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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。 

 細川議員から昨日の一般質問において発言の

訂正の申し入れがあり、生活保護担当者１人当

たりの担当人数を800人と発言しましたが、約8

0世帯でありますので、訂正いたします。 

────────────────── 

   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。４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  改めまして、おはよう

ございます。市民クラブ所属の瀧本孝一です。
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昨夜は2019年ラグビーワールドカップの国内開

催地12カ所の１つに釜石市が正式決定されまし

た。今朝の地元紙に大きな活字が躍っていまし

たが、新日鉄釜石が日本選手権で７連勝した黄

金期に、学生時代最初の優勝を国立競技場で目

の前で味わった一人として本当に喜びに耐えま

せん。被災地釜石市での開催決定を隣接自治体

市民の一人として心からお祝いを申し上げます。 

 ところで、あと一週間もすれば震災から４年

目を迎えますが、先日もあの日を思い起こさせ

るようなやや大きな地震が１日に２度もありま

した。海に浮かぶ日本列島の宿命かもしれませ

んが、４年前の３月11日を思い起こさせられ、

改めて犠牲になられた方々の御霊に深い哀悼の

意をささげますとともに、被害に遭われ、懸命

に復興に取り組んでいる方々をはじめ、今なお

仮設住宅にお暮らしで不便な生活を強いられて

いる皆様にお見舞いを申し上げます。 

 被災地から遠く離れたところでは、既に大震

災や原発事故の風化が進んでいるような話も耳

にしますが、市長の施政方針演述でも触れられ

ていたように、忘れてはならない、忘れさせて

はならないあの被災地への後方支援をはじめと

する多くの教訓を後世に伝えなければならない

責務の一端を担う遠野市民の一人として、被災

された皆様には震災前の日常が一日も早く戻ら

れることを強く願うものであります。 

 さて、本日は３月３日桃の節句です。町屋の

おひな様たちも厳しい冬を乗り越え、春の日差

しや息吹、自然界の生命力が日に日に強くなっ

ていくことに喜びを感じて、ことしの出番を終

えようとしています。きのうは、市内の２つの

高校の卒業式が行われた様子が遠野テレビで放

送されていましたが、春は人生の節目となる別

れと出会い、旅たちのシーズンでもあり、特に

学生さんや新社会人になられる皆様に、社会の

荒波にもまれながらも、これからの人生に幸多

かれとエールを送りたいと思います。 

 若干前置きが長くなりましたが、通告に従い、

今回は市長に２つの項目、教育長に１つの項目

を一問一答方式で質問させていただきます。 

 きのうから、先輩や同僚議員がそれぞれの立

場で遠野市の未来に向けてのさまざまな課題の

質問がなされております。できるだけ重複しな

いテーマで質問に臨みたいと考えてはいるつも

りですが、農業、環境問題等でダブる部分があ

るかもしれません。それにつきましては御容赦

を願いたく存じます。 

 それでは、最初に生活困窮者自立支援制度と

学習支援についてと題し、質問に入らせていた

だきます。 

 近年、社会経済環境の変化に伴い、言い方を

変えればいわゆる格差社会の拡大によって、生

活困窮に至るリスクの高い人々やまだまだ働け

る年齢性を含む生活保護受給者が増大しており、

国民生活を重層的に支えるセーフティネットの

構築が必要になっていると言われています。 

 国では、このような状況に対応するため、新

しい生活困窮者支援体系の構築と生活保護制度

の見直しに総合的に取り組んでいるとのことで

すが、こうした中で社会保障審議会に設置され

た生活困窮者の生活の支援のあり方に関する特

別部会において、生活困窮者が抱えるさまざま

な課題や、生活困窮者対策に関する具体的な制

度設計について議論が重ねられ、平成25年１月

に報告書として取りまとめられました。 

 報告書の内容を踏まえ、平成25年５月の第83

国会に生活保護法の一部改正案とともに、生活

困窮者自立支援法案が提出されましたが、両法

案は衆議院では可決されたものの参議院で審議

に未了の上、廃案となりました。 

 しかしながら、同年10月の第185国会に両法

案が再提出され、12月に成立を見ました。こう

した経緯を経て、生活困窮者自立支援法は本年

４月１日から施行される運びとなりましたが、

新制度においては全国の福祉事務所設置自治体

が主体となって、官民共同による地域の支援体

制を構築し、自立支援相談事業と住宅確保給付

金支給の必ず取り組まなければならない必須事

業をはじめ、就労準備支援事業や家計相談事業

など取り組みが選択できる任意事業を加えて、

生活困窮者の自援の促進に関し包括的な事業を
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実施する内容の法律です。 

 一言でいえば、ふえ続ける生活保護を食いと

め、これらにかかる費用の縮減を図るための制

度と私は捉えているところですが、この新年度

から施行され、全23条の条文からなる生活困窮

者自立支援法の意義をどう捉えているかについ

て、まず伺います。 

○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）  瀧本孝一議員の一般質

問にお答えいたします。 

 お答えを申し上げる前に、前置きという中で

昨日の2019年ワールドカップ国内12カ所の中の

１つに釜石市が開催決定したということに対し、

そしてまたこの一週間後３月11日に被災から４

年目という中に被災地の皆様が懸命に頑張って

いることに対するお見舞いとお悔やみの言葉が

あったわけでありますけれども、私も全く同感

であります。 

 この開催決定と被災地復興、これはまさにそ

れぞれ活力をあるいは被災地復興に向けてさら

に加速をという部分においては、まさにいいニ

ュースをいただいたものだなというように思っ

ておりまして、遠野市としても釜石のこのワー

ルドカップ開催といったようなものをまさに側

面からいろんな面で支援をするという中におい

て、被災地が釜石が、というよりも沿岸被災地

が復興に向けて大きく進むという何よりのニ

ュースではなかったのかなというふうに思って

いるところでございますので、ともども懸命に

支援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、その認識を申し上げて、

次の答弁に移らせていただきたいと思っており

ます。 

 まず１つは、この４月１日から施行される生

活困窮者自立支援法のこの部分をどのように捉

えている。法律の背景、また生まれたそういっ

た趣旨等については、ただいま議員の質問の中

でいろいろ詳しく述べられてありました。全く

そのとおり経過の中から、改めてこの生活困窮

者自立支援法という法律が制定されたというこ

とであります。 

 きのうの一般質問の中でもいろいろ議論が交

わされたわけでありますけども、この一つの

セーフティネットという位置づけをすれば、い

うところの社会保障制度、社会保険制度あるい

は労働保険制度といったようなそのような仕組

みは一つあるわけであります。そして、さらに

はこの法の部分の中でさらにという部分にあっ

て、第２のセーフティネットといたしまして求

職者支援制度といったようなものも、それぞれ

制度化されているということになっているわけ

であります。 

 そして、最終的には第３のセーフティネット

とすれば機能生活保護の問題も一つ議論になっ

たわけでありますけども、この生活保護制度と

いうものがあるという仕組みの中でされている

わけであります。 

 それぞれ重層的にそれぞれ制度がこの場合は

こう、この場合はこう、この場合はこうといっ

た中における制度として成り立っているという

ことは、これはただいまの議員の質問の中にも

交わされておったとおりであるわけであります

けども、この対象者を明確に定める現行制度、

システム、これは今申し上げたとおり対象者が

はっきりしているわけであります。 

 そういった中において、この生活保護受給者

以外の生活困窮者への十分に対応できないとい

う状況にあったということもその背景にあると。

生活困窮者の自立支援法によりまして、この第

２のセーフティネットが手厚くなり、生活保護

に至るこの段階の自立支援が強化されたという

捉え方をしてよろしいんじゃないかなというよ

うに承知いたしております。 

 なお、この分にありましては、生活保護制度

も見直しが行われたという背景もあって、さら

に先ほどの言葉であれでございますけれども、

重層的な重なり、それぞれの段階を経る中にお

いて重層的なセーフティネットとして制度を構

築されたという位置づけになるんではないのか

なというように捉えているところであります。 

 いずれ、ただそうはいいながらも生活を維持
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することが難しくなるおそれがある状態に至る

何らかの理由を問題として抱えたまま生活して

おるという、極めて生活困窮者の場合の捉え方

が非常に難しいと。したがって問題も、その抱

えている問題も非常に多種多様であると。生活

保護といったような場合においてははっきりし

ているわけでございますね。これでは、生活で

きないということははっきりする。だから、生

活保護ということになるわけでございますけど。 

 その前段階とすれば、非常に多種多様なこの

問題をどう捉えながらってなれば、相談すると

いうか、懇切丁寧に相談をし、指導をするとい

う分野が非常に大きな役割と申しますか、機能

を持つということになるんではないのかなとい

うふうに思っておりますので、この問題の打開

を図るために相談、自立した生活を促すという

意味における新しい支援の形としてそういった

意味においては、大きな意味もあるんではない

のかなというふうに認識いたしているところで

あります。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  被災地復興のために釜

石のラグビーも後方支援、側面支援をしていた

だけるということで、それも力強く感じました。 

 今、捉え方を伺いましたが、次に厚生労働省

が出しているある資料によれば、昨年９月の時

点で全国で254自治体がモデル事業に手を挙げ、

岩手県でも県を含め７自治体が取り組みを始め、

10月からは本市でも取り組んでいる必須事業と

任意の家計相談事業のモデル事業の概要につい

て、これまでの経緯や実態はどうなっているか

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）  この昨年10月からモデ

ル事業として実施しているわけでございまして、

その中にございまして社会福祉協議会に委託し

ながら、必須事項であります相談という中にお

ける自立相談支援事業と、それから家計相談支

援事業といったものに取り組んでおります。 

 ２月末までに相談があった生活困窮という中

で、おおむね13から14、15といったような、そ

のような数字で捉えておりますけれども、その

ような２桁でありますけども、２桁も13あるい

は14、15というその段階でございますので、そ

ういった方々の世帯にいろんな形での支援事業

を行ったということであります。 

 そして、その中にございまして、任意のほう

の事項として取り組んでいる家計相談支援事業

に結びつく相談がいまだにまだないというよう

な一つの状況でございますので、このモデル事

業の中で10月からの分で、このような推移もき

ちんと分析しながら、本格実施に向けての対応

という形で持っ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）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  家計相談についてはな

いという答弁でありました。 

 次に、いわゆる生活保護者や生活保護世帯は

届け出申請があり、資産の有無などの審査を受

けて対象者はしっかりと把握をされた上で各種

扶助が受けられるものと認識をしています。し

かし、保護までには至らないその手前にいる生

活困窮者、困窮世帯であるという対象者の把握

をどのように進めていくのか、また新年度から

この制度の周知啓蒙と本市の取り組みについて

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）  これはやはり大事な取

り組みであります。いかに周知を図るかという

ことが大事だというふうに思っておりまして、

研修会を行う、社会福祉協議会とも連携をとり

ながら、民生児童委員といった方々を対象とし

た研修会を行った。あるいはパンフレット、さ

らにはそれぞれの公共施設に広報あるいは相談

窓口をこのように設けているとい分における周

知を図る。さらには、この２月に民生児童委員

等を対象としたアンケート調査を行う。このよ

うな分においては潜在的な、潜在的な生活困窮
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者の把握といったようなものを努めなければ、

先ほど13、14、15という数字を申し上げました

けども、その辺のところもきちんと把握しなけ

ればならないということで、そのようなことも

行ったと。 

 それから、新年度でもって本格支援に伴う事

業委託でございますね、これを市民相談支援員

と相談支援員の二人を遠野健康福祉の里の窓口

に配置する予定という対応にしておりますし、

またこの必須事業であります自立支援事業に取

り組むというような体制もとりたいというよう

に考えているところであります。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  順次準備を進めていら

っしゃるということで安心をいたしました。大

企業のため、株価維持のためとも言われるアベ

ノミクス政革の波及効果は地方にはなかなか実

感がないと言われている中で、復興特需を別に

すれば長引く景気の低迷により、雇用を取り巻

く環境はまだまだ厳しく、長期の失業や非正規

雇用による低収入などの人が増加し、働ける世

帯でも生活保護受給者が増加している現状があ

ると言われています。また、生活保護を受けて

いる世帯の４分の１の世帯が生活保護世帯の出

身という、貧困の連鎖が続いてもいると言われ

ています。 

 このような中で、公務員をはじめ一流の企業

と言われる会社に勤務している人など、経済的

に裕福な家庭は子どもにかける教育費も多く、

小さいときの塾通いから大学まで安心して通わ

せている実態があることは一般的な見方であり、

そのような調査結果も出ております。 

 反対に、経済的に厳しい世帯では教育費に投

ずる割合は低く、小中学生の多くいる世帯や低

所得世帯では就学援助費の支援を受けている家

庭も応分にあると思われます。ましてや、大学

進学などはかなり厳しい状況と推察されます。

この子どもにかける教育費の多さ、少なさと経

済的困窮者の子どもが、また同じように困窮者

となる貧困の連鎖に対する市長の認識について

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）  この生活困窮者という

一つの定義の中において、教育費と、子どもに

かける教育費の捕らえ方と、貧困の連鎖という

ことになろうかというように思っておりますけ

ども、その辺をどのように認識しているのかと

いう御質問と承ったところであります。 

 御案内のとおり、もう遠野市内、この進学と

いうことを考えれば今この時期でありまして、

卒業式もついこの間も２校の卒業式が行われた

わけでありますけども、本市の中学生の高校進

学率は25年度、卒業者が253人おったわけであ

りますけども、それが100％、学校基本調査で

は100％というところの進学をしているという

ような状況にあるわけであります。 

 また、そういったことを考えた場合において、

一つの認識を示すという部分にあって、現状は

どうなっているかということが極めて大事じゃ

ないかなというように思うわけでございまして、

その現状ということについてちょっと述べさせ

ていただきますと、子ども総合支援センターを

立ち上げて相談員の方がいろいろ相談に応じて

いる。家庭内問題等も通じながら相談に応じて

いると。この数字、この１月末までという中で

の数字を見ますと193件、延べで193件の相談が

あったと。 

 その中で、経済あるいは生活問題が46件で一

番多く、割合にしますと24％という数字になっ

ているということであります。したがって、経

済あるいは生活といったような中で、いろいろ

問題、課題を抱えている方がこのとおり多いん

だなということがやっぱりこの数字にも一つあ

らわれているんではないのかなというように捉

えたわけであります。 

 それから、児童家庭相談員が相談を受けた延

べ、これは延べで255件の数字を持っているわ

けでありますけども、ネグレクトを含めた虐待

なども含めて104件、割合にすると41％といっ

たような数字も出ているということであります
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から、これらがやはり少なからず連鎖という言

葉があるわけでありますけれども、少なからず

経済的な問題とも関連する要素といったものも

その背景にあるのではないかというふうに捉え

れば、捉えればというよりも捉えることができ

るとなれば、関係者による防止対策や迅速な対

応、そういったようなものがより重要なものと

して遠野の中にあっても位置づけられているん

じゃないのかなって、そういう現状がその数字

がもって示しているんじゃないのかなというふ

うに認識いたしているところであります。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  やはりそういう数字に

もあらわれているということが、伺いました。 

 次に、生活困窮者自立支援の任意事業の取り

組みの一つに、対象家庭の子どもへの学習支援

事業が考えられます。まだ、遠野市では取り組

んではいないようですが、先ほど述べた貧困の

連鎖を断ち切るためにも、生活困窮世帯への子

どもたちへの学習環境の場の提供や支援を図る

取り組みの考えはないかについて展開をお尋ね

いたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この学習環境の提供と

いうか、充実強化という問題につきましては、

これも先ほど申しました子どもの学習支援事業、

これは貧困の連鎖を防止する観点からも極めて

取り組みとしては重要な取り組みの一つではな

いかなと思っておりますけども、御案内のとお

り本議場でも何度も交わされておりますけども、

わらすっこ条例、あるいはそれに伴うわらすっ

こプラン、そしてそこを市民協働の中で子ども

たちの権利をという部分の中にあって、わらす

っこ基金なども立ち上げながら、子どもたちの

よりよい教育環境をという部分において、だか

ら子育てするなら遠野だという一つの仕組みと

して立ち上げているわけであります。 

 その中で、これは私は胸を張ってというより

も、ほかの市町村からもよく言われるんですけ

ども、いうところのわらすっこ、子どもたちの

居場所の確保として、各小学校区に児童館、あ

るいは児童クラブを設置して、そして46名のス

タッフによりまして放課後児童健全育成事業、

いわゆるいうところの学童保育を実施している

という中で、この26年度の活動予算でも9,300

万円ほど予算をこの中に計上しながら、48人と

約50名近い、いや46名ですね。46名、50名近い

スタッフが、そういう中を子どもたちをいわゆ

る取り囲んでいるという部分は、私はこれは一

つの誇るべきというよりも遠野の仕組みとして、

これは意外と周知されていないというか、知ら

れていない一つ大きな、一つのわらすっこの居

場所、子どもたちの学習提供という意味におい

ては、非常にいい仕組みではないのかなという

ように捉えているところでもあります。 

 ほかのほうでは、この部分は有料であるとい

う部分は、遠野市にあっては生活困窮者である

か否かは関係なく、分け隔てなくこの施設使用

を無料で行っているという部分も、やはり一つ

ただいまの御質問に対する一つの答えとして見

出すことができるん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。 

 今年度でも間もなく完成いたしますけども、

遠野小学校の敷地内に遠野児童館を新築すると

いう、これには事業費もハード事業であります

けども約7,800万円ほどの事業費をその中に計

上して、これを整備したということにもあるわ

けでありますし、あるいは一つ生活保護世帯な

りあるいはこの順ずる世帯、そういった子ども

たちの児童生徒に対しては、保護者を対象に就

学援助制度も実施しているという制度がありま

す。 

 こういった中で、子どもたちをそれぞれ保護

者を対象にしながらも、子どもたちのそういっ

た教育環境、あるいはそういったものが格差が

あってはならない。差別があってはならないと

いう部分における制度などもきちんと対応して

いると。きちんとということがどの程度になる

か、いろいろ見方があろうかと思いますけども、

精いっぱいそのような対応をさせていただいて
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いるということで、御理解をいただければとい

うように思っているところであります。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  わらすっこ条例、わら

すっこプランの中で、一生懸命取り組んでおら

れるというような御答弁でありましたが、私は

学習支援の場としては地区センターや集会場等

の一室、または閉校した中学校の空き室あるい

は商店街の空き店舗、空きスペースなどの活用

も考えられるかなというふうに思ってそういう

ところも利用できるんであればという思いでお

話をいたしました。 

 そして、また教員のＯＢ、学習支援員や学生

ボランティアなどを活用して、この事業を実施

しているところも全国的にふえているという報

道された新聞もありました。本市で、こうした

ところまでは必要はないというような御答弁で

したので、ここはまず質問をとしては割愛をさ

せていただきたいと思います。 

 次に、子育てするなら遠野推進本部を立ち上

げ、出会いから結婚、妊娠、出産、子育てと切

れ目のない子育て支援に取り組むと施政方針演

述でも言われております。経済的にも厳しいと

思われる子育て世帯の負担軽減に、特にも生活

困窮世帯の子どもの教育、学習環境の支援、充

実をこの制度で取り組めば子育てするなら遠野

のさらなるアピールにつながると思われるとこ

ろではありますが、もう一度総合的な見地から

その辺をお尋ねいたします。 

○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）  総合的な見地からとい

う中で子育てするならば遠野、この部分の中で

生活困窮者の問題も含めてどのような検討をさ

れているかということでありますけども、この

昨年４月に子育てするならば遠野推進本部とい

う組織横断的な推進組織を立ち上げたわけであ

ります。延べにするとかなりの回数、私先般検

討した記録のファイルを見させていただきまし

たけども、膨大な、いやすごいなとよくいろい

ろ、いろんな角度から検討してくれたんだなと

いう部分がファイルの厚さの中でそれを感じと

ることができたわけであります。 

 ただ、ファイルが厚いからそれでよしとする

んじゃなくて、その中に盛り込まれている個々

の内容をどのように具体化していくのかという

のが、これからそれこそ本格的に始まる総合計

画への位置づけ、さらには地方創生法に基づく

まち・ひと・しごとという中における国との連

動の中における総合戦略、これを向こう５カ年

の中で打ち立てなさい。 

 それに基づいて、総合戦略に基づいて国も財

政支援、情報支援、さらには人的支援といった

ような対応をそれぞれの市町村に対して行いま

すよということになっているわけでありますか

ら、この厚いファイルの中にいろいろ盛り込ま

れている課題、それを丁寧に掘り下げしながら

一つ一つ具体化にしていくという中における27

年度として位置づけられるんじゃないかなと思

っておりますので、子育てするなら遠野という

中における懸命な、遠野の身の丈の中における

懸命な検討、さらに分析、あるいは課題整理と

いったようなものについて、ただそれが終わっ

たからよしじゃない。この１年間それをやって

きたんだと。であれば、27年度はそれをみんな

の力で一つ一つ見えるように、市民の皆さんに

見えるように、あるいは議会の皆様にきちんと

提供できるような、そのようなものとして打ち

出しましょうという中における今作業をまた急

がせているということでございますので、その

ような点での御理解をいただければと言うよう

に思っているところであります。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  分厚いファイルの中か

ら課題を見つけ出して、解決をしていくという

お話でございました。この１つ目の項目の最後

の質問にしたいと思いますが、この生活困窮者

自立支援事業は自立相談支援事業や住居確保給

付金の必須事業については国庫負担金が４分の

３、家計相談や学習支援の任意事業については
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国庫補助が２分の１となっているようでござい

ます。自主財源を伴う事業であり、持続可能な

財源も必要であると思われます。その見通しと

学習支援がもたらす学力向上により、生活困窮

状態からの脱出につながる可能性もあるのでは

ないかという認識について、最後に伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  やはりこのような手厚

