけれども、そこには学

校中心に地域が一体となって学校運営に取り組

んできた結果でもあるというふうに理解します

し、小規模校であっても伸び伸びと成長する児

童、それを見守り育てる教職員、そして父兄、

さらには地域住民のサポートがあっての、私は

偉業であったのというふうに理解をしたところ

でございますけれども、最後になります。これ

からの10年を見据えて、現在の小学校区を維持

していくのかお伺いをいたします。 

○議長（新田勝見君）  藤澤教育長。 

   〔教育長藤澤俊明君登壇〕 

○教育長（藤澤俊明君）  今後10年を考えた場

合は、少子化はさらに進み、各小学校において

は、１学年１学級以下の学校がさらにふえてく

るものと判断されます。 

 議員もおっしゃいましたけども、数字だけか
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ら見れば統廃合対象校となりますが、学校統廃

合については、児童生徒の教育環境の改善を中

心に考えると同時に、学校が持つ地域コミュニ

ティーの中心施設としての多様な機能にも留意

しながら、保護者や地域住民の理解と協力のも

とで「地域とともにある学校づくり」の視点に

立った丁寧な議論を行う必要があると考えます。 

 また、学校、地域、家庭、行政の情報の共有

を図り、あすの地域を担う子どもたちの育成に

ついて、継続的に議論をしていくことが重要と

考えます。 

○議長（新田勝見君）  11番菊池充君。 

   〔11番菊池充君登壇〕 

○11番（菊池充君）  もっと具体的な答弁が欲

しかったですが、いずれ、議論をしながら進め

ていただきたいということを期待を申し上げま

して、私の一般質問を終わります。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午前11時20分 休憩   

────────────────── 

   午前11時30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。 

 ここで、このたび就任いたしました執行機関

の長の紹介を行います。 

 当席より指名いたしますので、登壇の上、簡

単な自己紹介をお願いいたします。 

 農業委員会会長を紹介いたします。山崎登久

昭農業委員会会長。 

   〔農業委員会会長山崎登久昭君登壇〕 

○農業委員会会長（山崎登久昭君）  本日、遠

野市農業委員会会長になりました山崎登久昭で

す。今後ともよろしくお願いします。 

○議長（新田勝見君）  以上で、執行機関の長

の紹介を終わります。 

 次に進みます。13番小松大成君。 

   〔13番小松大成君登壇〕 

○13番（小松大成君）  通告に従いまして、日

本共産党遠野市委員会を代表し、一括方式にて

一般質問を行います。 

 １つには安倍政権が行っております「農業・

農協改革」について、２つ目には医療介護総合

法改正による影響について、３つ目には子ども

の医療費無料化に対する市長の見解について、

４つ目には教育委員会改革に対する教育長の見

解について、順次質問してまいります。 

 質問の前に、今月11日を迎えますと東日本大

震災から４年目を迎えます。いまだ1,124名の

方々が行方不明になって、帰宅を待ちわびる家

族の心痛は察するに余りあります。また、応急

仮設住宅で４年目の寒い冬を迎えている被災者

は、昨年末で１万531戸、２万9,331名、みなし

仮設を含めると１万2,996戸、２万9,331名の

方々が仮設での生活を強いられております。 

 改めまして、お亡くなりなられました方にお

悔やみと、被災に遭われた方々に対しましてお

見舞いを申し上げるとともに、一刻も早い復興

を望むものであります。 

 質問に入ります。はじめに、安倍政権の農業

改革について市長の見解をお伺いします。 

 政府・自民党とＪＡ全中が、２月９日今国会

に提出する農協改革などの関連法案の骨格につ

いて合意したと報道されました。各種の農業専

門誌の報道からうかがいますと、争点となった

監査制度は、単位農協に公認会計士監査を義務

づけ、ＪＡ全中から分離新設する監査法人か一

般の監査法人を選ぶ選択性を導入するとして、

ＪＡ全中は、2019年３月末までに会員相互の調

整などを担う一般社団法人に移行するといたし

ました。 

 一方、準組合員の事業利用規制量は、今後５

年間の実態を踏まえて決定するといたしました。

このような農協改革は、安倍首相の、強い農協

をつくり農家の所得をふやしていくのが目的、

中央会は地域の農協のサポート役に徹するべき

との政府の規制改革会議の答申に基づいており

ます。 

 御存じのように、政府の規制改革会議は、宮

内義雄オリックス株式会社最高経営責任者を座

長として、大企業経済会を代表とするメンバー

と政府よりの大学教授によって構成されており、

農協解体論者はもとより農業委員会解体で農地



－ 39 － 

を企業が自由に利用できるようにすべきといっ

た面々の集合体でありますから、新自由主義論

者である安倍首相にとって、規制改革会議の答

申を何としても実現させたいとの思惑はなみな

みならぬ意欲であったことは想像にかたくあり

ません。 

 私自身、今の農協がそのままでいいというつ

もりはありません。多くの改善点を見出すこと

があります。しかし、今回の改革は、現場の意

見や声は全く無視され、経団連などの財界側の

意見が、規制改革会議答申などを通じて、その

まま政府方針に持ち込まれていることに問題が

あります。 

 日本農業新聞報道では、政府が言う中央会制

度がＪＡの自由な経営を阻害していると思うか

といったアンケートに、回答を寄せた全国のＪ

Ａ組合長の95％が、政府の理由を否定しており

ます。 

 それどころか、全中やＪＡ、全農といった全

国組織を活用し、個別販売と全農を通じた系統

販売を組み合わせて、地域農協は工夫を凝らし

て行っています。つまり、地域の農協は、中央

会の役割をしっかりと評価しております。 

 今般、政府は、廃止するのはＪＡ、全中の指

導監査だけとしています。まさに、そのことか

ら、政府の本音が見え隠れします。このことに

ついて、農業経済学、国際貿易論が専門の東大

大学院教授鈴木宣弘氏は、何としてもＴＰＰ妥

結に向けたい政府の思惑がある。まずは、ＴＰ

Ｐ反対運動の中心的存在である全中の指導監査

といった権限を剥がせば、全国的な結束力が弱

まり、ＴＰＰ反対運動などのエネルギーをそぐ

ことができると踏んでいると話し、そして、政

府が廃止するのはＪＡ全中の指導監査だけだと

言っていることに関し、ＴＰＰ交渉が妥結して

しまえば、現在、農協が行っている金融、共済

をはじめとする農協関連の事業は、ＴＰＰによ

って、ことごとく見直されますから、あえて反

対の強い準組合員の組合利用宣言にまで、今、

踏み込む必要はないということですと話してお

りました。 

 この農協改革が、ＴＰＰ妥結を目指すとした

政策の手段とする鈴木教授の指摘に、共感する

ものがあります。といいますのは、農協改革と

同時進行的に行われている農業委員会改革の中

で、従来、法令業務として行われていた建議の

扱いが農地などの利用最適化の推進業務に必要

な施策に限定し、意見を認めるということで決

着したということであります。それまで、つま

り、これまで農業委員会が農地のみならず、さ

まざまな農業政策を建議できていた権利を奪う

ことになります。 

 農業委員会は、一行政機関でありますので、

農業委員の自主的な発議のもと、積極的に農業

政策にも取り組んでまいりました。その中で取

り組まれてきたＴＰＰ反対の運動も、農民を励

ましてきました。政府の農業委員会改革で、そ

のような運動も封じ込まされてしまいます。 

 このことから見えてくるのは、まさに鈴木教

授が指摘するように、今般の農業改革は、決し

て政府が発する地方の活力創生や農業所得の向

上などといったものではなく、ＴＰＰを推進す

る財界の意向を受けた、安倍政権の農業つぶし

の暴走以外の何者でもないと言わざるを得ませ

ん。 

 遠野市の農業も、公営化、衰退の一途をたど

っております。昨年の米価下落は、その傾向に

一層の拍車をかけかねない状況になっています。

そのようなときに、ＴＰＰ妥結に向けて、その

障害になるとばかりに農協・農業委員会の改革

の攻撃は、許せるものではありません。 

 この問題に関しては、過去、何度となく市長

にお伺いしております。改めて、今般の実態に

立った、時点における市長の見解をお聞きした

いと思います。 

 次に、改正介護保険制度についてお伺いしま

す。 

 この問題は、先ほど、前議員が大変詳しく質

問をいたしておりました件、その答弁に関して

は、まさにそのとおりだなとお伺いして聞いて

おりましたので、簡潔な答弁で結構でございま

すけれども、改めてお聞きします。 
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 厚生労働省が、２月６日、介護保険制度で、

介護サービス提供事業者に支払う公費である介

護報酬の４月からの改定額を決定いたしました。

特別養護老人ホームやデイサービスへなどの報

酬を大幅に引き下げるなど、安心できる介護の

充実を求める関係者の思いとは相入れない内容

と言わざるを得ません。 

 介護報酬は３年に１度改定され、今回は、報

酬全体で2.27％引き下げました。２回連続の実

質マイナス改定です。今回は、介護労働者の処

遇改善の特別な加算を含んでいるため、その上

乗せ分を除けば4.48％、文字どおり過去最大の

引き下げになります。 

 消費税増税、アベノミクスによる物価高など、

介護事業の経費がふえる中、マイナス改定を実

行すること自体、介護のさまざまな分野で深刻

な矛盾や困難を引き起こすものです。問題は、

それにとどまりません。 

 厚労省が決めたサービスごとの介護報酬は、

特養ホーム、デイサービスなど施設への報酬を

大幅にカットする方針を打ち出しました。施設

の運営と経営を直撃するものであり、関係者に

とっては大変なショックであります。 

 特養への基本報酬は、個室でマイナス６％弱、

平均下げ幅よりさらに割り込みました。相部屋

は、もっと大幅カットのようです。既に、特養

の３割が赤字という実態が、厚労省の調査結果

で判明しているにもかかわらず、今回のマイナ

ス改定によって、特養が、さらに苦境に追い込

まれることは明らかです。 

 報酬削減の影響で、東京都内の特養建設がス

トップするケースなど、施設増設にブレーキを

かける深刻な問題が、我が党の国会議員、２月

３日の国会質問で改めて浮き彫りになりました。 

 介護報酬減額が直接の原因か定かではありま

せんけれども、遠野市においても、介護施設設

置計画が事業者の事業中止によって頓挫すると

いった事態が生じています。このような事態が

全国で起きています。政府が引き下げの理由に

する、特養は収支が良好との根拠は崩れていま

す。性格が異なる特養、一般企業の収支差を単

純に比較して、特養がもうかりすぎとする政府

の主張は、自民党の現職国会議員からも、愚か

な行為と、亡国の論、インターネットで痛烈に

批判しています。 

 政府厚労省は、今回、改定で介護職員の処遇

改善をしたとか、在宅を手厚くしたとか盛んに

言いますけれども、報酬全体を下げている中で、

介護現場の改善は期待できないといったのが現

場の声であります。そもそも、在宅で大きな役

割を持つデイサービスなどの報酬を５％から2

0％も下げておいて、どこが在宅重視なのか、

甚だ疑問です。 

 政府の介護報酬減額と市内事業者に及ぼす影

響について、先ほど申し上げましたけれども、

前段登壇いたしました同僚議員によって、かな

り詳しく説明されておりますから、この点に関

しては、省略答弁でも構わないかなと思ってお

ります。 

 ただ、次に問題になる介護保険制度改正によ

る市民への影響について、さらにお伺いします。

市民への影響は、大きく分けて費用負担の見直

し、給付の見直しであります。今般の改正で、

在宅でも施設でも、利用料自己負担が大幅に引

き上げられようとしています。 

 特にも、介護保険利用料に、初めて２割負担

が導入されます。負担増となるのは、所得160

万円以上の層です。これと合わせて、医療保険

の現役並み所得に該当する高齢者については、

高額介護サービス費の負担限度額、現行の月３

万7,200円から月４万4,400円に引き上げようと

しています。 

 実は、国会論戦で所得160万ラインの介護

サービス受給者が２割負担を求められたら、介

護サービス受給を断念せざるを得ない実態が明

らかにされました。大きな問題を抱えています。 

 次に、補足給付の縮小、削減の問題がありま

す。低所得者が介護施設を利用する場合、食費、

居住費を軽減する補足給付が行われております。

保有する資産等の状況を勘案するとともに、別

世帯であっても配偶者の所得の状況を勘案する

としています。 



－ 41 － 

 つまり、介護施設入所者本人が低収入であっ

ても、世帯分離している配偶者が住民税課税の

場合、補足給付の対象外となります。世帯分離

している配偶者が高額所得者なら問題はないで

しょうけれども、配偶者が、課税ラインぎりぎ

りの収入で家賃や医療費などを負担している場

合は、入所者と配偶者の生活が共倒れになりか

ねません。 

 今でさえ、介護にかかわる悲惨な事件が発生

している実態、我が党の国会議員が、国会論戦

でも明らかにしました。そのような悲惨な実態

が増幅されかねないような改正案と、言わざる

を得ないのです。 

 このほか、資産調査のため人権を損ねかねな

い項目、障害者年金、遺族年金といった非課税

年金も収入と判断するといった社会保障と税制

の理念を踏みにじる、とんでもない内容となっ

ており、許せるものではありません。今般の介

護保険制度改正案に対する見解、遠野市の取り

組みに関し市長の見解をお伺いいたします。 

 次に、子どもの医療費無料化についてお伺い

します。遠野わらすっこプランに基づき、市が

積極的に子育て支援にかかわり各種の施策に取

り組んでいることに、まずもって敬意を表した

いと思います。 

 先般、一昨年、他自治体から転勤してきたと

いう方に、たまたまお話を伺うことができまし

た。最初は、地方の割には家賃が高い、水道料

金も高いなどなど、もともとこれらの問題は以

前から指摘されてきておりましたので、私も

「そうなんですよ、以前も、他自治体から越し

てきた方から指摘されています」と、曖昧な返

答が精いっぱいでした。御夫人から、「遠野市

は子育てに大変熱心に取り組んでいますね」と

言われ、救われた思いがいたしました。 

 立ち話でしたので、踏み込んだお話ができた

わけではなかったのですが、お子さんが病を患

い病院に行ったことがあるのか聞けばよかった

なと後悔しました。その理由は、医療費無料化

が実施されている自治体出身者が、転居先の病

院で医療費を請求されて驚いたといった記事を、

我が党の機関紙「しんぶん赤旗」紙面で読んだ

記憶があったからです。 

 子ども医療費を無料化した自治体が珍しくも

なくなった現在、御夫人が、もしも以前、居住

地の自治体で医療費無料化の施策がとられてい

たとしたら、遠野市は子育てに熱心に取り組ん

でいますねといった言葉が、果たして出てきた

のか疑問に思ったからです。 

 子どもの医療費無料化は、私が初めて市議会

議員になった当初からも提案してまいりました。

この問題で、一般質問、予算決算委員会等で繰

り返し質問してまいりました。その間、医療費

の３分の１から半額助成拡充、さらに、それま

で助成のなかった中学生までの医療費半額助成

を実現、実施し、子育て世代を支援する施策を

実行していただいております。そのことは、大

いに評価したいと思っております。 

 しかし、先ほど言いましたように、子どもの

医療費無料化自治体は、もはや珍しくもなくな

ってきて、その数は毎年ふえ続けています。か

つて、このような質問をすると、子どもの医療

費を無料化している自治体は、無料化しても、

財政にそれほどの影響を及ぼさない小規模自治

体が取り組んでいるようだといった答弁がなさ

れたことがあります。私が調べたところ、現在

では、財政の大小には関係がなくなってきてい

るようです。 

 平成27年度、岩手県内では、一関市が中学生

までの医療費を完全無料化を実施すべく今議会

に予算計上をしたと、一関の同士議員から知ら

されました。子どもの医療費における岩手県の

政策も大きく変化しております。かつては、子

どもの医療費現物支給を求める県民の声を門前

払いにしてきた県当局も、現物支給を求める趣

旨の請願が全会派賛同で採択されたことに、部

分的でありますけれども、現物支給の実施に向

けて動き出してきたようであります。一歩前進、

大いに歓迎したいと思います。 

 遠野市においても、子どもの医療費無料化は

避けて通れない課題と思いますが、市長の見解

をお伺いします。 
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 次に、教育長にお伺いします。教育委員会改

革についてでございます。 

 教育委員会改革に関する問題点については、

昨年６月定例会について問いただしいたしまし

た。その後、昨年６月、教育委員会制度を定め

る法律、地方教育行政法が改正され、その改正

にあわせて、遠野市においても教育委員会に関

する条例や規制を改定しなければなりません。

先般、教育民生常任委員会にて概略の説明があ

りました。幾つかの疑問点を問いただしたいと

おもいます。 

 教育委員会の基本的な制度設計は、既に、地

方教育法改正で行われておりますから、条例の

改正も最低限、法律の改正で必要なことにとど

まると言われています。つまり、教育長が一般

職から特別職になる、そのことに伴う待遇、服

務規程について教育委員長のポストがなくなる

ことから、それに応じた修正といった主な条例

改正の中身かと思います。 

 このことから、一見、法改正に伴う形式的な

ものといった受けとめ方もなりがちです。しか

し、たとえ条例上あるいは規則上そうであった

としても、半世紀ぶりに教育委員会制度が大き

く変わります。今度の教育委員会制度が、今後

の教育行政にどのようなかかわりをしていくの

か注意深く見ていく必要があります。 

 もともと教育委員会の成り立ちは、戦前、戦

中の軍国主義体制による、教育が国家により管

理監督され利用されてきたといった反省から、

戦後教育の国家権力からの自立を目指し、住民

自治の組織として始まりました。住民代表の教

育委員からなる教育委員会が最高意思決定機関

で、それが教育行政を指揮監督するというもの

です。現実には理想のように進まず、全国的に

教育委員会が形骸化してきたとも言われていま

した。 

 特にも、2011年、大津市いじめ自殺の教育委

員会の隠蔽、これは、強い国民的批判を招きま

した。当時の安倍政権は、ここぞとばかりに教

育委員会そのものの廃止に問題をすりかえまし

た。その本音は、教育委員会を廃止すれば、教

育行政は政治直結となり、教育の右傾化と競争

激化をより進めやすくなるといった点にありま

す。 

 ところが、この事件により、教育委員会批判

が沸騰している今が教育委員会廃止の好機とば

かりに提案された廃止案、自民党支持者など保

守層を含め、広範な人々が反対を表明いたしま

した。結局、教育委員会廃止は見送られ、制度

を残した上で、首長の関与を強める法案が提出

され強行採決の結果成立したと、これが、私が

調べた教育委員会改革にかかわる法律、成り立

ちの大筋の経緯です。 

 さて、この法律が具体的に何を定めているの

かを見ますと、首長の任命、新教育長と、２つ

目に首長の教育大綱制定権、３つ目には総合教

育会議といった新しい仕組みが加わりました。 

 私からすれば、教育委員会に対する首長の指

揮権が強化されたと映るものですが、政治の中

立性と教育内容への首長のかかわり方について、

今回の改正をどのように受けとめるべきか伺い

たいと思います。 

 市民の中にも、教育委員会があるということ

は知っている、どのような組織か、どのような

仕事をしているのかわからないといった声が聞

こえます。しかし、そのような中でも、国民世

論によって教育委員会が大切だといった声の高

まり、安倍内閣のもくろみとは反対に、少なく

とも教育委員会制度は残りました。私は、この

ことは大変重要なことだと思っています。 

 この制度を、住民自治の組織として改革、活

性化していくには、どのような取り組みが必要

か、そのことについて教育長にお聞きし、質問

といたします。 

○議長（新田勝見君）  午後１時まで休憩いた

します。 

   午前11時56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。 

 本田市長。 
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   〔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。一括としての質問をお

受けしたところであります。 

 農協改革の問題、政府が進めている農協改革

の問題、それから医療費、介護に係る医療介護

総合法に係る改正による影響等についての御質

問、そしてまた、子どもの医療費無料化につい

てということで、３つ、それぞれ国の動き等も

踏まえながらの御質問と承りました。 

 そしてまた、質問の冒頭に当たっては、この

３月11日、東日本大震災から４年ということに

なるわけでございますけれども、被災地の皆様

へのお見舞いと、また犠牲になられた方々のお

悔やみの言葉があったわけでございますけれど

も、これは、菊池充議員の際も申し上げました

けれども、本当に、一日も早く、安心して安全

で暮らせるような、そして将来に展望を持てる

ような復興といったものが、単なる言葉だけの

加速じゃなくして、やはり具体的な形で見せる

ような形で、それぞれの復興が進めばというこ

とを心から念じているところでございますので、

そのことをもちまして、私も、お悔やみ、また

お見舞いという中における、この４年目という

節目を迎えての被災地の現状にも、遠野市とし

て真摯に立ち向かっ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、そのこと

を一言申し上げたいと思っております。 

 さて、まず第１点でありますけれども、国が

農協改革ということで進めております。この農

協改革につきましては、平成26年ですから、昨

年の９月定例議会でも小松議員から質問をいた

だいております。 

 その際も、地方農協が果たしている役割、い

うところの農畜産物の流通販売、あるいは栽培

指導及び営農指導といったようなことと、非常

に多岐にわたっていると。したがって、この農

家個々の経営に深くかかわってきたという一つ

の歴史があるわけであります。 

 したがって、単なる中央の中における、言葉

は適切じゃないかもしれませんけれども、学者

や有識者だけの議論で解決する問題ではないと

いうように、私は認識いたしているところであ

ります。 

 いうところの農山村地域、消滅市町村という

言葉も出てきている中にございまして、大きな

課題が、それぞれコミュニティーをどう維持す

るのか、あるいは地域の活力といったもの、そ

こにどう見出していくのかという部分にあって

は、金融窓口であるとか、あるいはガソリンス

タンドといったようなものも提供している、地

域の生活のインフラの一翼を担っているという

機能も、その地域農協にはあるわけであります。 

 そして、単なる農協改革というところの、例

えば、おっしゃいましたとおり、地域社会に及

ぼす影響は非常に大きいと。だから、当たり前

の言葉でありますけれども、慎重に対応してい

ただきたいというのが、私の一つの認識であり

ます。 

 この辺の認識につきましては、昨年の９月定

例審議会の際も申し上げているとおりでありま

す。そして、この２月９日に国会に提出された

農協改革関連法案、これは、いろいろインター

ネットやら新聞等で承知しているわけでありま

すけれども、この骨子も、全中、ＪＡ全中との

合意がされたと報道されておりました。これは、

全中、ＪＡ全中の会長も、一つの時代の流れか

らすればという中で合意ということに至ったと

いうことにもなるかもしれませんけども、その

中に、御質問の中にありましたとおり、いろい

ろ検証しなければならないところがあるという

ふうに承知いたしております。 

 この監査制度、この監査が、ＪＡの経営の自

由度を奪ってわかっているのかというか、全中

の監査がＪＡの経営の自由度を奪っているのか、

地方農協では、全中からの押しつけはないと、

そのように聞いておりますし、公認会計士監査

などの場合も、本当に、この農業所得の向上に

つながるということになるのか、いうところの

会計監査のほかではないと、事業監査といった

ものはあるんだけども、それが、いうところの

公認会計士はそれができるだろうかと、現場は
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どこまでわかっているだろうかというような問

題も、それ以外にあるんではないかなというよ

うに思っております。 

 また、準組合員の利用制限、これは、むしろ

ＪＡ事業の総合力を弱めることにはならないだ

ろうかということも、やはり懸念されると。い

うところの地域振興に逆行するのではないかな

と。自由経済競争、これは基本であるかもしれ

ませんけども、こういった中におきまして、こ

の成長産業と、成長産業は農業だと位置づけて

いるわけでございますけれども、成長産業にな

り得ない、いうところの小規模な中山間地域の

農業はどうなるんだと。大規模な一つの仕組み

であれば、自由競争という中でもしたたかに生

き残れるような戦略、営業戦略、成長農業とし

ての仕組みは耐えれることができるかもしれま

せんけども、小規模な中山間地域の農業は、こ

れは、なかなかそういう自由競争という中にあ

っては、立ち向かうことは非常に困難なわけで

あります。 

 その辺に、どのような答えを見出すのかとい

うようなところもあるんじゃないのかなと思っ

ております。 

 いずれ、この農協改革、農協中央会では改革

は外堀であり、本丸そのものは農協改革そのも

のであるというような報道もされております。

そういったところも、よく冷静に見極めながら、

国による一定の農協、──これは、小松議員も

おっしゃってました──改革はやっぱり必要だ

ろうと、見直しは必要だろうと、そのとおりで

す。これは、改革はしていかなきゃなりません。

また、いろんな見直しはしていかなきゃなりま

せん。我々、市町村にあっても、平成の合併前

と合併後においては、大きく仕組みが異なって

きているわけであります。 

 したがって、そのような中で、改革見直しと

いうことが、これ、常にやっていかなきゃなら

ないという部分においては、農協改革も、その

延長線上に位置づけられるということは、私は、

それは必要な議論であり必要な検討であろうと

いうように思っているわけでありますけども、

この部分におきまして、いうところの地方農協

と申しますか地域農協、地方農協、これは言葉

をかえれば現場ということにはなるというよう

に思っておりますけれども、その意見をどのよ

うに吸い上げた形での手順とプロセスを踏んで

の議論なのかというところを、もう少し、慎重

に進めていただければなということを、そうい

うような話、認識でいるところでございますの

で、今後も、この動向には、さらに私も注視し

てまいりたいというように思っているところで

ございますので、そういう認識であるというこ

とで、答弁とさせていただければと思っており

ます。 

 それから、介護報酬改定の影響、さらには費

用負担の見直しということで、菊池充議員と、

先ほど一問一答の中で、いろいろ、この問題に

ついては議論させていただきました。小松議員

のほうからは、略してもいいぞというような話

ではありましたけれども、ほぼ先ほどの菊池充

議員のやりとりの中で、この介護報酬の大幅な

マイナス改定といったものに対する認識と、そ

れから、その中において、今後、どう質を高め

ながら、この介護事業の円滑なと申しますか、

より質の高いサービスといった、その中にどう

提供していくのか、介護を受ける者も介護をさ

れる方も、あるいは介護、お世話をする方も、

それこそ、その中で、お互い双方向の環境をど

のようにつくっていくのかという部分の中にお

いて、この制度がいろいろな介護従事者の費用

と申しますか、給与改善なども盛り込まれてい

るということがあるわけでございますから、そ

の辺について、より一層、この介護保険と申し

ますか、ハートフルプラン2015の中で、きちん

とした中における、遠野の現場を踏まえた対策

を、きちんと組んでいきたいというように思っ

ているところであります。 

 そのためには、今回、策定を予定しておりま

すハートフルプラン2015、これが非常に大きな

役割と申しますか、機能と申しますか、位置づ

けをすることになろうかというように思ってお

ります。 
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 したがって、この地域包括ケアシステムとい

った言葉がよく使われておるわけであります。

いわゆるこの地域ケア、地域包括ケアシステム

をとなれば、医療と介護、そして地域がどう連

携を図ってネットワークを構築しながらという

中におけるものを、このハートフルプラン2015

の中で、より確実な仕組みとして構築しなけれ

ばならないかというふうに思っておりますので、

この取り組みの中で、介護サービス事業者と医

療関係機関等との連携体制を構築の、その支援

を行いながら、介護サービスの質の向上や加算

の算定につながっていくような形で取り組みを

進めていきたいというように、改めて決意をし

ているとこでございますので、その決意の一端

を申し上げて、これを答弁とかえさせていただ

きます。 

 それから、この費用負担の見直しについても、

今度の制度改正、これにつきまして、この介護

保険料の上昇を可能な限り抑えつつ、現役世代

の過度な負担を避ける。そして高齢者世代内で

の負担の公平を図る。したがって、それが費用

負担の見直しということにつながったわけであ

ります。 

 この中で、一定以上の所得のある方について

は、負担割合を１割から２割に引き上げるとい

うことになっております。高額介護サービス費

の負担限度額が引き上げられているということ

に。 

 それから、施設に入所した際の食費や居住費

の負担についても、別世帯であっても、配偶者

の所得や資産を勘案して負担段階を決定すると

いう制度に改正もされてあります。これは、御

指摘のとおりであります。 

 そしてこれは、いうところの、議員も御案内

のとおりだと思っておりますけれども、この特

別養護老人ホーム等に入所した場合、特別養護

老人ホームに住所を移すことが可能である。そ

こで、その配偶者に施設利用料を負担する能力

が十分あるにもかかわらず、ひとり世帯となっ

て軽減を受けることができるといったような不

公平といったようなものを解消するための一つ

の改正であるということでありますから、いず

れも根本にあるのは、この制度の持続可能性の

視点から行われているんじゃないかなというよ

うに、今、承知いたしているところであります。 

 ただ、これは議員の御指摘にもあったとおり、

私は、やっぱり、これは大きな問題だというよ

うに思っております。ぎりぎりのラインで負担

がふえる方、今、生活困窮者という言葉も、今、

出てきておるわけでございますけれども、そう

いったふえる方、あるいは疾病の治療等のため

の医療費もある方など、この事情を、それぞれ

の事情を抱えている方々については、これは、

非常にきめ細かい指導というか、対応をしてい

かなきゃならないかというふうに思っておりま

すので、この地域包括ケアシステムといったも

のにきちんとした仕組み、それがハートフルプ

ラン2015だということを踏まえながら、個別相

談の中で、これも、あれでございますけれども、

ケース・バイ・ケースの中における、きめ細か

い現場としての思いやりのある指導といったよ

うなものに、より一層、気配りをしていかなき

ゃならないということが、この制度改正の背景

にあるんではないのかなというようにも、やっ

ぱり、持続可能な制度にもっていかなきゃなら

ない、これをかき消してしまうわけにはいけな

い。 

 やっぱり、そこだけで公平、不公平というこ

とがあってはならない。やっぱり負担するもの

は負担してもらわなきゃならないという一つの

考え方もある。しかし、その中で、諸所のいろ

んな、繰り返しじゃないけど事情がある、その

事情のある方々に、どのようにきめ細かく指導

し、相談に応じるのかというような仕組みも、

また一方においてはすごく大事じゃないかなと

思っております。 

 なお、この一連の手続におきまして、本人及

び配偶者も預貯金の資産の把握をすると、金融

機関への照会も可能となるという取り扱いが示

されているわけでありまして、これは、あくま

でも預金通帳等の御呈示をいただけない場合な

どの取り扱いと考えておりますので、全ての
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方々の預貯金等を、すぐ照会するという取り扱

いにはなっていないということも、一つつけ加

えさせていただきたいというように思っており

ます。いずれ、制度改正については、そのよう

な……。 

 ３つ目の子どもの医療費の無料化問題につき

まして、これも再三、小松議員のほうからは御

質問をいただいておりまして、当市としても、

一定の取り扱いの中で、少しでも充実させると

いう方向の中で取り組んでいるということは御

理解……。 

 子育てするならば遠野だと言ったじゃないか

と、だけど、この問題については、どう位置づ

けているんだというようなお話も、一つの事例

の中から、御質問の中で御紹介されたわけであ

ります。 

 そういった中で、現行は、医療機関窓口で受

給者負担分と助成分の合計額を一旦支払い、そ

して後日、助成分を還付すると、いうところの

償還支払い方式といったようなものから、最初

から受給者負担分だけを支払う、これが、言葉

は現物給付方式ということになるわけでありま

すけれども、そのような一つの取り扱いになっ

ているわけであります。 

 償還支払い方式から現物給付方式への移行、

これは、小松議員、再三取り上げているところ

でありますけれども、現物給付方式にという中

で、平成28年８月をめどに県内統一して実施す

る予定ということで、遠野市も実施に向けて、

この準備を進めているところであります。 

 これにつきましては、県のほうからも、私に

担当部長のほうからも直接電話が入って、遠野

市さんもこの方式のほうに足並みをそろえても

らえればという照会もあったわけでございまし

て、担当課のほうから、よく事情を聞いて、じ

ゃあ足並みをそろえようということで、市長会、

町村会なども、これに足並みをそろえたことに

なりまして、この28年８月から現物給付方式で

県内統一するということになるわけであります。 

 県が実施している乳幼児医療費助成事業、就

学前児童を対象とし、自己負担が１レセプト当

たり入院5,000円、入院外1,500円を超える額に

対し、県と市で２分の１ずつ助成しているとい

う、こういう助成で、今、実施しているのは。 

 ただし、対象者が３歳未満である場合と保護

者が非課税である場合は、全額県と市で負担し

ているということになりまして、25年度の決算

額では1,689万8,033円という数字にもなってい

るところでございまして、そういった実態にな

るわけでございますけれども、県内各市町村は、

この事業を拡大し事業を行ってきております。 

 当市でも、乳児等医療費給付事業として、１

レセプト当たり入院2,500円、入院外750円をか

さ上げ、助成をしているという中であります。

また平成20年10月からは、市単独事業として小

学生まで対象者を広げました。さらには、子育

て支援の一層の充実を図るため、24年10月から

は県内各都市では初となる中学生医療費給付事

業を実施し、自己負担額の２分の１を助成して

いるという形で拡充をしているところでありま

す。 

 26年10月１日現在でありますけれども、県内

市町村において、子どもの医療費無料化を実施

しているのは、就学前までは１町、１つの自治

体、小学生までは５市、中学生までは４町、高

校生までは４村という形になっているところで

ありますので、遠野市において、この乳幼児か

ら中学生まで対象とし受益者負担なしと費用を

試算いたしましたところ、この費用給付費は1,

838万1,000円をふえるという数字になりますの

で、この辺のところをきちんと把握しながら、

御質問あった中で、いうなれば、子育てするな

らば遠野だというなれば、その切り口から考え

れば、この制度も充実させていくという部分は、

極めて大事な一つの制度の拡充、強化というも

のの一つではないかなというふうに思っており

ますので、ただいま、一連の経過と現状を申し

上げたところでありますけれども、限られた財

源の中で、どのような子育て支援策を充実させ

るという部分にあって、この問題を、どのよう

に位置づけるかということにつきましては、抽

象的な表現になりますけれども、総合的な視点
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から、例えば、いろいろ質問の中で御提言いた

だいたことを踏まえて検討してまいりたいとい

うように思っております。 

 子育て支援、これは人口減少社会において、

極めて大事な大事な切り口の、遠野市としても

充実させなければならない施策の一つでありま

すから、そういうような認識のもとに検討させ

ていただくということで答弁させていただきま

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）  小松大成議員の一般

質問にお答えをいたします。 

 今回の法律改正の趣旨は、教育の政治的中立

性、継続性、安定性を確保しつつ、地方教育行

政における責任体制の明確化、迅速な危機管理

体制の構築、地方公共団体の長と教育委員会と

の連携、地方に対する国の関与の見直しを図る

というものであります。 

 危惧されておりました教育の政治的中立性の

確保につきましては、教育委員会も引き続き執

行機関として存続させ、職務権限も従来どおり

とされております。 

 法律改正により、教育委員長と教育長を一本

化した新たな責任者としての新教育長を置き、

新教育長は、首長の議会の同意を得て直接任命

することになります。 

 新教育長は、権限が大きく変わりますが、教

育委員会の構成員であり、代表者であることか

ら、合議体である教育委員会の意思決定に基づ

き事務をつかさどる立場にあることは変わりは

なく、教育委員会の意思決定に反する事務執行

はできないことになっております。 

 首長は、教育委員会がメンバーとなる総合教

育会議を設置し、教育委員会と協議し、教育の

振興に関する施策の大綱を策定することになっ

ております。 

 首長は、教育行政の所管事項に関する予算の

編成、執行、それに条例の提案など、重要な権

限を有しております。また、近年の教育行政に

おきましては、福祉や地域振興などの一般行政

との密接な連携も必要になっております。 

 これらを踏まえて、今回の改正において、民

意を代表する立場にある首長に、大綱の策定を

義務づけることにより、地域住民の意向の、よ

り一層の反映と地方公共団体における教育、学

術及び文化の振興に関する施策を総合的に推進

を図ることにしております。 

 そして、大綱策定においては、教育行政の混

乱を生じることがないようにするため、総合教

育会議において、首長と教育委員会が十分な協

議・調整を尽くすことが肝要であります。 

 このように、法律改正により、自治体首長の

教育行政にかかわりが深まるように思いますが、

民意を代表する立場にある首長との意思疎通を

十分に図り、地域の教育課題やあるべき姿を共

有して、より一層、民意を反映した教育行政の

推進を図ることにしております。 

 また、法律第21条に定められた教育に関する

事務の執行権限は、従来どおり引き続き教育委

員会が有しております。総合教育会議等におい

て、協議・調整のついていない事項の執行につ

いては、教育委員会が判断することになってお

ります。 

 法律が改正されても、教育行政の必要性、重

要性は何ら変わることがございませんので、引

き続き子どもたちを第一に考え、教育の充実が

図られますよう取り組んでいくことが重要であ

ると考えております。 

 次に、教育委員会制度を住民自治の組織とし

て改革・活性化していくにはどのような取り組

みが必要であるかということでありますが、現

在の教育委員会制度は、教育の専門家ではない

非常勤の委員で構成される合議制の執行機関で、

教育の政治的中立性、安定性を確立しつつ、大

所高所から基本方針を決定し、それを教育行政

の専門家である教育長が事務局を指揮監督して

執行するという仕組みになっております。 

 議員がおっしゃるとおり、教育委員会制度は、

昭和23年、旧教育委員会法で創設され、教育委

員は公選制になっておりました。その後、時代

の流れとともに改革の変遷があり、今日に至っ
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ておりますが、戦後は、戦前の反省から一般行

政から教育行政を分けて、政治的な影響力がス

トレートに及ばない地方教育行政の形をつくっ

てまいりました。 

 今回の法律改正においても、行政からの独立

性・中立性は担保されております。 

 最近では、広く地域住民の意向を反映した教

育行政の実現を図るため、平成13年度に教育委

員会の構成の多様化として、委員の年齢、性別、

職業等に著しい偏りがないことを配慮すること、

委員会の中に保護者が含まれるよう努めること

が規定で設けられました。また、教育委員会会

議は原則公開になり、透明化を図ることになっ

ております。 

 平成16年度には、学校運営協議会が設置可能

になり、地域住民、保護者等が学校運営に参加

可能になりました。 

 多くの学校では、地域に開かれ、地域に根差

した学校を目指して、各町の地域教育協議会と

連携して今日に至っております。 

 教育委員会においても、地域住民の声を聞い

て、学校の声を聞いて、それを教育に反映させ

ることが、開かれた教育委員会につながるもの

と考えております。 

 今後、より多くのＰＴＡ、地域住民の教育へ

の参加を促し、連携を強化し地域一体となって、

次代を担う子どもたちの育成に努めてまいりま

す。 

 新しい教育委員会制度により、教育委員会に

おける審議が活性化し、地域住民の民意が十分

反映され、市民の期待に応えられる教育が推進

されますよう、今後とも努めてまいりたいとお

もいます。 

○議長（新田勝見君）  13番小松大成君。 

   〔13番小松大成君登壇〕 

○13番（小松大成君）  農業の問題に関しては、

大分、認識に期するものがあったのかなと、私

たちも捉えております。ただ、今回は、ＪＡ全

中の問題と、その中における、やはり今後の地

方農協のあり方というものが問われてくるだろ

うなと思われます。 

 この改革会議の中で話されていることを、ち

ょっと述べてみたいと思いますけれども、今、

協同組合の組織の中において、地域独占型にな

っていると。お互い農協同士競争させるべきだ

といった暴論まであります。いわゆる地域に根

差した組合の中の、その範囲の中でしかやって

ないから甘えが多いんだといったような議論も

あります。私は、これ、違うんだと思うんです。

協同組合というのは、ある意味では独占権を、

ある意味で独占するための法律、協同組合の法

令があります。それによって、弱い者の集団で

ある、いわゆる一つ一つの農家が、その団結し

たある一定の地域の中の組織運営といったもの

が、これは大変重要なことであって、これまで

も破壊しようという議論がなされています。私

は大変怖いことだなと思っております。 

 各農家が大規模であって、ひとりで対抗でき

るというんであれば、それはそれでいいんでし

ょうけれども、先ほど充議員さんのほうに答弁

しましたところ、200万円以下の売り上げしか

ない農家が８割だということであれば、それら

の小さな規模の農家が団結する、そういう意味

において、地方農協というのは大変重要なこと

だと、私は思っておりますし、市の、この議会

の中でも農業問題、いろいろ取り上げますけれ

ども、やはり、その主体となるのは地方の農協

だろうなと、私たちの農協なんだろうなと思う

こと、幾らもあります。 

 そういう意味における農協のあり方というの

が、私は今、中央の段階でとどまってますけど、

その攻撃が、やがては地方の農協に来る、そう

いうものを私はおそれるものであります。 

 介護保険の問題なんですけれども、先ほど、

自民党の議員さんがホームページでこういうこ

とを話してましたということを言いました。か

なり乱暴な議論をやられているといったふうで

す。これは、みずからの与党の立場の方がホー

ムページで述べているものなんですけれども、

政府は、持続可能は持続可能という、しかし、

今、現場では、今の時点において持続可能の状

況ではないということまで、自民党のある議員
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さんは、ホームページで述べています。 