く、あるいはきめ細かくという部分、これは本

当に大事な現場とすれば大事な一つの対応であ

るわけでありますけども、やはりその中にはど

うしても財源を必要とするということになるわ

けでありますから、この財源確保についてもや

はりいろんな形で、国あるいは県といったよう

なものとの連携を図りながら、必要な財源を確

保していかなければならないかというふうに承

知もいたしているとこでございまして、この御

質問で一貫して出ております子どもの学習支援

事業、この取り組み内容によりまして事業費計

上が必要になった場合、質問にありましたけど

も財源として国庫補助金が２分の１、上限が20

0万円として２分の１充てられるということに

なっていますので、これは活用するという方向

にはなろうかというふうに思っております。 

 そのほかにもいろんな、例えば経済的な理由

の中から学習に身が入らない、学力低下を招く

というようなことも考えられないというケース

もあるかというように言われておりますので、

そういったことも踏まえながらこういった経済

的なあるいは保護者を含め世帯の自立という観

点から、いろんな角度から、それこそ冒頭、前

の質問で申し上げましたとおり、多様な問題を

背影に抱えての生活困窮という一つの事態にな

っているわけでありますから、答えは１つじゃ

ないわけであります。答えはそのケース、ケー

スによって皆答えが違うということがあるわけ

でございますから、やはりその辺をよりきめ細

かく、そしてまたより丁寧にという部分におけ

るフォローが、それに対する一つの国や県とい

うものと連動しながら、財源を確保していくと

いう部分も、またこれは行政として当然なわけ

でございますので、そういった分についてもこ

れからも十分意を用いて対応してまいりたいと

いうように思っているところであります。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  次に、質問の２項目め、

高校生への就学援助費制度の創設についてと題

しまして、先ほどまでの市長への質問からの流

れで、生活困窮問題、子育てするなら遠野、学

習支援に絡んで就学援助費や奨学金制度に質問

が拡大するために、所掌事務が違うということ

もありまして、この部分は教育長にお尋ねをい

たします。 

 現在、本市では大学生や専門学校生、高校生

への育英事業として奨学金の貸与制度を実施し

ていると認識をしております。最初に、現在の

本市の高校生への奨学金貸与の実態、現状につ

いて伺います。 

○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）  瀧本孝一議員の一般

質問にお答えをいたします。 

 現在の高校生の奨学金貸与の状況についてで

すが、遠野市奨学資金貸与制度には向学心に燃

える優秀な学生で、経済的事由により就学が困

難な方に対し、学資を貸与し有能な人材を育成

すると、こういう制度であります。高校生への

貸与については、月額１万5,000円以内となっ

ており、正規の就学する期間貸与を行い、貸与

した奨学資金には利息はつきません。 

 高校生への貸与実績は最近では平成21年度４

名、平成22年、23年度はそれぞれ１名でござい

ます。平成24年度から平成26年、今年度までは

申請がないという状況になってございます。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  奨学金を借りる方々が

減っている、もしくは24年からはないという状

況が今答弁されました。皆さん、借りる必要が

ないという方々かもしれませんが、次に学生の
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育英制度である現在の奨学金貸与制度が社会情

勢などの編成により問題点や課題などがあるの

かないのか、現状のままの貸与制度でいいのか

について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）  奨学金制度の周知に

つきましては、広報とおの、ホームページに掲

載しておりますし、市内中学校の募集要項の配

布等で周知を図り、各種の支弁を実施しており

ます。ここ数年応募者がない要因については、

平成22年度から施行されております公立高等学

校への授業料の無償化が大きな要因となってい

るものと考えております。 

 また、市内中学校卒業生の７割近い子どもた

ちが市内の学校に進学することから、奨学金は

返済しなければならないことから、高校の段階

では無理して借りなくてもよいという考えもあ

るのではないかというふうに考えております。

平成26年度から高校無償化に所得制限が導入さ

れましたが、大部分の方は無償化となっており

ます。高校生の奨学金の貸与についても、見直

しの時期にきているものと考えております。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  高校の授業料の無償化

が奨学金を借りるまでもないというような原因

であるという答弁でありました。いわゆる奨学

金制度は、辞書で引くと優秀で経済的に困難な

状況にある学生・生徒に学資を与えて学習の権

利、機会を保障する制度と記されています。 

 先ほど、教育長のほうからもそのような、遠

野市の取り組みもそのような旨ということはお

話されましたが、私は現在の高校生の奨学金貸

与制度は高校の授業料の実質的無料化により、

一つの転換期を迎えているのではないかと感じ

ています。もちろん生活保護世帯への学生の教

科書代等、必要な就学援助費は支給されている

と聞きますが、生活保護に至る以前の支援策と

して、子育てするなら遠野の施策をより充実さ

せるための支援策の一環と捉えるならば、10

0％に近い中学生が高校に進学する今日の進路

状況を鑑みるとき、返済義務のある奨学金制度

を大体に展開して、子育て世代や生活困窮世帯

を含めての教育費の負担軽減と滞納事務処理の

必要のない就学援助費的な制度の創設を提案し

たいと思います。この考えへの教育長の見解を

お尋ねいたします。 

○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）  就学援助費制度は、

学校教育法では経済的理由により就学困難と認

められる学童児童及び学齢生徒の保護者に対し

て市町村は必要な援助を行わなければならない

と規定されており、義務教育課程での実施をし

ております。 

 現在、高校生への支援策は奨学金の貸与と生

活保護世帯には生活保護費の中である程度は援

助されておりますが、そこから外れる準要保護

世帯については現在援助はされてございません。 

 先ほどから出ておりますが、高校への進学率

は全県で98％を超えております。ほぼ義務教育

化に近づいております。国においても、過去に

高校版の就学援助を検討するということもあっ

たようですが、高校授業料無料化によってその

話は現在立ち消えとなっております。高校生の

就学援助制度については財源が伴うこと、基準

が市町村で同じにする必要があることから、現

在国の動向を注視しているという状況でありま

す。 

 市においては、子育てするなら遠野推進本部

へ支援制度についての検討を重ねており、今後

とも次代を担う子どもたちの学びの機会均等を

図れるよう、政策の充実に努めてまいりたいと

考えております。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  ぜひともさらなる充実

を願うものであります。 

 次に、３つ目のテーマである中小零細農家の

保護と農村景観の保存についてと題し、再び市

長に質問をさせていただき、所見をお尋ねいた
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します。 

 政府が進める現在の農政は、本当に全ての農

民のための幸福につながっているのでしょうか。

瑞穂の国、日本は古代から連綿とその営みを続

け、おいしい米をつくりながら集落を形成し、

共同体によって農村景観をつくり上げてきたと

いっても過言ではないと思われます。 

 効率性、経済性、市場原理を追及する今の国

の農政は、中小零細農家の切り捨てにつながり、

特に高齢化や後継者難の進む中山間地における

農地の荒廃を招きかねず、永遠の日本のふるさ

と遠野を標榜する本市の農村環境や景観の保全

に今後大きな影響が出てくるのは必至だと思わ

れます。 

 中小零細農家を大事に守っていくこそが、遠

野らしい農村景観の維持保全に重要と考えられ

ますが、国の農政のあり方の認識とその対策や

取り組みついて順次質問をさせていただきます。 

 はじめに、地理的条件を鑑みることなく、農

地の大規模化や集団化をあおり、地域の実情を

無視した効率性、経済性の追求、また外圧によ

るとも捉えられるＴＰＰ参加のための市場開放

や市場原理への参加など、中小零細農家の切り

捨てではないかとさえ疑われるような国の農政

のあり方の認識についてお尋ねをいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  これは、きのう来、一

般質問の中でも農業問題いろいろ、いろんな角

度から取り上げられているところであります。

認識をということであります。４大改革という

中にあって、国もまたいろんな農政のあり方と

いったものについて集約化、あるいはいろんな

いわゆる営農指導も含めて、直接支払い制度な

どいろんな形で打ち出してきております。 

 中で、この成長産業としての農業といったよ

うなものを打ち出したという部分もあるわけで

ありますけども、御案内のとおりこの農業とい

うのは命の産業でもあると、それぞれの地域と

特性を生かさなきゃならない。北海道から九州

沖縄までという中における南北の長いところに

あるそれぞれの地域の特性といったものはある

という部分にあって、一律な中における国の農

業政策のあり方というものについては、一体ど

うなんだろうなと。もう少しきめ細かく、特に

地域特性を生かした中における一つの政策とい

ってもあってもいいんではないのかなというこ

とを、常日ごろからそのようなことを感じてい

るところでもあります。 

 そういった中で、成長産業としての農業、農

業が高齢化がどんどん進んでいる。そしてまた、

それを認定農業者や集落営農という中における

担い手という集約化を図りながら、それを加速

させながらやっていく、それはやはりそこでな

ければ維持できないという部分があるかもしれ

ません。 

 しかしそこには、やっぱり今御質問にありま

したとおり効率性があり、そしてもう一つは経

済性、そして市場原理といったものがその中に

あるんだということにもこれはなる。成長産業

として捉えるというんであれば、そういう捉え

方がやはりそれは一つの原則であろうかという

ように思っておりますけども、しかしこの効率

性、経済性、市場原理だけでは太刀打ちできな

い。ただいま申し上げましたような、そのよう

な農業農村のいうところのよく言葉としては私

ども使うわけでありますけども、多面的機能と。

国土保全にもなる、いわゆる環境保護につなが

る。さまざまな意味においてのいろんな多面的

機能を持っているのが、この農業であり農村だ

という部分に、そこにやっぱりこの経済性とい

うでれば、あるいはこの市場原理ということで

あれば、そういった部分にもなんらかの形でコ

ストというものをさらに求めながら、やっぱり

地方の農業というか、あるいは営農といったも

のをきちんと行えるような、そのような政策な

り、あるいはそのようなフォローなり、あるい

はいろんな形での仕組みなり、そういったよう

なものやっぱりあっていいんではないだろうか

なということがいつも感じているところであり

ます。 

 きのうの質問の中でもお答えいたしましたと
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おり、農政省がいろんな政策を打ち出す。それ

が地方組織であります農政局がそれをもって

我々のほうの現場に向かってきているという分

で、どうしてもそこだけで行き違い、ミスマッ

チそれが出てくる。そこにはやっぱり、いうと

ころの効率性、経済性、市場権利といったよう

な言葉の中で成り立っている仕組みと、いやど

うしてもこの部分は守っていかなきゃならない。

だから、攻めの農業ということでいうんであれ

ば、攻めの農業といったような部分の産業政策

としての農政、それからもう一つは地域政策と

しての農政といったもののこのバランスをやは

りきちんと図っていくという中におけるきめ細

かさといったのもやっぱり必要じゃないのかな

というふうにも認識いたしているところであり

ます。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  確かに攻めの農政、農

業政策、そして地域を大事にしていく政策、ど

ちらも必要だと私も思います。きのうからの議

論でも言われておりますけれども、しかしなが

ら大きくまとまり法人化できるようなところば

かりでは私はないと思います。人口減少、高齢

化、後継者難が進み、ある意味では危機的状況

に近づいているのではないかとさえ思われます

が、本市の中小零細農家の現状をどう捉えてい

る課について、また先ほど市長が多面的機能と

いう言葉も出ましたので、あわせて次に中山間

地域における農地のダム湖的湛水機能をはじめ

とする多面的機能と、それらが果たしている役

割やつくり出している農村景観の重要性をどう

捉えているかについてその認識をお伺いいたし

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）  この多面的機能という

部分と人口減少、さらには高齢化、それに伴っ

ての後継者といったようなもので、現状という

部分で農業センサスの数値とすれば平成22年の

数字が一応捉えているわけでありますけども、

平成27年になっていますから、22年の農業セン

サスの数字等をもって、もっとも現状はどうな

んだろうといってもやっぱり確実な数字という

ものがとらえられている。今農業センサスは今、

今年度がその調査の年になっておりますので、

また新しい数字がきちんと把握できるかという

ように思っていますけども、参考のためにとい

うことで22年の数字で申し上げますと、この基

幹的な農業者の平均年齢66.1歳、そして高齢者

の割合はこれもやはり同じ66.1歳ですね。そし

て割合が、高齢者の割合が61.1％という数字に

なっています。 

 したがって、これはもうまさに加速度的にと

いう捉え方でよろしいかと思いますけども、増

加するということが予想されておりまして、今

年度の農業センサスの数字ではまたこれがもっ

と高く出るんではないかというようにも捉えて

いるところであります。こういった中で、市内

の小規模農家の多くの方々は後継者がいない、

あるいは後継者のいない夫婦世帯であるとか、

農業以外に職を持つ後継者とプラス農家という

中におけるこの後継者対策が非常厳しい状況に

なってきているということになろうかというよ

うに思っております。 

 また、これは消滅市町村という言葉の中でい

ろいろ取りざたされている数字でありますけど

も、2040年、この2040年にはシミュレーション

した遠野市の数字は25年後の2040年には１万7,

800人という数字がいうところの予測値として

出ている。私はでもこれはこのとおりにはいか

ないんじゃないのかなと、まだまだ頑張れると、

踏みとどまれるというように私は承知しており

まして、これは多くのうちと同じような、遠野

市と同じような市町村長は皆そのように言って

います。頑張ると、とにかく頑張るんだという

ことを言っておりますので、その気合があれば、

ただ気合だけでこれをもってそれをはね返すこ

とはこれは容易じゃないと。 

 しかし、ここで諦めてはならないという部分

の中で、やっぱりいろんなきめ細かい対策と。

先ほどの農業政策の中で攻めのそういった採算
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性、経済性あるいはさらには市場性といったも

のの中で捉えて国際協調の中で生き残っていか

なきゃならないという部分はこれ大事です。し

かし、もう一方においては国土保全、環境ある

いは地球温暖化のそしてまた農業の多面的機能

という部分の中におけるコストをもって、そこ

で踏みとどまれるような一つの仕組みというも

のをつくれば、私はまだまだやれるんじゃない

のかなというような認識を持っているところで

ございますので、その認識を示しまして答弁と

いたします。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  次に、農地問題ではよ

く話題になる市内の耕作放棄地の現状と景観を

疎外している放棄地の事例などがあれば、その

状況と農地への復旧状況の取り組みなどについ

てお尋ねをいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この農地の取り組みは

中山間地域におけるこういった農地の多面的機

能、これは本当に繰り返しになりますけど、非

常に大事な大事な私は対応しなければならない、

あるいはきちんとした仕組みにもっていかなき

ゃならない一つの分野ではないのかなというよ

うに思っております。 

 遠野は森林面積が83％という中における典型

的な中山間地域であります。その中山間地域の

中における農用地、これがいうところの生産と

いう、農作物の生産という一つの場としてだけ

ではないと。耕作し続けることによって、国土

保全あるいは洪水の防止や水源の涵養あるいは

土壌の侵食、土石流だとか土砂崩れもあるわけ

ですね。そのような一つのこういった災害防止、

そして大気の浄化あるいは美しい農村景観の保

全といったような役割を持っているわけであり

ます。これをなくしてはなりません。また、こ

れを失ってはなりません。それこそ災害も大規

模化してきているという部分にあってはこれが

一つ大きくあるんじゃないかなと。 

 今の地下水問題なども大きくそれぞれの地域

で出てきております。地下水がどんどん減って

きている。なぜかと、田んぼの水がそれこそな

くなってきているという部分の中にあって、そ

れで地下水もどんどん減少してきているという

ような問題も大きく浮上していくと。これは、

田んぼが田んぼでなくなったという部分も背景

にあるということも聞いているところでござい

ますので、こういった景観あるいは、繰り返し

になりますけども多面的機能という部分を私は

単なる言葉じゃないと、言葉でよく出てくるん

です。 

 もうしょっちゅういろんな国の、いろんな出

てくる資料など見ても、多面的機能、多面的機

能というのはよく使われております。であれば、

単なる言葉じゃないと。では、それをどのよう

に多面的というんであれば、どのようなものを

どのような形でそれをきちんと保全し保護し、

そしてまたそれを守っていくのかという部分の

中における施策ももう少しきめ細かくあってい

いんじゃないのかな。 

 となれば、農水省だけの問題ではないという

ことに当然なるわけであります。やはり国、横

断的な中における組織の問題として、やっぱり

国のありよう、国のありようというのは仕組み

だけじゃないと。都道府県制とか、市町村制度

だとかあるいはいうところの道州制であるとか、

広域連合だって仕組みだけの問題じゃない。や

はりそれをどのような多面的機能のという場合

にあっては国土保全という、本当にもう何にも

変えがたいものとして、どのようにという部分

の中におけるものとして、やっぱり政策として

きちんと位置づけるということも私はそれは国

の政策として、そういう中で続けるということ

が極めて大事な、そのような時期に日本も差し

かかっているのではないのかなというようにも

思っているところでもあります。 

○議長（新田勝見君）  今の前の質問者の質問

でございますけど、農地への復旧状況の取り組

みなどという部分が答弁漏れでございますので、

よろしくお願いします。本田市長。 
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   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  農地の景観を疎外して

いる農地へのあれですか、先ほどの質問では復

旧状況（「それは前の質問に含めてしまったの

で。一緒にしてしまいました」と呼ぶ者あり）

一緒にしてしまった。通告にあったのとちょっ

と、一緒なんですよね。大変失礼いたしました。

ちょっとそれを勘違いしましたので。 

 この農地の復旧状況、いうところの事例の有

無、さらには農地の復旧状況という中で、この

中で農地パトロール、これは農業委員会中心に

毎年度農地パトロールなどを行っております。

いうところの、遊休農地の農地利用状況などを

把握しているということで、これも市も、市の

関係者も同行しながら対応しているということ

で、11地区に分けて調査を行ったと。その対象

地区が31.3ヘクタール、調査の結果、耕作を再

開し開所に至った農地が12.3ヘクタール、再生

利用が可能な農地が11ヘクタール、再生利用が

困難な農地が８ヘクタールという形で把握して

おるということであります。 

 これはやはり農業委員会と連動しながら、こ

のような形でパトロールを行って、そのような

数字として把握してあるということは非常に大

事なことではないかなというようにも思ってい

るところでございまして、ただ国のほうで調査

した国の通知に基づきまして毎年度調査をして

おりますこの耕作放棄地245.9ヘクタールとい

う数字にもなっているわけでありますので、こ

れも非常に大きな数字として捉えられなければ

ならないかというように思っているところであ

ります。 

 景観を疎外している事例といったことにつき

ましては、農地の管理不足により潅木が生い茂

るなど荒廃し、周囲の景観に影響を与えている

例が最近非常に多く見えてきているということ

も必須の実態としてあるんじゃないかと思って

おります。 

 失礼いたしました。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  私の質問のやり方のち

ょっとまずかったと思いますが、２つの質問を

一つにまとめて質問してしまいました。それに、

多面的機能を懇切丁寧に御答弁いただいたこと

に感謝いたします。 

 今、答弁がありましたが、農業委員会のほう

でも一生懸命農業耕作放棄地の解消に向けて一

生懸命取り組んでいるということは把握をして

おります。しかしながら、やっぱり遠野市の景

観に影響が出ないような取り組みといいますか、

そういうことがこれからは必要になってくると

思いますが、永遠の日本のふるさと遠野を標榜

する本市にとって、農地の耕作放棄や荒廃は農

村環境の景観に大きな変化をもたらすとともに、

そのキャッチコピーに影響を及ぼし、形骸化し

てしまう懸念があると思われます。そのような

認識があるかないかについてお尋ねをいたしま

す。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  先ほど申し上げました

数字で申し上げたわけでありますけども、遠野

市もそのような状況にある。永遠の日本のふる

さとというものを標榜しながら、良好な農村景

観といったものの中で遠野のまちづくりを行う

と。そのようなことがちょっとこの答弁の、答

弁の質問とはまた違うかもしれませんけれども、

12月市議会でもって条例化いたしました景観保

護と、それから調和と再生可能エネルギーとの

調和に関する条例という景観資源ですね。こう

いったような、やはり良好な一つの農村環境を

守ろうという部分。再生可能エネルギーという

ものを、もちろんこれも追求していかなきゃな

らない。 

 しかし、一方においてはこの良好な農村関係

で守っていかなきゃならない。そこをうまく調

和できないかと。やっぱり知恵を出し合おうじ

ゃないかという中で、永遠の日本のふるさとを

単なるキャッチフレーズだけで終わらせるわけ

にはいかないという中で、条例化も進めたとい

う背景があるわけでありますから、この考え方
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は農地問題にも同様のものとして位置づけると