 それを、私は、今度の介護報酬削減で、ずた

ずたにされるんじゃないかといった危惧がなさ

れます。持続可能な制度にするということを繰

り返しているけれども、実は、今でさえも持続

可能じゃないんだといった施設の関係者からの

訴えもあります。 

 ですから、そういう意味において、今後、向

かってくるであろう25年問題、それに対応する

ためにも、国として、きちんとした足腰の強い

介護制度をつくり上げていく、そのための介護

報酬削減なんてとんでもないというのが、私の

考えであります。 

 最後に、子育てに関しては前向きな答弁だと、

私は受けとめております。いわゆる試算してみ

ましたところ、1,800万ほどの予算が必要だと

いうことなわけですけれども、200億の予算を

組む一般会計ですから、この程度は何とかなる

んじゃないかと、私、一度は思ってしまうんで

すけども、その辺は、やっぱり努力をしていた

だいて、削るべきところは削る、しかし子育て

大事なんだといったスタンスで、これからも臨

んでいっていただきたいと。 

 私は、なにも遠野市の子育てがずさんだとい

う意味ではございません。先ほど、御夫人のお

話を紹介しましたけれども、遠野市の子育てす

ばらしいと言ってました。確かにそのとおりだ

と思います。 

 さらに、これに医療費が、ただだということ

になれば、本当にすばらしい子育て環境ができ

るのではないかということを感じました。先ほ

どの市長の答弁からは、私は、前向きに受け取

っておりますが、それで大丈夫でしょうか。そ

の辺を確認しまして再質問といたします。 

○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）  ただいま、小松大成議

員から再質問をいただきました。 

 この農協改革の問題、私は、今、御質問の中

にありましたとおり、何でもそうでございます

けれども、全ての見直し、改革はそうでありま

すけれども、言うから、国が示す中においての、

一つの改革見直しっていう制度の改正もありま

す。 

 しかしその中において、もう一つ大切にしな

きゃならないのは、やっぱり現場と。特に、こ

の農協の問題、あるいは農業の問題などは、日

本列島、南北に非常に長い一つの国なわけであ

ります。それぞれ地域の事情が違う。そして、

この問題におきましても、いうところの人口減

少という中にあって、東京一極集中がいかがな

ものかと、これを是正しなきゃならないという

問題も、いろいろ議論されております。 

 この農業の問題一つとってみても、その置か

れている状況にあって、大都市に近いところは、

何でもつくればどんどん売れるという一つの地

域があるわけであります。しかし、我々のよう

な中山間地域の地方ということになれば、ただ、

そういうわけにはいかないという、その中でみ

んな苦労してるし、また、いろいろ知恵を出し

ながら頑張っているという姿を、もう少し丁寧

に、特に地方農協という現場の、それぞれの努

力といったようなものを、もう少し丁寧に掘り

下げ、そしてまた、その中における現場という

ものをよく見た上で、ある意味においては一定

の方向性を見出していくと。その中においては、

最大公約数としての合意形成というものは、や

っぱりなければだめだと。 

 総理と全中の会長が会って合意をされた、だ

から決まったというものの中で、その決まった

ものを我々現場のほうにそのまま持ってこられ

ても、非常に混乱することになりかねないかと

いう部分で、もう少し丁寧さがほしいという中

における認識を、先ほど示したとこでございま

すので、そういった点での再質問に対する答弁

とさせていただければと思っております。 

 丁寧さが必要であります、やっぱり。そして

また、手順が必要であります。ものの改正、あ

るいは見直しというのは、それにこだわってお

ったんじゃ、タイミングを失するということも、

確かにあるわけでありますから、どっかでは決

断をしなきゃならないということは当然なわけ
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でありますけども、その部分が、ちょっと足り

ないんではないのかなというようなところも、

ちょっと危惧しているということの認識をお示

ししたいというふうに思っております。 

 それから、この持続可能なという部分におけ

る制度改正なんだけどもという中で、やっぱり、

そのとおりであります。小松議員から、あれし

ましたとおり、なかなか、この制度改正、ただ

公平さ、公平と不公平という問題があります。

この辺を、どうバランスとっていくのか。 

 繰り返しになりますけれども、所得の問題、

所得制限の問題一つとってみても、ぎりぎりの

方で、結構頑張っている方がいらっしゃるんで

す、こうして見ますと。ですから、その辺のと

ころをどのようにという部分の中で、しかし一

方、このとおり超高齢化ということになれば、

介護する方も介護される方もという部分の中に

あって、その中における老老介護というのも大

きな課題になっているわけでありますが、そこ

で、その費用負担といったものを、公平性を、

どう図っていくのか、それでこの制度を壊して

しまったんでは、また、これは大変なことにな

るわけでありますから、やっぱりそこで持続可

能な制度というところの中で、一定の傷みをお

互い分け合いながら、安心安全な制度に持って

いくということが、持続可能という言葉の中に

も出てきているわけでございますので、その辺

のところを現場の声として、これからもいろん

な市長会等を通じながらも制度の本来あるべき

姿と、やっぱり、この社会保障といったような

問題と年金制度といった問題、それから介護保

険といったような問題、やっぱり一体的な議論

を、これは、昔から言われていることでありま

すけれども、なかなか一体的な議論にならない

というもどかしさもあるわけでありますけれど

も、やはり、それを、それが消費税問題にもつ

ながってきているということでございますから、

そのような中で、やっぱりしっかりと足腰の強

い、腰の据えた議論というものは、より必要で

はないのかなというようにも承知いたしておる

ところであります。 

 それから、３番目の子どもの医療費の問題、

前向きな答弁であったということであります。

総合的な見地から、やっぱり子育てするならば

遠野という、一つのテーマの中でいろいろ取り

組んできたと。それは、ただ抽象論であっては

ならない。やっぱり市民の皆さんに、それを実

感として、あるいはそうなんだということを感

じとってもらうような、やっぱり制度に持って

いかなきゃならないというのであれば、この問

題も、非常に大きな一つの施策の位置づけじゃ

ないかと。 

 1,800万ほど費用がふえるという話をしまし

た。そこを、どのようにやりくりをするのかと

いうのも、いわゆる行政運営上、非常に、私自

信も問われることではないのかなと思っており

ます。 

 今般の予算編成でも、非常に、正直なところ、

財政当局のほうともさまざまな議論をさせてい

ただきました。４日間、約40時間、時間をかけ

たという中で、どうなんだろうと、財源は捻出

できないだろうかと、いうなれば財源を捻出し、

その中で再配分するという中でのやりくりが、

今、そういうぎりぎりの財政運営を行っている

わけでございますから、たかが1,800万といっ

ても、されど1,800万という中で、やっぱり、

その緊張感の中で、この問題、しかし一方にお

いてはそうじゃないと、数字だけじゃないと。

それを何とか捻出するという方向の中で、これ

を充実させようかというのも、これもまた施策

の一つとして決断もしなきゃならないという時

期が、いずれは来るのかなと思ったりもして、

先ほど答弁したところでございますけれども、

そのことを繰り返し申し上げまして、再質問に

対する答弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  13番小松大成君。 

   〔13番小松大成君登壇〕 

○13番（小松大成君）  以上で私の質問を終わ

ります。 

○議長（新田勝見君）  次に進みます。７番

佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 
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○７番（佐々木大三郎君）  昨年10月の市議会

選挙により、新たな会派名になりました。市民

クラブ所属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。今回は、２点について伺います。

１点目は農業振興対策について、２点目は六次

産業化について、市長の御見解を伺います。 

 まず、質問に入る前に、先日、岩手日報紙に

記事掲載がありましたが、ＪＲ東日本では遠野

駅舎が老朽化したため、これを解体して建てか

える方針を決めたという報道であります。 

 このことに関連して、当市に示された案では、

新駅舎は３分の１程度の規模になる見込みで、

また、駅舎を利用したホテルフォルクローロと

もども、今月の３月の14日で営業を終えるとい

うことであります。 

 現駅舎は、市民の皆様も御存じのように、欧

州様式を取り入れ建築されたもので、遠野観光

や中心市街地の象徴的存在であり、また遠野の

玄関口として、たくさんの出会いと思い出を見

詰めてきてくれましたので、愛着もひとしおで

あります。そして、フォルクローロ遠野は、宿

泊客の人気施設にもなっております。 

 ＪＲ東日本によりますと、築65年を迎え、軽

微な損傷が目立つことになってきたことから、

災害に備えて乗客の安全を確保するという観点

から、建てかえが必要であるということであり

ますが、既に100年を経過した東京駅の駅舎保

存・復元によって、今では大きな観光スポット

になっているという先例もありますので、ここ

は、市民の声を結集して、ぜひ保存していただ

きたいものです。 

 そして、ＪＲとのさらなる連携によって、駅

の利用客と当市観光客の増加につながってほし

いものであります。 

 さて、１点目の質問の農業振興対策について

伺います。この件は、午前中来、同僚議員の質

問と一部重複する部分がありますので、私の事

前通告内容から、若干省略させていただく部分

もありますし、また御答弁のほうも、ダブる部

分は簡潔に御答弁いただければということをお

願いして質問させていただきます。 

 市当局は、タフ・ビジョンを作成しまして、

足腰の強いタフな農林水産業を目指してパワー

アップを図りながら、鋭意、チャレンジと努力

を重ねていただいていることは、十分、私自信

承知しておりますし、また、敬意を表している

ところでもあります。 

 しかし、昨年から農業を取り巻く環境は激減

しております。その一つには、農林水産省から

示された農林水産業、地域活力創造プランによ

って４つの改革が行われております。 

 その中でも、特に、米の直接支払交付金が10

アール当たり半額の7,500円になったこと、こ

のことによって、農家が大きな減収になってお

ります。 

 そして、激減の２つ目は米価の大幅な低下の、

大幅な下落であります。ちなみに、遠野市の20

14年産米についてＪＡから支払われた概算金は、

ひとめぼれで60キログラム当たり8,400円でし

たが、前年度は１万1,400円でしたので、前年

比3,000円の下落になります。また、あきたこ

まちは、さらに下落して7,900円でしたので、

前年の１万1,400円と比較して、3,500円も下落

したことになります。 

 さらに、激減の３つ目として、ＴＰＰの締結

により主食用米の輸入が拡大した場合、生産現

場への打撃は必至で、米生産の枠組みを崩れか

ねない状況にあります。 

 これだけ急激な外部環境の変化と農家収入の

減少によって、当市の稲作農家の生産意欲は著

しく低下し、また、今後の営農には、過去に例

がないほどの危機感を抱いております。 

 私の近隣農家からは、「もう、米づくりは諦

めると」いった悲鳴も聞こえております。これ

が、若年農家や担い手農家へ影響しなければと

心配ですが、この現状に対して、市長はどのよ

うな御見解をお持ちなのか伺います。 

○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）  佐々木大三郎議員の質

問にお答えいたします。 



－ 52 － 

 一問一答という中で、それぞれ項目ごとに答

弁申し上げるわけでありますけれども、冒頭、

遠野駅舎の問題を認識が示されたところであり

ます。 

 全く、我が意を得たと申しますか、心強く受

けとめたところであります。先般、23日の日に

遠野駅舎の未来を考える会の会長、副会長、私

と議長ともども、ＪＲのほうにまいりまして、

ただいま佐々木大三郎議員が述べたような認識

の中で、ＪＲのほうに話し合いをしたいという

中における申し入れを行ってきたところであり

ます。 

 具体的なコメントは、その場ではいただけま

せんでしたけれども、申し入れの、一連の１時

間ほどの話し合いの中では、ＪＲもこの問題に

ついては、真摯に受けとめてもらえるのではな

いのかなというような感触を持ってきたところ

でございますので、同じような認識の中で、こ

の問題には取り組んでまいりたいと、ぜひ御支

援と御協力もいただきたいと議員各位にもお願

いを申し上げまして、報告と申しますか、この

問題に対する認識を示させていただきたいと思

っております。 

 さて、１点目の農業を取り巻く環境、非常に

厳しいと、農水省におけるいろんなプランとか、

あるいは米価の大幅な下落により激変という言

葉も当てはまるほど、大変な状況にあるという

中における御質問でありました。これは、午前

中の菊池充議員と、これまた一問一答の中で、

いろんな認識は、私も答弁の中で示させていた

だきましたけども、大変厳しい状況にあると。 

 平成25年12月に農林水産業地域の活性活力創

造プランというものを示しまして、４つの改革

を示したと。４つは何かと、１つは、農地中間

管理機構の創設・立ち上げ、２つ目は経営所得

安定対策の見直し、３つ目は水田フル活用と米

政策の見直し、４つ目が日本型直接支払制度の

創設という、この４つのプランを示した、示さ

れたわけであります。そういった中で、いろい

ろ、米価下落問題あるいはＴＰＰ問題等も取り

巻く中にございまして、まさに、農林畜産業、

農畜林業を取り巻く状況は、ここ１年、大変厳

しい状況になってきているということは、議員

も十分承知のことだというように思っていると

ころであります。 

 したがいまして、この国の、午前中の議論の

中でもありとしました緊急対策事業として、稲

作農業体質強化緊急対策事業というのが示され

た、ほとんど使われていないというか、500億

の予算とったんだけども50億しか施行されない

というか、したがって、そこでまた制度緩和要

求、要件を緩和し、さらにまた申請を延ばすと

いうような中で、今、あるわけです。 

 したがって、それを裏返せば、現場の中にお

けるもののさまざまな一つのニーズと示された

制度といったものが、はっきり言えばミスマッ

チになってんじゃないのかなという部分はある

わけでありますから、しかし、それを、ただミ

スマッチになったからじゃなくて、我々も、そ

の中における問題点を、やはりきちんと発言を

しながら、その課題を一つの声として出してい

かなきゃならないという部分の中における課題

が、一つあるんじゃないのかなと思っておりま

して、農業行政を取り巻く目まぐるしい、これ

は激変という言葉を使ってもいいかというよう

に思っておりますけれども、どうも、もどかし

さとじれったさの中に、今、置かれているとい

うような認識でもありますから、今、御質問あ

ったとおりのことを踏まえながら、この問題に

も的確に、あるいはタイミングを失しないよう

な形で、やっぱり対応していかなきゃならない

一つの大きな課題ではないのかなと承知してい

るところでございますので、後は、菊池充議員

との中における一問一答の中で、私の考えやあ

るいは認識も示しているとこでございますので、

その点については省略させていただければとい

うように思っておるところであります。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  今の御答弁で、農

家の厳しい現状、共有していただけてるみたい

ですので、次の質問に入らせていただきます。 
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 次に、この厳しい現状を捉えて今後の対応策

について、私の提言を交えて質問させていただ

きます。 

 遠野市の農業の特徴は、米や野菜、工芸作物

の耕種、和牛繁殖や酪農との中小規模複合農家

及び兼業農家が多いのが特徴であると、私は認

識いたしております。このような中で、先ほど

述べた農水省の地域活力創造プランと、米価の

大幅下落という急激な環境変化のもと、所得を

向上させ、農業で生計を立てるにはどのように

すべきかを考えた場合、経営規模別にその対応

策を講じなければならないと考えます。 

 この経営規模は、大ざっぱに大規模農家と中

規模農家及び小規模農家に分類されますが、い

ずれの担い手や新規参入者、高齢者、それから

女性が、それぞれの役割と出番の中で力を発揮

できるような環境づくりが重要であると考えま

す。 

 そこで、まず、この大規模農家である農業生

産法人や担い手は、農業をなりわいとして所得

向上を図らなければならないことを考慮します

と、農水省が進める地域活力創造プランを受け

入れ着実に進めなければなりませんし、特に、

耕作地の集積と規模拡大や水田の圃場整備、大

型機械の共同利用等による生産額の増大と生産

コスト低減の徹底、そして販路の工夫に努めな

ければならないと考えます。 

 そこで伺います。今、当市では、国の政策の

もと、農地中間管理機構による担い手への農地

集積と集約化を進めておりますが、その進捗状

況は、どのようになっているでしょうか。また、

その農地の集約状況から、農業生産法人や専業

農家として、他産業の従事者並みの年間所得、

これは、若者であれば約250万円ぐらいから、

熟年者家族であれば400万円程度になろうかと

思いますが、これが可能かどうかについて伺い

ます。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この制度の創設に伴い、

どのような状況であるかということで、特にも、

この農地中間管理機構による担い手への対応に

ついての進捗状況ということに対する御質問と

受けとめたところであります。 

 この２月末現在で、受け手、いうところの担

い手の農地中間管理機構の申し出件数57件で、

借り受け希望面積が513ヘクタール、出し手の

申し込み件数は205件、面積が126ヘクタールと

なっております。 

 出し手、農地がいうところの出し手農地全面

積が、貸し借りの契約が成立する見込みとなっ

ておりますが、まだまだ出し手が少ない、その

ような状況になっている。 

 数字の中で、そのようなことが御理解いただ

いていると思っておりますけども、57件、513

ヘクタール、一方においては205件、126ヘク

タールということになっているわけでございま

すから、この部分がどのような中でという部分

で、まだまだ出し手が少ない状況にあると。 

 今後においても、したがいまして、それぞれ、

この事業の積極的な活用形、今、質問の中にお

いても、もっともっと想像プランを受け入れし

ながら進めていくべきじゃないかというような

案が、だから、これは、やはりある意味におい

ては、ただ制度に矛盾がある現場から乖離して

いるということをいっても始まらない、やっぱ

り、すぐ国が打ち出してきたものに対して、ど

のように我々が、それに受け答えするかという

ことも、また、もう一つは大事な取り組みの一

つではないかなというように思っておりますか

ら、この問題などもそういう認識のもとに、さ

らなる認定農業者への農地集積を中心とした取

り組みといったようなものも、進めていかなけ

ればならないかというように思っております。 

 そういったためには、地域の担い手となる認

定農業者の確保あるいは育成、確保・育成、こ

れは必要不可欠であります。市内の大規模農家、

特に農業生産法人あるいは専業農家、こういっ

た方々は、ほとんど認定農業者になっていると

ころでありますので、こういった方々とのさら

なる連携、基盤強化といったようなものを進め

ていかなきゃならないというように思っている
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ところでございますので。 