いうことで、先ほど答弁申し上げましたとおり、

いうところの多面的機能という部分をきちんと

踏まえてのやはり農業委員会あるいは関係者、

そういった方々と一体となって、やっぱり一つ

は農地は農地としてという部分のこだわりは、

やっぱり持ち続けるということが、一つやっぱ

り愚直に持ち続けるということも一方において

は大事なことではないのかな。 

 ただ、そうはいいながらも高齢後継者なんで、

高齢者だよと、とてもやっていけないよという

部分も一つの現実としてそれを認めていかなき

ゃならない。そこという中で、集約化だとかい

ろんな制度がそんなの出てきているということ

なわけでありますから、そこをうまくかみ合わ

せるという我々自身も知恵が問われているのか

なというように思ったりしているところでござ

いますので、そういった認識でこの問題にも立

ち向かっていきたいというふうに思っていると

ころであります。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  私は、日本の農業の原

点は、小さな一軒一軒の農家であり、集落であ

ると私は思います。これまで厳しい社会情勢の

中で農政にも振り回されながらも、第１次産業

を支えてきたといっても過言ではないと思われ

ますが、これが崩壊することにより、農村の環

境、景観保全が困難になるのではないかという

思いがあります。これについてはこれまでの答

弁で市長がいろいろな見解を申されましたので、

この辺はその質問は割愛いたしますが、次に農

業の振興策や６次産業の取り組みについて、こ

れまでさまざまな議論が交わされてきたところ

でありますが、規模拡大、集団化、６次産業な

どの取り組みも一方では確かに言われているよ

うに必要であります。 

 しかしながら、農業の原点、宝である中小零

細農家を大事に守り維持していくことが遠野ら

しい農村景観の維持保全につながり、永遠の日

本のふるさと遠野を名実ともにアピールするこ

とができると思われます。厳しい財政事情もあ

り、難しい問題ではありますが、集約、拡大、

効率だけを求めているように思われる国の農政

に追随しない遠野という農村空間、田舎の豊か

さ、暖かさを内外に提供していくためにも他と

差別化を図り、本市独自の農家支援策や取り組

みと対策についてお伺いをいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この問題につきまして

は、農村景観の、農村風景あるいは景観の維持

保全につながる。日本の永遠のふるさと遠野と

いったものが非常に進めていかなきゃならない

と。本県、本市独自の支援や仕組みなどについ

ての対策なども、きちんと持ったほうがいいん

じゃないかなというような御趣旨ではなかった

のかなというふうに受けとめたところでありま

す。 

 この部分は、何度も申しましたけども産業政

策としての位置づけ、あるいは一方農村が持っ

ている多面的機能を維持、発揮、図るための取

り組み、先ほど申し上げました地域政策でござ

いますが、これがやはりそれぞれその地域の特

性を生かした中におけるバランスをとっていか

なければならない。 

 繰り返しになりますけども、経済性、成長性

あるいは市場性というだけにおける採算性だけ

の議論ではないということであります。かつて

遠野は、遠野はというよりも日本の農業は結い

という一つの仕組みの中で成り立っておったと

いう、一つの尊いというよりもそれこそ世界に

誇る制度もあったと。 

 だから、開発途上国の方々もこの日本の仕組

みとしての結いといったものにも、あるいは最

近聞いた話でありますけども、消防団組織とい

ったものにも大変な感心を持っているというこ

とでありますね。開発途上国の皆さん。これは

日本のやはり文化なわけであります。これはや

っぱり農業政策にもそのようなものはきちんと

位置づけられるという、いうなればそれぞれ地

域を思い地域に対する熱い思いがあるからこそ、
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その中で採算性もあるいは市場性もあるいは経

済性というのを乗り越えた一つの仕組みという

がそこにあったんだということなわけでありま

すね。やっぱりこれは誇るべき一つの仕組みと

して、こういった今の御質問の趣旨に基づいた

仕組みあるいは取り組みといったようなものの

中に組み込んでいくということも、やっぱり先

人の知恵に学ぶということもあっていいんでは

ないのかなと。 

 こういう時代だからこそ、やっぱり先人の知

恵といったものがその中にあって、それを本市

独自のあるいは制度あるいは仕組み、さらには

もっといえばシステムという中にもっていくと

いう部分も農業政策の中にも見出すことが、見

出さなければならないのかなというような認識

でいるわけでいるわけでありますけど、だった

ら市長どうするんだと。どのような具体的な施

策で出すんだというなれば、まだまだいろいろ

議論しなきゃならないことがあるということも

一つ。 

 それから、またこれは本当に言いわけじみた

答弁になるわけでありますけども、財源をどう

するかというような問題になってくる。ただ思

いだけではものは動きません。思いだけでは、

志だけでは形にできません。やはりその辺をど

のようにもっていくかということが、まさに問

われているのかなというような感じでもいると

ころでございますので、そういう認識で答弁と

いたします。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  産業政策と地域政策を

バランスよくとっていただいて、そして遠野と

しての個性ある農家を保護する政策を打ち出し

ていただきたいと思います。 

 そういうお考えを伺いことができました。山

積する厳しい課題の中で、遠野が遠野らしくあ

るために市政方針演述の中でさまざまな取り組

み触れられていましたが、特にも子育てするな

ら遠野、そして永遠の日本のふるさと遠野のキ

ャッチフレーズが色あせることなく、さらに輝

きが増して現在の市総合計画の最終年度にふさ

わしい政策となるよう期待をするものでありま

す。 

 結びに、この議会対応が最後となり、３月末

をもって市役所を去る御予定の部課長をはじめ

とする当局の皆様に、これまでの遠野市の行政

に多大の御尽力をいただいた長い間の御労苦に

対し、この場をかりて改めて衷心より感謝と御

礼を申し上げる次第です。退職後においてもさ

まざまな面で御活躍をお祈り申し上げますとと

もに、健康に留意され、さらなる遠野市の発展

に御指導賜りますようお願いを申し上げまして、

私の質問を終わります。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午前11時11分 休憩   

────────────────── 

   午前11時21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。２番菊池美也君。 

   〔２番菊池美也君登壇〕 

○２番（菊池美也君）  政和クラブの菊池美也

です。きょうは桃の節句、私の大事なかわいい

姫さまもいつものとおり元気よく小学校に登校

いたしました。そして、きのうも本会議終了後、

帰宅をすると笑顔で迎えてくれました。私の働

く力の源は子どもです。子どもの顔を見ると、

どんなに疲れていても元気になりますし、どん

なに忙しくてももっと頑張ろうという気にさせ

てくれます。遠野の全ての子どもたちの健やか

な成長を願いながら質問を始めます。 

 通告をしている質問は３項目であります。最

初に若者の定住化対策についてです。 

 少子化対策と若者の定住促進策の両輪が相ま

ってこそ、人口減少を食いとめることができる

のではないでしょうか。 

 ２つ目の大項目としては、児童生徒の通学の

安全確保についてであります。 

 スクールバス運転手さんの健康管理、及び子

どもたちに優しい安全な通学路の整備と確保に

ついて伺います。 
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 そして、最後の大項目は観光振興と市街地活

性化における遠野駅のそれぞれの役割について。 

 昨日、先輩議員も質問の前段で触れておりま

す。中心市街地の象徴的存在でもある遠野駅の

建てかえ方針が報道されましたが、観光振興に

おける現在の遠野駅舎の役割と中心市街地活性

化における駅舎の位置づけをどのように捉えて

いるのか。 

 以上の３項目についての見解を一括にて伺い

ます。 

 日本創生会議人口減少問題検討分科会の推計

によると、我が遠野は消滅可能性自治体です。

2010年から2040年までの30年間で最も出産に適

した年代と言われる20から39歳の女性人口が６

割以上も減少してしまうと予想されています。

本田市長は、昨年の12月定例会本会議一般質問

での答弁に際し、また今定例会の市政方針演述

の中でもこの日本創生会議の予測に触れ、言わ

ずもがな何を今さらそんなことは当に承知済み

であるという旨を発言しております。 

 その言葉に興味を抱き、私なりに国勢調査、

岩手県統計年鑑、岩手県人口移動報告年報の各

資料から遠野郷の人口の推移を追いかけてみま

した。市長がお生まれになった昭和22年の数字

については、どうしても見つけることができま

せんでした。翌昭和23年遠野町と綾織、小友、

附馬牛、松崎、土淵、青笹、上郷、宮守、鱒沢、

達曽部の各村の人口の合計が４万3,080人、昭

和20年代は第１次ベビーブームもあってか、10

年間で5,040人もの増加、しかしながら昭和29

年の４万7,843人が遠野郷の人口のピークのよ

うです。 

 昭和の合併を経た30年、遠野市と宮守村の人

口の合計が４万7,110人、ここから東京一極集

中による人口流出が加速していきます。神武景

気、岩戸景気、オリンピック景気に沸いた昭和

30年代の10年間では1,621人減、そして昭和40

年代、日本の総人口が１億人を突破、逆にここ

遠野では10年間で5,875人の減、毎年590人が減

った計算になります。札幌オリンピックの昭和

47年、ついに４万人を切り、バブル景気の真っ

ただ中、平成元年には３万5,188人、本田市政

のスタートの年、平成14年には３万2,679人、

新遠野市誕生の平成17年は３万1,402人、市長

が頻繁に用いる表現の一つ３万市民、残念なが

ら平成21年には３万人を切っております。 

 統計としての最新の数字、平成26年10月１日

現在の遠野市の人口は、２万8,047人、本田市

政12年間でおよそ4,600人もの人口が減ってお

ります。ただし、この4,600という数字には合

併前の３年間の宮守村の減少分も含まれており

ますので、厳密にいえば本田市政という表現に

は合致しないことを御承知おきください。また、

これまで述べてきた人数については、あくまで

も私も手集計でありますので、ずれがあるやも

しれません。 

 昭和30年から今日までの継続的な人口減少傾

向についてどのように分析をされ、今後もこれ

までと同じような施策を取り続けるのか、その

とも新しい手法の施策に取り組んでいくのか伺

います。 

 人口動態には、赤ちゃんが生まれたり、人が

お亡くなりになることによる増減、自然増減と

進学や就職を機に引っ越していったり、よその

地域から引っ越してきたりすることによる増減、

社会増減があります。最も理想的なパターンは

亡くなる人よりも生まれる数が多い自然増で、

かつ入ってくる人が多い転入超過のケースです。 

 少しずつでも遠野出身の若者が戻り、活気の

ある町に戻したい。しかし、仕事がなければ戻

ってこない。働く場がなければ、所得が保証さ

れなければなかなかその土地には定住しません。

若者が定住しないから生まれてくる赤ちゃんが

年々減る。さらにその年々減っている子どもた

ちでさえ、成長とともの遠野を離れてしまう。

次世代もさらに減る。悪循環です。 

 日々の生活が食うや食わずでは、現実的には

結婚や出産は難しい。若い世代の収入を確保し、

希望を持って結婚・出産してもらうためには、

若者にとって魅力的な仕事を遠野に創出できる

かが鍵であり、ではどやって雇用の場を確保す

るのか、これはここ何年もこの議場ではもちろ
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んのこと地域の集会でも、仲間との飲みニケー

ションでも、いつでもどこでも誰もが議論して

きたテーマであり、しかしながら解決のできて

いない課題です。遠野に働き口が少ないのが現

状です。市内に仕事が少ない。仕事を選べる状

況ではないから外に出る若者が多い、それなら

発想を逆転したらどうでしょう。 

 はじめから手に職を持つ若者だけを選んで受

け入れる。市民が来てほしいと思うような、あ

ったらいいなと思うような職種の若者を逆指名

する。そして、移住者に市内で起業してもらう。

田園回帰の風潮が若者を中心に高まっています。

内閣府が昨年６月に実施した世論調査で、農産

漁村への定着願望があると答えたのは全体で31.

6％、その中でも20歳代は最も高く38.7％、自

然豊かで通勤時間も短い田舎暮らしに魅力を抱

いている若者たちへの積極的な働きかけの中に

遠野の転出超過、人口減に歯どめをかける可能

性を秘めているのではないでしょうか。 

 転入してきた若者が小さなビジネスを起こす

起業への遠野独自の支援があれば、若い世代の

移住者を遠野に呼び込めることができ、遠野に

子どもがふえ、地域を維持する道筋が見えてく

るのではないかと考えます。人口の自然減と社

会減にブレーキをかけなければなりません。 

 子育て支援について遠野は十分ではありませ

んが、確かに先進な部分もあります。でも、子

どもが生まれてこなければ、合計特殊出生率の

数値目標を今の社会状況ならば人口を維持でき

ると教科書的に言われている2.08に設定したと

しても、そもそもの赤ちゃんを産む世代の女性

がいなければ、同時に同年代の男性が遠野に定

住していなければ、結婚するしない、産む産ま

ないは個人の自由にかかわる部分であり、偏見

や押しつけにつながらないための配慮の必要性

はいうまでもありませんが、自然増少子化対策

と社会増若者の定住化対策の両輪が相まってこ

そ、遠野の人口減少にブレーキがかかるのでは

ないでしょうか。市長の考えを伺います。 

 次の、質問に移ります。 

 昨年の暮れの12月22日の早朝に、痛ましい残

念な事案が発生しております。スクールバス運

転手さんの意識が停車中に弱まり、その場に居

合わせた生徒と保護者の懸命の蘇生措置にもか

かわらず、生徒たちにも大変慕われていたその

運転手さんは残念ながらお亡くなりなりました。

御冥福をお祈りし、御遺族の皆様にはお悔やみ

を申し上げます。 

 ことしに入り、１月15日付で藤澤教育長名に

よるＡ４サイズの用紙１枚のお知らせが、児童

生徒の手を介し市内小中学校の全保護者各位に

配布されました。表題がスクールバス運転手の

死亡事案についてであります。死亡事案、そし

てその文書は、「新年明けましておめでとうご

ざいます」で始まります。御遺族の悲しみ、心

に傷を負った生徒、関係各位の悔しさも思えば、

なぜこのような表現を用いたのでしょうか。ど

うして、時節柄だから、違いますよね、配慮が

なかった。心遣いが足りない。誠意を全く感じ

ることができない文面であります。 

 そもそもなぜ公表にこんなにも時間を要して

しまったのか。冬休み期間に入ったからという

理由からかもしれませんが、方法と機会はあっ

たはずです。せめて休み中も部活動等でスクー

ルバスを利用している各中学校の生徒、保護者

には直ちに知らしめるべきではなかったのでし

ょうか。うわさも飛び交いました。バスを利用

する生徒とその御父兄は何日も大きな不安と募

らせていたのだと思います。 

 運転手の健康管理について、市としてはどの

ように携わっておりましたか。また、当番運転

手の体調が芳しくないときなど、交代が必要な

際の対策については。そして、この事案後、緊

急の運行業者会議開催されたようですが、その

会議によって何がどう改善されたのでしょうか。

市は、委託業者にどのような指示・指導を施し

たのでしょうか。父兄を安心させてください。

協議内容の説明を求めます。 

 あと一月もすれば入学式、新学期が始まりま

す。夢と希望がいっぱいに詰まっている真新し

いかかとにつきそうな大きなランドセルを背負

った新１年生も通学路を歩き始めます。しかし、
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アスファルトのつぎはぎを繰り返したその通学

路は、ぼろぼろと崩れ、大きな穴が開いている

箇所もあります。か細い足首をくじいてしまわ

ないか心配です。道はゆがみ、雨が降ると水た

まりが進路をふさぎます。道路の両側の白線、

車道外側線の外側、いわゆる路側帯が数十セン

チも満たないようなところもあります。 

 子どもたちは、交通安全講習などで習います。

歩くときも、自転車に乗るときも、この白線か

ら車道側にはみ出さないようにと。さらにその

狭い路側帯のすぐ脇は、ふたのない側溝、水路

に落ちてしまった児童もいます。見通しの悪い

十字路、部活動が終わると外は真っ暗、防犯灯

のない道を一人帰宅する女子生徒もいます。自

転車と一緒に田んぼに転げ落ちた生徒を引き上

げたこともあります。ガードレールが設置され

ていない崖、段差のせいで自転車のタイヤがパ

ンクし遅刻してしまった生徒も一人ではないは

ずです。 

 毎日の通学に際し、本当に子どもたちの安全

が確保されているとお考えですか。大きな声で

胸を張って子どもたちに言えますか。子育てす

るなら遠野っていうフレーズのもと、遠野市は

官民一体となって君たちのことを本当に何より

も一番に考え、大事に大切に思っているよと。

子どもたちは学ぶために、友達と遊ぶために、

社会性を身につけるために、心身を育むために

危険にさらされながらも大好きな学校に通って

います。 

 遠野市わらすっこ条例第２章第４条の１には

「命が守られ、安全な環境で安心して生きるこ

と」とわらすっこたちの権利が約束されていま

す。わらすっこの安全な通学環境の確保は大人

全体の責務です。当然ながら、事故が起きては

じめてその現場の危険除去に取り組むのでは遅

いのです。安全な通学路は、つえをついた足元

が心配なおじいさん、おばあさんにとっても歩

きやすい道であり、ベビーカーを押した若いマ

マにとっても安心な道であり、弱者にとっても

優しい道です。 

 病気になっても火事が起きても緊急車両も入

れないような幅の狭い道、歩きづらい、そして

入り組んだ生活道路が市内各所にあります。子

どもたちに優しい道路、しいては市民全体にと

って安心安全な道路づくり、そしてその維持管

理をより一層進めるべきだと考えます。 

 市内の全ての道路を舗装してほしいとは申し

ません。市内の全ての道路に歩道をつけてほし

いとも言いません。市内の全ての道路を幅広く

直線的にしてほしいとも言いません。ただ、子

どもたちを守るためにも、地域が要望している

道路整備について現状よりも深堀した対応を求

めるところですが、市長の所見を伺います。 

 最後の質問に入ります。 

 市長は、観光における遠野の特徴、個性はど

こに、また何にあるとお考えですか。逆を言え

ば、何を求めて旅行者は遠野を選び時間をかけ

てまで訪れるとお考えですか。遠野物語、民話

のふるさと、永遠の日本のふるさと、千葉家、

ふるさと村や伝承園をはじめとした観光施設、

各集落で綿々と継承されてきた多種多様な郷土

芸能、豊かな自然、何もない不便さを楽しみに

どぶろく、農業体験、かっぱ、人情味溢れる遠

野市民との触れ合い、観光客の皆様が普段住ん

でいる地域、日常の生活では見たり触れたり感

じたりできないような異文化、異風景を体験す

るために、遠野を選びわざわざ訪れているのだ

と思います。 

 遠野駅周辺の景観と相まった、ほかには余り

例のない欧州様式を取り入れた硬質コンクリー

トブロックづくり２階建ての、歴史的な建造物

ともいえる駅舎のたたずまいも遠野観光の中心

的な存在であります。中心市街地の象徴的存在

でもある遠野駅の建てかえ方針が報道されまし

た。 

 老朽化のため、軽微な損壊が目立つようにな

り、災害に備え、乗客の安全を確保するために

建てかえるというのがＪＲ東日本の駅舎解体の

理由のようです。 

 現駅舎を解体し、現在の３分の１程度の規模

の新駅舎に建てかえるという計画のようであり

ますが、市長はこのことについてどのようにお



－ 103 － 

考えですか。私は、可能な限り建物を保存する

方向で検討し進めていただきたいと考えており

ます。 

 昭和25年に建てられた駅舎は、ヨーロッパの

建築様式を取り入れ、石積みを思わせる重厚な

趣のある駅舎として東北の駅百選にも選定され

た貴重な建物です。アニメ映画に登場したこと

もあります。65年もの積み重ねはいかようにも

変えがたい。壊してしまえば一時でなくなり、

二度と取り戻すことのできない貴重な、そして

他地域には見られない特色ある遠野の財産です。

古ぼかした風の建物で映画セットのようなもの

では魅力が損なわれます。いいのでしょうか。 

 「本田敏秋」と市長の名前をネット検索しま

すと、プロフィール等の紹介で次のような表現

があります。「地域再生に情熱を傾け、いたず

らに都会化を追求するのではなく、田舎のよさ

を引き出すことを念頭においた施策を展開、ア

イデアマンとしての評価も高い」その市長に伺

います。年間7,000人もの宿泊客を集めるフォ

ルクローロ遠野も間もなく営業を終えてしまい

ます。 

 さらに、駅舎が解体されてしまえば、観光振

興に力を注いでいる遠野にとって二重の打撃と

なります。復興の願いをもって走らせることに

なったＳＬ銀河の停車場としてもふさわしい風

合いをかもし出す、この歴史ある駅舎を何とか

絞り、工夫を凝らして後世に残すべき、守りぬ

くべきであると考えます。 

 ＪＲの広報室長は、工事時期や整備方針は自

治体と十分議論した上で決めたいとも説明して

おります。災害への備えは必須ですが、その中

でも外観を維持したリノベーションをし、空き

スペースは若者が自由に使える場所として利活

用するとか、馬産地等の馬を係留するとか、産

婦人科病院にするとか、ホップ和紙体験工房を

整備するとか。 

 遠野駅舎の未来を考える会が２月の９日に発

足しておりますが、市民の皆様や在京遠野出身

者のお考えを反映させるのはもちろんのこと、

ぜひ観光客からの御意見も幅広く組み入れられ

る手法をとっていただきたいところです。壊す

のではなく、生かす方向の遠野駅舎整備を求め

ますが、観光振興における現在の遠野駅舎の役

割と中心市街地活性化における遠野駅舎の位置

づけをどのように捉えているのか、市長の見解

を伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  菊池美也議員の一般質

問にお答えいたします。 

 それぞれ若者定住対策、人口減少問題からは

じまり、それの定住人口の確保の問題、さらに

は児童生徒の安心安全、観光振興、市街地活性

化における駅舎問題とそれぞれ各分野にわたっ

ての御質問と承りました。 

 御質問をお聞きしながら、２月27日の27年度

の所信表明の中でそれぞれ私の考えは述べさせ

ていただいております。それぞれの市政に対す

る取り組み、27年度における重点項目、そこで

何をどのように行うのかということにつきまし

ても、それぞれ210億8,000万という予算の中に

それぞれ盛り込みましたという中における私の

考えと、そしてまた位置づけについて既に申し

上げている項目と大分ダブるところがあるなと

いうように承知いたしましたので、それを踏ま

えてまたこの一般質問でありますから、それを

具体的な形でお答えをするということになろう

かというように思っておりますけども、基本的

には27日の、３月定例市議会の冒頭の所信表明

の中で申し上げているということを前提にして

いただければというように思っているところで

あります。 

 さて、この人口減少の分析等につきましてい

ろいろ数字を上げられておりました。先般、遠

野緑峰高校の生徒さん方、全校生徒さんを前に

いたしまして、ちょっと市長の話をということ

で出かけました。先ほどの質問の中で、「市長

が生まれたときのときの人口は」ということの

中でありました。昭和22年、1947年であります。

緑峰高校の生徒さん方に、私の生まれた出身地

の綾織中学校、100人おりましたという話をい
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たしました。２クラスでありましたと。１クラ

スは50人でありましたという話をしました。そ

の生徒さん方から感想文が届きました。びっく

りしたと。100人いたんですかという話が、考

えてみればもう68年前、かれこれ70年前という

ことになれば、これまたびっくり、今の生徒さ

ん方はびっくりするだろうなというのも当たり

前だったわけであります。 

 そして、子どもさんたちは、生徒さんたちは

そのような時代もあったんだということを踏ま

えながら、懸命に小規模校という中にあっても

あのような大きな成果を出し、全国でも評価さ

れるような成果も上げているという一つのこと

を考えれば、この人口減少問題といったものは

ただし方がないと受けとめるんじゃないで、そ

の数字は今申し上げましたとおり、そのとおり

であります。本田市政になってから４千数百名

減ったじゃないかと言われました。そのとおり

であります。そのとおり認めます。 

 しかし、この部分は遠野市だけの問題ではな

いんです。日本全体の問題なんです。そこのと

ころをよく捉えなければ間違うと思います。も

ちろん、遠野市として懸命な努力はします。そ

のとおり全国に発信するような子どもさんたち

の、生徒たちのパワーがあるわけであります。 

 そして、公立高校２年連続24回目も全国大会

に出るなんて、公立高校みんなびっくりしてお

ります。今はそれぞれ英才教育の中で、小学校

からＪリーガーのそれこそスポーツ少年団の中

で、もう世界を目指して頑張って、その中で我

が遠野の公立高校遠野高校は24回目もまさに全

国を相手にして堂々と戦っているという姿、や

っぱりそのようなことを考えれば、数字だけの

人口ではないんだと。やはり、市民力としての

一つの人口といったようなものを考えていかな

きゃならいんだということを、我々は忘れては

ならないんではないかなというように思ってお

ります。 

 人口減少、これは構造的な問題であります。

今御質問がありましたとおり、そのとおり子ど

もを産み育てる20歳から39歳までの女性の減少、

そういったようなもの確かにそのとおりであり

ます。どう戻せばいいのか。 

 この間、宮守町の地域づくり推進委員会、推

進協議会がありました。宮守西中学校の子ども

さんたちのレポートがありました。本当に考え

させられるというか、考えさせられるような非

常に丁寧な分析の数字でありました。そして、

その中にあっては住みたいと。しかし、ふるさ

とに住みたいと。だけども、職場がないといっ

たようなものが、あるいはショッピングするよ

うなお店も少ないといったようなことが率直に

述べられておりました。 

 したがって、その用途の面では働く場所がな

い、あるいはそういったショッピングするよう

な、あるいは楽しめるような場所がない、これ

は我々の努力で何とかしなきゃなりません。そ

ういった子どもたちの期待には応えていくよう

な、そのようなまちづくりはしなければなりま

せん。そのとおりであります。 

 しかし、もう一方においては人口の減少の数

字を並べて、これは私この間もあるところで本

当に議論になったんですけども、消滅市町村だ

と。消滅市町村だと、これを言われたんじゃた

まったものじゃありません。あなたの市は、町

は消えるんですよと言われたんじゃたまったも

のじゃありません。だから我々はそれがどうし

たと、そのことは十分わかっているんだと、だ

からこうして懸命に頑張っているんだという中

で、はね返すという、立ち向かうという、その

気概が大事なんだということを我々は忘れては

ならないんじゃないかなと思います。 

 そうすれば、間違いなくこの人口減少という

遠野なりの一つの取り組みといったものが一つ

一つ積み重なって、その現象の幅を、現象の

カーブを少しでも緩くするというような取り組

みを、今我々は行っていかなければならいない

かというように思っております。 

 かなり菊池議員の中で数字を挙げての、人口

減少の話をいろいろ数字挙げて述べられており

ました。それは、なるほどなるほどと思ってお

聞きいたしました。ちなみに、この遠野市の27
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年１月末現在、最新の数字であります住民基本

台帳、この数字によりますと２万9,040人、３

万市民って遠野市は言っているんじゃないか、

しかし実際は２万9,000じゃないかと。でも、

これは物は言いようなわけであります。２万9,

000を３万人代という中で捉えてもいい、ただ

３万人市民という中における一つの希望を持と

うと。２万9,000に減った、もう減った減った

といってうなだれるよりは、３万だ、みんなで

頑張ろうと、これ維持しようという中における

気概、あるいはそういった朝鮮の気持ちといっ

たようなものは、私は大事だと。だから、３万

市民という言葉をあえて使っておると。これは、

間違った言葉ではないというように思っており

ます。 

 ２万9,040人という数字が正確であるかもし

れません。しかし、それをもって３万市民、み

んなで頑張ろうというような、そのようなやっ

ぱりメッセージを市民の皆様に示すということ

も、私の一つの務めではないかなというように

思うわけであります。２万9,040人であります。 

 そして、これは直近の国勢調査、平成22年10

月１日国勢調査が行われているわけであります

けども、２万9,331人という数字でありますか

ら、ことしの10月１日行われる国勢調査、もっ

と厳しい数字が出るというように、ある意味で

は覚悟しております。覚悟しています。これを

びくびくして見るわけにはいかないと。これは

一つの現実としてきちんと勅旨をするというこ

とも私は大事な、私の立場とすれば大事なこと

ではないかなと思っております。 

 したがって、その直視をしながらとなれば、

この10月１日の、ことしの10月１日の数字、こ

れは確定するのが物すごい時間がかかるわけで

ありますけども、多分２万9,000を割った数字

として出てくるのかなということは、先ほどの

菊池議員の質問の中にもありましたとおり予想

される、ある程度覚悟しなければならないかな

というように思っております。 

 いろいろ数字が質問の中に述べられておりま

してので、これを繰り返すような答弁は避けさ

せていただきますけども、30年代の４万7,110

人という数字からすると。この半世紀、この55

年間で４割の人口が減ったという数字になって

おります。これはいろんな要因があるわけであ

ります。要因があるわけでありますので、そう

いったことについて改めてまた、やりとりする

機会があろうかというふうに思って、議論する

機会があろうかと思っておりますけども、その

ような中で人口が減っているという一つの実態

であります。 

 それから、こうしてこの中におきましてまた

一方において、だったらば新遠野市になってと。

私も市政を預かりまして14年というときを過ご

してまいりました。過ごしてまいりましたとう

か、懸命に努力をしてきたつもりでありますけ

ども、いかんせんこの中における歯どめという

中における目に見える効果は出すことができな

かった。これを、どう捉えるかということはい

ろいろ議論はあるかと思っております。 

 先般、花巻市長のほうに懇談いたしましたら

ば、花巻市はもう本当にこれまた人口、もとも

と10万人を超える人口でありますから、花巻も

北上も奥州市も一関市も大変な４桁で数字が減

っているわけであります。これはやはり、それ

こそ遠野だけの問題ではないとことになるわけ

であります。 

 この数字をどう捉えるかとなれば、平成17年

から22年までの５年間、新遠野市がスタートい

たしました。７％の約2,000人人口が減ってお

るということであります。したがって、次のこ

としの国勢調査ではまたこの部分がという部分

は先ほど申し上げたことの繰り返しになります

けども、また減るかなというように思っている

ところでもあります。 

 15歳未満の年少人口が17年から22年までの５

年間で約500人、生産年齢人口と言われる15歳

から65歳までは1,500人減少という、そのよう

な中で推移をしているという一つの数字を抑え

ているところでもあります。こういった一つの

自然減、あるいはそれに伴う一つの社会減、こ

の社会減と自然減、それをどのようにという部
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分においてはやっぱり自然減は一つの、あるい

は社会減といって本当にそれこそ知恵と工夫で

どのような歯どめ策を講じるかということが大

きな、我々に問われている大きな課題ではない

かなと思っておりまして、きのうの質問とちょ

っとダブりますけども、この若者の起業化と支

援策といった部分についてのお答えもありまし

た。 

 これは全くそのとおりで大事なことでありま

して、交流から定住へという一つの取り組みを

進めていかなければならないということでこの

９年間、61世帯121人の方が遠野に移住をした

という数字を持っておりまして、そのうち20代

から30代の比較的若い世代が24世帯、約４割を

占めておったと。これは貴重な数字だというふ

うに私は捉えております。この部分をよりふや

すというような中における取り組みであれば、

やっぱりまちづくりそのものに魅力のあるよう

な、そのようなまちづくりをしていかなきゃな

らない。 

 そういったことによって、定住とあるいは移

住といったようなものが出てくる。だから、体

験移住といったような仕組みも持って、きちん

と持っていこうというのがきのうの答弁、質問

でのやりとりの中でその辺の仕組みについて私

も申し上げたところであります。 

 若い方々があれするという意味におきまして

は、遠野ふるさと再生基金、元気ファンドとい

ったのを遠野商工会との連動の中から、地域ビ

ジネス支援システムとして県内に先駆けて企業

化の支援制度なども構築したという。言うなれ

ば、取り組みも行っているところでもあります。

これも、この事業期間が満了となりますけども、

この支援内容を拡充し、今年度から新たに商工

業チャレンジ応援事業として、遠野市独自の企

業化支援策を実施するということで、今般の予

算の中にも提案をさせていただいているという

ことを改めて申し上げたいというように思って

おります。 

 また、商工だけじゃないと。農業においても

という中で、青年就農給付金制度やアストパ

ワーアップ事業なども改めて組み立て直しなが

ら、このようなものも行っているということで

ございますので、その点につきましてもこの後

開催される委員会審査におきまして、それこそ

掘り下げていただければということを答弁の中

ではございますけども、お願いを申し上げたい

というように思っております。 

 それから、繰り返しになりますけども、自然

増と社会増の両輪の対策と、これは本当に大事

取り組みの一つではないかなと思っておりまし

て、子育てするならば遠野というものを立ち上

げて、予算の面でもいろいろ子育て環境の整備

にも取り組んできたと。 

 先ほど、瀧本議員の中においても１年間いろ

いろやってきたと。しかし、その前にさまざま

なことを仕掛けて、平成19年、20年ごろから20

07年、８年ごろからそういったようないろいろ

仕掛けてやってきたという経過があるわけであ

りますから、それを検証し、それはやっぱり形

にもっていくということも、この自然増、子育

ていう部分に対する一つのアプローチの仕方と

しては、大事な大事な取り組みではないのかな

というように思っております。 

 今後の少子化対策、子育て支援といったもの

について、もう言葉だけではない。だから、こ

の１年間、対策推進本部を立ち上げてやってき

たということは決して、今までの経緯がある。

その経緯のあった課題を、あるいはそれをやら

なきゃならない事項をいかに具体化していくか

という作業にも、既にもう入らなければならな

いという部分で、可能な限り平成27年度の当初

予算の中にもそれを盛り込ませていただいたと。

十分でありません。まだまだやらなきゃならな

いことがたくさんあります。しかし、それを取

捨選択しながら限られた財源の中でやりくりを

しなきゃならない。 

 子育てという部分にあっては、特にも保育所

の一元化の問題なども大きな課題であります。

これもやはり一つの仕組みとして、きちんとし

た仕組みにもっていかなきゃなりません。合併

してもう既に10年になるわけでありますから、



－ 107 － 

新たなステージにもっていかなきゃならないと

いうことで、先般総合計画審議会のほうに、こ

れ余り例のないことなわけでありますけども、

子育て環境をどのように整えていけばいいのか

と。特に保育行政の一元化などもこれ大きな、

市の行政としては大きな課題でありますから、

しがらみのないという部分があるいはそういっ

たこだわりのないという部分にあっては総合計

画審議会に市長が諮問できると、調査をお願い

することもできるということになっております

ので、その条項を利用いたしまして総合計画審

議会に、この一元化問題についても諮問をして

いるところでございますので、４月早々には答

申をいただけるじゃないのかなと。 

 そうすれば、その27年度中に環境を整えて、

28年の４月からはもっときちんとした子育て環

境というのを、その中で整えることができるん

ではないのかなと。また、整えなければならな

いというような強い意志のもとに、そのような

総合計画審議会に審議をお願いしたということ

も一つの背景にあるということであります。 

 それから、区画整理事業等も踏まえまして、

材木町や稲荷下などにも子育て支援住宅の整備

なども可能な限り財源をやりくりしながら行っ

てきたということでもありますし、12月議会で

もあったわけでありますけども、産婦人科医の

問題などもこれも諦めておりません。懸命に今

努力をしているという中で、しかし結果して出

てこないではないかという部分にあっては、や

はり御質問の指摘のあったようにそのような指

摘もまたこれもやむを得ないかなというようも

思っていることでございますけども、やむを得

ないって諦めているわけではないと。やっぱり

愚直にそれこそしつこくこの問題にも対応して

いかなきゃならない。いずれ、一つの結果なり

成果を見出すことができるんじゃないのかなと

いうようにも、希望を持ってこの問題にも取り

組んでいかなきゃならない。 

 それから、社会減の問題については仕事の問

題が非常に重要だというように思っております。

そして、この仕事の問題という中にございまし

て、昨年９月にきのうの答弁でも申し上げまし

たけども、遠野東工業団地９ヘクタール、それ

を取得という案件を９月定例市議会に出しまし

た。 

 これは、交通インフラが加速的に整備、きょ

うの夕べのニュースでワールドカップ釜石会場

が一つ決まったということになれば、この高速

インフラ整備もそれこそ加速度的にやっぱり進

むということが、これもまた確実になったわけ

でありますから、そういった場合における遠野

の一つの役割という部分にあっては、雇用の場

と、この高速インフラ整備と相まって雇用の場

をどうするかという中で、大きな決断の中で東

工業団地を造成をするという決断をしたと。こ

の３月定例市議会に主要の予算を計上してある

ということであります。 

 しかし、これはただ計上しっぱなしでないと。

やはり真剣勝負の中で、企業と向かい合いなが

ら何とか遠野に雇用の場をという中におけるも

のとして必死になって今、企業と向き合ってい

るということになっているわけでございますの

で、そういった中におきましては、この審査の

中にあるいは３月定例議会中の中で可能なのか、

あるいはちょっとそこは間に合わないのか、非

常に微妙なところで今交渉しているわけであり

ますけども、いずれは雇用の場と仕事というも

のを、その中でただ造成すればいいんじゃなく

して、何とか雇用の場としての拠点をそれまで

に確保したいという中で、今懸命に努力をして

いるということを申し上げて、この仕事という

ものに対する、雇用というもの、若者定住とい

うものに対する一つの答弁とさせていただけれ

ばと思っております。 

 もちろんそれだけではありません。広域連携

の中で取り組んでいかなきゃいけません。花巻、

北上あるいはこの周辺の市町村とどう連携をと

りながら、いうところの仕事というものをどこ

に見出していいかというようなところも、やっ

ぱり考えていかなければならないかと思ってお

ります。 

 先ほどちょっと触れましたけども、ふるさと
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は好きだけれども、職場があればというような

中における遠野西中学校の生徒さん方のアン

ケート結果が、そういった言葉で表現されてお

ったと。これは、重い言葉だと思います。子ど

もさんたちの希望する仕事がない。ふるさとは

好きだけれども職場があればというような声が

あったと。これは、真摯に受けとめて子どもた

ちのこういった意思と申しますか、考えに、考

えというより意向に沿えるようなまちづくりと

いったものに、全力を挙げて取り組んでまいり

たいというように思って、質問を聞きながら改

めてその覚悟をしたということを申し上げてお

きたいというように思っております。 

 それから、児童生徒の通学の安全確保につい

てという一つの、やっぱりこれも大事な取り組

みであります。子どもたちに優しい道路、これ

は市民にとっても安全安心な道路づくりという

ことにつながるわけであります。 

 これにつきましては、質問の中にもいろいろ

触れてありました。さまざまな御質問を数字を

上げて御答弁という中で申し上げればよろしい

わけでありますけども、その後、委員会審査も

ありますので、そういった中で掘り下げていた

だくということにいたしまして、やはりこの問

題も本当に子どもさんに優しいということはお

年よりも優しいということなわけでありますね。 

 やっぱりそのような一つのコンセプトの中か

ら、生活に身近な道づくり事業といったような

もの。でこぼこしてパンクで遅刻をしたという

ような事例があるぞと、市長知っているかとい

うような、そのような御質問の中に触れられて

あったわけでありますけども、十分承知もいた

しております。 

 ただ、なかなか限られた財源といえば、これ

言いわけみたいになってしまいますから、しか

しその中でメリハリをつけて、だから生活に身

近な道づくり事業なわけであります。そういっ

た中で限られた財源をその中で見出しながら、

少しでも安心安全といったものに近づく、やっ

ぱりそういった時には通学路あるいは通院、お

年寄りの方々が通院しているようなバス、ある

いはこの除雪、除排雪の問題なんかもそうなわ

けでありますけども、そういったことを常に意

識しながら、それからまた市民の皆様から寄せ

られるさまざまな要望箇所なども丁寧にフォ

ローしながら、こういった道路の安心安全とい

ったような問題にも、さらなる意を用いて取り

組んでいかなければならないかという一つの─

─を思ったところでございますので、そういっ

た点で一つ御了承いただければというように思

っております。 

 それから、３つ目の観光振興あるいは市街地

活性化における駅舎の役割という問題がありま

した。これも本当にその御質問にあったとおり

であります。私も認識、同じであります。した

がって、この駅舎問題、先般23日の日に考える

会の会長さん、副会長さんともども、私と議長

も同席いたしまして、ＪＲ東日本に出向いてま

いりました。市民の総意が、そしてまた多くの

関係者の方々がやはりあれを単なる解体という

ことじゃなくして利活用も含め、あるいはさら

なる保存といった選択肢も含め、やはり遠野の

まちづくりの象徴的なものなんだと。 

 私のホームページを見て、市長の一つのアプ

ローチというか、発信している内容は承知して

いるんだけども、具体的にどうするんだという

ような中における御質問であったというに受け

とめたわけでありますけども、やはりＪＲとい

う大企業、これも先ほどの農業の問題で採算性、

それから市場原理、さらにはいうところの費用

対効果の含めて経済性といったことを考えれば、

ＪＲとすれば駅舎に４人しかいないわけであり

ますから、どう考えたって費用対効果の面から

見てもあの駅舎はもう必要ないという議論には

なると思います。ＪＲのほうの判断とすればで

す。 

 しかし今、そうじゃないんです。まち・ひ

と・しごとのコンセプトもそれぞれの関係者が

ということは、官だけじゃない、その中に民も

入るんだと。そしてその中には学も入るんだ。

学の知恵ももらうんだと。その中には金も入る

んだ。何だ。金融機関だ。それに企業も入るん
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だというような中において総合として、その魅

力のある地域をつくれというのが、この人口減

少に立ち向かう一つの地方創生法の法の理念な

わけであります。 

 そうしますと、ＪＲも遠野のまちづくりに協

力するというコストも、その中に当然考えても

らえるという部分は私はあると。また、そう持

っていかなければならないという強い意志でＪ

Ｒと向き合いたいと思っております。 

 東京駅に、大変な巨費が投じられているわけ

であります。そして、みんな東京一極集中の中

におけるネットワークが日本列島の中に構築さ

れているわけであります。採算性です。どんど

んどんどんその中で、いうなればＪＲ東日本も

黒字会社なわけであります。黒字会社だと。だ

から、国は補助金、交付金は一切出しませんと

いうことになっているわけであります。 

 そのような仕組みの中で、ＪＲは採算性とい

うことになってしまうと、我々地方は一体どう

なるんですか。魅力がそこでまたなくなるわけ

であります。菊池議員がおっしゃっておりまし

た魅力のあるまち、だから観光客も交流人口も

ふやすことができるんじゃないだろうかと。だ

から、そのような強い意志の中で、この駅舎問

題にも向かっていきたいというように思ってい

るところでございますので、何とぞこの考える

会に御賛同いただき、またそれに伴う一つのパ

ワーとしてＪＲ側と向き合ってまいりたいと。 

 市長一人で、だから議長にも相談して市議会

の皆さんにも協力していただけないかというこ

とで、要望書の趣意書は考える会と遠野市と遠

野市議会という三者が名を連ね、考える会には

なんと50以上の団体が名を連ねているんです。

また、我々も参画したいと。我々もその考える

会に入れてくれないかという声が随分寄せられ

ていると。私は最終的に100近い団体が名を連

ねるんじゃないかなというように思っていると

ころでございます。今間違いなく、これはパ

ワーになります。力になります。そういう力を

背景にＪＲ側と、それは力というのは権力じゃ

ありません。まさに市民力であります。そして、

一緒になって魅力のあるまちづくりを行うとい

う象徴的なものが遠野駅舎なんだという位置づ

けをする。 

 そしてまた一方においては、考える会の中で

も出てきましたけども、一方においては鉄道網

を利用しようということもみんなで考えようと

いう意見も出ました。私は、これまた貴重な意

見だというように思っております。したがって、

そのような中におけるものを誠意を見せながら、

この駅舎問題にも対応していきたいというよう

に考えておりますので、ぜひ御理解をいただき、

その考える会のメンバーあるいは議会と議員の

一人としてこの問題にも、ぜひ全面的な御協力

と御支援をいただければと、答弁ではあります

けども、そのことをお願いいたしましてこの駅

舎問題に対する私の基本的なスタンスを再度申

し上げまして、それぞれいただいた質問に対す

る答弁とさせていただければ思っております。 

 最後に、もう一度繰り返しなるけど、御質問

を聞いていて本当に私も改めてこの数字の重さ

というものを受けとめた。しかし一方において

は単なる数字だけではない。やっぱり質として

の人口といったようなものを考えなければ、今

大きな数字、大きなパワーになる。したがって、

３万という一つのくくりの中から、それをみん

なで力を合わせて立ち向かっていくという姿を、

私は内外に発信すれば交流人口もあるいは定住

人口も、交流人口が定住人口につながり、そし

てまた遠野で子どもを産み育て結婚して産み育

てるかというような子育てといった中における

人口減少といった問題にも立ち向かう一つの結

果を、我々は手にすることができるんではない

のかなというようなところの中における挑戦を、

これからも、それこそひたすらに取り組んでま

いりたいというように決意をいたしているとこ

ろでございますので、最後にその決意を申し上

げまして答弁のほうとさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  午後１時まで休憩いた

します。 

   午後０時13分 休憩   

────────────────── 
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   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。 