 実は、年間農業所得目標380万円達成を可能

とする効率的かつ安定的な農業経営の指標とし

て、遠野市における主要な営農類型を示してい

るわけでございますけれども、この中において

は、この認定農業者、あるいは実際に認定農業

者が実際に目標を達成している実例もあるとこ

ろでございますので、こういったことも一つの

実態として受けとめながら、この米価の下落あ

るいは現状といったものを勘案しながら、営農

類型を見直しということも含めながら、より実

行的な類型をつくり上げて、ただいま申し上げ

ました、いただきました御質問のような趣旨に

沿った対応も進めてまいらなければならないか

と承知しているところでございます。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  農地の貸し付けが

低調であるということですが、担い手の効率的

な営農を後押しするためにも、この農地の集積、

これは、積極的にやっていかなければならない

ですし、また重要であると思います。 

 そこで伺いますが、なかなか、この集約でき

ない理由、これは、何から来ているんでしょう

か。現状把握と分析、あるいはその改善策につ

いて、もし、おわかりにな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）  なかなか進まないとい

う中における現状というものです。この部分の

捉え方は、いろいろあると思います。なかなか

進まないのか、遠野とすれば精いっぱい頑張っ

ているのかというところの認識だというように

思ってますけれども、私は、やっぱり、今、か

なりこの激減という中において厳しいという話

も申し上げました。現場の中におけるニーズと

制度の中におけるミスマッチもあるんじゃない

かということも申し上げました。 

 しかし、その捉え方と、また、あるいは評価

の仕方というのがあるかと思いますけれども、

そういった中にあっても、懸命に一つの遠野の

農業のあり方というのを模索しながら、それぞ

れの現場も、あるいは関係者も努力をしている

という部分においては、一定の評価といったも

のをその中に持ってもらってもいいんじゃない

のかなというふうに思っておりますので、なか

なか進まないという部分で捉えるのか、いや、

そうじゃない、身の丈の中で懸命に頑張ってい

るというふうに捉えるのか、その辺は、非常に

微妙なとこでありますけれども、頑張っている

ということで捉えてもいいんじゃないのかなと

いうふうにも承知しております。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  今の御答弁から、

担当者の皆さん、よく頑張っていただいている

というふうに理解できましたので、次に進みま

す。 

 政府の目標では、2011年の全国平均の米生産

費60キロ当たり１万6,000円を基準にして、今

後10年間で、この経費を４割減らして9,600円

にすることを目指すとしております。 

 これをするには、大規模化によって作業効率

を高め、労働費を圧縮するというところですが、

そのためには、耕作面積15ヘクタール以上の認

定農業者を担い手として育成するという方針み

たいであります。 

 米価が下落傾向にある中、担い手が安心して

生計を立てられるようにするためには、この大

規模化による作業効率の向上は必要不可欠にな

るわけですが、当市農家の大規模化の現状はど

のようになっている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）  当市の農家の大規模化

は可能かどうかということに対する一つの認識

を示してほしいということ、認定農業者制度の

根幹である農業経営基盤強化促進法という法律

があるわけであります。これに基づきまして、

基本的な構想の中の営農類型は、面積ごとに経

営規模や生産方式を示しているところでありま



－ 55 － 

す。 

 この中で、市内の10ヘクタール以上耕作して

いる認定農業者、60人ほどいらっしゃいます。

大規模経営及びこの規模拡大意向のなどの認定

農業者が安定した経営を行っていくための作業

体系も組み込み、さまざまな累計の組み合わせ

なども視野におきまして、営農類型といったよ

うなこの見直しを行いながら、それが大規模で、

こういったことになれば、そこに関係機関ある

いは団体といったようなものも一体となって取

り組めば、大規模経営にも対応するような、そ

れが可能か、農家の大規模化は可能かというこ

とに今のこの促進法がある。 

 そこに促進法があって、ちょっと繰り返しに

なるけども、認定農業者の方は、10ヘクタール

以上有する認定農業者の方は60人以上いるとい

うことも踏まえれば、私は、このような仕組み

の中で、それぞれの関係機関が連携を図りなが

ら課題を共有すれば、遠野とする分においては

一定の可能性といったようなものは、その中で

見出すことができんじゃないのかなというよう

に承知しております。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  15ヘクタール以上

の耕作農家、60人以上いる、いやあ、多いです。

（「10ヘクタール」と呼ぶ者あり）（発言する

者あり）10ヘクタール、失礼しました。10ヘク

タール以上ですか、私も15ヘクタール以上と勘

違いしまして安心したところですが、10ヘク

タール以上では、ちょっと違うと思いますので、

特に、遠野の場合は中山間地域ですので、田ん

ぼの、１枚当たりの耕作、やっぱり10とか20

アール程度の小規模な圃場が多いと思います。 

 さらには、圃場の段差が大きいために、その

のり面を取り外して１枚当たりの田んぼの面積

も広げるということは、なかなか、これ難しい

と思うんです。そういうことも考慮しますと、

やはり、私は、遠野の場合には15ヘクタールで

も少ないと思うんです。収支というので考えた

場合には、したがって、20ヘクタール以上は必

要じゃないかな、あるいは団地化というものに

も力を入れなくちゃいけないんじゃないかなと

考えますが、市長の御見解、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）  大規模化ということに

なった場合においては、やはり、地域のそれぞ

れの事情もありますし、担う方の、担い手の力

量もあるという部分を考えれば、単なる数字と

しての大規模化ということよりも、やっぱり、

今、10ヘクタールで60人という話を申し上げた

わけでありますけれども、そういった部分にお

いて、単なる数字だけじゃなくして、その地域

に、どの程度の中における大規模化というのが

可能かということを、ケース・バイ・ケースの

中で捉えながら、それを確実に形にしていくと

いうような取り組みこそが、やっぱり大事じゃ

ないかなというように承知しておりますので、

この促進法という法律の趣旨を踏まえながらも、

どのような地域の実情、あるいはそこに携わる

マンパワーの方々といったようなことを踏まえ

て組み立てていくという、一つの作業ではない

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、それをもって答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩とします。 

   午後２時04分 休憩   

────────────────── 

   午後２時14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。 

 ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  先ほどの市長の御

答弁、よく理解できました。 

 ただ、そうは言いましても、担い手の方にと

りましては、やはり、この耕作面積20ヘクター

ル以上は欲しいなという気持ちでいっぱいだと

思いますので、大変かと思いますが特段のお取

り計らいのほどよろしくお願いして、次の質問

に入ります。 

 昨年の一世帯当たりの米の平均購入数量は、
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過去最低であった事が総務省の家計調査の結果

でわかっております。このことに人口減少も加

わって、今後、米の消費量はさらに減少する予

測のもとで15年産米の生産調整すなわち減反は

さらにふえてきております。 

 そこで伺いますが、減反した田んぼに遠野市

としてどのような転作作物を推奨されるのでし

ょうか。飼料用米でしょうか。大豆でしょうか。

それともほかの作物でしょうか。あるいは、農

家の自主判断に任せるということでしょうか。 

 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、減反した水

田、どのような転作作物をという部分で、市長

の考えをということでありました。 

 それぞれ、この問題に対しても真正面から取

り組まなきゃならないってなった場合に、地域

の特徴をいかに生かしたかという部分における

作物を奨励することが基本ではないかなという

ように思っております。 

 したがって、遠野は畜産が非常に盛んであり

ます。また。これ、盛んにしなくてはなりませ

ん。そして、これを柱にもしていかなきゃなら

ない。キャトルセンターも、この４月から本格

的に稼働を開始するということになってるわけ

でありますので、この部分をきっと柱にしなき

ゃならないとなれば、ひとつ、飼料用作物とい

ったようなものも中においてをあれする。ある

いは、圃場整備を大規模な形で展開をしてきた

ってことであるわけでございますから、平場に

おいては、いうところの大豆といったようなも

のも奨励しているということでありますので、

こういったようなのが１つの奨励作物という中

における位置づけになるんではないかな。 

 27年産について、産地交付金加算の大きい飼

料用米、これの作付を奨励しようというような

形での認識で、それぞれ関係者の中で、調整を

しているというところでございます。 

 いずれ、この水稲以外の作物の作付が困難な

自然が多く存在しているということであります。

遠野市の特徴といたしまして。その水稲の作付

で、転作扱いとなる飼料用米は、そういった意

味においても有効な転作奨励ということの作物

というか、作物というよりも１つの分野になる

のかなというように思ってるところでございま

すので、こういった点を、ひとつ、柱にしなが

らの組み立てになるのかなというように承知し

ているところであります。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  今の御答弁では飼

料用米への転換を進めるというような御答弁で

あったわけですが、私も、そのとおりだと思い

ます。と言いますのは、これも市長から先ほど、

御説明ありましたけども、岩手県では、国の手

厚い助成が受けられる飼料用米、これを作付し

た場合の収入についてシミュレーション、試算

されておりますけれども、それによりますと、

主食用米の収入を上回るという結果が出ている

ということであります。 

 また、参考までに紹介させていただきますが、

よその地域ではＪＡと連携して飼料用米を稲Ｓ

ＧＳに加工して販売してるということでありま

す。これは稲ソフトグレインサイレージの略称

で、稲子実発酵飼料ということですが、飼料用

米の生もみを加工して牛乳配合飼料よりもさら

に安い価格で畜産農家に販売できるというよう

なことであります。 

 いずれ、どのような転作作物を選択するかに

よって、農家所得に大きな影響が出てくるわけ

ですので、どうか明確な方針を示していただき

たいものであります。 

 次に、中規模農家の振興策について伺います。 

 先ほども話したとおり、遠野農業の特徴は米

や野菜、工芸作物の耕地と和牛繁殖との複合農

家が多いですし、農業を主業として生計を立て

ておられる優良な経営者も既に存在しておりま

す。これら優良農業者１世帯当たりの年間所得

は他産業従事者並みの400万円以上であるもの

と推測されます。 

 もちろん、この程度の所得が見込めなければ、
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若者や後継者の確保は期待できませんし、農業

の衰退にもつながってしまいますので、行政と

しての視線や環境整備が必要であると考えます。 

 さて、この専業農家の年間所得を補償するに

は、どのような対応が必要とお考えでしょうか。

私が考えるに特産品の育成とブランド化、物流

ルートの確立及び後継者の育成になると思いま

す。 

 そこで伺いますが、遠野市が外部に向けて自

慢でき、よそからも遠野産の農産物であると認

知され、かつ農家の所得確保につながっている

特産品は何かあるでしょうか。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）  この所得という向上に

どうつなげるのかと、農家所得です、これは非

常に大事な、いろいろ転作の問題、あるいはい

ろんな種類、奨励するって中で、飼料用米、あ

るいは大豆といったような話を先ほど、議論交

わしたところでありますけども、この所得の核

につながる、これは非常に大事なことだと思い

ます。 

 やっぱり所得っていったものは、形となって、

核となってあらわれることによって、やっぱり

やる気、やろうかというような１つの意欲につ

ながってくるわけでありますから、頑張っても、

頑張っても、所得がなかなかふえないっていう

ところにあって、頑張れ、頑張れって言っても、

それはそれこそ何の意味もなさない。やっぱり

取り組んだ分、それが収入につながるっていう

取り組みは、極めて大事なことであろうかとい

うように思っておりまして、この遠野市の、私

よく言っております、自然、歴史、文化、風土

というこの中から、まさに遠野ならではという

言葉は使われているわけでありますけれども、

その中で、特産品として、特に上げるというこ

とになれば、これも後継者問題、高齢化の中で

後継者問題が大きな課題となってますけども、

例えばホップ、あるいは100年目を迎えるワサ

ビ、これも大きなあれでございます。 

 それから、これも非常に、今、どのような状

況で経営していくかという分に置いては、大き

な曲がり角に立っておりますけども、捉えよう

によってはヤマメなどのその特産品の１つにな

るんではないのかなと思っているところであり

ます。 

 これは、文字どおり、こういったようなもの

は、今、３つほど上げましたけども、非常に先

人がこだわりながら、この部分に取り組んでき

たという１つの経緯があるわけでありますから、

これは１つの財産として捉えて。 

 これを、その今の時代の流れの中にあって、

あるいは、いろいろな、さまざまなニーズの把

握の中にあって、これをどのように伸ばしてい

くのかあるいは確実なものにもっていくのかっ

ていう部分における愚直な取り組みが、やっぱ

り必要じゃないだろうかと。 

 遠野ならではという言葉があります。遠野な

らではという言葉の中で、特産品をそのこだわ

りの中からきちんと位置づけていくと。そうい

った意味においては、やまぶどうであるとか、

あるいは、このブルーベリーであるとか、ある

いは山菜っていったようなもの、こういったよ

うなものも、１つの事業として生産基盤の体制

を整備し、販売の中につなげていくという、そ

のような取り組みも、これは一気にはできませ

ん。やっぱり、一気にできない部分を繰り返し、

繰り返し、１つのアイデアの中から生産量の確

保と安定した供給体制といったものをどのよう

に構築してかという、１つの取り組みが、また

今のっていうよりも改めて問い直されていると

いう部分にあるんじゃないのかなと思っており

ますから。 

 ただ、今、上げた作物だけじゃなくて、その

ほかにもいろいろあろうかというように思って

おります。いうところの遠野の仔牛の繁殖でも

って、ずっとやってきました。そこにいうとこ

ろの肥育というような切り口も持ち込んで、遠

野牛といったものについても一定の評価をいた

だくっていうところまで、今、漕ぎつけてきて

おりますから、そういったことを繰り返しなが
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ら、１つ１つステップアップをしていくという

取り組みがやっぱり大事じゃないかと。 

 地道に、一方によっては１つの時代の流れを

読みとったという中における、タイミングを失

しないような取り組みが大事じゃないのかなと

いうように思っております。それは、所得の向

上にもつなげるという、つなげなければならな

いかというように思っております。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  御答弁では、遠野

には遠野ならではというような、特産品がたく

さんあるというような御認識でございます。 

 私もそのとおりなんだろうなというふうに考

えております。ただ、残念なのは、この貴重な

特産品、さまざまな要因から農家の大きな所得、

収入源として生かしきれていないんじゃないか

なということが心配というところであります。 

 一例を紹介しますと、ホップについてであり

ます。 

 遠野産ホップを使用したキリンビールの一番

搾り、採れたてホップは今では全国に有名にな

りました。毎年、キリンの仙台工場で行われる

初仕込み式には、本田市長も出席されて、麦汁

を沸騰された釜に遠野産ホップを一握りずつ投

入したという新聞報道があります。このキリン

ビールを通じて、遠野産ホップと遠野の元気を

発信していただいており、これは大変すばらし

いことであると感じております。 

 しかし、その一方で、ホップ生産農家の厳し

い現状についてご存じでしょうか。 

 参考までに紹介させていただきます。まず、

キリンの一番搾り採れたてホップの販売額推移

は、毎年、順調に増加しております。全国的に

知名度もアップしております。ちなみに平成22

年度の販売額は59億3,000万円であったものが、

３年後の25年度には81億3,000万円まで急激に

増加しているということであります。その一方

で、遠野のホップ生産農家の現状はと言います

と、農家数、作付面積、生産量、販売額、共に

年々減少し続け、今もって歯どめがかからない

現状にあります。 

 その結果、メーカー需要に対して、農家から

の供給は充足しきれていないということであり

ます。この現状、矛盾に対して、市長はどのよ

うにお考えか伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  このホップ生産ってい

う分について、いろいろ、今、数字を上げて、

この遠野の生産農家の方々がまさに丹精を込め、

愛情をこめてつくられたホップが、１つのキリ

ンビールという大企業の手によって、遠野の香

りをっていう中における商品として、全国に発

信されていると。 

 それに伴って、今、質問、佐々木議員のほう

からありましたとおり、いろんな大きな数字と

なってあらわれているということは、そのとお

りであります。その中にございまして、遠野の

ホップ、最大112ヘクタールまで達した面積が、

今年度は30ヘクタールであります。 

 そして、生産者も最大226人おったわけであ

りますけども、今、41人まで減少しているとい

う大変厳しい数字であります。したがって、私

も、このホップというものを通じ、遠野の、先

ほど、特産品は何かという議論をいたしました。

遠野ならではって言いました。 

 50年前に遠野にホップが持ち込まれた、この

冷涼な、非常にこの気象条件、寒暖の差が非常

にあるという部分にあって、ホップ栽培に非常

に適しているという１つの中で、ホップを遠野

に導入したと。 

 で、繰り返しになりますけども、30ヘクター

ルあって、そして226人も、それに従事する方

がいたという中における、市町村別では日本最

大のホップ生産と、１つの底力をずっと示して

きたという中にあって、高齢者、いわゆる後継

者っていったような問題の中から、一方におい

ては良質なホップだと、これはすごいと。 

 遠野というイメージの中において、これはぜ

ひ、商品にしたいというメーカーの思惑とそれ

に兢々するという部分があって30ヘクタールに
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もなり、そしてさらには41人にも減ったという

現状の中で、これは大きな危機感を持たなけれ

ばならないかというように承知いたしておりま

す。 

 そんなことで、実は昨年７月にホップ生産者

の方々を対象にアンケート調査を行いました。

実はかなり深刻な数字が出てきております。も

う限界、さらには、ここ２年から３年でホップ

栽培から撤退をしたいというような意向が示さ

れたという方々が５人、もう後継者がいないっ

て答えた方も７人いたと。５人、７人というの

は41人という数字から見れば、大変大きな数字

なわけです。 

 したがって、これは本当に、はっきり言えば

ほっとけない、１つの状態に今、なってるんじ

ゃないのかなという中で、今、真剣な議論を重

ねておりまして、さまざまな手立てを講じてお

ります。で、いろいろ、市内はもとよりであり

ますけども、全国から新規参入する方はいない

だろうかというような呼びかけも行っておりま

す。 

 さらに、これは一定の手応えを得ております

ので、はじめて新農業人フェアといったものに

も参加いたしました。これは、東京都内で開催

されております大きなイベントであります。首

都圏の方々を中心に、遠野に来て農業、地方に

来て農業に取り組まないかという呼びかけをす

るフェアでありますけれども、それにも参加い

たしました。 

 担当からの報告では２回の参加で、延べ46人

の方の受付表を受理したと、ちょっとした手応

えを感じております。これは単なる手応えじゃ

ない。その中で埼玉県と静岡県の方２人がぜひ、

この遠野でホップ栽培に取り組んでみたいとい

う強い意欲を持って遠野のほうに起こしをいた

だいたと。 

 そして市内の青年農業者の方々とのさまざま

な交流を行っているというような１つの対応も

出てきておりまして、この２月26日、つい先月

でありますけども、５月からホップを中心とし

た農業に新規参入をしたいという中で、いろい

ろ今、その方々との接触を試みておるというの

も１つあります。 

 また、こういった考え方から、この３月補正

予算の中にも提案させていただいておりますけ

ども、地方創生、創世総合推進事業という中に

おいて、ホップを基幹作物とした新規就農者へ

の誘導支援策となるＴＫプロジェクト。ＴＫプ

ロジェクトというのは、私はいつも話している

んですけど、担当にも話しているんですけども、

ただ、初飲み会でビールのむだけがＴＫプロジ

ェクトじゃないぞと。 

 これを確実なものにするためには生産基盤を

より安定したものとして、よりきちんとしたも

のに組み立てるということもＴＫプロジェクト

なんだと。だから、それに基づいてさまざまな

知恵を出せという話をしているわけであります

けど。 

 その中で、ＴＫプロジェクト事業といたしま

して計上いたしまして、ただいま申し上げまし

た新規就農がスムーズに取り組めるような形で

の予算も３月補正の中でホップ担い手確保ステ

ップアップ事業という中における提案をしてい

るところでございますので、よろしく御審議を

していただきまして、これらを通じまして、た

だいま申し上げたような中で、ぜひ支援をある

いはバックアップという中における取り組みを

より確実なものに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、これはまた

よろしくお願いをいたします。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  今の御答弁ではホ

ップ農家数、多いときで226戸ありましたよと。

それが今では41戸まで減ってしまいました。さ

らに７人もやめるような予定があると。ちょっ

と壊滅的な状況にあるような気がしてならない

んですが、何でこんなに減ってしまっているの

か、その減少している原因、これについて把握、

あるいは分析されているでしょうか。 

 また、これに歯どめをかけるための対応策を

考えておられる、あるいは講じておられるのか、
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その辺を伺います。 

○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、数字を申し

上げたとおりの中にございまして、これはやっ

ぱり、かなり深刻に受け止めなきゃならないか

というように、私も。だから、歯どめ、そうい

った中にございます、その原因も含めるとやっ

ぱり高齢化問題であります。後継者問題であり

ます。 

 したがって、ホップ生産農業協同組合と話し

合いをしながら、栽培面積をいかに確保しなが

ら、それを、もう少し資質も確保しながら、特

に、こうやって若い参入者の方々も来ていると

なれば反応があるっていうことになれば、それ

をもう少しダイナミックな形でシステム化をし

ながら、例えば、実はホップを収穫するときの、

議員各位も御案内のとおりだと思いますから、

私から、いろいろ、うんちく傾ける必要もない

かと思っておりますけど、その中におきまして、

やっぱり集中的に収穫作業にあたらなきゃなら

ない、大変だという話を聞いております。 

 したがって、担当の世に話したんですけども、

ホップバスターのようなものをつくって、やっ

ぱり収穫のときにはみんなでそれに取り組むっ

ていうものを、組合と話し合いをしながら、そ

して栽培面積をする分はシステム化をしながら、

一定の安定した収入をその中で確保できるとい

うようなものの中におけるものとして、そうい

うステージにいかなければならないんじゃない

のかなと。 

 このまま後継者だ、あるいは育成だって言っ

ておったって、とてもじゃないが、このホップ

の生産基盤といったものを守れないぞというよ

うな中における認識で、今、さまざまな手だて

を講じようと、いろいろ模索してるところでご

ざいますので、その辺も何かもっといい知恵が

あれば、議員各位からも、あるいは佐々木議員

からも含めて御提案等をいただければ、それを

確実に、１つの新たな仕組みとして持っていく

ということも大事じゃないかなと思っておりま

すので、そういう認識をもって答弁といたしま

す。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  生産農家が減少す

る主な原因は高齢化と後継者ということですが、

ホップ生産農家は農家の初期投資ですが、ホッ

プ棚、あるいは機械購入費として１ヘクタール

当たり1,000万円を要するというふうに、私は

伺っております。 

 したがって、今の様に生産をやめるというこ

とは、農家だけではなくて遠野市にとっても大

きな散財になりますし、マイナスになってしま

います。また、せっかく知名度をアップしてブ

ランド化された遠野産ホップ、これは10年後に

は壊滅状態に陥るのは見え見えでありますので、

ぜひ、後継者対策も含めて、とにかく効果的な

対応策を講じていただくことを、お願いをいた

しまして次の質問に入ります。 

 小規模農家の維持・継続策について伺います。 

 市内には、２ヘクタール以下の小規模農家が

たくさん存在しますが、その性格は米と畜産を

主体とした多角的経営農家や兼業農家、年金農

家、家族農家と多岐にわたっております。特に、

耕作面積１ヘクタール以下の農家所得の理想は

農業所得と兼業所得、年金所得の３つの構成で

バランスよく成り立つことにあると思います。 

 このような農家は、地域資源や自然環境の維

持管理と地域コミュニティーの維持管理が図ら

れ、地域全体の活性化に結びついております。

まさに、これこそが足腰が強く、消滅しない集

落の根幹であると言えるかもしれません。また、

高齢者の農作業従事は心身の健康維持にもつな

がると言われております。そして、三世代同居

は地域も含めて、にぎやかで、楽しく育児の担

い手や子どもの精神的な成長にも役立ちます。 

 そこで、この小規模農家を維持・継続させる

ために、次の４点について提案をさせていただ

きます。 

 １点目は遠野市の特産について、多角的栽培

のヒント集の作成と指導であります。 
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 ２点目、定年退職者を実家の帰農・担い手と