 藤澤教育長。 

   〔教育長藤澤俊明君登壇〕 

○教育長（藤澤俊明君）  菊池美也議員の一般

質問にお答えをいたします。 

 はじめに、昨年12月の22日、スクールバスの

運転手として勤務中に亡くなれました運転手さ

んに、心より御冥福をお祈り申し上げます。ま

た１月の15日、保護者に事案の報告をいたしま

たが、冒頭部分の表現が不適切であり、また配

慮が足りなかったことについても深くおわび申

し上げます。 

 さて、運転手の健康管理につきましては、遠

野市通学バス運行管理規定によりバス運行業務

を受託している業者において、健康管理に配慮

すること等安全運転の確保のために必要な措置

をとらなければならないことになっております。

また、当日運転手の体調が悪いときは、各業者

において常にかわりの運転手が待機し対応する

ことにしております。 

 運行業者会議においては、事故の報告と今後

の対応について緊急に協議をいたしました。健

康安全の実施状況の確認や毎朝の会社への連絡、

体調報告の徹底、また体調管理のチェック資料

を配布し、児童生徒の安全を第一に考え、運転

に無理をさせないことなどを指導しております。

また、冬の期間の安全運行については、余裕を

持って運転するよう通知をいたしております。 

 議員おっしゃるとおり、大勢の児童生徒の命

を預かっております。普段の健康管理と安全運

行にこれまで以上に気を使い業務にあたるよう

徹底してまいりたいと思っております。 

○議長（新田勝見君）  ２番菊池美也君。 

   〔２番菊池美也君登壇〕 

○２番（菊池美也君）  午前中、市長から答弁

をいただきました。いつもより語気を強めた感

じの答弁をいただきましたが、僕も同じような

考えであって安心しました。増田レポートには

私も抗いたいんです。人口減少が減り続け、地

方が消滅しまうことがさも規定路線であるかの

ように語られていることに危惧を抱いておりま

す。決して消滅して、「むがすあったずもな」

にはならないように、自分たちの遠野は自分た

ちの力で生き残らせる。 

 ただ、市長、よそが減っているからしようが

ない。そこは少し考えていただきたいと思いま

す。切ない形で仕方がなく次世代に渡すのでは

なく、余裕をもったバトンタッチをしてあげた

い。にっちもさっちもいかなくなってから渡さ

れては、子どもたち孫たちがかわいそうです。

活気ある未来の遠野の実現を求めて質問を終わ

ります。 

○議長（新田勝見君）  引き続き、一般質問を

行います。 

 15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  政和クラブ所属の浅沼

幸雄でございます。通告に従いまして一般質問

を行います。私からは高齢者の生きがいづくり

についてと題しまして、一問一答方式により順

次質問してまいります。 

 質問に入る前に、高齢者の定義について者官

触れてみたいと思います。広辞林を引きますと、

高齢という項目で年齢の高いこと、年寄りとし

か説明されておりません。 

 具体的な数字は一切出てきません。そこで、

自分なりに考えてみました。一般的な職場での

定年は60歳、最近よく話題に上る高齢化率を算

出する場合は65歳以上、医療現場でいう後期高

齢者は75歳以上、また雇用の現場では55歳以上

を高年齢者というように、その都度都度の都合

により数字が動きます。裏を返せば、何歳から

高齢者だという明確な定義はないものと判断い

たしました。よって、今回の一般質問では数字

的な年齢にはこだわらないで質問してまいりま

すので、御了承願いたいと思います。 

 それでは、質問に入ります。 

 当市におきましても、他の自治体と同じく

年々高齢化率が高くなっていく中、高齢者の

方々の生きがいづくりは、子育て支援や若者の
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定住対策と同様に、当市の活性化を左右する重

要なポイントと考えられます。そこで、当市が

今まで取り組んできた、または現在取り組んで

おられる高齢者の生きがいづくりについて、ま

ずお伺いいたします。 

○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）  浅沼幸雄議員の一般質

問にお答えいたします。 

 数字にはこだわらないと。それぞれの分野に

は高齢者という定義が、高齢者率そのものも65

歳以上から定義しているわけでありますけども、

老人クラブ、60歳になれば老人クラブのほうに

加入という中に、またいろんな社会制度、いろ

んな年金も含めさまざまなものもいろんな形で

取り扱いが異なっていると。だから、数字には

こだわらず議論したいということでありました

ので、本当にそれもまた一つの議論のやり方と

しては非常に適切ではないのかなと思ったりし

ながら、ただいま聞いておったところでありま

す。 

 それで、この高齢者を対象とした事業として

生きがい活動支援通所事業や、地域住民が中心

になって開催しているふれあいいきいきサロン

といったような事業、それからそれぞれ外出、

このふれあいいきいきサロンは外出機会の少な

い高齢者の集いの場となっているという中にお

ける取り組み、それからまた元気促進、体力充

実を図るためのトレーニングルーム、各地区セ

ンターあるいは公民館等を会場とする体力アッ

プ教室や転倒骨折予防教室を開催しているほか、

ＩＣＴ情報通信技術を活用した健康塾といった

ようなものにも広く呼びかける活動も行ってい

るという中で、文字通りさまざまな事業を展開

しているということになろうかと思っています。 

 シルバー人材センター、これは非常に私は大

事しなきゃならない組織じゃないかなというよ

うに思っておりまして、このシルバー人材セン

ターの中におけるいろんな知識や技能を生かし

た、いわゆる仕事というものを通じながら健康

を保持し、そして生きがいや仲間づくりを行う。

社会参加にも従事すると。 

 したがって、このシルバーセンターも非常に

大事な一つの組織として連携等深めていかなき

ゃならないんじゃないのかなというように思っ

ていますし、それから健康、友愛、それからも

う一つは奉仕というこの３つのキーワードの中

で、老人クラブ、これはクラブ数が65、そして

会員数が2,773人という大きな組織体になって

おります。 

 ただ、老人クラブの役員の皆様も3,000人を

切ったということで、非常にある意味では危機

感、高齢化率はふえているんだけれども、老人

クラブの加入者が、だからこれを減っていると

いうのがある意味じゃ喜ばしい、老人クラブに

入らなくても自分はまだまだやれるよという分

には好ましい数字と捉えるのか。それとも引き

こもり、なかなか出てこないという中における

数字と捉えるのか、その辺はもう少し分析して

みなきゃならないかというように思っておりま

すけども、この65団体、2,773人のこの老人ク

ラブの皆様が行っている地域活動、さらにはス

ポーツ大会、健康づくり事業の活動なども非常

に大事だというように思っていますので、こう

いった支援。 

 先般、県老連と、県老人クラブ連合会と市老

人クラブの連合会、市老連の役員の方が見えま

して、こういった高齢化対策にかかわるものと

して老人クラブも一つのパートナーとして位置

づけてほしいという大変ありがたい申し出があ

ったという部分を含めまして、そのような状態

であるということを申し上げたいと思っており

ます。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  現状、答弁はそれなり

にわかりました。今後、当市における高齢者の

生きがいづくりというものは、遠野ハートフル

プラン2015などによって推進されていくものと

思われますけれども、今後新たに取り組まれる

予定、その老人の生きがいづくりについて新た

に取り組まれる予定の施策があればお聞かせ願
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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）  ハートフルプラン2015、

その中に新たに取り込まれる施策といったもの

をどのように続けているかと。このハートフル

プランのことについても、今議会でいろいろ取

り上げられておりまして、これが28年度の総合

計画のほうにきちんと位置づけられている意味

においては、大変重要な計画であります。その

中で、重点的なという部分にあっては、やはり

地域包括ケアシステムの仕組みづくりをより具

体化するということがやっぱり大きな限られた

マンパワーであります。 

 その中で、どのようになればいうところの今

さっき言いましたとおり本当に多種多様な中に

おけるニーズがその中にあるわけでありますか

ら、それをとなればこれは自分の分野だ、これ

はうちの係だ、いやそれはうちは担当じゃない

というような部分は非常にまずいわけでありま

すから、そういった意味においては地域包括ケ

アシステムといったようなものをより具体化す

るということ、その中で行政それから介護サー

ビス事業者、関係機関団体、そしてさらにはこ

れにも高齢者自身、高齢者の方々自身も加わっ

ていただくという中において、地域を支える仕

組みとしてのこれをさらにステップアップさせ

るような事業として、この日常生活支援総合事

業といったような中で、29年４月から全地域で

取り組んでいくということを目指しているとい

うのは、このハートフルプランの中に位置づけ

ておるということであります。 

 27年度は、その準備期間としていろいろ地域

入って、あるいはモデル地区を設定して、だか

らもう既にいろんな分野分野じゃないよと。も

う本当に関係者が一丸となってという一つの総

合力を示すような、そのような仕組みにもって

いかなきゃならないかというように思っており

ますし、それから先ほどもおっしゃいましたと

おり、老人クラブ、これを定年後の再雇用ある

いは会員の高齢化に伴う全国的な減少傾向も続

いていますから、これについてもより具体的な

仕組みとしてこういった老人クラブ連合会とい

ったようなものを、あるいは老人クラブといっ

たような方々との一つの連携といったような機

能もさらに充実させるような方向にもっていき

たいというように思っております。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  高齢者自身も加わると

いう答弁もございましたし、総合的なという答

弁もございました。 

 これちょっと話、話題を変えまして、２月24

日付の地元紙、コラム、岩手経済あしたのヒン

ト、あすのヒント、エコノミックガーデニング

というふうな題材のコラムがございました。最

初見たとき、ガーデニングですから庭いじりか

なんかのこと、でも経済と何の関係があるのか

なと思って読み始めだったんですけれども、読

んだ方もいると思いますけれども、時間もまだ

ありますのでちょっと長くなりますけれども、

引用をさせていただきます。 

 岩手経済あすのヒント。グローバルな競

走により、地域から誘致企業が撤退し、新

たな誘致も容易でない中、地域の経済を担

う中小企業が成長し、地域経済の活性化を

目指す手法として、エコノミックガーデニ

ング（ＥＧ）がある、ＥＧは言葉のとおり

地域経済を庭、地域の中小企業を植物に見

立て、地域という土壌を生かし、成長意欲

のある中小企業を大切に育てる。そして、

反映が長続きするビジネス環境をつくるこ

とで地域経済を活性化させる取り組みであ

る。1990年代にアメリカで始まり、コロラ

ド州、リトルトン市では15年間にわたるＥ

Ｇの取り組みにより、企業誘致がないにも

かかわらず雇用が2.3倍、売上税2.9倍にな

るなどの成果を上げ、その後、他の都市で

も普及した。中間、省略いたします。ＥＧ

の大きな特徴の一つはデータベースを利用

した各種分析など、ＩＴを駆使した支援に

ある。もう一つは地域のあらゆる人、物、
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金、情報を活用し、地域内の産・学・公・

民・金、お金ですけども、の多くの人々が

連携し、長期間にわたって取り組む手法に

ある。経営者、研究者、経済団体はもとよ

り農家や消費者、教員、学生、首長、議員、

行政、市民団体やマスコミ、金融機関、税

理士、会計士ら、地域の人材や組織を総動

員し、さまざまな人材、キーパーソンのよ

る長期にわたった取り組みが成功の鍵を握

っている。 

後段、略します。昨日、本日の一般質問の中で、

雇用に関して市長の答弁で東工業団地の答弁ご

ざいましたけれども、そのことに関して水をさ

すつもりはさらさらございません。それはそれ

で大事なことですので進めていただきたいと思

います。 

 私が、ここで議論したいのは、この内容では

なくて、この文書の最後のほうに地域の人材や

組織を総動員しということがございます。先ほ

どの市長の答弁でも、やっぱり高齢者の方々に

も参加していただくという答弁がございました。

高齢者の生きがいというのは、いろんな生きが

いがあると思います。例えば趣味、それをやる

ために60の定年まで頑張って仕事をしたという

人もあると思います。 

 あるいは、まだまだ実益もかねてという、こ

れも生きがいの一つであると思います。私が勝

手に感じるのは、今の高齢者の方々というのは

多分、戦後の復興期そして高度経済成長期を支

えてきた方、あるいはつくってきた方々ですの

で、人の敷いたレールの上は余り歩きたくない

なという方々も結構あるんじゃないかなと思い

ます。やっぱり世の中のために立ちたいと、ま

だまだ思っている方々もたくさんあると思うん

です。そういう方々もどんどん巻き込んで、そ

してそれを地域の総合力という方法で地域づく

りを考えてみたらどうかなと。 

 高齢者の方々というのは、私が申すまでもな

く技術的なものも、経験も、知恵も、全てにお

いて本当に人生の大先輩としての立派なものを

持っているというふうに思うんですよね。ある

意味、その方々が本当は社会貢献したいなと思

っていてもなかなかそういう機会がないとすれ

ば、非常にもったいないことだなと感じるんで

すよね。 

 だから、例えばよくあるんですけれども人材

バンクみたいなものに、じゃあ自分は何が得意

だとかということで登録しておいて、ボランテ

ィア、金額の少ない有償でもしれませんけれど

も、そういうものでやはり若いときに培った技

術あるいは考え方を生かしていければ、また違

った意味の生きがいができるんじゃないかなと

感じるところがあるんですよね。まず、その点

について市長の考え方をお聞きします。 

○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）  ただいま御質問のあり

ましたエコノミックガーデニングというこの定

義、1990年代にアメリカのほうで取り組まれた

という中で、一つ企業誘致にこだわらず、市内

で雇用の場といった地域経済の活性化を図った

という部分の中における取り組み、これは日本

の中でも随所にある。 

 したがって、この６次産業化と、今御質問の

ありました６次産業化といったようなものも、

多分そういう一つの概念の中で言い続けられて

いるんじゃないかなと思っていますし、岩手県

の中でもこれは岩手大学がもうかれこれ二十四、

五年前から手がけていますＩＮＳという組織が

あるんですね。これ、岩手大学の先生方に言わ

せると、いつも飲んでＩＮＳから騒ぐ会という

ことをいっているんですけど、いつも飲んで騒

ぐ会、だからＩＮＳだって言っているんですけ

ども、あれは産・学・官の取り組みなんですね。

そこに、いろんな中小企業の方々も入っていろ

んなアイデアも出しながらって、国立大学の

ハードルがあれでもってぐんと低くなったと。

いろんな中小企業の皆さんも出入りするように

なったという中で、いろんなアイデア商品がど

んどん生まれている。 

 ただ、その中で雇用も出てくるというのは一

つの取り組みとして、今全国の大学の中にもあ
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あいう取り組みは必要だと。産・学・官とそこ

に金も入ってくる。金融機関と。これはエコノ

ミックガーデニングも岩手経済研究所の研究員

のほうから報じられたということで、先ほど質

問の中にありましたとおり２月24日でありまし

たか、取り上げられておったと。私はやっぱり

取り組みというのも非常に大事だと。 

 だから、遠野市としても６次産業化というよ

うな、そして高齢者の方々、浅沼議員のところ

でもやっていますブルーベリーの収穫などは、

皆お年寄りの方々が本当に集って、それこそ騒

ぎながら笑顔いっぱいで作業をしておりますね。

その作業したことの中から付加価値のついた一

つのブルーベリーが出荷されていくという中で、

それも所得につながっていく、そしてまた高齢

者の方々の生きがい対策のみならず、就労の場

としても位置づけられているのが、それが市内

随所でも行われているという部分は、このエコ

ノミックガーデニングの一つの考え方を、いう

なれば踏まえた一つの仕組みじゃないかと言う

ように思っておりますので、こういった高齢者

対策、高齢者の生きがい対策。 

 この高齢者そのものの位置づけが、ＷＨＯい

うところの国連の世界保険機構が定めた65歳以

上を持って高齢者としているわけですね。しか

し、日本は、もう既に世界歳長寿国なわけであ

りますから、65歳をもって高齢という部分を捉

えていいのかと、やっぱりものの考え方はいろ

いろあるだろうと。特に、私の世代の団塊の世

代があと10年たてば、もういうところの大変な

高齢率というものになるわけで、はっきり予測

されているわけでありますから、そういう高齢

化率が65歳以上の高齢化率がもう35％、40％な

るという中における数字って捉えるんじゃなく

して、やっぱり私はこの高齢化率もＷＨＯの高

齢化率の65歳というのも、日本の場合は見直し

てもいいんじゃないのかなというように思った

りはしているときはあるんですよ。 

 だから、ちょっと担当のほうに遠野の高齢化

率の基準を70歳にもっていくということはでき

ないかと。条例化できないという話をしたこと

があって、検討させた経緯があるんですけども、

それも含めながら健康寿命といったようなもの

をどんどん伸ばす。そこには、健康、そこに生

きがい、就労といった中における取り組み、こ

れを高齢化社会に対する我々なりの一つの答え

じゃないのかなと。 

 それが、エコノミックガーデニングによって

一つの理念とうまく合致させれば、高齢化率が

高くなってもあるいは高齢者人口がふえても、

したたかにという部分の回答を引き出すことが

できるんじゃないのかなと思ったりはしており

ます。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  先日、第40回の遠野物

語ファンタジー、２日間にわたってありました

けれども、私も２日目の午前中の講演、私の地

元でいきいきサロン、あるわけなんですけども、

その方々と一緒にきて、拝見させていただきま

した。観賞いたしました。「でんでらぱらだい

す」ああいう老後の世界があるのであれば、非

常に楽しいなと率直に感じました。 

 ソフトボール競技で、試合に出ていて一旦引

っ込んだ人が再出場するというルールがあるん

ですけれども、その高齢者の方々が一旦引っ込

んだという解釈であるんであれば、また再出場、

再登板する機会を遠野市として考えてみるのも

おもしろいんじゃないかなと。 

 生産人口が減っていく中で、元気な高齢者が

いっぱいいると。先ほども申しましたけれども、

もったいないですよ、これ。絶対生かすべきで

す。それをやることによって、本当の意味での

高齢者の生きがいにもなると思うし、そして市

の活性化にもつながる。しいては、前回12月議

会にも質問したんですけれども、今回も何名か

の同僚議員が質問しておりますが、その子育て

支援にもつながっていくものと思います。その

点に関して市長のお考えをお伺いしたいと思い

ます。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 
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○市長（本田敏秋君）  ただいま御質問のあり

ましたとおり、少子高齢化という言葉は我々よ

く使っているわけであります。そこで、先ほど

の菊池美也議員の人口減少問題でもいろいろ、

そのとおり数字としては厳しい数字、少子化、

そして高齢化という問題、これは避けて通れな

い。現実問題として出てきた。 

 少子化はいろいろ手だてを講じながら魅力の

あるまちづくり、地域づくりをしながらいろん

な切れ目のない対策をしておけば、いうところ

の少子化問題についても何とか地方でも頑張れ

るという部分はあるんじゃないか。もう一方に

おいては、国という中における取り組みとして

きちんとした政策として持つということも一方

では大事だという部分は、高齢化対策について

私は高齢化対策という対策というよりも高齢化

問題については、やっぱりさっき攻めの農政だ

という話、ちょっと攻めの農業だという話をし

ましたけども、この高齢化問題についてもやっ

ぱり攻めという一つの切り口も大事じゃないだ

ろうか、お年寄りだと。 

 これは、私の世代などももう既にそういう世

代に入っているわけでありますけど、それじゃ

なくしてやっぱり就労あるいは生きがい、そう

いったことを大事にしながら、特にもこの遠野

のような、このような地域にあっては小規模の

中にあっても生きがいを持って農業に取り組め

る、あるいは畜産に取り組める、あるいは園芸

作物にも取り組めるという、一つの分野がある。

生産という一つの生きがいを示せる分野が、そ

ういうことを示せる一つの環境にあるというこ

とを考えれば、この高齢化問題も攻めという一

つの中から、やっぱりそのような分野で存分に

生きがいを、そして仲間をそして、少しでも収

入といった、就労といったようなものを中にお

ける仕組みをつくっていくということが攻めの

高齢化対策にもなるのかなというふうに思って

いるところでございますので、認識は多分議員

とも同じだというように思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  話は前後しますけれど

も、冒頭のほうで老人クラブ3,000人切ったと。

組織率といいますか、会員数が減ったというか、

これは老人クラブに限らず、例えば青年団体、

遠野市にもまだ、まだという言い方はないです。

失礼しました。言い直します。遠野市にも青年

団体あります。青年団体協議会。ありますが、

昔と比べて会員数は本当に減っています。 

 婦人団体もしかり、頑張っているからなども

あるんですけれども、やはり残念ながらなくな

った地域もある。これは老人クラブもまたしか

り、私なりに分析すると、これは価値観の多様

化とそれから人の趣味とかも含めて、取り組む

そういう受け皿の多様化、さっき市長の答弁に

もあったんですけれども、例えば老人クラブも、

入らなくても何も車も運転できるし、自分たち

であるいは自分で好きな運動をしていたほうが

ずっとおもしろいと。 

 これは一概に悪いはとやっぱいえないと思う

んですよね。こうやって価値観の多様化、受け

皿の多様化、それによってそれぞれの各種団体

の会員が少なくなると。これもまたやむを得な

いことだと私は思っています。なら、少ない中

でもその活動に生きがいを持っている方々は当

然をそれをやるべきだし、あるいは違うその生

きがいを持っている方々の受け皿として、市長

も行く行くは今は65歳過ぎていますから、高齢

者といえば高齢者になるわけなんですが、実際

市長という職業、それまでになさっていれば別

ですけれども、なくなった場合にじゃあ自分は

何に生きがいにしているんだろうということを

考えたときに、やはりどうしても先ほどの話に

戻りますけれども、ずっと日本の国を背負って

生きてきた年代の人たちは、やっぱ本当の世間

のため、人のため、国のためという意識がいい

意味で抜けないんじゃないかなというところが

あるでんですね。 

 だから、どうしてもそこのところを生かすシ

ステムをぜひ検討していただきたいなと。しつ

こいんですけれども思うんですけれども、その
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点についてもう一回答弁をお願いします。 