する取り組み。 

 ３点目、都市で定年退職したＵＩターン者へ

の自給自足農業や生きがい農業のＰＲと、その

ノウハウ、指導。 

 最後、４点目は、家族農業の積極的な推奨。 

 と、いったものにもっともっと注力の必要が

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）  小規模農家の維持、あ

るいは継続策ということに対する４つの提案の

御質問と承りました。私は、これも本当に遠野

ならではということを考えれば、大事な、大事

な１つの大きな切り込んでいく分野ではないか

と思っております。 

 ちなみに、少量多品種という生産によりまし

て、農産物直売所、いわゆる産直です、この販

売により５億5,000万円の売り上げがあるとい

う数字を確保しているわけであります。これは

遠野にとっては大変大きな数字ではないかなと

いうように思ってます。これはただいま、おっ

しゃいました４つの提案の中から、そういうこ

とを確実にすれば、この５億5,000万円をまだ

まだ、ふやせるということになるわけでござい

ます。 

 先般、道の駅1,040あるという中で、1,040の

道の駅の総売り上げが、これは地産地消です、

小規模、それこそ地域の顔として少量多品種、

その地域の特性の農産物等を販売しているわけ

です、道の駅でも。何と、2,100億円です。 

 そして、そこに訪れる、買い求める方は累計

の数字でありますけども、２億1,000万の方々

がそこを訪れているという１つの大きな拠点に

なっている。したがって、この地方創生の中と

いう中にあって、この道の駅をさらにブラッシ

ュアップしながら、次のステージでもって、こ

の道の駅をさらに充実したものにしていこうと

いう、その考え方が地域活性化につながるって

いう中で、今、さまざまな取り組みを行われる

ということになれば、これは遠野とすれば、産

直でもそのようなネットワークを構築すれば、

５億5,000万円という数字が、さらに６億円に、

あるいはもっと大げさな数字になりますけれど

も、５億5,000万円が６億、６億円が６億5,000

万円という数字にもっていく。 

 それがいうところの所得に維持、あるいは継

続、そしてさらには所得の向上につながるとい

う、１つの図式なんじゃないかなと思っており

ますので、ただいまの４つの提案を受けて、さ

らに充実強化とする方向で取り組みたいという

ように思っております。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  大変心強い御答弁

をいただきました。ぜひよろしくお願いします。 

 次に、農業振興対策全般にかかわる内容につ

いて伺います。 

 「タフ・ビジョン」の計画期間は平成22から

27年度の６年間という長期間にわたっておりま

す。一方、最近の農業政策を見た場合、米や野

菜類の生産額が低減傾向にある中で、畜産部門

は急激な増加傾向を示しております。 

 また、農水省の地域活力創造プランや米価の

急落など外部環境も急変しております。したが

って、この変化を速やかに、かつ的確に捉えて、

農家の所得向上と、地域の活力を高めるという

観点から、新たな「タフ・ビジョン」の作成が

急がれていると考えますが、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）  まさに新たなビジョン

を策定しなければならないという、そのような

タイミングでないかなと思っております。 

 この平成16年に策定した「農業生産額100億

円達成アクションプラン」、それを踏まえて、

平成23年３月に遠野市農林水産業農林水産振興

ビジョン、通称「タフ・ビジョン」を策定し、

25年２月の中間検証を行ったと。そして、27年

度までの計画でさまざまな事業を展開している

という、１つの状況で、それは27年度が、来年
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度なわけでありますから、それ、タイミングで

あります。 

 そして、その中で、この中間検証後の平成27

年度の数字を申し上げたいというように思って

おりますけれども、農業生産額の目標額87億円

に対しまして、平成25年度の実績で、耕種部門

では32億1,000万円、で、畜産部門は37億円、

菌床シイタケ等の特産品等で３億円、合計で72

億1,000万円だったわけであります。これは、2

7年度の目標87億円に対して72億1,000万円とい

う、これ25年度の実績で見た場合です。 

 したがって、25年度の実績で見た場合に、こ

のような数字になったというんであれば、27年

度の目標額87億円というものに対しては、かな

り厳しい数字になっているということが、これ

はそのとおりな、この数字を見れば御案内のと

おりであるわけでありまして。 

 だから、この「タフ・ビジョン」はっていう

んじゃなくして、いろんな要素があるわけです。

この議会でも本当にいろんな角度から、こうし

て農業振興をどうするのかという御質問を承っ

ております。 

 したがって、この数字は数字としてきちんと

受け止めて、であれば、どうすればいいのかっ

ていう部分を次の、次期総合計画にあわせなが

ら、あるいは地方創生法という１つの風を受け

とめながら、新たな「タフ・ビジョン」、農業

振興農林水産振興ビジョンといったものを打ち

出して、まさに知恵と工夫の中から、遠野なら

ではの中における、産業振興といったものをし

っかりとするという中における道しるべ、ある

いは羅針盤、あるいは目標っていったようなも

のを示しながら、それこそ、関係者一丸となっ

て取り組んでいかなければならないかというよ

うに思っているところでございますので、これ

また、よろしく御指導いただければということ

を申し上げて答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  私の質問に舌足ら

ずなところがあって、質問の趣旨がうまく伝わ

らなかったような気がいたしますので、もう一

度、質問させていただきますけども。 

 私のこの「タフ・ビジョン」につきましては、

27年度末を待たないで、とにかく早くやるべき

じゃないかというような御質問でした。 

 と、言いますのは、どんなにすばらしい政策

も現状認識が間違えば、うまくその事業はいか

ないものというふうに私は考えております。先

ほどから話してるとおり、農業を取り巻く環境、

急変しております。このことによって、農家所

得は激減しております。さらには、農家の考え

方も、今、大きく変わってきております。 

 したがって、この変化にマッチした政策ビジ

ョンを一日も早く、速やかに作成して、早く農

家に示す必要があるんではないでしょうか。し

たがって早くつくってくださいという趣旨の質

問でした。済いません。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）  もうちょっと現状説明

っていうか、申し上げるのに答弁のほうをそっ

ちに置いたようでございますけど、そのとおり

なんです。やっぱりタイミングっつうのがある。

やっぱりスピードとタイミングっていうのが、

いろんな面で、もう今は求められているわけで

ありまして、特に農業っていう分野にあっては、

例えば作付するにしても、もう既に農家の皆さ

ん始まってるわけでありますけども、土作りが

始まって、４月に向けて、ことしはどれぐらい

のものを作付しながらっていうものを、既にも

う計画を立てているわけであります。 

 したがって、その辺のきちっとしたタイミン

グの失する場合には失しないようにするってい

うためには、そのような認識では取り組まなき

ゃならない。しかし、一方においては、やっぱ

りそれを単なる絵に描いた餅にするわけにはい

かない。やっぱり、より具体性、実現性のある

計画にしなきゃいけないとなれば、１つの総合

計画といったものとの整合性、あるいは、さら

にはこれも地方創世生法の中における総合戦略

を立てなさいと立てろと。 
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 全国の1,800の市町村から、全部求めるとい

うことになっているわけでありますから、これ

までの１つの戦略構築とはちょっと違うってこ

とになってますんで、その辺のところを、整合

性をとっていかなきゃならないということを、

もう１つあるわけでございますけれども。 

 一日も早く、そのきちんとしたメッセージを

出せるようにという部分は、私は大事なことだ

というように思ってますから、それを踏まえな

がら、作業を加速させていきたいというように

思っております。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  はい、承知しまし

た。ぜひよろしくお願いします。 

 ２点目の質問の６次産業化について伺います。

昨年４月に直ちに取り組む緊急優先課題に対応

するために、組織横断的な６次産業推進本部と

子育てするなら遠野推進本部を立ち上げて、間

もなく丸１年になろうとしております。きっと

市民の皆さんもどのような成果が出てくるのか

心待ちにしておられることと思います。 

 ６次産業推進本部には、遠野の真の特産品は

何なのかや、加工品の絞り込み、地域一丸とな

った振興及び販路拡大などの物流対策まで取り

組んでいただかなければなりませんし、６次産

業化は国の地方創生を追い風にして、さらに力

を入れて進めなければならないと考えます。 

 そこで伺います。 

 ６次産業のこれまでの取り組みでどのような

活動成果があったのか伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この６次産業化推進本

部、子育てするなら遠野推進本部っていう組織

を立ち上げました。 

 これは、決して思い上がって、自慢げに話を

する１つの案件じゃないかなと思っております

けれども、実は地方創生法の中で組み立てた１

つの人口減少に歯どめを、地域経済の活性化を、

そして人口減少に一定の歯どめをっていう部分

における地方創生法はこの２つのプロジェクト

を法律の中で取り込んだという部分にあっては、

少々、遠野の取り組みを自負してもいんじゃな

いのかなというように、私に思い上がりがあっ

てはなりませんけども、そういうふうに自負も

しております。 

 だったらば、自負してるじゃなくて、どうい

う成果があったのかという部分における今の御

質問でありました。この中で、私は、やっぱり

こういったようなものは、当面の問題、中長期

の問題、それから将来の問題という中における

１つの段階を踏んで組み立てなければならない

というように、常に考えております。特に、産

業振興などは、直ちに結果を出せるようなもの

ではないわけであります。その構造的にも、あ

るいは中身的にも、そうなわけであります。 

 実は、質問のなかでどのようなということで

ありましたけども、いうところの、遠野牛とい

ったようなものにおける１つの加工といったよ

うなものにつきまして、これが形に見えてまい

りました。 

 ことしの４月から、この加工施設が建設され

るという予定になっております。これはやっぱ

り遠野牛、ただそれを、ただ出し、それを加工

しながら付加価値をつけて、遠野っていうもの

の、いわゆる６次産業化をしながら、三者協定

という、結んでいるわけであります。エスフー

ズとそれからイトーヨーカ堂と遠野市と、この

部分におけるものが１つ、形として見えてまい

りました。これが１つ上げられるんじゃないか

なと思っておりますし。 

 それから昨年の10月に、雇用定住環境整備室

を立ち上げて、東工業団地、そこに企業誘致を

図りたいということで、９月定例市議会におき

まして、追加提案をいたしまして、可決をいた

だいているところでありますけども。その後、

それに私も力を得まして、有力企業と鋭意交渉

をしているところでございまして、これもある

意味においては、今度の３月予算にも、造成工

事費を計上しているわけでありますけども、何

とか、これを形に持っていきたいと。成果とし
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て出したいと。必死な思いで、今、交渉してい

るところでございますので、これなどは１つの

成果としてだせるんじゃないのかなというよう

に思っております。 

 ただ、そのほかにも、いろいろ取り組んでお

ります。東北銀行との連携協定を踏まえての６

次産業プランナーのアドバイスを受けながら、

どぶろく飴といったようなものを新商品として

打ち出す、あるいは緑峰高校のホップ和紙など

も考えようによっては、これは立派な６次産業

のプロジェクトじゃなかったのかと、高校生が

それを形にしてくれたということであります。 

 それから、いろんな事業のコーディネートに

ついても、さまざま目に見えない形で取り組ん

でおります。こういった中で、産直連絡協議会、

あるいは県の農林振興センター、あるいは東北

農政局といったような方々を招いての、いろん

な研修会なども行っております。 

 それから、またもう１つはこの中で、地方創

生、まち・ひと・しごとの、この動きがかなり

加速度的に動いております。昨日でありました

けども、石破担当大臣が盛岡のほうにお見えに

なるということで、我々、市町村長にもぜひ、

石破大臣が直接懇談したいというような話での

通知がありましたので、私も出かけていってき

ました。 

 余り長い時間ではありませんでしたけども、

石破大臣と県内市町村長が直接、この地方創生

法の中における課題にも共通課題の中で向かう

ことができました。その中にあって、国が何か

を押しつけるんじゃないと。押しつけるんじゃ

ないと。大いに市町村長がどんどん、関係者一

丸となって、アイデアを出してくれと、知恵を

出してくれと。その分については、ちゃんと支

援をすると。 

 今までの、地方の応援するっていう分にあっ

ては、国が何か全部仕掛けて、そこを押しつけ

るという手法であったけれども、そうではない

というようなことをはっきりと言っておりまし

たので、そういったことで１つの、何とかやれ

ば取り組めるんだなというようなことを感じて

きましたので、この６次産業などは、まさにそ

の１つの一環として、我々がそれを先駆けてや

ってきたんだという部分によって、これを確実

な仕組みに持っていくっていう分にあっては、

これは私、これから余り長い期間を置けません

けども、今、質問が出ましたから、立ち上げた

んだけどどうなんだという話がありましたので、

今、担当のほうには検討してもらっていますの

で、まち・ひとという１つの総合戦略を立ち上

げなさいと。 

 そして、そこでちゃんと総合戦略も立ちあが

って、その中におけるメニューがより具体性が

あり、確実性があり、手応えを感じるようなの

であれば、ちゃんと国が応援しますよという、

この形における戦略を立てなさいと。それを全

部義務づけるという話になっておりますから、

そうすると、これは６次産業推進本部と、これ

は子育てするなら遠野推進本部だというような

中における取り組みは、うちのような自治体で

あっては、ちょっとばらばらな印象を与えてし

まうんじゃないだろうかと。 

 であれば、間違いなく総合計画はきちんとし

た策を立てなきゃならない。向こう５年間の総

合戦略を立てて、国のほうに提示しなきゃなら

ない。でなければ、応援をしてもらえないって

いうような１つの状況が、今、生まれてきてい

る。 

 で、ほかの市町村でも、既にそういう動きが

出てきておりますので、私は６次産業推進本部

と子育てするなら遠野推進本部、これは看板を

下ろさないで、この２つを融合させたまち・ひ

と・しごとという１つの受け皿をワンストップ

化しながら、そして、人口定住、あるいは経済

の活性化、さらには産業振興、そして人口定住

に一定の歯どめをっていうような１つのプロジ

ェクトにもっていくという、その助走期間が、

この１年間ではなかったのかなというような捉

え方をしていいんじゃないだろうかというよう

な認識でおりますので、発展的に新たな地方創

生の流れに受け答えできるような遠野スタイル

の１つの組織として進化させていくのも、１つ
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の選択肢じゃないのかなと思っておりまして、

今、担当のほうには、いろいろ、その問題点な

り、課題なり、あるいは限られたマンパワーで

ありますから、その辺をどのようにやりくりす

るかということも考えながら、今、検討してい

るところでございますので、そのことも一言申

し上げて答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  ただいまの６次産

業推進本部と子育てするなら遠野推進本部、こ

れを発展的に、１つの組織といいますか、収束

するというか、そういった方向にもっていかれ

るという御答弁、よく理解できます。そのとお

りだと思います。 

 それと成果として、遠野牛のお話が出てきま

した。これは、確かに遠野にとっては大きな所

得になると思いますので、素晴らしいお話だと

いうふうに思います。ただ、その一方で、この

農業の６次産業化ということを考えた場合に、

農家がみずから生産した農産物をみずから加工

して販売することであって。 

 どういうことかって言いますと、食品加工、

あるいはその流通段階で発生するこの膨大な利

益を、これをよそから農家、地元が取り戻す、

それが６次産業化であると、私は理解しており

ます。 

 したがいまして、今、お話のあったように企

業によって遠野牛の食肉を加工する。これは６

次産業化ではなくて、むしろ企業誘致ではない

かというふうに、私は思いますがいかがでしょ

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）  これは、概念という、

１つの生産物に付加価値をつけながら、それを

流通に乗せて、何ぼでもちょっとこうあると。

１つの企業誘致ではないかなという。 

 ただ、このいうところの６次産業というとこ

ろを捉えた場合においては、私は非常に広い概

念で捉えていんじゃないかなというように思っ

てるんです。 

 例えば、遠野牛という中にあって、それを、

ただ成牛として出荷するだけじゃないと。そこ

にいろんな付加価値をつけながらという部分で

あれば、肉として、ステーキとしてっていうか、

そういった肉として出せるのと、そうでないも

のという部分の中にある。そういうものに出せ

ない部分は、より加工という部分を通じ、付加

価値をつけ、新商品にして出すという分にあっ

ては、立派な６次産業という定義に当てはまる

んではないのかなというようにも思っておりま

すので、その辺のところは余り仕分けしないで、

私は、広く捉えてやる、遠野のいろんな生産物、

それは農業も耕種も畜産も含めて、それにどう

付加価値をつけていくかという部分は、それが

所得につながる。そして雇用の拡大にもつなが

る。だから、６次産業なんだというような部分

の捉え方でいんじゃないかなというように認識

しておりますから、その点は多分、一致すると

思いますので、ひとつよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  確かに広い意味で

は、６次産業になるでしょう。ぜひよろしくお

願いします。 

 次の質問に入らせていただきます。 

 今回の市長の施政方針演述の中にもありまし

たが、道の駅、遠野風の丘は国交省がはじめて

創設した全国モデル道の駅に選定されました。 

 その理由は1998年の開設当初から、新鮮な野

菜や山菜、オリジナル加工食品などが評判を呼

んで、沿岸からもわざわざ買い物に来ていただ

いておりますし、また東日本大震災の際には貴

重な食料基地として、さらには県内外から訪れ

たボランティアの情報交換の場にもなっている

ということが、地域活性化の拠点として特に優

れた機能を継続的に発揮してるということを認

められたものであります。 

 私は、このことに関して申し上げたいのは、

風の丘にはオリジナル加工品のどぶろく、ある
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いはジュース、団子類があって、売れ行きも大

変好調であります。よって、これら既存商品の

販売額をさらに、さらに伸ばすために知名度ア

ップ、あるいは販路拡大にもっと力を入れるべ

きでありますし、これも６次産業化の大事な取

り組みの１つではないかなというふうに考えま

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）  全く、認識は同じであ

ります。 

 全国６カ所のモデル駅に北海道・東北では唯

一、岩手県の遠野市の風の丘が認定されたとい

うことで、先月26日の日に私も必ず出てこいと

いう話でありましたので、本会議が翌日だとい

うこともあったわけでありますけども、日帰り

で認定証の交付式に行ってまいりました。 

 一番最初に名前が呼ばれまして、太田国交大

臣から、直接、選定書をいただいてまいったわ

けでありますけども、これはただいま申し上げ

ましたとおり、この風の丘、道の駅、産直、風

の丘の方々も含め、本当に関係者の、先人の努

力の結果が、そのような形でのモデルに選ばれ

たということになったというように思っており

ますので、答弁ではありますけども、多くの関

係者の皆様にそういう栄誉を賜ったということ

で、報告も兼ねながら、御礼を申し上げ、さら

にこれを単なる認定をいただいたという、とど

めるわけにいかない。 

 まさに、今、御質問があったとおり、どうす

るのかと、その名に恥じないようにどのように

もっていくのかとなれば、ふるさと公社の果た

す役割っていうのが非常に大きいわけでありま

す。 

 したがって、この物販も含め、新たな新商品

の開発も含め、もともとは遠野ふるさと公社っ

ていうのは物販、単なる物を売ってるんじゃな

いんだと。いろんな商品開発も含めてという役

割を担ってスタートをしたわけでありますから、

原点に返って、そしていろんな形での提案をい

ただいてという中における取り組みをしていか

なきゃならないかというように思っております。 

 大船渡に拠点をおいている鎌田水産が、風の

丘に拠点を設けました。鎌田水産のサンマ船の

進水式の祝賀会に呼ばれて、私も出席いたしま

した。多くの水産関係者の皆様が、出席してお

りましたけども、なんで遠野市長がここにいる

んだという話をされました。 

 そこで、いや、今の時代だから、私のテーブ

ルに多くの関係者の方々がいたんで、その皆さ

んに言いました。猿ヶ石川はサンマが泳いでい

るんですよという話をしましたら、大笑いにな

りましたけども。 

 そのような中における、いろんな発想の中か

ら、やっぱり拠点性とその機能の充実とそこに

おける連携と交流との中における特産品ってい

っても、どう位置づけながら、そこにどのよう

な付加価値をつけるかという中において、例え

ば、そのような１つのプロジェクトがスタート

をしたんであれば、ふるさと公社、あるいは風

の丘のレストランのメニューにも積極的に取り

入れるとか、あるいは、それをワサビとうまく

組み合わせて、１つの商品をつくるとか。 

 さらには先ほど牛が出ました。ステーキには

ワサビも非常にあうわけであります。そういっ

たものをうまく組み合わせとか、さまざまな可

能性がどんどん、どんどん広がっていくという

部分においては、この既存施設をいかに進化さ

せていくかという部分において、大きな知恵を

問われているという、１つの我々の置かれてい

る状況じゃないかなと思っておりますので、さ

らなる販路拡大、あるいは商品開発、そういっ

たものに積極的に打って出るという、１つのス

タンスの中から、この問題にも取り組んでいき

たいというように覚悟しているところでござい

ますので、その決意に一端を申し上げて答弁と

いたします。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  次の質問に入らせ

ていただきます。 

 地元加工品の売り上げを伸ばす手段として、
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地酒や清酒で乾杯をする乾杯条例制定の動きが

全国の自治体に広がって、ブーム化しておりま

す。もちろん、これは個人の嗜好や意志の尊重

から賛否はあるかもしれません。 

 しかし、背に腹はかえられませんので、地元

産品の消費拡大のためにも、真剣に検討してみ

る価値はあると思います。 

 さらに遠野市の場合、冠婚葬祭や祝賀会には

引き出物を添える習慣があります。いただいた

引き出物は押入れの中で眠っているという事例

はたくさんあると思います。これは、大変、大

変、もったいない話であります。 

 だとしたら、条例化しないまでも、冠婚葬祭

や祝賀会、あるいは各種会合には何らかの形で

実用的な地元加工品を添えることを奨励すべき

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）  全く大事な取り組みの

１つの手法ではないかなというように思ってお

ります。 

 やはり地産地消という言葉を、単なる言葉で

はない、今、いろいろ御提案がありました冠婚

葬祭も含めて、引き出物などに取り扱う。ある

いはお歳暮、お中元といったようなものにも、

そのようなものを使うという分にあっては、全

国の自治体では、御指摘のありましたとおり、

乾杯条例のようなものをしながらという部分で、

いろんな形で条例化もしながら、取り組んでい

るところも随分、出てきております。これは、

私も承知もいたしてるところであります。 

 全国でちなみに数字を申しあげますと、酒ど

ころの自治体で制定している乾杯条例などを見

ると、全国で35の自治体が条例化をしていると

いう数字もありますので、そういったことをす

れば、日本酒も飲まなきゃならない、ビールも

飲まなきゃならない、山ブドウワインも飲まな

きゃならない、さらにはどぶろく飴も食べなき

ゃならないとなれば、これはとても大変なこと

になるんでということになれば、それぞれの

ニーズにあわせて、あるいは各、それぞれの市

民の皆様なりによって、やっぱり地元のものを

買い求め、で、それを地元のものを誇りを持っ

て、提供するっていうか、贈り物にするってい

うようなそのような文化を、やっぱりみんなで

つくっていくということのほうも、私は大事じ

ゃないのかなと。 

 条例っていうのは、条例を制定してしまえば、

それをもって条例にしたからいいということに

なってしまう。私は、論点が違いますけど、わ

らすっこ条例っていって、我々が平成19年に議

員各位からの賛同をいただいて条例を制定した

わけです。 

 で、今、子ども条例とか何とか、いろいろ出

てきます。人口減少社会の中でいろいろ、その

問題が出てきます。でも、わらすっこ条例をわ

らすっこプランにもっていって、そしてわらす

っこ基金にまで進化させていったという取り組

みは以外と少ないんです。条例化して終わりな

んです。 

 だから、この部分も、今の御提案のあった部

分なども、単なる条例っていうよりも、よりそ

ういうものを、みんなで誇りを持って、そうい

ったものを使おう、買おうと、贈ろうと、その

ような文化を、やっぱり関係者たちが……。 

 ただ、そのためには、誇りを持って、自信を

持って、ちゃんと提供できるような、そのよう

な体制もつくっていかなければならないという

ことになろうかというように思っておりますの

で、お互い、いい意味での緊張感を持って、そ

のような文化を遠野に定着させるという取り組

みを地道に、っていうよりも、そういう中にお

ける機運醸成を図っていきたいなというように

承知しているところでございますので、ひとつ、

御理解をいただければと思っております。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  今、御答弁あった

ように、遠野の地元産品をみんなが使ったり、

食べたりするような文化、それをつくるように

していただければ、もっと遠野も元気になるの

かなと思いますので、よろしくお願いしたいと
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思います。 

 それと、６次産業の取り組みとしまして、先

ほど前段でも、お話しました稲子実発酵飼料、

すなわち稲ＳＧＳの加工販売事業を検討すべき

と考えます。 

 地元で生産した飼料用米を地元で稲ＳＧＳに

加工して、牛乳配合飼料よりもさらに安い価格

で、地元の畜産農家や遠野牧場などに販売する

地産地消サイクルの構築を図るべきでないでし

ょうか。 

 このことによって、米生産農家と畜産農家の

所得がふえて雇用創出にもつながると考えます

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）  この稲ＳＧＳという、

ソフトグレインサイレージという、この取り組

み、収穫した飼料用米、いわゆるもみ米ですね。

これを乾燥させずに密封保存し、サイレージ化

したものという中において、飼料米にもってい

けるという取り組み、これは全国でのＪＡや公

設試験場でも実証や活用が試みられているとい

う情報は、私も報告を受け手いるところであり

ます。秋田県の例であるとか、あるいは岡山県

の例であるとか、そのようなところで取り組ま

れておると。 

 そうすれば、先ほど、何度もやりとりして、

午前中も菊池充議員ともやりとりいたして。飼

料用米って中には転作奨励っていうものがある、

それにシフトする。主食用米がどうも伸びが…

…。だからコメこめづくりそのものも大きく変

えていかなきゃならない。そうなってくると、

遠野の取り組みとすれば飼料用米っていったも

のには、ひとつ重箇所を移してもいんじゃない

かという部分の認識はあるわけでありますが、

とすればこのような取り組みも、ソフトグレイ

ンサイレージという、この稲ＳＧＳという取り

組みも非常に大事な、検討に値するプロジェク

トじゃないのかなというようにも承知しており

ますので、畜産農家のこの需要、あるいは転作、

飼料用米のこの生産体制を見ながら、この問題

についても、前向きにと申しますか、検討に値

するプロジェクトじゃないのかなと思って、認

識しておりますから、やっぱり検討に値する１

つのプロジェクトとして認識していんじゃない

かなと思っているところでございますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  この稲ＳＧＳ、前

向きに御検討いただくことを再度お願いしまし

て、私の一般質問を終わります。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後３時12分 休憩   

────────────────── 

   午後３時22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。１番小林立栄君。 

   〔１番小林立栄君登壇〕 

○１番（小林立栄君）  公明党の小林立栄でご

ざいます。 

 間もなく、３月11日を迎えます。２月末に岩

手、宮城、福島の各公明党県本部が合同で、東

日本大震災で被災された方を対象に意識調査を

行いました。 

 孤立感、疎外感といった心の問題や日常生活

上の不安、新たな課題が表面化しております。

調査結果を分析し、被災された方々の心に復興

に遠野市として何ができるのか、私自身もしっ

かりと取り組んでまいります。 

 それでは通告に従いまして、一括方式で一般

質問を行います。 

 初めに持続可能な地域づくりについて質問い

たします。市民の皆様と考えて行かなければな

らない重要な問題でありますので、これまでも

さまざまなやりとりがございましたが、改めて

取り上げさせていただきます。 

 今、全国各地で、地方創生への取り組みが始

まっております。急激な人口減少は労働力の低

下や、消費市場の縮小を招きます。また、税収

は減少し、財政悪化を招き、市住民サービスの
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低下、さらなる人口の流出、減少という悪循環

を生む結果となります。地域コミュニティーの

委縮、地域での人と人との絆も弱めていきます。

福祉や年金、医療、介護など、社会保障制度の

維持さえも憂慮される事態を招きかねません。 

 今、取り組まなければならないことは地方創

生の取り組みを進め、人口減少という流れを緩

やかにして、市民が希望を持ち、住み慣れた場

所で、安心して暮らせる、人を大切にした持続

可能な地域づくりを進めることであります。国

は取り組みのポイントとして、コンパクトプラ

スネットワークを掲げております。 

 学校、保育園、診療所、駐在所、商店、郵便

局等、生活サービスを集約させた小さな拠点を

つくる。ただし、集落を切り捨てるのではなく、

コミュニティーバスなど公共交通で拠点と周辺

集落を結び、また、各拠点同士を結び、ネット

ワークを形成する。ＩＣＴ、情報通信技術を活

用して情報のネットワークを形成し、サービス

水準を維持、向上させる。 

 また、例えば介護が必要となっても、住み慣

れた場所で暮らし続けていけるように多くの機

能を持つ拠点施設の整備とあわせて介護医療予

防、生活支援、住まいを一体的に提供して、地

域包括ケアシステムの構築を図る。 

 つまり、地域において医療や福祉、買い物な

どの生活サービスを、歩いて動ける範囲に集め、

いろいろな用事を一度に済ませることができる

生活拠点をつくり、各集落との交通手段を確保

して、生活サービスを維持していく。地域住民

のコミュニティー、絆を維持していこうという

ものであります。 

 まさに市長の施政方針演述にもありましたが、

市民センター構想とカントリーパーク構想その

ものであります。見方を変えれば、遠野市は４

０年も前から地方創生に取り組んでいたという

ことであります。 

 古くて新しいものは光り輝くとの、市長の御

発言のとおりカントリーパーク構想を進化、発

展させ、人口減少社会を見据えた人が希望を持

ち、住み慣れた場所で、安心して暮らせる。人

を大切にした持続可能な地域づくりを目指す新

カントリーパーク構想を検討するべきではない

でしょうか。 

 例えば、地区センターにワゴンバスを配置す

る、スクールバスとの連携を図る、利用者と一

緒に農産物を産直に運べるようにするなど、柔

軟で組織横断的な視点を大切にしながら、コミ

ュニティーバスやデマンド交通など、交通のネ

ットワークを再構築する。地区センターで住民

票や印鑑証明の発行ができるなど、地区セン

ターの機能を充実させる。ノートパソコンやタ

ブレット端末を使った職員が寝たきりや外出が

困難な方を訪問して、市役所の担当課や地区セ

ンターとテレビ電話回線をつなぎ、多種多様な

相談や要望、専門的な問題に対して顔の見える

形で、直接に解決を図っていく。そういったＩ

ＣＴ情報通信技術を活用した情報のネットワー

クを形成する。 

 公共施設については、固定資産台帳などを整

備して、更新計画を立てて、維持管理、除去、

取り壊しなどしっかり実行していく。これまで

の取り組みを継続しながら、時代環境の変化に

対応した未来への世代に問題を先送りしない取

り組みが大切であります。 

 進化まちづくり検証委員会、ＩＣＴを活用し

た情報環境整備研究会などで、さまざまな議論

がされておりますし、現総合計画の検証、新た

なまちづくりの指針となる次期総合計画の策定

に着手されているところだと思いますが、住み

慣れた場所で、安心して暮らせる、人を大切に

した、地区センターを中心とする持続可能な小

さな拠点の形成ネットワークの再構築について、

市長のお考えをお聞かせください。 

 ２点目であります。 

 日帰り国内旅行者77人、宿泊滞在の国内旅行

者22人を受け入れると、定住人口1人当たりの

年間消費額に相当するという試算があります。

少子化、人口減少が進んでいる現状にありまし

ては、地域経済の活性化、持続可能な活力のあ

る地域づくりを図っていくために交流人口を増

加させ、定住へと結びつけていく取り組みがま
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すます重要となっております。 

 既に遠野市におきましても、で・くらす遠野

を始め、さまざまな施策を展開しております。

交流人口の拡大への取り組みにつきましては、

前回の一般質問で、子育て支援、子育て世代や、

若者の定住という視点から取り上げさせていた

だきましたが、今回は体験移住の推進について

質問いたします。 

 私自身、遠野に移住をして間もなく19年とな

ります。馬を扱う仕事がしたくて遠野馬の里の

職員養成所に入所しました。懐かしさが込み上

げてまいります。以来、本日、喜怒哀楽、いろ

んなことがございましたが、遠野に移り住んで

本当によかったと実感しております。 

 遠野に移住する理由は人それぞれであります。

同時に仕事はあるだろうか、医療や福祉はどう

だろう。地域の人柄や気候・風土はどうだろう。

移住への不安や懸念もさまざまであります。人

の暮らしは、衣・食・住が重要だと言われてき

ましたが、現在は医療の医。職業の職、変わら

ないのが住むという住、この、医・職・住が重

要であります。 

 こういった不安や懸念に対して、親身になっ

て対応することが大事であります。家具や家電

製品、寝具や食器などを備えた、すぐに生活が

できる、体験、移住住宅を整備し、実際にまず

はお試しで暮らしていただく体験移住の推進に

取り組む自治体がふえております。 

 北海道の浦河町では、築年数などに応じて、

賃料は月額１万5,000円から７万円、最短で１

週間、最長１年間まで借りることが可能な体験

住宅を提供しております。６月から９月を中心

に、二、三カ月間滞在するロングステイが主流

であるそうです。ぜひ、遠野市でも体験住宅を

整備して、体験移住、交流人口の増加に向けて

取り組むべきと考えます。 

 遠野に滞在中は、観光をしたり、仕事をした

り、地域活動に参加していただくなど体験住宅

で実際に暮らしていただく。利用された方が体

験移住から完全移住していただくことが理想で

はありますが、例え、すぐに結果に結びつかな

くても、仮に１カ月間滞在すると生活費で10万

円、御夫婦や御家族ですと20万円ほどの経済効

果も見込めます。市民との交流も深まり、今後

も遠野のサポーターとなっていただけるものと

思います。 

 また、住宅の貸し手にも家賃収入、あるいは

使用料収入があります。同僚議員も幾度となく

取り上げております空き家問題ですが、体験住

宅の整備に空き家を積極的に活用することがで

きるのではないでしょうか。 

 今、馬搬や乗馬、競走馬の調教など、馬の技

術を学びたいという多くの若者が、遠野に全国

各地から来ております。そのほかにも遠野で起

業したい方、地域活動に取り組みたいと考えて

いる方、夢や理想を持ち、遠野に魅力を感じ、

興味を抱いている方が大勢いらっしゃいます。

そういった方々にも体験住宅を利用していただ

くことで、地域資源を生かした、地域活性化に

も資するものと考えます。市長の御見解を伺い

ます。 

 ３点目であります。 

 ただいま、体験住宅の整備と、体験移住の推

進について質問をいたしましたが、何と言って

も、まずは知っていただくことが大切でありま

す。知っていただく、情報発信について質問い

たします。 

 現在、ゆるキャラがブームとなっております。

熊本県のくまもんや彦根市のひこにゃん、それ

らに代表されるゆるキャラであります。緩いマ

スコットキャラクターの略であります。イベン

トやキャンペーンへの参加、地域情報のＰＲ、

関連グッズの販売など、緩い、緩くないという

表現は別として、全国各地で多くのキャラク

ターたちが活躍しております。 

 遠野市におきましてもさまざまなキャラク

ターたちが活躍しております。その中から遠野

市公式キャラクターのカリンちゃん、市内巡回

ジャンボタクシー遠野くるりん号のイメージキ

ャラクターであるくるりんちゃんの利活用につ

いて質問をいたします。 

 既に、キャラクターマークとして名刺や封筒
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等への印刷、着ぐるみの貸し出し、カリンちゃ

ん、くるりんちゃんと一緒に遠野をＰＲしてく

れる応援隊の募集、イベントやキャンペーンへ

登場するなど、利活用されております。 

 一輪車クラブの発表会では一輪車に乗ってお

りましたし、馬の里の乗馬利用者との親睦会で

は馬に乗っておりました。このように子どもた

ちをはじめ、幅広い世代、遠野市民、遠野市外

の多くの皆様に親しまれているカリンちゃん、

くるりんちゃんであります。遠野市のＰＲのた

めに、さらなる活用を求めるものであります。 

 キャラクターの効果は大きく２つあると考え

ます。１つは地域をＰＲして交流人口の増加、

経済効果をもたらすこと。２つ目はキャラク

ターへの愛着が郷土愛を深め、地元意識を高め

ることであります。 

 ここで改めて、カリンちゃんとくるりんちゃ

んのプロフィールを調べました。カリンちゃん

は遠野物語にも登場するかっぱをモチーフとし

ており、名所であるめがね橋と市の花である山

ユリを取り入れております。カリンちゃんのカ

リンはかっぱのカ、旧遠野市の市の花であるリ

ンドウのリンをとって命名されました。くるり

んちゃんは遠野市内をくるりんと回って、観光

を楽しむことが大好きだそうです。そして、カ

リンちゃんとくるりんちゃんは夫婦であります。

出会い、入籍の経緯は市のホームページで紹介

されておりますので、興味のある方はぜひ閲覧

していただきたいと思います。 

 遊び心のあるすばらしい取り組みであると思

います。現状は市のホームページ上で写真とコ

メントで情報が掲載されております。今後はフ

ェイスブックやツイッター、ＹｏｕＴｕｂｅ等

のＳＮＳも使って、写真だけではなく動画も配

信して、情報発信を積極的に行うことが重要で

あります。 

 提案でございますが、イベントのお知らせ、

商店や物産品の紹介、子育て支援の取り組み、

介護医療情報等、観光情報に限らず、幅広く市

政情報を、せっかく夫婦という設定があります

ので、そういったものを生かし、遊び心を大事

にして、ストーリー性のあるドラマ仕立てで発

信をすることで、市民や遠野出身者、遠野への

移住を希望している方、遠野に関心や興味のあ

る方が楽しみながら気軽に情報の収集ができる

ものと考えますがいかがでしょうか。 

 また、個人的にフェイスブックを利用して情

報をやりとりしながら、双方向のコミュニケー

ションを楽しんでおります。その中で、中学校

の空き校舎を利用したお茶やコーヒーを飲みな

がら読書ができる、地域の方が交流できる空間

を提供されている場所がございます。私自身、

ときどき利用しているのですが、利用したとき

の感想を中学校の校舎の写真と合わせて投稿し

ました。市民や市外で生活されている遠野出身

者から懐かしい、うれしい、帰省したら行って

みよう、そういったよい反応がございました。 

 地元意識、郷土への思いは誰しも持っており

ます。カリンちゃん、くるりんちゃんが地元に

密着した話題や情報を発信する。市の大きな行

事だけではなく、地域や学校行事など地元密着

のイベントにも積極的に登場する。それをさら

に情報発信していく。そういったカリンちゃん、

くるりんちゃんの積極的な利活用、情報発信が

経済効果や交流人口の増加、郷土愛を深め、地

元意識を高めるといった地域振興になると考え

ます。市長のお考えをお聞かせください。 

 それでは４点目に入ります。教育長に質問い

たします。 

 インターネットリテラシー、情報ネットワー

クを正しく利用できる能力という意味でありま

す。能力、情報マナーの向上への取り組みにつ

いて質問いたします。 

 独立行政法人情報処理推進機構がネット上で、

匿名で実施した調査によると、スマートフォン、

タブレットなどの携帯端末からインターネット

上のブログなどに投稿した人の４人に１人が他

人や企業の悪口など、悪意のある投稿をした経

験があると回答。年代別では20代の36.8％が最

も多く、次いで10代の30％という結果でありま

した。 

 インターネットの普及による社会の情報化は
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子どもたちの生活や心身の問題に大きな影響を