○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）  今、質問の中でそれぞ

れ意識をという言葉がありました。これ、すご

く大事な言葉じゃないのかなと思う。支えるの

と支えられるほうとか、介護すると介護される

ものとかいろいろ対比してものを見ますね。そ

して、対比してものを見ながらそれを仕組みに

もっていこうとしているわけでありますけども、

やはりお互い当事者だというようなやっぱり意

識も持たなきゃ、高齢者だ。自分が若いと、で

もいずれは自分も高齢者となるというような認

識の中で、そういった当事者意識を持ちながら

いろんな生きがい対策といったものを行ってい

くという部分が、やっぱり大事な一つの発想を

変え、意識を変え、そしてその中から自分も一

人の当事者だという意識の中で、そういった高

齢者の方々の生きがい対策の仕組みをつくって

いくという部分は物すごく大切なことのような

気がして、私もそれはいろんなこういった市長

という仕事をいただいて、いろんな現場に足を

運ぶわけであいますけど、それ痛切に感じるこ

とがときがあります。 

 いずれは自分もという部分もあれば、じゃあ

それを置きかえてみればという中によれば、こ

うすればもっといい仕組みになるんじゃないか

なとかっていう中で、お互い目線を同じくした、

立場を同じくした中で一つの仲間意識をつくれ

ると。やっぱり支える、支えられるとかあるい

は世話をする、世話をされるという一つの関係

にあると、どうしても負担がかかったりあるい

は重荷になったり、プレッシャーになったりと

いう部分ありますよね。これお互い人間とすれ

ば。だから、その辺をどのように意識を変えて

いくかという部分も、考え方とすればすごく大

切なことやないかなというように承知いたして

おります。 

○15番（浅沼幸雄君）  一般質問を終わります。 

○議長（新田勝見君）  次に進みます。 

 ５番多田勉君。 

   〔５番多田勉君登壇〕 

○５番（多田勉君）  改選後、初の一般質問を

することになりました。会派名も変わりまして、

躍進とおの所属の多田勉でございます。今回の

一般質問は一問一答方式ということで、今回い

たしますけれども、先日、地元新聞紙上に岩手

県議会の一問一答のあり方を記載されておりま

した。一問一答する方は、第２、第３の矢を用

意してやれと。そうしなければだめだというふ

うな紹介がありました。このことも踏まえて、

今回の一般質問はそのようにならないかもしれ

ませんけれども、今後はそのような勉強をしな

がら頑張ってまいりたいと思います。 

 遠野市誕生から間もなく10年を迎えますけれ

ども、この間国内外をはじめさまざまな出来事

を目の当たりにしてまいりました。特にももう

間もなく４年を迎える東日本大震災、このこと

については我々国民としても非常に悲しい出来

事の一つでありました。 

 先日、２月28日の夜でございますけれども、

ごらんになった方もいらっしゃると思いますが、

テレビで全国から震災の、被災地のほうに救援

に向かう航空隊、消防関係者の方々の報道がな

されておりました。それを見ますと非常に印象

的だったことがありましたので御紹介をさせい

ただきますが、熊本県の航空隊が被災地に向か

いました。初めての長距離を、宮城県だったん

ですが、そこまで飛べるか自信がなかったとい

いながらも、埼玉の飛行場まで来たんです。 

 ところがこの先、雪のために被災地に入れな

いという状況の中で、そこで一晩を過ごしたと。

そして、被災地に来て見たら、非常に屋根の上

で助けを求める人とか、たくさんの人がおった

と。中には生きていると思って助けに入ったら、

屋根の上でその人が死んでいたと。亡くなって

いたと。そしたら、その航空隊の職員が今もな

おそれを悔やんでいらっしゃるようでしたが、

あのとき埼玉にいないで真っすぐ来ていればこ

の人は助かったかもしれないと、そういう悔や

みの思いが今もなお強く残っているというふう

なことの、テレビでありました。 
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 私は、それを見たときに感じたのは、やっぱ

り遠野市が取り組んだ後方支援、一刻を争うそ

ういうことを念頭に置きながら市長を先頭に取

り組んだ市民の方々、献身的にその思いをささ

げて来られた方々が遠野市民であるということ

に、私は非常に誇りを高く持った次第でありま

す。そういったことも、我々は震災はもちろん

でございますけれども、そういう遠野市民がい

るということを後世にまた言い伝えてまいりた

い。そして誇りに思っていきたいなというふう

に、あの日あの夜また改めて感じました。 

 それでは、そういった中で市民は今、その原

発事故の問題もあります。そういった影響や長

期化する一次産業の低迷、これに対するいら立

ちがどんどんどんどん募ってまいりました。ど

こにその明るさがあるかもまだまだ見えない状

況でございます。月日だけがとおり過ぎると。

過ぎていくということには非常にいら立ちも本

当に感じておるところでありますけれども、そ

こで第１点目の項目として市長にお伺いをいた

します。 

 私はあえて遠野市農林水産振興計画、この成

果と見通しについてお伺いをいたします。 

 このような今先ほど申し上げたような状況の

中で、平成22年に策定されました遠野市農林水

産振興計画、タフプランに対して市民は大きな

期待を寄せ、取り組んできたというふうに私は

思いますけれども、その後いろいろな障害があ

りながらも必死に頑張ってこられているのが現

実であります。その期待を寄せた農林水産振興

計画も27年度、迎える27年度が最終年度となり

ます。 

 前の同僚議員の質問等でも大分触れてはおり

ますけれども、この今までの５年間の成果、実

績というものをどのようにあらわれているのか

というとこでございます。市長は、そのことに

対して、そのようにお受けとめになられ、そし

て迎える27年度の最終年度をどのように取り組

もうと考えているのか、そしてまたそのことが

新たな新年度予算にどのように反映、そして計

画達成につなげようとしておられるのかを市長

のお考えを、思いをお伺いいたします。 

○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）  多田勉議員の一般質問

にお答えいたします。 

 質問の冒頭、後方支援の東日本大震災から間

もなく４年ということで、遠野市民の市民力と

申しますか、後方支援についてお話がありまし

た。 

 私は先ほど質問を聞いておりまして、ふと思

い出したんですけども、炊き出しのおにぎりの

お米が底をつき始めたときに、ある市民の方が

電話でよこしまして、「市長、ところでもみ米

でも受け取ってもらえるか」という電話があっ

たんですね。「もみ米でも受け取ってもらえる

か」、いや本当に感激しましたね。そのような

一つの市民の皆さんの一人ひとりの一つの力に

よって、後方支援活動というものを継続できた

という部分では、本当に先ほどの３万市民とい

う言葉をよく使っているっていう菊池議員から

あったんですけども、３万市民のやっぱり底力

といったものは、やはりこの人口減少社会にな

っても本当にしたたかに生き残れる一つのエネ

ルギーをそのようなものとして持っているんじ

ゃないかなということを、先ほどお聞きしなが

ら改めて確認したところでもあります。 

 さて、この農林水産振興計画について最終年

度だと、22年の３月に策定をしているわけだけ

どもという中で、27年度来年度、年度を改めて

27年度が最終年度になるわけであります。成果

ということになって、あるいは検証もしなきゃ

なりません。いろんな７つのあるべき姿という

ものを標榜しながら、例えば７つの目指すべき

姿という中には耕作放棄地ゼロといったような

ものを打ち出したりして、農業委員会と完全な

タッグを組みながら、このようなものに取り組

んだということで、先ほど午前中の質問の中で

もその取り組みの成果といったものを答弁の中

で申し上げたわけでありますけども、これはち

ょっと数字的には繰り返しになりますけども生

産額、農業生産額、これは25年度推計値で見た
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場合に耕種部門で32億1,000万、畜産部門で37

億円、菌床シイタケ等特産品等部門で３億円、

合計で72億1,000万という結果を得たというこ

とであります。 

 これは、もう少し分析をしてみなければなり

ません。また、検証してみなければなりません。

したがって、26年度のこの数字が26年度にどう

推移しているかとなれば、これ４月以降、推計

値でありますけども、もう少し具体的な数字で

つかめるんじゃないかなと。その具体的数字を

つかんだ部分を踏まえながら、この次の計画に

もっていくものとして、さまざまな要因を国の

農業政策のいろんなあれもありますし、いろん

なことはしながら、遠野の中における一つの農

業の姿といったものをそこに見出していかなき

ゃならない。計画と、新しい総合計画との整合

性を図りながら、このビジョンに掲げた７つの

目指すべき姿といったようなものを一つ一つ検

証しながら、新たなビジョンといったものをさ

らに構築していくという作業を27年度の大きな

作業として位置づけたいと。 

 この平成27年度の提案を申し上げています21

0億8,000万の総額の予算の中にも、このアスト

の事業であるとか、農家支援事業であるとか、

さまざまなものを可能な限り盛り込んだところ

でありますので、そういった点につきましては

この後の委員会等で、さらに掘り下げていただ

いて議論いただければということをつけ加えま

して答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  ５番多田勉君。 

   〔５番多田勉君登壇〕 

○５番（多田勉君）  それでは、今となれば震

災が与えた影響も全く否定するものではありま

せんが、畜産においては27年度で市内の除染作

業、草地の除染も終わるということで、この点

も大分努力をしていただいたというふうに思い

ますけれども、ただしかし林業分野におかれま

しては、林業を代表する林産物の一つでありま

すシイタケについては、震災直後から市では平

成26年度で終了をする、原木シイタケ生産継続

緊急対策事業、これに取り組んでこられました

けれども、これが26年度最終年度となります。 

 ただ、現状はそういった状況にまだまだいっ

ていない。３年の事業取り組みはそれなりのい

い成果は十分あらわれているというふうには思

いますけれども、農家そのものの実感としてま

だ沸いていないというのが実態でございますが、

そういったことについては、今まで取り組んで

きた対策を講じてきたことに対しても、含めて

今後どのようにこれをつないでいくのかという

ことをありましたらお聞かせいただきたいとい

うふうに思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  このタフ・ビジョンの

中にも、いうところの林業振興についても大き

な目標として掲げてありまして、いうところの

林業、民有林森林整備面積あるいは民有林の再

造林面積、あるいは林業生産額、さらには木工

団地事業体のこの売上高、公共施設の木造化、

さらには公共施設の木質ボイラーの設置等とい

ったものを、それぞれ目標として掲げておった

ということであります。 

 そして、その中でいうところのこの25年の末

時点での実績等で見ますと、それぞれ掲げた27

年度を最終年度とする、ただいま申し上げたよ

うなそれぞれの項目につきまして、目標を数値

に近づける努力をそれぞれ行ってまいりたいと

いうように思っているところであります。 

 ただ、原木栽培のシイタケ生産、これにつき

ましては原木栽培シイタケ生産継続緊急対策事

業といった長い事業でありますけども、これは

よく御存じのことだと思っておりますけれども、

これなどは東京電力の福島第一原発に、発生に

伴って汚染問題が大きく影を落としております。

そういった中で、なかなか回復基調に至ってい

ないということで、いろんな補助事業と申しま

すか、助成事業も展開してきておりまして、３

カ年、24年から26年までの３カ年という中でい

ろいろ助成をしてきたということでありまして、

最終年度である今年度は前々年３万7,700本を、

前年３万5,300本を上回る４万3,300本分の申請
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があり、この３カ年の合計としては11万6,300

本というような形での一つの数字を残すことが

できたというような、これは３カ年の実績、こ

れを検証しながら、さらにこの原木栽培シイタ

ケの生産事業といったものに、さらに反映させ

ていきたいというように思っております。 

 なお、これは本当に悩ましい問題であります

けども、基準値50ベクレルを超えたため、処分

しなければならないほだ木が26年度末現在で約

25万3,000本ありまして、これを処理しなけれ

ばならないという、いうなれば対応とすれば後

ろ向きの対応をこのように求められているとい

うのも、非常にこれを怒りという言葉で表現し

ていいのかどうかはともかくとしまして、本当

にどうしてくれるんだというものに対する対応

が非常になかなか遅いという部分で、原発事故

以前の生産規模への回復が大きな一つの課題で

もないかなというようにも承知しておりますの

で、ぼやくばかりじゃなくして多くの関係者の

皆さんの協力をいただいて、この対策もきちん

と行いながら、１日も早く、あるいは１年でも

２年でも早くもとの生産体制にもっていけると

いう方向に全力を挙げて努力をしてまいりたい

というように思っているところであります。 

○議長（新田勝見君）  ５番多田勉君。 

   〔５番多田勉君登壇〕 

○５番（多田勉君）  非常に前向きの御答弁を

いただきました。ぜひシイタケ農家の再建を目

指して、農家の声に沿った形で取り組んでいた

だきたいということを申し上げますし、また出

荷規制の問題についても、ことしは一部であり

ますけども解除に向けて何とかいい方向にいっ

ているのかなという期待もあるようでございま

すから、ぜひそれが実現し、そしてなおまたそ

の他の農家の方々の解除も順調に進むように、

お力添えをしていただきたいというふうに思い

ます。 

 そしてまた、林業の話でございますが、林業

については木材価格が若干の上向き傾向にはな

ってきているようであります。いわゆる需要の

増あるいは消費税の８％にかかわる駆け込みの

需要の伸びといったもので、若干伸びているよ

うでございますが、後ほどその木材価格の推移

については御紹介をいたしますけれども、そう

いった状況の中でもまだまだ市内の森林につい

ては、需要と供給にできるような施業がまだし

っかりと行き届いていないという実感が湧いて

おります。 

 遠野市には、遠野地域木材総合供給モデル基

地として、森の国遠野協働機構により原木や製

材品に付加価値をつけ、地域の林業を活性化し

ようと、川上から川下までの木材関連産業が有

機的につながり、遠野式循環型林業のシステム

が構築をされております。 

 このような、好条件に恵まれながらも遠野の

林業が思うように成果が伸びてこないというの

が、林家の所得向上に至っていないということ

になろうかと思いますけれども、そういった中

で木材価格の、先ほど申し上げましたけれども

推移を見ると22年度のこの計画の時点の丸太の

価格が石単価で2,379円だったものが26年度に

は2,661円まで、若干でありますけれども伸び

てきているというのが実態であります。 

 こういったところで、先ほど申し上げたよう

に原木が足りないと。そうしたこととか、一時

期の消費税絡みでの需要の一気に伸びるといっ

たような減少がその上昇傾向にあるようでござ

いますけれども、やはり施業が進まないという

ことは森林の現状課題の先送りどんどん招いて

いくという悪循環にもなっていると私は思って

おります。 

 やっぱり本来あるべき姿にほど遠いんじゃな

いかなというふうな危惧もされるわけでござい

ますけれども、市長がよく申し上げますこれが

83％を占める森林が遠野市にとって非常に貴重

な資源でもあります。これをしっかり後世に引

き継いでいかなければなりません。そういった

遠野市全体の財産でもあります。 

 平成26年度の現在における遠野市における民

有林は、これは民有林だけですが、その中の人

工林、天然林をあわせますと面積が２万4,947

ヘクタール、そして蓄積の材積ですが147万9,9
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59立方という、すばらしい資源が眠っているわ

けです。そういったことを踏まえながら市長は

現在この森林の環境の現状をどのように受けと

め、そして今後どのような森林資源を形成して

いこうとお考えなのか、その振興体制について

のお考えをお伺いいたします。 

○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）  この森林産業と申しま

すか、林業振興の中における木材価格といった

ものを捉えながら、川上から川下と循環型、そ

の象徴的な具体的なプロジェクトして木工団地

を持って、市内83％が森林という中に考えれば、

これ今般の議会でも農業問題の中から小規模農

家に対するきめ細かいという、これは考えてみ

ればちっちゃな取り組みなんだけども、国土保

全という一つの大きな目的に向かって、それぞ

れがみんな努力しているという一つの、それが

積み重なれば国土保全といったような一つの国

の、一つの望ましいあり方といったものにも近

づけるということが、費用対効果なりあるいは

採算性なり、あるいは経済性なり、そういった

中でいうところの切り捨てられているという部

分もなきにしもあらず、だから一つの産業政策

としての農業と地域政策としてのとなれば、こ

の林業問題にも同じことがいえるんじゃないか

なというように思うわけであります。 

 私、実は県の森林審議会の委員を、ここしば

らくずっと委員を、年に３回から４回審議会が

あるんですけども、そのたびに一つ違和感を覚

えるのは流域ということでそれぞれの森林のあ

れをくくっているんですね。その流域の中でど

うすればいいかという議論をいつも行っている

んですけども、いやこの森林あるいは林業、そ

してこれだけの広い県土であれば、やはりオー

ル岩手の仕組みの中でこの林業振興といっても

考えなきゃならないんじゃないかというような

ことをいつも感じているわけでありますけども、

なかなかそういうステージに行かない。進むス

テージに行くのを待っているわけにはいかない

となれば、遠野としてこの問題にどのように取

り組んでいくかということをやっぱりしっかり

と、うちの身の丈の中から取り組んでいくとい

うことも、もう一方においては大事じゃないか

なというふうに思っておりまして、ただいま多

田議員のほうからいろいろ数字を上げて質問が

ありました。 

 この中で、一つ公共建築物等における木材の

利用の促進に関する法律といったものが制定さ

れておりまして、この法律によりまして木材需

要がふえていると。そして、この価格も回復に

つながったというような形で情報として捉えて

いるところでありまして、遠野の場合もこれは

言葉は選ばなきゃなりません。また、慎重な言

い回しはしなきゃなりません。しかし、その中

におきまして震災復興の住宅再建等につきまし

ても木工団地が非常に大きな役目、上閉伊スク

ラム住宅といったようなものを沿岸被災地の釜

石の皆さんと大槌の皆さんと組んで、そして低

廉な、格安な住宅をそこに提供するというよう

な仕組みも持っていったという部分で、木工団

地の経営もその中において、いうなれば安定を

してきたというような状況も見られるわけであ

りますので、これをきちんと一つの仕組みとし

て持っていくということも一つ遠野としては大

事なことではないのかなというようにも思って

いるところでもあります。 

 木材価格そのものが、いうところの生産現場

の作業、こういった価格が回復したという中に

あっても、生産現場に作業員がいないというよ

うな、そのような新たな問題も出てきておりま

すから、これも本当に規制緩和あるいはいろん

なさまざま法律の要件といったものをあれしな

がら、いろんないい分野の、昔五、六年前、盛

んに建設業の方々のノウハウとマンパワーをこ

の森林、林業振興といったものに向けれないか

と、言うなれば除間伐の作業とか何とかも含め

てできないかということも盛んに議論されたこ

とがありますけども、これもまた今日的な課題

として極めて大事な議論ではないのかなという

ようにも思っているとこでございますので、そ

のことも一言つけ加えさせていただきます。 
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○議長（新田勝見君）  ５番多田勉君。 

   〔５番多田勉君登壇〕 

○５番（多田勉君）  ぜひ林業従事者、そうい

った方々の人材育成、以前市長が申し上げまし

た林業大学校も含めて林業の世界にも輝くもの

を一つつくっていただきたいなという願いでご

ざいます。そして、この森林の、先ほど来から

資源の問題を私話しておりますけれども、28日

の新聞に県内のシイタケ原木２万4,000本不足

という記事がありました。当然、私はかねてか

らこのことについては話をしてまいりましたけ

れども、県では25年度の春植菌の必要本数、自

己調達困難が約８万4,000本でありまして、そ

のうちの６万本が確保できる見込みとなったよ

うでございますが、その残りの２万4,000本が

不足になるという報道がありました。 

 県下ではこういった問題が起きているという

ことが事実だとすれば、私は今後この原木を供

給できる市町村が徐々に限られてくるのではな

いかなということを思っておりますけれども、

そのときに本市の伐採期を今迎えているこの資

源が、どう生かされていくかということが、私

は大きな課題になるんじゃないかなというふう

に思います。 

 ということは、この課題について眠らせてお

くだけでは後々はパルプにしかなりませんから。

パルプも使い道としてはすばらしい使い方です

が、原木としての植栽をした資源があるという

ことは、かねてから私も申し上げておりますけ

れども、それが今、25歳を迎えているわけです

ね。25歳から30歳になろうとしているんですが、

いわゆる９センチ、ならしの９センチの太さが

原木の最適だと言われていることでありまして、

それが遠野市にいっぱいあるということを多分

県下でも認識していると思いますのが、そうい

った県下全体でみると不足しているということ

が現状だとすれば、遠野市としてのその利用の

仕方、考え方をしっかりとやっぱり私は持って

それに対処するべきじゃないかなと思うんです

が、その市長の見解を伺ってみたいと。詳しい

ことについては委員会のほうで質問させていた

だきます。 

○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）  この原木といったもの

を確保するという中における取り組みとして、

少しでも原木供給というところの具体的には伐

期の到来しているナラの木ということになろう

かというように思っております。そのように捉

えたわけでありますけども、実は伐期が到来し

ている山林、ナラの山林、民有林では40ヘク

タール、国有林では分収造林に約100ヘクター

ルと、140ヘクタールあるという数字として捉

えておりまして、この中で生産者からの要望を

受けて平成23年度から市有林から切り出される

この原木を市内シイタケ生産業者にあっせんを

してきたという一つもあり、しかしこれが原発

事故というものにありまして、提供するに当た

ってはちゃんと検査をしろと。使用可能な基準

値をちゃんとクリアしろという中を確認しなが

ら、供給を続けているという現状にあるわけで

あります。 

 これは、今まで今年度分、平成23年度から今

年度まであっせんして提供した本数約８万本と

いう一つの実績を持っているところでもありま

す。そういった中で、１本当たり150円という

形でこの再生産の支援に供給し、再生産の支援

に努めているということもありますので、ただ

県内でも県南地域の一部で地元山林からの原木

調達ができなくなったということも聞いており

ますし、県北地域から調達しているというその

ような体制にもなっているということでありま

すので、特にこの原発事故以来、国内の原木流

通が変わったと。 

 それから、供給販売が広域的にいろいろ捉え

る時期になってきたということもありますので、

その辺を踏まえながら、さらに情報を共有しな

がら、またさらには情報提供をはかりながら、

いろんなこういった山林所有者の所得といった

ものにも、そういった部分においては結びつけ

ていくようなやっぱり仕組みにもっていかなけ

ればならないかなというように承知していると
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ころであります。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後２時05分 休憩   