及ぼしております。長時間利用による健康や学

習への悪影響も懸念されます。そのほかいじめ

やインターネット上の犯罪の温床になるなど、

多くの問題が浮上しております。家庭と学校現

場、大人と子どもの双方でネットの適切な活用

方法、情報マナーの向上へ取り組む必要性が高

まっていると考えます。 

 熊本県熊本市の江南中学校ではコミュニケー

ションアプリ上のトラブルをきっかけに２年生

の学級担任が話し合って全クラスで情報モラル

学習をスタート。その後、生徒たちが、みずか

ら考え、話し合い、１から原案を作成してネッ

ト利用に関する江南ルールを学校採択して発表

したそうであります。内容は情報社会において

大切な人を傷つけてしまったとき、責任をあな

たは負えますかという見出しで、ルール１、健

康を守ろう。10時以降は情報通信をしない。寝

るときは極力電源を切って返信や投稿をしない。

ルール２、友情を守ろう。見た人が傷ついたり

不愉快に感じたりする言葉は使わない。悪意の

あるグループをつくらない。入らない、相手の

身になって考える。ルール３、プライバシーを

守ろう。個人情報をネットに載せない。誰にで

も見せられる情報、言葉しか書き込まない。知

らない人からの書き込みは無視する。そういっ

た内容を子どもたちが自発的に取り組んでいっ

たそうであります。 

 また、２月に開催された遠野市学校保健会研

究大会に１人の保護者として参加いたしました。

養護教諭部門の先生方からゲーム、インターネ

ット、携帯電話等の使用調査の結果報告があり

ました。大切な取り組みだと思います。調査結

果が今後、どのように展開していくのか期待す

るものであります。 

 危険だから遠ざけるにではなく、インターネ

ットリテラシー、マナー等の一層の向上を図り、

青少年が安心、安全にインターネットを利用で

きる環境をつくっていくことが重要であると考

えます。学校教育での具体的な取り組みや教育

長のお考えをお伺いして、一般質問といたしま

す。 

○議長（新田勝見君）  本日の会議時間は、議

事に都合により、あらかじめ、これを延長しま

す。本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  小林立栄議員の一般質

問にお答えいたします。 

 それぞれ、私のほうには持続可能な地域づく

りについて。さらには体験移住の推進について。

そして、人気キャラクターでありますカリンち

ゃん、くるりんちゃんの、この利活用した情報

発信についてということで、具体的な提案も含

めての御質問と承りました。 

 それぞれの中におきまして、取り組んでいる

具体的な内容等も答弁の中で申し上げればいい

わけでありますけども、この平成27年度の当初

予算の中に、これに取り組むさまざまな予算も

計上しておりますので、この本会議一般質問が

終了後の委員会等が設定されておりますので、

そこにおきまして、具体的な内容等については、

さらに掘り下げていただければということを前

もってお願いを申し上げて、私のほうからの市

長の見解ということでございますので、答弁を

申し上げたいと思っております。 

 持続可能な地域づくり、この持続可能なとい

う部分が１つの大きなキーワードになっており

ます。農業も持続可能だと、地域もそうだと。

まさに、介護保険制度などもこのまま崩壊させ

てはだめなんだと、だから改正したんだと。そ

れはなぜかと。この持続可能な制度に持ってい

かなきゃならないんだという中で、みんなそれ

ぞれ、さまざまな見直しなり、改正が行われて

いるというのが、この人口減少社会の中にあっ

ては、避けて通れない１つの流れであろうかと

いうように思っております。 

 人口減少、これは、地域にとってもというよ

りも、国にとっても大きな課題なわけでありま

す。人口というものがきちっと確保されなけれ

ば、そこで幾ら地域を活性化しよう、あるいは

さまざまな形で、産業を起こそう、そしてまた

一方においては、保険、医療、福祉、介護とい
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ったような問題をしっかりとした仕組みにしよ

うとしても支えられるほうと支えるほうといっ

たようなものがちゃんとバランスがとられてい

なければ、やはりそれこそ崩壊してしまうわけ

であります。 

 したがって、一定の方向性の中で、一定の公

平という中における負担を求めながら、いかに

持続可能な地域社会を、あるいは組織を、ある

いは県や市町村や国の仕組みといったものをど

う持続させていくかという中で、この持続可能

なという部分が大きなキーワードとして位置づ

けられているんじゃないかなと思っております。 

 ただいまの小林議員の質問の中に、今から40

年前という言葉が出ました。私は、これは改め

て、きちんと位置づけなければならない言葉も

大切なことではないかなと思っております。 

 所信表明の中でも申し上げました。政策研究

大学院大学が遠野に着目をしている。その遠野

に着目をしているのは、まさにこの経済成長一

本やりの中で、今、ＡＳＥＡＮ諸国はじめ、開

発途上国っていう国がどんどん、どんどん、１

つのいろんな意味におけるいい仕組みを、経済

成長という中において失ってきている。 

 日本が戦後の70年という中で得た教訓、また

いろんな学び得たものを、その中にはいい事例

もあれば、悪い事例もある。失ったものもあれ

ば、得たものもある。その失ったものはなぜ失

ったのか。そしてまた、得たものはどういう中

で得たのかっていうことを、やはりこの経済成

長一本やりの国づくりを行っている開発途上国

の中にも、きちんと１つの仕組みとして、日本

の果たす役割としてあるんじゃないかなと。 

 その前においては、遠野は、という部分の中

にあって、今40年前というお話がありました。

この40年前。考えてみれば、40年前、どんな時

代であったかとなれば、これほどまで人口減少

が激しくなかったわけであります。人口という

活力がまだあった。ちなみに、この昭和40年の

人口は、旧遠野市と旧宮守合算した数字で申し

上げますけれども、昭和40年の人口は４万3,85

2人であります。遠野市と宮守村の数字が。 

 これを昭和45年岩手国体がありました。５年

後の数字で見ますと、４万768人という数字に

なっておったわけであります。当時です。高度

経済成長の、まさにまっさかりのときでありま

すけれども、こういう数字になっておったわけ

であります。そのときは誰もこの人口減少とい

う議論は、集落ということも誰も議論しなかっ

た。その中で、そういった意味においては、し

かし、この先人がこの時点の40年前に、何に着

目したかとなれば、3,000人も人口が減ったと。

このままでいいのかという中において出てきた

のが、このただいま申し上げましたトオノピア

プランであり、それを具体化した市民センター

構想であり、カントリーパーク構想であったと

いうことなわけであります。 

 それを、今のこの21世紀の時代、平成26年、

27年の時代、昭和40年代から昭和の好期にあり、

平成も既に27年。21世紀の時代になっています。

そこで人口減少消滅市町村という、あるいは限

界集落、消滅集落という言葉が出てきたという

中にあって、40年前を振り返ってみた場合はこ

れだっていう中におけるものに、大きな地域の

生き残り、あるいはまさに提案のありました持

続可能という切り口を放置しておけないと。

我々には我々の中で取り組める課題っていうの

があるんじゃないかというのが、この40年前の

取り組みであったんだということを我々はもう

一度、それこそ素直に思い起こさなきゃ、だっ

たらどうすればいいかという中における取り組

みが、今、進めているこの進化まつり検証委員

会を立ち上げました。 

 いろんな部分で、きのう、きょうと議論をし

ております。集落ネットワーク、これをどのよ

うにもっていったらいいのか。過疎地だ、コン

パクトシティーだという部分もそのとおりだと。

しかし、みんなコンパクトシティーだとなって

しまっても、この過疎地っていうものをそのま

ま放置しておいたらどうなるかと。国土保全が

もう荒れ放題になってしまうわけであります。 

 今、地方が担っているのは何かとなれば、水

支援を確保し、そしてさまざまな国土保全って
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いったものを確保しながら、そして農業も非常

に大変だと。どんどん耕作放棄地が、荒廃地が

ふえてるという中にあっても、個々の農家の

方々がこだわりをもって、農地を守ろうという

形の中における取り組みが国土保全という大き

な目的にっていうよりも大事な、ものに小さな

取り組みの中で、それを形にしているというこ

とになるわけであります。 

 したがって、この持続可能なという部分の中

における取り組みの中におきまして、ただいま

申しました40年前、これをっていう部分の中に

考えれば、この部分をまた思い起こしながら、

新たな仕組みづくりに進化させていかなければ

ならないというのが、今、我々の置かれている

状況ではないのかなと。 

 先人のいろんな取り組みの中に大きなヒント

がある。また、頑張れる１つの要素が組み込ま

れている。であれば、それを無視するんじゃな

くて、それを今の現代の状況において、どうい

う新たな仕組みにもっていったらいいのかとい

うことを考えていくというのが、今の、まさに

平成27年度が一番大事な年度でありますよと申

し上げたのは、そのことだった。 

 それを今、小林議員のほうから的確にそうな

んだと、だからしっかりやってくれというふう

に、私は受けとめたわけでありますし、その部

分を踏まえながら、新たな仕組みを、システム

を、そしてそれを市民協働の中で築き上げてい

くという形で、集落を維持し、コミュニティー

をきちんと活性化させるという部分の中におけ

る取り組みというところの中に、この地方創生

法といったものが、そこに打ち出されてきたと

いう、１つの流れにあるんじゃないかなと思っ

ております。 

 考えてみれば、御質問にありましたとおり、

40年前に、今、国が主張している地方創生は、

既に遠野市は40年前にやっていたんじゃないか

という部分は、私はあえて、まさにそうだとい

うような中における１つとして、言い得る、１

つの経過が今まであったんではないのかなと。

我々、地方の取り組みを、ようやく国も、この

人口減少が加速度的に進むという中で、それを

認めざるを得なかったのかなというように思っ

ております。 

 ただ、この東京一極集中をどのように是正す

るかということになれば、やはりこれは国の大

きな政治という力の中でやっていかなければな

らない。税制の問題、あるいは雇用の問題、そ

れへの問題の中で、やっぱり対応していかなき

ゃならない。 

 新幹線がどんどん、函館通って、札幌まで行

きます。鹿児島まで新幹線が伸びました。もう

東京から、３月14日には、富山まで北陸新幹線

は通る。どんどん、どんどん、東京を中心とし

たネットワークができているわけであります。 

 果たして、それでいいのかとっていうことも

我々は改めて問い直さなければならないのかな

というようなことも思ってるところでございま

すので、そのような意味におきましては、この

改めていろいろ話のありました、提案がありま

したこの空き校舎の、空き施設の新たな問題も

含め、あるいはスクールバスやデマンドバスの

導入の１つの交通ネットワークの確立を改めて

仕組みをつくるとか。 

 あるいは、公共施設そのものの全体状況を把

握しながら、施設の統廃合、あるいは空き施設

を利用していくといったような問題、さらには

遠野テレビを中心としたネットワーク、ＩＣＴ

情報通信技術を活用した、新たなネットワーク

を構築すると。この新たなネットワークという

のは単なる情報提供じゃないんです。 

 これは御案内のとおりでありますけど、質問

の中にもありましたとおり、産業であり、健康

問題であり、保険であり、福祉であり、教育で

あり、防災であり、あるいは地域活性化と、あ

りとあらゆるものがこのネットワークの中でそ

れを補完し合うというものをつくっていかなけ

ればならない。 

 ただ、ただ、集めればいい、効率的だという

んじゃない。もう、既に40年前にカントリー

パーク構想という中でネットワークを構築して

いたんじゃないかと。そこに地区センターがき
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ちんと位置づけられていたんではないかと。 

 小林議員が19年前に遠野に来てというお話を

いたしました。私もこの市長に就任した時に、

正直申し上げますと、この地区センターという

ものについては、これから人口減少が加速度的

に進んでいくんだと、そういったときにやっぱ

り集中と拠点化だという考えを実は持っておっ

たんです。私自身も。 

 そのときに、いろいろ、話を聞き、先輩やい

ろいろな方々に聞いたときに、そうなんだと、

市民センターと地区センターっていうのはそう

じゃないんだと、建物じゃないんだと、ソフト

なんだと。そして、ネットワークなんだという

ことを、私は気がついたわけであります。 

 そこで、単なる集中と選択の中における拠点

化だけでもって、効率的な行政運営というだけ

にはいかないだろうと。やはり、どうネット

ワークを構築していくことが大事なんだという

ことを、その中で改めて知りまして、それを踏

まえた中で、進化まつり検証委員会という中に

おける学識経験者、区長さんをはじめ、さらに

は消防団といったような組織を伝統のある、こ

れほど地域の愛着のある組織はないんですよね。 

 地域に対する熱い思いがあるから、皆様が、

まさに崇高な使命感でもって消防団活動を行っ

ているということなわけであります。その方々

のまさにマンパワーとしての活力、団結力、そ

れも集落の活性化、地域の活性化に。 

 そこに地区センター、あるいは市民センター

といったものがうまく組み込めば、まだまだ、

持続可能な地域社会は構築できるということに

なるんじゃないかなと思っておりまして、今、

鋭意、その作業を進めているところであります

ので、これからもどんどん、どんどん、そうい

った中における貴重な提言、意見、あるいは率

直な疑問点といったものをお話をいただければ、

それを組み立てて、新しい総合計画の中にきち

んと位置づけたものといたしまして、平成28年

の４月には新たな１つのネットワークを構築し

た地区センターの位置づけ、あるいは集落の位

置づけ、そこにはある程度、システム化するた

めには実は財源がかかるわけでありますから、

その部分も当面やらなきゃならないシステムと、

もう少し中長期的に検討しなきゃならないシス

テムといったようなものは、ある程度整理しな

がら。 

 したがって、それがＩＣＴを利活用した地域

情報研究会といったようなものの立ち上げにつ

ながったということでございますので、その辺

のところを、いつも使っている言葉の中で、縦

糸、横糸にしながら、このような市民の、誰の

ため、市民のため、市民の皆様のためにどうす

れば、じゃあ、どうすればいいかというような

ところを、その中で打ち出していきたいという

ように思ってるところでございますので、これ

からも積極的な御提言と御意見をまた、いただ

ければと。 

 40年前の仕組みに磨きをかけると。わかりや

すい言葉で言えばそういうことになるんじゃな

いかというようにも思ってるところでございま

すので、ただいまの御質問は本当に心強く受け

止めたというところであります。 

 それから、体験移住の推進についてというこ

とで御質問がありました。これはみずからの中

で、自分もという中で、御質問の中に触れられ

てありました。これは18年に、で・くらす遠野、

これを読み変えれば、遠野で暮らす、それを、

で・くらす遠野という名前のネーミングにした

わけであります。 

 これは私は提案をしてきた職員、何か随分悩

んだそうです。３カ月から４カ月かかったと。

いろいろ、案が来ましたけど、どうもいまいち

ピンと来ないという中で、その都度返しておっ

た。そのときに、で・くらす遠野ってどうです

かという中で持って来た、職員が。うん、で・

くらす遠野って何だって言ったら、市長、何、

考えているんですかと。遠野で暮らすですよと

いう話をされて、うん、発想がいいと、これは

いいと、このことを使おうということで、平成

19年に立ち上げたのが、で・くらす遠野という

組織なわけであります。 

 これにつきましては、61世帯、123人の方々
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が遠野に移住をしてきているという、今の遠野

の、この社会に、人口の現状の中にあっては、

私はこの61世帯、121人、非常に貴重な数字と

して受け止めていんじゃないかなと言うように

思っております。そういった中で、そのような

成果も得ているということであります。先般も

移住してきた方々と交流会がありました。交流

会の中でいろいろ移住されてきた方々の話も聞

きました。 

 そういった中で、やっぱり考えなきゃならな

い、いろいろな課題がそこにあったということ

も承知しております。この移住者確保のために、

今、空き家バンクの本格実施に向けてさまざま

な調査を行っている。所有者の意向の確認、あ

るいは相談しながら、より多くの、この物件を

確保に努めている、これ、大事なことなんです。 

 空き家対策も一時条例化しようと思ったんで

すけども、昨年の９月には提案をして遠野市と

して条例化しようと思ったんですけども、議員

立法の中で国のほうで法制化するということだ

ったものでございますから、見送ったわけであ

りますけども、国のほうでもようやく、これに

ついても踏み出しをしました。一定の公権力、

行政執行というか、代執行も含めて、公権力が

この空きや多策にも行使できるというような１

つの仕組みにはなりましたので、これらとうま

く抱き合わせながら、この空き家のこの対策に

ついても取り組んでまいる。 

 これにつきましては、その都度、例えばここ

にメモがありますけども、これまでも４人の議

員から、この空き家問題について、これまでも

質問をいただいておるということでございます

ので、そういったことを踏まえながら、この中

長期的、あるいは移住を希望したりする方々を

対象とした中長期間、超長期間の体験移住がで

きる住宅、まずじゃあ、住んでみようかと。 

 ちょっと冬場も暮らしてみようかと。例えば、

冬場は大変だから、じゃあ夏場までという中に

おける。やっぱりそういったのをきめ細かく、

振り分けしていくということが大事だと思うん

です。そのためには体験してもらうということ

が大事だと思いますから、ただいまの御提案な

どは非常に大事な切り口ではないのかなと、そ

の上で、気候風土、あるいは生活環境などを十

分調べた上で、移住を決めるかということにつ

ながれば、それが定着するわけです。そのよう

な方向にもっていかなければならないかという

ように思っているところであります。それから、

こういった体験移住がふえることによりまして、

交流人口も拡大するという１つの波及効果もあ

りますから。ただ、単なる定住じゃなくして、

まず体験してもらう。 

 したがって、この仕組みを、体験住宅を整備

するということついては大事な課題ではないか

なというように思っておりますので、空き家を

体験住宅として活用するということが、非常に

大事な取り組みの１つではないかなと思ってお

りますので、そのためには詳しい調査をしなが

ら、それを１つの仕組みにもっていきたいとい

うように思って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。 

 それからカリンちゃん、くるりんちゃんの利

用した情報発信、これはいろいろ、カリンちゃ

んのプロフィールもくるりんちゃんのプロフ

ィールも質問の中で御紹介ありましたので、私

も改めて、そうだったかということを確認した

わけでありますけども。 

 この情報発信が極めて大切であります。その

情報発信のもっていき方が、市長の考えはどう

なのかと。市政情報全般を市内外に発信する取

り組みを求めるが、市長の考えはどうなのかと

いうことで。この分については、今、ホーム

ページがある。さまざまなインターネットの中

でもさまざまアクセスしている。 

 私もさまざまな中でいろいろな市町村に出か

けることがよくあります。そのたびに行ってみ

てびっくりするんです。びっくりするのは何か

と。全部わかってるんです。市長が議会でどう

いう答弁をしたのか。それから明日の予定はど

うなのかと。なぜかと言うと、全部インターネ

ットで検索しているんです。私の生い立ちまで
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全部調べているというような状況で、そういう

いま、情報発信の中から、インターネットの世

界で、瞬時に、リアルに情報を把握できるとい

うことになっている。 

 しかし、それだけではない。やっぱり見える

形で、ビジュアルな形で、ゆるキャラっていう

のはそういったところにやっぱりあるわけです、

情報発信の仕方。だから、ゆるキャラブームが

起きたということになるわけであります。これ

は癒しであり、そしてその和やかさっていうか、

やさしさであり、本当フェイストゥフェイスの

中で、交流ができる、情報発信ができると。 

 インターネットの世界ではなかなかそれが感

じとれない。カリンちゃんがいて、こうするこ

とによって、本当に遠野にかっぱがいるのかっ

てことになるわけであります。それで、カリン

ちゃんが雄ですか、雌ですかっていうこともよ

く聞かれるんです。さあ、どっちだけかなと言

うと、くるりんちゃんが来れば、ああそうか夫

婦なんだねという話もされるっていう中で、そ

こで大きな笑い声が出てくるっていう中で、遠

野というやさしさであり、その風土であり、文

化っていったものをそこで感じとる。 

 インターネットで写った写真を見てもなかな

かそれを感じとれないっていう部分はあるわけ

でありますから、こういうゆるキャラのイメー

ジキャラクターといったものを、うまく利活用

するという部分においては、まだまだ取り組み

がちょっと弱いのかなという認識ではおります。

関係者は懸命に頑張っておりますけど。 

 したがって、このキャラクターマーク、市内

企業や団体がつくるさまざまな商品、あるいは

特産品のラベルや名刺、さらにはＴシャツ、あ

るいは勧誘資料に広く利用しているということ

をもっともっと強めるという中における、ある

いは着ぐるみなども市内のイベントには貸し出

しをして行うという中における、あるいは結婚

披露宴やら、あるいはいろんな祝賀会、或いは

福祉施設のいろんなイベントなどにも登場して

いただいて、さまざまな利活用もしていると。 

 ちなみにこのカリンちゃんとくるりんちゃん

の利用件数を見てみましたところ、着ぐるみで

よってやっているのは平成26年度は52回、くる

りんちゃんは25回ということで、50回以上は現

場の中で活動をしているということの数字とし

て押さえていますけども、これももう少し活発

化させていんじゃないのかなというようにも思

ったりもしております。 

 で、議員が御指摘、御提案がありました、こ

のフェイスブック等、あるいはＳＮＳ、ソーシ

ャルネットワークサービスです、あるいはＹｏ

ｕＴｕｂｅなども利用するという中においての

情報発信、これもひとつ、先ほどそれは否定的

な話をしましたけど、発信力がすごいんです。

ですからこれもうまく抱き合わせをするという

ような部分。 

 そして、そういった中におきまする、この観

光振興、あるいは交流人口の拡大といったよう

なものにもっていきたいというようにも思って

いるところでございますので、御提案の趣旨を

踏まえながら、遠野のこだわりの中で、愛くる

しいそのようなゆるキャラの中から、遠野の自

然、歴史、文化、風土といったようなものを強

く印象づけるような情報発信活動は、これから

も継続し、また充実してまいりたいといういう

ように思っているところでございますので、よ

ろしくお願いいたしまして、答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  藤澤教育長。 

   〔教育長藤澤俊明君登壇〕 

○教育長（藤澤俊明君）  小林立栄議員の一般

質問にお答えをいたします。 

 議員のおっしゃるとおり、インターネットの

普及によって生じたネット依存やスマホ中毒な

どは子どもの健全育成において重大な問題であ

ると認識しております。 

 一方、これからの社会を生きていくためには、

児童生徒がコンピューターや情報通信ネット

ワークなどの情報手段に慣れ親しむとともに、

適切に活用できるようになることも重要である

と考えます。 

 はじめに、現在の学習指導要領のもと、小学

校や中学校では、どのような教育が行われてい
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るかを申し上げたいと思います。 