────────────────── 

   午後２時15分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 ５番多田勉君。 

   〔５番多田勉君登壇〕 

○５番（多田勉君）  先ほど来は、林業の質問

にお答えをいただきましたが、いずれ貴重な資

源、財産でもありますから、ぜひ、山主のある

いはそれを利用する農家の方もお互いが利益が

出るような、そういった循環型の円滑なサイク

ルを築いていただきたいなというふうに思いま

す。 

 それで、大項目２点目の質問に入らせていた

だきます。 

 若者への活動支援対策ということでお伺いを

させていただきます。 

 去る１月25日に、第22回遠野郷神楽共演会が

水光園のほうで催しされました。この共演会が

あることによって伝承が図られるということも

意義深いことではありますけれども、特にも、

ことしの共演会には、一時休止をしていた団体

が７年ぶりの参加をいたしました。復活いたし

ました。このようなことがあったということは、

我々他の団体にも非常に元気を与えていただい

たなというふうに思っております。この団体を

復活させたのは地域の若い後継者であります。

この若い皆さんが、この力が、一歩前進へと動

いたというふうに私は思っております。今回は

神楽の団体ではありましたけれども、神楽以外

でも、市内の若者による活動が期待されるので

はないかなというふうに感じているところであ

ります。 

 さきの広報遠野の２月号で、成人式、晴れて

成人式をお迎えになられた皆さんの声がこの紙

面でも多く紹介されておりましたけれども、こ

の中で非常に私も感銘した感じ、気持ちがよか

ったなと思ったのが、若者が輝ける未来のため

にという文章がありました。私たちができるこ

とは若者が考える柔軟な発想に耳を傾けること

ですと。そして、未来を担う若者がみずから考

え、行動に移すことこそ、活力ある町が実現す

るのです。若い力には無限の可能性が広がって

います。若者が夢や希望を持ち続けられる魅力

ある町と町が期待する若い力が融合したときに、

さらに活力のある遠野市が誕生するでしょうと

いう記載が、記事がございました。市全体が一

体となって頑張り続ける若者を応援し続けまし

ょうと、若者たちの輝かしい未来のためにとい

う文章でした。 

 そのほかに、そのほかって失礼でございます

が、市長の一言でも、遠野のことは任せとけと

言われた若者の紹介がございました。まさに頼

もしい新成人が遠野に育ってるんだなという思

いを改めて感じ、市長の感じたことに対しては

私も同感であります。 

 そういった中で、若者の定住促進を推し進め

る遠野市にとっては、この若者の活動が活発に

なることで、その若者の集合体が生まれて、そ

れが定住意識の醸成につながっていくんじゃな

いかなと私は考えるものでありまして、若者の

新たな地域活動の創造に対して、私は、支援で

きるような方策を市として確立すべきではない

でしょうかということを市長にお伺いしたいと

思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま若者の地域活

動１、２の中における質問の中で、神楽共演会、

１月25日にやられた神楽共演会、参加団体がふ

えた。なぜ、若い方々がそれを積極的にかかわ

ったという一つの事例。そして、また、一方に

おいては１月10日の成人式の様子なども今述べ

られたおりました。 

 私も、この成人式のときに市民センターの大

ホールの入り口で、本当に個性豊かな方々がお

りました。新成人。それに取り囲まれるように

握手攻めにあったときに、その中の一人の青年、

非常に個性豊かな青年、服装をしておりました。
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カラフルな。本当に、格好いいぞと思わず言っ

たんですけども、その青年が任せとけという話

を発したんですね。非常にうれしく思って、う

れしく思った思いを広報紙にちょっと書かせて

いただいたということを今御紹介いただいたわ

けでありますけども、そういう中で若い方々が、

確かに人口減少という、成人式の20年前、263

人ほどが成人式に参加してるわけですね。８割

から９割以上の方。ということは、数字を見る

と20年前は300人ぐらい生まれておったという

ことにもなるわけですよね。それが今180人至

っていない、200人に至ってないという数字な

わけでありますから、少子化といったものは、

ああいった成人式のあれにも大きく出ていると

いうことを痛感した。しかし、そのあたり、任

せとけっていうようなことを発する青年が若い、

そのときの雰囲気、そのときのムードもあった

かもしれません。でも、ああいう言葉を発する

という若い方々がいる。神楽共演会に参加しよ

うという、そういったもの復活させようという

若い方がいると。これはやっぱり総意、一つの

パワーとして受けとめなきゃならないというよ

うに思っております。 

 いろんな、そのほかにも各地区センター、あ

るいは本当にいろんなイベントがそれぞれ各地

域で行われております。そういった中において、

それぞれが若い方々が、でも、その若い方々の

中には、もう中学生、高校生も積極的に地域づ

くりに参加しているという姿も出てきてるわけ

でありますから、これを信頼し、また、それを

後押しをするというような一つの仕組みも、き

ちんとつくってかなきゃならないと。いうとこ

ろの、この、みんなで築くふるさと遠野推進事

業があるではないかと。あるいは地区センター

にも、それぞれの一つの地域のイベントを支え

る予算をとってるじゃないかという、で、済ま

されないという部分。済まされないっていう、

それじゃなくして、やっぱり、きめ細か。ただ、

若い方々のこの部分を我々も、特にこの行政に

預かる者とすれば、勘違いしてはならないとい

うように思っておりますけど、押しつけはやっ

ぱりだめだと。これはやっちゃだめだと。やっ

ちゃだめだというよりは、それは避けなきゃな

らない。だから、いかに意欲を引き出すかとい

う部分で、そういう環境をどうつくるのかとい

う中で、さりげなく背中をちょっと押してやる

というような部分の仕組みがすごく大事じゃな

いのかなと思っております。合コン、これが、

この間、行政が取り組んできたのが悪いという

意味で言うわけじゃありませんけども、商工会

の青年部の皆さんが取り組んだところ、３倍か

ら４倍の参加者を集めたというような物すごい

実績も上げてるわけであります。したがって、

こういった若い方々の発想、そして企画力、そ

れに伴う行動力、これをいかにして、思う存分

発揮させるかという中にあって、あれもだめ、

これもだめ、これは要綱に沿いません。これは

趣旨に沿いません。これは規則にはなじみませ

んということを言い続けておったんでは、もう

やる気をなくしてしまうと。少々その中にあっ

て、議会の場で、こういう言葉を使うというの

は果たして適切かどうかわかりません。はみ出

しでいいんじゃないかと。思い切って、勇み足

でもいいんじゃないかといったところを、みん

なでそれを許容すると。そして、それを許す。

そして、その中において、一定のルールという

ものを守ってもらうっていう、一つの最低限の

ものをちゃんとみんなでつくりながら、そして

若い方々のやる気っていうものを存分に引き出

すと、そういう仕組みづくりも本当に心がけて

いかなきゃならないし、きめ細かくやっていか

なきゃならないということではないかなと、た

だいまの御質問を聞きまして、そのように思っ

たとこでございますので、ただ、思ったんじゃ

いけないと、やれよということになろうかと思

っておりますので、その方向で、皆さんのお知

恵を借りながら、そういう方向で若い方々のや

る気、そして元気、そして本気といったような

ものをきちんと後押しするような、そのような

仕組みづくりに、さらに努力を重ねてまいりた

いというように思ってるとこであります。 

○議長（新田勝見君）  ５番多田勉君。 
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   〔５番多田勉君登壇〕 

○５番（多田勉君）  もう１点お伺いしますが、

市長にすばらしく前向きの御答弁をいただいた

ので、次の質問が沿うか沿わないか、非常に悩

ましいところもあるんですが、市内の若者の現

状は、日中は仕事をして、夜は何かをするとい

う生活なんだろうと思いますが、中でも先ほど

も申し上げました消防団、地域消防団の活動、

こういったことにも限られた若者の人数の中で、

その団の組織を維持しているということも、こ

れは事実、現実であります。そういったところ

を考えると、いかにして、遠野が、遠野に若者

が住んで楽しいと思えるような町をつくらない

と、私は、非常に地域のために貢献するという

のは大事ですけども、我々がその時代のときと

違って、我々は自由に育ってきたような人生で

ありますけれども、そういった地域のために少

ない人数ながらも頑張ろうとしてるその地域の

若者のために、やはり、少し、もう少し、手を

差し伸べることがあっても、私は悪いことじゃ

ないな、じゃないかなというふうに思っており

ます。 

 統計によりますと、遠野市内、これは多分国

勢調査の数字だろうと思いますけれども、10歳

から39歳までを私計算機で出してみると、夜間

人口が総数で4,757人という数字でありました。

先ほど申し上げました、このような人数の中か

ら大勢の人がその地域の消防団とか、いろんな

地域貢献をしてるということを考えると、私は

非常に評価するに値するんじゃないかなという

思いでおりました。 

 それで、いろいろな、こういった専門に取り

組んでおられる方々の考え方というの、この間、

伺う機会がありました。 

 ちょっと紹介しますけれども、若者の活動の

支援は活力に満ちた地域社会を実現する上で若

者が重要な役割を担っていることから、若者が

若者の活動に積極的に取り組み、本来持ってい

る能力を発揮できるように行わなければならな

い。これからは若者が地域に根差した活動を行

えるよう支援する必要があり、施策の実施に当

たっては、既存の団体を支援し、一定の成果を

得られてはいるが、補助金には縛りがあり、使

いにくいなどのデメリットもある、感じている

団体もあることから、施策の進め方や助成の方

法については、現状に即して検討する必要があ

るというふうな提言をいただきました。 

 遠野市においても、今取り組んでいる支援施

策の検証を行いながら、私は、先ほど市長が答

弁したような形で、若者に大いに後ろを押して

やる。そういったことをやってもいいのかなと。

国・県の制度上ではできない部分が制約上ござ

いますけれども、国・県でできないところを市

の施策で救ってやると、手だてをしてやるとい

うことも私は大事な市の役割じゃないかなとい

うふうに思うところでありますので、そういっ

たことについて、市長のお考えをお伺いいたし

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）  今、御質問の中で、現

状といったものを捉えてという中で、それをも

って市の行政としてもということでありました。

これは本当に大事な。いろいろ御紹介もありま

したけども、そういうような認識の中で、この

問題にはというよりも若者と向き合わなければ

ならないかというように改めて思ってるとこで

あります。 

 先ほど質問の中で成人式の話がありました。

いうところの成人式、社会人であります。20歳

であります。責任、自由も得たけども、責任も

持ったという一つの中における一つの節目の式

典であるわけでありますから、一つの社会常識

からすれば、それなりの服装でということがあ

るわけでありますけど、若者は、そういった面

においては自由であります。発想も豊かであり

ます。また、自己主張もしなきゃなりません。

したがって、そのときに、ある青年に格好いい

ぞという話を声かけたって。そのときの本当に

喜びと申しますか、うれしい顔で、私に握手を

求めてきた青年のあの笑顔が忘れられません。

一つの常識、大人の常識から考えると、何だ、
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そんな格好で来てということになるわけであり

ますね。しかし、そうじゃないんです。そうい

った個性、あるいはそれぞれの主張、そして、

また、一方においては、豊かな発想といったよ

うなものをどう受けとめるのかと、それを受け

入れるのかというような、そのようなものも私

はすごく大事なことではないのかなと。みずか

らの体験でそのようなことを思ったわけでござ

いますので、ただいまの御質問聞きまして、そ

のことのいうなれば、広く受け入れしながら、

存分にやる気、郷土への愛着、地域の愛着とい

ったものの中で行動してもらうと、活躍しても

らうという形の中で、やはり、双方向になって

いくんじゃないのかなというように思ってると

ころでございますので、その経験も踏まえて答

弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  ５番多田勉君。 

   〔５番多田勉君登壇〕 

○５番（多田勉君）  輝かしい未来が引き続き

遠野に訪れるように、当局の皆さんにも大きく

期待を申し上げながら、私の一般質問とさせて

いただきます。ありがとうございました。終わ

ります。 

○議長（新田勝見君）  次に進みます。 

 ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  市民クラブの菊池巳

喜男でございます。通告に従い、大きく２点、

市長に対し質問を進めてまいります。 

 １つは、情報通信技術ＩＣＴの活用について、

もう１つは、10番目となるとかなり重複して、

大変ダブってる面があるかと思いますけども、

人口減少の克服についてという大きく２点につ

いて、質問してまいります。 

 本会議の初日、市長が、市長、それこそ施政

方針演述で、私の質問、皆さんの質問に対して

も27年度の方針を述べられておりますので、質

問の中身はそれに沿ったものでありますし、述

べてるからということでしょうけども、その詳

細についても市長に対してお聞きしてまいりた

いと思いますので、その点をよろしくお願いし

たいと思います。 

 一問一答で質問させていただきます。 

 それでは、最初に、情報通信技術、英語で、

私は横文字は余り苦手なんですが、インフォ

メーション、コミュニケーション、テクノロ

ジーの頭文字ということで、ＩＣＴということ

のようでございますけども、その活用について、

まずお尋ねいたします。 

 遠野市では、ＩＣＴを活用した情報環境整備

研究会というものを設立したと伺っております。

その研究会では、産業、福祉、子育て、防災、

各分野において活用を考えている旨の趣旨であ

るというふうに伺っておりますが、最初にお聞

きしたいのは、このことの研究会によりまして、

どのような組立をしながら運用実行をしていこ

うとしてるのか、まず最初にお聞きいたします。 

○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）  菊池巳喜男議員の一般

質問にお答えいたします。 

 ＩＣＴ、情報通信技術、インフォメーション、

コミュニケーション、テクノロジーという、こ

の頭文字をとって、ＩＣＴという一つの呼び方

がいうところの定着してるわけでありますけど

も、この部分におきましては、御質問にありま

したとおり、遠野もいろんな形で、この問題に

も先進的に取り組んできているという一つの実

績があるわけであります。しかし、この情報通

信技術、まさに日進月歩。本当に１年、２年た

てば、もう、いうところの陳腐化するという中

におけるほど技術革新が激しいわけであります。

携帯電話という中におった。しかし、今や、ス

マホの時代。スマートフォンの時代だという中

に、ミニコンピュータ、パソコンだ、机に、一

人一台パソコンだと言ったんだけど、今やノー

トパソコンの時代であるっていう中における、

どんどん、どんどん、この技術革新が進んでい

るという中にあって、この今議会でもいろいろ

議論されております。人口減少の中にあって、

いろんなサービス、市民サービスを集中と選択

の中で行っていくのか。それから拠点化の中で
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行っていくのか。しかし、一方においては、ネ

ットワークといったこともやっていかな。ネッ

トワークとなれば、道路もネットワーク、誰に

でも情報通信技術もネットワークだと。そこを

補うような一つの仕組みをつくっていかなきゃ

ならないという中における、そういう認識の中

で、去る２月２日にＩＣＴを活用した情報環境

整備研究会という組織を立ち上げたところであ

ります。これは新たな総合計画に遠野の情報通

信技術ＩＣＴをどのように組み込むのかと。そ

れから、ことしの、今年度、この予算に大きい

予算額として計上してるわけでありますけども、

本庁舎のプロジェクトがあるわけであります。

そうしますと、本庁舎の整備をこの情報通信技

術ＩＣＴっていっても、どう組み込んで、市民

の皆様への情報公開あるいは情報提供、そうい

ったことも含めて、どのように組み込んでいく

のか。そして、また、一方においては、本庁舎

にある程度の集約しようとしても、例えば、健

康福祉の里のように、どうしても、あそこに拠

点を置かざるを得ないとなれば、そこをネット

ワークとして、どう構築するのかということも、

このＩＣＴというものをどう組み込むかという

ような大きな課題もある。したがって、点で議

論してもだめだと。どうすれば、ネットワーク

を構築できるのか。そして、また、そのために

は、どれぐらいの財源がかかるのか。そして、

財源がかかるんであれば、そのやりくりとして、

健全財政５カ年計画を維持しながら、どのよう

な形で、そのネットワークを構築できるのかと

いうことを短期的にあるいは中長期的に組み込

んでいかなきゃならないということで、それで、

その研究会を立ち上げ、中堅職員、市役所の中

堅職員、それからＮＰＯの方、さらには、その

委員長として、県立大学の副学長の柴田先生に

お願いをいたしまして、委員会を立ち上げて、

今精力的な検討を行っていただいていると。そ

の項目は、先ほど質問のあったとおりの中で、

単なる行政ネットワークだけじゃないと、観光

もあるだろうと、それから、いうところの健康

づくりもあるだろうと、地域づくりもあるだろ

うと、そして、さらには防災もあるだろうと、

安心安全という中における高齢者の方々の弱者

という方々に対するネットワークもあるだろう

と、あらゆる角度から検討してみようというの

がこの研究会の位置づけでありまして、先般、

ちょうど２週間ほど前でありましたか、この研

究会を遠野市が立ち上げたということを聞いた

総務省の東北総合通信局が、ぜひ、オブザー

バーでもいいから参加させてほしいという申し

入れがありました。一自治体のそういった研究

会に国が、国のほうから参加してもいいかと、

オブザーバーでもいいから参加させてほしいと

いった申し入れは余り聞いたことがないわけで

ございまして、ある意味においては、これも一

つの自信としながら、この研究会の中で濃密な

検討を行い、議論を行い、課題を整理し、そし

て、それをできるものは予算化するという中で、

いろいろ御相談もしながら取り組んでいきたい

というように考えているところでございますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  今、概要がお話がさ

れました。柴田副学長が委員長として、メン

バーが成り立ってるということのようでござい

ます。いろいろな今度の計画、本庁舎、そして

市民の情報公開というような形で組み立ててい

くということのようでございますけども、市長

の方針演述の中には、今申された中に、７月を

めどに提言をまとめると、次期総合計画に反映

させるんだと、今、おっしゃった中身でしょう

けども、７月をめどにということなんですが、

７月まで本当にできるものなんでしょうかなと

思って心配するところもあるんですけども、こ

んなことを言って、大変、副学長さんには失礼

なお話だかもしれませんけども、その辺、これ

から我々にも公開しながら進めていくものなの

か、まず、お聞きします。 

○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）  ７月までできるのかと
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いう形での御質問を受けました。できるのかじ

ゃなくて、やらなければならないかというよう

に思っております。と申しますのは、全く白紙

からじゃないというところに、ある意味におい

ては７月という数字を出せたのは、これまでい

ろいろ取り組んできた、いろんなモデル事業と

して取り組んできた事例があります。その中で

いろいろな検証する項目も出ております。去る

昨年の８月20日でありましたか、それを整理し

た中で、一つのレポートをまとめていただきま

した。それを関係者集まって勉強会をしました。

約70名ぐらい職員が集まって、そこで勉強会を

した。その中で、いろんな項目の中で、これも

課題だな、これも課題だなと、これは何とかク

リアしなきゃならない問題だ、これは放置する

わけにはいかないな、今度の地区センターの見

直し等に当たってはそれをどうしたらいいだろ

うかなど、保健師さんを地域に張りつけるとい

うのも大事なことだけども数はないと。であれ

ば、このＩＣＴといったものの中における一つ

のネットワークの中で、それを補ってはどうか

といったようなことを含めて勉強会をやったと

いう一つの背景がありますから、それを今度専

門の先生、先ほど答弁の中で申し上げました専

門の先生にも入っていただいたり、ＮＰＯの方

にも入っていただいたり、国のほうにも参加し

ていただいたりしながら、整理整頓しながらと

いう部分での作業でありますから、７月、やら

なきゃならないというように思っているところ

でございますので、７月には示しをいたしまし

て、総合計画にきちんと反映するという方向に

持っていきたいという強い決意で臨みたいと思

っております。 

○議長（新田勝見君）  ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  ぜひ、７月に向けて

検討をますますしていただきたいなと思ってい

ます。 

 一方で、福祉等の関係におかれましては、遠

野市は先端を行ってるんじゃないかなと。ねっ

と・ゆりかご等々のこともございます。ある程

度、もう技術的には統一されたというんでしょ

うか、先進的な事例を持ち、逆に、この前の新

聞でしたか、岩手日報にも、県のほうでも、ね

っと・ゆりかごを予算化していくような趣旨の

記事が載っていたかに見受けられましたけども、

ああいう先進的なものは、さらに後世に受け継

ぐというような形で、さらに、改良って、私は

技術的なことはわかりませんけども、その点も

検討の中に入ってるんでしょうか。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  もう、この部分につき

ましては、先ほどの答弁の中で申し上げました

とおり、今、この研究会を立ち上げたから、繰

り返しますけど、白紙から始めるわけじゃない。

いろんなノウハウを積み上げてきたと。実は今、

総務省、これは高市総務大臣の肝いりの中で、

総務省の中にも通信技術といったようなものを

どのように位置づけて、テレワークというよう

な切り込みの中から人口の地方分散ができない

かとか、あるいはノートパソコン、あるいは、

無線を活用したネットワークといったような中

でＷｉ─Ｆｉという言葉があるんですけども、

そういったものをどう利活用しながら、新たな

ネットワークを構築したらいいかというような

委員会が立ち上がってるんですね。その中にも

九州の福岡市であるとか、大都市、100万都市

の中の地方自治体も入ってるんですけども、遠

野市もぜひ参加してほしいということで、私も

その委員のメンバーに入って、その議論に参加

しております。その下にワーキンググループが

ありまして、かなりの頻度で、そのワーキング

も行われてる中で、うちの職員もその中に常に

参加しながらしてますから、そういった部分に

おいては、現状といったものをどう捉えながら

となれば、今の国の動きがどうなのか、いわゆ

る情報通信業界の動きはどうなのかといったこ

とをリアルタイムで情報収集しながらの一つの

研究会なろうかというように思っておりますの

で、そういった点では、ただいま御質問にあり

ました現状あるいは課題を、それを捉えながら、
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今後どう形で持っていくかについては、ある程