 まず、小学校については学習指導要領の総則

の中で各教科等の指導にあっては、児童がコン

ピューターや情報通信ネットワークの情報手段

に慣れ親しみ、コンピューターで文字を入力す

るなど、基本的な操作や情報モラルを身につけ、

適切に活用できるようにするため学習活動を充

実するということが示されております。これに

よって、小学校では教育を行っております。 

 また、中学校においても同様で、情報モラル

を身につけることと、情報手段を適切に活用で

きるようにするための学習活動の充実をするこ

とが示されており、これに基づいて中学校でも

指導がなされております。 

 また、技術家庭科の教科の中の技術分野にお

いて、情報ネットワークと情報モラルについて

コンピューターの構成と基本的な情報処理の仕

組みや情報通信ネットワークにおける基本的な

情報利用の仕組み、著作権や発信した情報に対

する責任を学んだり、情報に関する技術の適切

な評価、活用について考えたりすることも学習

内容の中に入っております。つまり、学習内容

としてインターネットリテラシーと情報モラル

が指摘され、先ほど申し上げました技術の時間

を中心に学んでいるとところでございます。 

 さらに各学校では、現状に応じて、情報モラ

ルについて学ばせるように、さまざまな取り組

みを行っております。市内の学校では、児童生

徒を対象に担任が教科や道徳、特別活動、総合

的な学習の時間に指導したりするほか、県の総

合教育センターや遠野警察署の方々を講師に招

いて授業を行ったり、また通信会社のネット安

全教室を活用するなど、工夫された取り組みを

実施しております。 

 また、保護者に対しては、ＰＴＡの講演会等

で、今、述べた講師の方々や小児科のお医者さ

んをお呼びして、講演などを実施しております。

それらは参観日や懇談会等において、話題にし

て情報共有をしております。 

 なお、教育委員会としましては、今年度は生

徒指導推進協議会の研修会におきまして、教職

員だけでなく各種関係団体の方々も対象に、実

際にスマートフォンを操作しながら、危険サイ

トへの擬似的な体験をやってみるなど、仕組み

や危険性の理解を図っております。 

 はじめにも述べましたが、インターネットリ

テラシーと情報モラル、この両輪が大事な学習

内容であり、今後も適切な学習が行われるよう

指導をしてまいりたいと思っております。特に、

情報モラルに関しては、議員が上げた江南中学

校などの事例のように効果的な取り組みの情報

も数多く見られるようになってきておりますの

で、それらを参考にして各学校に紹介し、取り

入れているところを生かしてまいりたいと考え

ております。 

○議長（新田勝見君）  １番小林立栄君。 

   〔１番小林立栄君登壇〕 

○１番（小林立栄君）  持続可能な地域づくり

について市長のほうから御答弁いただきました。

その中で財源のお話とか出てきまいりましたの

で、もう１点お伺いしたいと思います。 

 特に、公共施設についての考え方をお伺いし

たいと思います。どうしても、公共施設、道路、

上下水道などのインフラの維持管理、維持費用

の問題とそういった地域づくりは密接にかかわ

ってくると思います。これから公共施設ってい

うのは市民と行政で積み上げてきた財産であり

ます、ですが、これからを考えるとやはり施設

の統廃合、除去、取り壊し、そういうつらい選

択を判断しないといけない場合があると思いま

す。しっかり、子どもたちが大人となって、遠

野を担っているときにツケを先送りにしないよ

うな形でしっかり取り組んでいただきたいなと

いう思いと、私自身もそういうところをしっか

り責任ある対応をしていきたいと考えておりま

す。 

 で、建物自体は減っても、絶対に身近な住民

サービスは落とさないんだ、そういう思いで取

り組んでいくことが大切だと思います。また、

住民としっかり、そういうところを話し合いを

して、合意形成をつくっていく、そういう手続

き、作業も大切だと思います。 
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 そこに至るにはやはり計画、一つ一つの公共

施設をこれからどうするという計画というのが

必要になってくると思うのですが、そのあたり

の作業というのを、市長としてどうお考えなの

かお聞かせください。 

○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）  再質問にお答えいたし

ます。 

 やはり、この部分、非常の大事な現状をどう

把握するのか。人口減少という中にあって、公

共施設をどのような中で、位置づけしながらと

いう部分で、先ほど申し上げましたとおり、集

中化と拠点化という中で、進めれば効率的であ

ります。維持管理っていったものもその中で一

定の削減をするっていう１つの効果もあるわけ

であります。 

 しかし、一方においては、地域密着の公共施

設のその中で失われてしまうという部分はもあ

るわけでございます。そこをどのように住民、

市民の皆さんの合意を得ながら、そういった地

域密着型の施設をどのようにっていう部分にお

ける、まさに知恵の出しどころであり、工夫の

仕方だいうことになるわけでありまして、その

部分におきまして、公共施設等総合管理計画っ

ていったものの策定を進めているということで

あります。 

 これは公共施設の全体状況を、まず、把握し、

施設の統廃合や、空き施設の活用について検討

していくという部分の中にある、いうなればそ

のための現状を、公共施設白書と言っていいか

と思いますけども、それを把握することがまず

大事なわけ。それを把握しないまま、点で議論

してもならないわけでありますから、そういっ

た中で公共施設等総合管理計画っていったもの

を今、策定を進めておりまして、それを見なが

ら、どのように地域と連携を取りながら、地域

密着。 

 一方においては集中化、拠点化っていう中に

おける１つの言葉としては合理化という言葉に

はならないかもしれませんけれども、その中で

効率性を求めていく。しかし一方においては、

その中における１つのネットワークとしての１

つの地域密着型の部分もその中で求めていくと

いう部分の中にあっては、住民の皆様の意見、

あるいは考えを把握しながら、その中で再配置

を考えていく。 

 あと、言えば、後治療を考えていく。あるい

は再利用を考えていくということになるんでは

ないかなと思っておりまして、これも１つ、大

きな作業として位置づけているところでござい

ますので、まずもって現況を把握しようという

中における取り組みを、今、作業を進めさせて

いるということでございますので、御理解をい

ただければと思っております。 

○議長（新田勝見君）  １番小林立栄君。 

   〔１番小林立栄君登壇〕 

○１番（小林立栄君）  これで一般質問を終わ

ります。ありがとうございました。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後４時16分 休憩   

────────────────── 

   午後４時26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。14番細川幸男君。 

   〔14番細川幸男君登壇〕 

○14番（細川幸男君）  市民を代表いたしまし

て、50回目の最初の質問は国民年金支給額の減

額は老後破綻の要因にならないかお尋ねいたし

ます。 

 国民年金の支給額が昨年から、0.7％下げら

れ、高齢者が受け取る年金が少なくなりました。

高齢者は汗水流して、せつないながらも長い年

月を税金や年金を支払い、国民健康保険の義務

を果たしてきました。この苦労の結果が、掛け

金なしの生活保護費よりも安い６万4,000円程

度の国民年金では、老後破綻の恐れがあります。 

 担当部署では事前に知っていたことでしょう

が、生活保護費は日本国民に与えられた権利で

す。国民年金では老後を安心に暮らすためのも

のであります。国民年金の定額で生活できない
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場合は、国の保護を受けるのが、日本のルール

と思います。 

 遠野市では300人を超える生活保護者の方が

いるそうですが、今後も保護申請はふえると私

は見通しているところです。市民の生活困窮な

どによる生活相談数がふえると思います。生活

保護率は他市と比較してどのような状況なのか

お尋ねいたします。 

 また、国民年金支給額の減額による老後の生

活は苦しくなると思われますが、市長の独自の

何らかの考えはないものかとお尋ねします。こ

のままですと、老後の生活は苦しくなると思い

ます。 

 ２つ目の質問は、続いて、放射能汚染対策に

ついてお尋ねします。 

 東日本大災害による東京電力福島第１発電所

の事故が発生してから４年がたとうとしていま

すが、放射能汚染の被害はいまだに収まってお

りません。遠野市においては、原木シイタケ、

コシアブラときのこも出荷制限指示、市内草地

の利用制限などの被害が今も続いております。

このような被害に対し、市はどのような、市民

に見えないところで対策をしているのかお尋ね

いたします。 

 また、インターネットで情報を調べてみると、

他県では放射能による健康被害が発生している

のではないかとの声も上がっております。目に

見えない放射能からの被害について不安はいま

だに根強いものとなっています。最後の質問は、

このような不安を払拭し、遠野市民を安心安全

のために市ではどのような検査、取り組みを行

っているか、お尋ねします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  細川幸男議員の一般質

問にお答えいたします。 

 ２つの項目でありました。国民年金支給額の

減額による老後生活の問題、あるいはこの福島

第一原発の要因とする放射能汚染対策状況につ

いての今の取り組み状況についての２つであり

ました。 

 御案内のとおり、この平成26年４月からの年

金額がマイナス0.7％の改定が行われ、今質問

の中にありました、行われているわけでありま

す。ただ、このそれぞれ、公的年金の支給額は

物価、あるいは賃金の変動に応じて年度ごとに

改定される仕組みになっておりまして、27年度

の年金額改定率はプラス0.9％ということにな

っているわけであります。これは、そういう仕

組みになっているということです。 

 これは平成16年度から年金制度といったもの

の改正に伴いまして、賃金や物価の改定率を調

整しながら、緩やかな年金の給付水準を調整す

るという仕組みの中で、これはマクロ経済スラ

イド方式という中における調整を行っていると

いうことでありまして、現在の月額、６万4,40

0円から６万5,008円となる予定であります。こ

ういった形で改定が行われるということに今、

定まっているわけであります。 

 そして、今、御質問にありましたとおり、こ

の生活保護という問題、300人という話が、質

問の中で、そういう話がありました。現在、こ

の生活保護といったような実態を見ますと、遠

野市においては生活保護の現状は平成26年３月

に保護世帯240世帯、保護人員331人と、最も高

かったわけであります。 

 それ以後、いろいろ経済動きもあるでしょう

し、就労機会もあったと、収入もふえたという

ことにもなるかというように思ってますが、減

少しておりまして、27年１月、直近の数字で見

ますと、保護世帯は229世帯、保護人員は308人

と減少をしてきているという形で、就労収入が

ふえたことによる生活保護からの脱却が多いと

いう数字になっておりまして、これがこのパー

ミリということで、1000分の１という中で、

パーミリという単位で生活保護の指数を表して

るわけでありますけども、遠野市の、この1000

人当たりの保護世帯の占める割合が10.8人で、

10.78パーミリという数字になっているという

ことであります。 

 これは、見ると、県内14市という、一郡部の

中では６番目という数字になっておりますので、
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県平均の１4.01パーミリよりは低い数値にある

という１つの生活保護の実態であります。 

 この中で、御案内のとおり、生活保護、これ

は生活困窮者の経済のセーフティネットとして

位置づけられているわけでありますから、それ

ぞれ、調査したところ、持ち家の基準、年齢と

か、世帯人員とか住んでる地域、都市部と我々

のような地方といったことにおいては基準が違

うわけであります。 

 こういったこの地域、世帯、あるいは年齢と

いった中で基準値は異なりますが、持ち家でひ

とり暮らしの高齢者世帯という中で１つの標準

保護費を、その中で算定いたしますと、６万7,

240円ということになるわけであります。 

 そうしますと、先ほど、６万5,008円という

ことに改定されますというお話を答弁の中で申

し上げました。基準額だけで見ると、国民年金

のほうが2,232円低いということになるわけで

あります。だから御質問は、そういう趣旨であ

ったんじゃないかなというようにも思っており

ますけども、低い。 

 したがって、この額だけで見ると、この差額

は一体どうなんだろうという問題は当然。もち

ろん生活保護という、１つの考えが、セーフテ

ィネットとしての生活保護という理念と国民年

金制度といったものはやっぱり性格が異なるわ

けです。 

 したがって、それを単純に比較はできないだ

ろうけども、間違いなく生活保護には国民年金

のが低いということに、数字的にはなっている

ということでありまして、この部分におきまし

て、最低限度の生活を維持という部分における

ものとして、この年金と生活保護といったよう

なものの中における１つのバランスといったも

のを、どのように捉えるかという分においては、

これは正直なところ、かなり難しい問題ではな

いのかなというように思っております。 

 単純比較すると、そのような中にあるんだと

いうことを答弁の中で申し上げたいと思ってお

ります。幸い、遠野市にあっては生活保護受給

世帯が減少傾向にあるということは、幸だなと

いうように思っておりますけども、この４月か

ら生活困窮者の自立支援法という中において、

生活困窮者を、いわゆる生活保護までいかない、

しかし、ぎりぎりの中におけるという部分で、

ある程度、担当のほうでは、数字は把握してお

りますけれども、この生活困窮者という定義の

中で、それをどのように支援をしていくのかと

いう部分も新たな課題として出てきております

から、そういったようなところをきめ細かく、

それぞれのケースによって、繰り返しになりま

すけども、どのような相談、あるいは支援業務

を行うのかということを考えていかなきゃなら

ないのかなというように認識いたしております。 

 ４月に施行される生活困窮者自立支援法、生

活に困窮された方が、早期に自立した生活を送

れるように必要な支援を行うっていう中で、相

談窓口の専門職を配置しながら、家計の収支に

ついて助言を行う家計支援、あるいは就労に向

けたいろんな情報提供っていったようなものを

行う１つの体制を今、整えておりますので、社

会福祉協議会などとも連動しながら、こういっ

た支援策をきめ細かく対応してまいりたいとい

うように思っております。 

 繰り返しますけども、基準額で見るとだけど

も、その制度のそれぞれ趣旨が違うっていう部

分、そこで生活困窮者自立支援法っていう新た

な提言も出てきた。そこをどうきめ細かく対応

するかっていう中で、今、御質問のあったよう

な１つの、手厚いというよりも、きめ細かいフ

ォローをしていくのが我々に課せられた１つの

課題ではないのかなと言うように思っていると

ころであります。 

 次に、放射能汚染対策の現状についてであり

ます。 

 この放射能汚染対策の状況については、対策

本部を設置いたしまして、私も本部長としてこ

の問題については全庁で取り組んできておりま

す。また、市議会においても、この特別委員会

を設置いたしまして、いろいろ、この問題にも

正面から取り組んでいただいております。 

 これまで、県や他市の取り組みを含めて調査、
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検証を行うっていうことで、25回にわたり議会

のほうにおける放射能対策調査特別委員会、こ

れについて議論を深めていただいたというのを

聞いておりますので、これは本当に、私も、こ

ういった大きな問題に立ち向かう責任者の１人

として、これほど心強いものはありません。本

当にこの場をお借りいたしまして、感謝もいた

したいと思ってますし、ともども、課題を共有

しながら、こういう大きな問題に取り組むって

いうことも本当に大事なことだというように思

っておりますので、私も改めて25回という数字

を確認いたしまして、本当に敬意を表したいと

いうように思っているところであります。 

 そして、このいろんな状況についてはその都

度、公開をしております。これは公開っていう

ことも大事であります。この公開っていうこと

によって、それぞれ課題を共有しながら、じゃ

あ、どうすればいいかということをみんなで考

えるという部分においては、その都度、その都

度、全ての数値を公開しながら取り組んでいる

ということも１つあります。 

 それから、牧草地の除染作業、昨年度、完了

いたしました。利用自粛となっている部分は。

あとは、今後は、この濃度測定を行いながら、

規制解除に向けた取り組みを進めてまいりたい

というように思っておりまして、27年度は風評

被害対策として実施する牧草地の除染作業も実

施するという取り組みにしております。 

 それから、もう１つは焼却作業であります。

この焼却作業につきましては、主灰、飛灰そう

いったようなものを、あるいは清養園周辺の空

間放射線量も含め、最終処分場の放流水もちゃ

んと測定しながら、これも公表してるわけでご

ざいますけども、安定的に数値は推移をしてい

るということであります。 

 しかし、御案内のとおり、この９月末をもっ

て焼却施設が役目を終るわけでありまして、こ

の役目が終わるまでに、遠野に残っている汚染

牧草を全て焼却するっていうのは物理的に無理

であります。物理的に無理でっていっても、今、

１日1.5トンっていうのを例えば１日10トンに

すれば、それは可能かもしれません。しかし、

そんな乱暴なやり方はできません。これは慎重

にやらなきゃならないっていうことで、これも

一方においては焼却プラントが役目を終わると

いうことも現実を踏まえながら、このまま放置

してはいけないっていうことで、いうところの

ペレット化も含め、さまざまな手法をいろいろ

検討いたしました。一時はペレット化について

予算化するっていう方向にまで進みました。 

 しかし、ペレット化したものが、十分、焼却

ができない、燃えかすが残るというような部分

も１つ実証されたということで、このペレット

化がいい解決策にはならないっていうことで、

これも県のほうと、その費用を市が単独で出す

っていうのはとてもじゃないが難しい。私は基

本的には国や東京電力が全額、それこそ、負担

しながら、責任を持つプロジェクトじゃないの

かなと、事案じゃないのかなと思ってますけど。 

 なかなか、そう、物が進まないという中で、

県といろいろ話し合った結果、再ラップ化しよ

うと、残ってる牧草については再ラップ化しよ

うと。そして保存という中で、まず対応しなが

ら、いずれは岩手中部の広域行政組合のほうで、

今、建設中であります、焼却施設のほうにもっ

て、焼却できる１つの時期とタイミングを少し

見ようと。それまできちんともつように、再ラ

ップ化しようという中における取り組みとして

いるところであります。 

 岩手中部広域行政組合のほうの関係首長には、

この再ラップ化を行い、長期の保管に備えると

いう対応は一応いたしましたと。しかし、いず

れは、焼却しなければなりませんので、１つ、

その際は、１つ御理解をいただきたいというこ

とを私のほうからも関係首長っていっても、北

上市長、花巻市長、西和賀町長のほうには、そ

のような申し入れもしてありますし、広域組合

の議会のほうでも、この問題については、真摯

に検討してもらえるんじゃないのかなというよ

うに思っておりますので、そのようなタイミン

グを見たいというように思っております。 

 また、原木栽培シイタケについては、この出
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荷制限の指示を受けておりまして、生産者の生

産継続のためのほだ木、あるいはそういったよ

うないろんな規制解除に向けた、そのような除

染作業の取り組みを行ってきたところでありま

して、そういうようなことも、これからも進め

てまいりますし、市内小学校における月１回の、

放射線量っていったようなものも、国の基準を

大幅に下回っている状況にあるということも確

認していることでございますので、これについ

てはこれまでどおり、より慎重に、こういった

対策に当たっていきたいというように思ってお

ります。 

 本当に、この問題は、悩ましい問題っていう

よりも、なぜもっと、国やあるいは東京電力が、

もう少しきちんとした形での対策を示さないの

かっていうもどかしさと、正直なところ、怒り

に覚えるような案件ではありますけども、しか

し、そうばっかりは言ってられないと。市民の

健康、不安といったようなものに対する答えも

出さなきゃならない。しかし一方においては、

きちんと処理もしなきゃならない。 

 ただ、放置してるわけにはいかないっていう

中で、１つの苦渋の選択として、この汚染牧草

については再ラップ化という中で長期間きちん

と安全性を確認しながら保管できるという、１

つの仕組みにもっていきたいということで、今

般の予算の中にも、その部分に所要の予算を計

上しているところでございますので、よろしく

御審議いただければということを申し上げて答

弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  14番細川幸男君。 

   〔14番細川幸男君登壇〕 

○14番（細川幸男君）  お疲れのところ、大変

ありがとうございました。 

 生活保護をいただいている人が減ったと御答

弁いただきまして、担当課におかれましては、

お話を聞くところによりますと、１人の職員が

800人もの、そういう方々の、見ているという

ふうな、随分、大変なもんだなと。 

 ただ、たまたまでしょうが、何ていいましょ

うか、市民から見ると、疑問な人も中にはいる

ようでございます。 

 しかし、１人で800人を守ることは、これは

容易じゃないなというふうに感じて、さらに、

この不況の中に減らしたという努力に敬意を表

したいと思います。 

 それで、本当に市長にはお疲れのところ、御

答弁ありがとうございました。 

 これで、私は終わりたいと思います。ありが

とうございました。 

○議長（新田勝見君）  質問じゃないでしょ。

終わり。わかりました。 

────────────────── 

   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

苦労様でした。 

   午後４時47分 散会   
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