度、恵まれた環境に遠野あるんではないかと。

では、その恵まれた環境をどう本当に生かすの

かということが、今度、我々が問われるという

ことにもなろうかというように思っております

ので、恵まれたから、あるいは国の議論に参加

したから、よかった、よかったじゃなくして、

そういった点での緊張感を持って取り組んでま

いりたいというように思っております。 

○議長（新田勝見君）  ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  その中で、当局がこ

のように、当局って言えば失礼なんですが、行

政がこのようにＩＣＴに環境整備した研究会を

立ち上げたということで、我々議会としても、

やはり、それに対応しなければならないし、お

くれてはならないというようなことで、私もち

ょっとＩＣＴのちょっと研究会がありまして、

仙台でちょっと参加してまいりまして、この前、

全員協議会でその旨を報告しながら、議会でも

やはりＩＣＴを使ったものを、議場でもですね、

議場にも取り入れるべきだということを訴えな

がら議員に説明して、議会の中でも、それこそ

議運の中でそれを検討していただけることに相

なりました。それで、いろいろ先ほど庁舎建設

に関しましては、Ｗｉ─Ｆｉとか、いろいろ観

光地も含めながら必要だということも私ども議

員も承知してるということでございますけども、

議会改革の中の推進の中で、やはり、ＩＣＴを

活用した議会運営が求められると私は思ってい

ますし、行政に対しても、議会と一緒になりな

がら、この議場の中で、ＩＣＴを活用した、例

えば、ここにノートパソコンをちょっと一人ひ

とり机の上に乗せるというのはちょっと異様な

光景だかもしれませんけども、例えば、今、タ

ブレットとか、そういうノートパソコンより一

歩先に走るものがございますので、そういう効

率的な議会運営ができないものかなと思ってい

たところでもございます。ちょっと長くなりま

すが、タブレットの導入効果をちょっと述べて

みますが、議会内でタブレットを使えるという

ことは、それこそ、インターネットが使えると

いうことで、かなり最新の情報がお互いにやり

とりができるんじゃないかと。そして、我々の

議員の審査能力というんですか、それもＩＣＴ

のサポートが常にできるというようなことで、

また、広く市民に各種の資料説明などにおかれ

ましても、いろいろな数字的な問題とか、例え

ば、ハザードマップとか、そういう防災上の関

係におかれましても細かく説明ができるのでは

ないかと、そういう防災の手段、そして、万が

一起きた場合の通信手段にもなるというような

ことで、かなり幅広く利用ができるんではない

のかなと。それから議会運営におかれましても、

当局、我々議員がお互いにタブレット等々の中

でやれば、こういうペーパーが一切必要ないと

いうことになれば、かなり印刷紙など経費の削

減につながるのではないのかなと思っておりま

す。紙代っては大したことないかもしれません

けども、地球にも優しいこともあります。それ

から、いろいろ職員と議員双方の業務の削減が

できるんじゃないかと。物忘れがなくなるとい

うようなことで、連絡業務におかれましても、

郵送とか、郵送代とか、そういうものもなくな

ると。それから、いろいろな修正とか、資料の

修正とかありますけども、そういう会議の中断

とか、そういうものもなくなって、スムーズな

議会運営ができるんじゃないかということで、

かなりな効果があるんではないかなと思います

が、議員ばかりじゃなくて、やはり、当局、行

政の方々もそういうふうに全員がタブレットを

持つ議会を考えてみてもいかがなものかなと提

案したいのですが、市長はどのようにお考えな

んでしょうか。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この情報通信技術ＩＣ

Ｔという中で、議会改革もという中における取

り組みの中で、このタブレットなども活用しな

がら双方向のという部分での、そうすれば、資

料代だとか、印刷だとか、そういったことの合

理化もできるんでは、省略化もできるんではな
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いだろうかと、この情報通信技術は、もちろん、

そのような中における一つの効果もあるわけで

ありますけども、私は、この部分は、使い方と

いう部分を誤ったんでは、やはり、いろんな面

で、逆に失うものが多いんではないかなという

ようにいつも思っております。いうところの、

この市役所の中においても、この庁内ランの中

で、パソコンでそれぞれ周知をすると。うちの

場合は13カ所に分散しておりますから、このネ

ットワークを使わざるを得ないということにな

るわけでありますから、そういった意味におい

て非常に有効に機能しているという部分あるわ

けでありますけども、一方においては、職員間

の会話、コミュニケーションも欠けてきている

という事実も一方においてはあるということ。

したがって、このタブレットあるいはノートパ

ソコンといったものを活用しながら、情報を提

供し、また情報発信しという分においては、き

のうの小林議員の中で、観光振興といったよう

なあるいは交流人口の拡大の分においても、あ

るいはインターネットを見れば、すぐ市長のプ

ロフィールから、あれから皆わかるぞという分

における情報通信の情報提供という部分と、や

はり、本当に意義におけるコミュニケーション

という部分とその使い分けはやっぱり誤らない

ようにしなければならない。 

 私は、こうして一般質問を議員各位から受け

てるわけでありますけども、例えば、例えばの

例で申し上げれば、ちょっと極端な論理になる

わけでありますけども、じゃあ、質問は、じゃ

あ、全部情報をぱっとあければ、みんなわかる

と。じゃあ、答弁はぽんぽんと書いて、ぽんと

あければ、わかると、であれば、もう議場は要

らなくなるわけです。議場は必要なんですよ。

やっぱり、こうして、いうところのコミュニ

ケーションと申しますか、フェーストゥフェー

スの中で皆さんと向き合いながら、やはり思い

を語り、そして、また、自分の一つの考えを述

べる。それでまた、それを受けたことによって、

どうなんだという中で双方関係ができてる。こ

れは幾ら技術革新が進歩しても、その思いやら、

その気持ちやら、心やらといったものは、なか

なか、それは伝えない。伝えられない。やはり、

一つの言い方の中から、あるいは言葉の使い方

の中から、あるいは声の大きさ、小ささの中か

ら、これは自信持ってしゃべってるなと。あれ

は、何だかな、答弁は市長自信がなさそうだな

っていったことをあったとしても、タブレット

で見れば、それは何もないわけですよね。だか

ら、やっぱり、そういった人としてのという分

になれば、コミュニケーションでいくという中

における一つの手段も、我々はもう一方におい

ては大事にしていかなきゃならない。情報ある

いは情報提供、情報発信という意味においては、

非常に速やかに、スピーディーに、タイミング

を逸ししないようにという意味においてはすご

く便利なシステムなわけですよね。しかし、そ

の中においては、そういった思いなり、気持ち

なり、そういったようなものがなかなか伝わら

ないという部分。この携帯電話が普及したこと

によって、世の中にロマンもドラマもなくなっ

たという話をよく聞きます。すれ違いというこ

とがほとんどなくなったと。待ち人が来るって。

恋人が来るって。待ち合わせをしたと。待てど

待てど来ないということは、今はないわけです。

全て、ピポピポピポでもう通じてしまうわけで

あります。30分待った、50分待った、１時間待

った、もう来ない、嫌いと書いて、伝言板に書

いて、そしていなくなるというようなのもドラ

マであったわけであります。それが今ほとんど

なくなった。これは、ある意味においては寂し

いことだなと思うわけでありますから、その使

い方を間違わないようにという分においては、

ただいまの議員の提案も文字どおり、きちっと

前向きに捉えながら、私も、ほかの市町村に出

かけたときに、意識的に庁舎と議場を見て回っ

ております。そうすると、やっぱり、いろんな

形で工夫してるということで、ちなみに、今、

提案のありました、こういったタブレット端末

を含めながら本会議場で情報機器の使用を認め

ている市は全国で45市という形に数字もなって

あらわれておりますから、やっぱり、これも一
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つの時代の流れであろうというようには捉えて

おりますので、そういったことも含めて、ただ

いまの御提案などは、これからの本庁舎整備の

問題にも、ある程度反映させるような、そのよ

うな形で対応していきたいなというように思っ

てるとこであります。 

○議長（新田勝見君）  ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  使い分けをきちんと

誤らないようにということで、前向きに捉えた

いというような趣旨でよろしいかと思います。

議場は、こういうようにコミュニケーションの

場ですので、質問もメールのような形でやって、

答弁もメールのような、無言の世界ではちょっ

と私も、全くそのとおりでございます。コミュ

ニケーションが全く大事ですので、ノートパソ

コンなり、タブレットというのは、あくまでも

最初は使用が可能にしていただいて、そして、

こういう資料の中できちんと書いていると。そ

うすれば、当局も一々資料を渡す手間もなくな

るだろうし、誤りというのも、あっても、その

中で直せば、皆さんに瞬時に伝わるでしょうか

ら、あとは、もちろんコミュニケーションは

堂々とやってもらわないと困りますので、その

とおりだと私は思っております。 

 12月の一般質問で小林議員がＳＮＳというこ

とで、ＳＮＳったら何かということになれば、

今のフェイスブックとか、ちょっと今事件で使

用された、子どもさんが亡くなったということ

で、あれがラインとか、いろいろあるんですが、

公式サイトもございます。今、ここで議場をや

ってるんだよということをフェイスブックにや

れば、市民に、遠野テレビで中継されてるから

ですけども、即座に双方向で見たり聞いたりす

ることもできるということで、小林議員も言っ

て、前向きにいろいろ検討させていただく旨、

12月におっしゃいましたけども、私もまさにそ

のとおりしていただければ、やはり、研究会も

立ち上がってますので、その辺もやっていただ

ければ、遠野市はすごいなと、東北でもまだや

ってないことをやってるなと伝わるんじゃない

かなと思っております。 

 タブレットは、神奈川県の逗子市というとこ

ろが最初にそういうペーパーレス議会をやった

ところがそうです。最初は、逗子市の市長は反

対だったそうなんですよ。そういうものよりも、

きちんと資料をやりながら、きちんとやったほ

うがいい。ところが、今は市長のほうが先に立

って、タブレットでなければならないというよ

うなことを話しているというようなことなそう

でございますけど、だから、いろいろな面で考

えて、研究会を通しながら、その面を議場の運

営等も考えていただく場を設けて、いかがなも

のかと思いますが、その辺、ちょっとアドバイ

スできないでしょうか。 

○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）  今の質問の中で、いう

ところのうまく使い分けをしながら、手段とし

て、このＩＣＴをうまく使うという分について

全く同じ考えとして、私も捉えたとこでござい

ますので、そういった点で、これからのこの本

庁舎の整備問題等にも、このようなものをいか

に取り入れていくのかと。確かに、今、御質問

の中で触れられてましたとおり、情報を提供す

る、あるいは発信をするという意味においては

非常に有効な手段なんですね。そして、また、

リアルタイムで瞬時に皆さんに伝えることがで

きると。私もメールをときどき使わせてもらっ

てるんですけども、これは部長だけじゃないな

と、課長にもあるいは係長のほうにも、ちゃん

と伝えたほうがいいなというときにはもうメー

ルを使うんですよね。そうすると、一斉に中に

あって、同じものを課題を共有しながら、そし

て行動に移れるということになるんで、ときど

き使わせていただいてますし、それから時間が

あったとき、インターネットというか、パソコ

ンに向かって、インターネットの中で、いろん

な他市の状況、ほかの市町村の状況などをいろ

いろ検索して情報を得るという意味においては、

物すごく役に立つという仕組みでありますから、

今般の27年度でもって、行政改革も一つの組織
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の見直しも行い、そこで本庁舎の実施設計に反

映させるってことに持っていかなきゃならない

のが、もうタイムリミットも来ておりますし、

カウントダウンが始まっておりますから、この

研究会での議論をあるいは検討をさらに加速さ

せて、今のようなお話も踏まえながら、一つ形

に持っていきたいというように思っているとこ

ろでございますので、なお一層、いろんな意味

で受ける提言、こういう意見をまたいただけれ

ばということを申し添えて答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  それこそ形に持って

いきたいというようなことでございますので、

ぜひ、議場にパソコン等々の入れるということ

も検討しながら、将来的には、タブレット等々

の議会、ペーパーレスの議会に持っていきたい

なと、持っていっていただきたいと思っており

ます。もちろん議員の中でも議運の中でも検討

していただくことになっております。 

 それでは続きまして、次の項目に入らせてい

ただきます。 

 人口減少の克服について。先ほど来から、き

のうから数々の同僚議員が申しておりますので、

私の申すところは全然なくなって、そのとおり

でございますけども、それこそ市長の施政方針

演述の３ページの中に人口減少の問題が述べら

れております。その中で市長は、今さらといっ

た感がありますとみずから言っておりますけど

も、私もそのとおりだと思います。それこそ40

年代から遠野はそのとおりでございまして、岩

手国体のとき、４万人台の人口だったと。私も

岩手国体のときは高校生でした、まだ。高校生

で、サッカーの会場でブラスバンドで吹いてま

した。それであれから何年でしょうか、このと

おり３万人の人口になってしまいましたけども、

やはり、組織横断的な推進体制を整え、６次産

業推進本部、子育てするなら遠野推進本部を立

ち上げて取り組んでいくということが演述で述

べられております。 

 この前、１日に石破地方創生担当大臣が盛岡

に来て講演したようで、岩手日報社にも寄って、

新聞にも出ておりまして、その中には、産業の

生産性を上げ、若者の所得をふやすことが喫緊

の課題だということを述べられておりました。

その中で、総合戦略を27年に策定するというこ

とで、各自治体に対して、一所懸命やるかやら

ないかで差が出ると、何か市町村に対して檄を

飛ばしたような感じで、私は聞いたんですが、

その辺、まず最初にちょっと、この項目からそ

れるかもしれませんけども、その辺、どのよう

に感じたか、ちょっと市長からお伺いします。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後３時04分 休憩   

────────────────── 

   午後３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。 

 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  先ほど、いわゆる地方

創生の中においてと、石破担当大臣の一つの言

葉をあれしながら、これに、どう向かっていく

のかという部分での御質問と承ったわけであり

ます。この地方創生、私は、先般、石破担当大

臣が盛岡に来た際に、我々市町村長にも、そん

なに時間はとれないけども、ちょっといろいろ

懇談したいというような案内があったもんでご

ざいますから出かけていきました。県内の市町

村長20ぐらいの首長さんたちが見えておりまし

たけども、いろいろ直接お話が聞くことができ

ました。その前の週の26日の日の金曜日には、

木曜日ですね、木曜日には、道の駅の認定書の

交付式がありまして、私も風の丘がモデル駅と

して認定を受けるということなんで出かけてま

いりましたけども、太田国交大臣のほかにその

場には石破担当大臣も来ておりまして、本当に

短い時間でございましたけども、遠野のどぶろ

くも飲んでいただき、さまざま懇談はできたと、

懇談というよりも話することができたと。その

中で、この地方創生という今回の新たな仕組み

はこれまでと違うんだということ、何度も強調
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しておりました。あんた方市町村のいろんなや

る気、あるいはいろんなアイデア、どんどん出

してよこせと。そうすれば、ほとんど、それを、

いうなれば応援するというのが今回の一つの地

方創生のほうの理念だということを何度も話し

ておりました。 

 よく考えてみれば、戦後70年という節目の年

を27年度は迎えるわけであります。そういった

中にございまして、敗戦から立ち上がる。これ

は所信表明の中でもちょっと述べさせていただ

いたわけでありますけども、敗戦から立ち上が

るという中で、追いつけ、追い越せの中でやっ

てきたと。ようやっと敗戦から、所得倍増とい

う中で、ようやっと日本も戦後からという中に

あったときに、昭和39年に東京オリンピックが

行われたと。そして、その昭和45年には大阪万

博が行われたと。その２年後の昭和47年には札

幌オリンピックが行われたという中で、世界的

なイベントが次々と仕掛けられてきたという中

で高度成長を遂げていったと。その中で、日本

列島改造論というのが出て、いうところの日本

がどんどんどんどんという中における改造ブー

ムに陥ってった。そこにオイルショックが入り

という中で、そして、その中において、竹下内

閣のときには、今度は、ふるさと創性という中

で、１億円をやるからやれという中におけるお

金をもらったという、私は、制度が本当にどの

ようなものだったんだろうかなという分におい

ては、いろいろ、こうして検証してみると、ど

れだけ地域の活力、あるいは地域の底力といっ

たものにお金が役立ったのかなという分におい

ては、十分な検証をまだされてないんじゃない

かなというようには思ってるわけでありますけ

ども、そのようなものの中で、地方頑張れって、

あるいは日本頑張るっていう中におけるものと

して、70年の歴史を刻んできたという中で、今、

地方創生法というものが新たにある。財政支援、

情報支援、さらには人的支援という中で、国も

応援するという仕組みができてきたということ

でありますので、これはいうところの今議会で

もさまざま議論を交わされておりますけども、

子育てするならば遠野。あるいは６次産業推進

本部といったようなものは、この地方創生の中

の法の理念の中に、いい意味でも我々はそれを

先取りしながら、地方を頑張るというような一

つの取り組みを行ってきたんではないのかなと。

そういった意味においては、一つのある意味で、

本当にいい意味での自信として、それに向かっ

ていくという部分のことを我々やってきたんだ

と。だから、これを確実なものにするんだとい

うような取り組みが、この、まち・ひと・しご

とという一つの国のプロジェクトとうまく整合

性をとれる一つの体制が、あるいは環境がとい

うことが整ったんではないのかなというように

思ってる。ただ、懸念されるのは、懸念される

のは、これは十分政治主導なのか、あるいは霞

ヶ関の官僚主導なのかという分においては、

我々もそこをよく見極めなきゃならないわけで

ありますけども、どうもメニューが、メニュー

が、我々が使い勝手がいい、あるいは使いやす

い、さらには市町村という現場の、基礎自治体

の現場のそのニーズを本当にうまく吸い上げて

くれるのかと、そういう本当にそういう仕組み

になってるのかという部分のところがちょっと

危惧されるわけでございますので、そこはやは

り議員各位からもいろいろ御意見を聞きながら、

このプロジェクトに真正面から取り組んでいく

という一つの流れを確実なものにしていくとい

うことが27年度として位置づけられるんじゃな

いのかなというように承知してるところでござ

いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  ただいま市長のほう

から政治的なものか、官僚的なものかというよ

うなことで、その主導がちょっとニーズをうま

く酌み取ってくれるかというようなことがお話

がございました。昨年の３月、市長はやはり演

述の中で緊急的課題ということで、地方経済の

振興と雇用確保、交流人口の拡大及び子育てす

るなら遠野、少子化対策と教育環境の整備とい

うことで、後期基本計画の中の進めるというよ



－ 133 － 

うなことも演述で述べられ、そして、今期の演

述では、６次化産業を含みながら、子育て対策、

子育てするなら遠野推進本部、６次化産業推進

本部というような形で、引き継ぐというような

形で、私は見られたわけでございます。 

 その中で、先ほど来からお話しました国の中

で、まち・ひと・しごと創生法。2015年から20

19年まで５カ年を１期計画として行うんだとい

うことで、長期計画を立てて、ばらまきではな

くて、石破大臣も言ってるんですが、ＰＤＣＡ

サイクル。Ｐはプラン、計画、ＤがＤｏの実行、

Ｃがチェックの評価、Ａがアクションというよ

うなことで、改善というようなことで実行して

いくことになったということで、人口について

も、2060年になっても１億人の人口を日本で確

保しながら、2050年代に入っても、ＧＤＰ戦略、

成長率を1.5から２％確保するというような長

期ビジョンを掲げて、それにあわせて、先ほど

来からいう総合戦略を決定したというように伺

っております。地方で若者の雇用30万人創出す

るというような計画も立てておるわけでござい

まして、その中にはいろいろな農林水産業の成

長戦略等々もあると伺っております。この辺、

どう考えるかということもあるんですけども、

けさの岩手日報のコラム、下のほうに、これは

遠野市の男子大学生のことが記事に載ってまし

た。ちょっと読みますと、大企業を目指す人が

いると。逆に中小企業の人材は足りず、まだ新

卒学生を募集している段階だと。中小企業にお

かれましては。それで、大企業ももとは中小企

業だった。自分たちで地元の中小企業をよくし

ていくというようなことを書いておりました。

これは男子学生の投稿のことをコラムで言って

いるようでして、岩手の地に花を咲かせてもら

いたいと結んでるというようなことで、岩手日

報のけさのに載っておりました。 

 私も市内で活動している中小企業の各位にお

かれましては、全く敬意をあらわすとともに、

今後もさらなる活躍を御祈念申し上げるところ

でございまして、その活躍を幾らかでも行政の

ほうでも躍動力を何とか実在する姿が必要では

ないのかなと。それらにも、このまち・ひと・

しごと創生法の一部として、そういう総合戦略

の中にも入れてほしいものだなと思っていると

ころでございます。それは回り回って、雇用に

なり、若者の働く場の提供にもなるんじゃない

のかなと思っております。今ある企業、中小企

業を、私も市内の企業回って歩くと、そのよう

なことを言われております。その辺、どのよう

にお考えか、ちょっとお聞きを願います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  まち・ひと・しごとと

いう、この本部が立ち上がったという中で、総

合戦略を、向こう５年間の総合戦略を27年度中

にそれぞれ市町村の地域の特性を生かして組み

立てなさいという、組み立てなさいというか、

組み立てろと、そうすれば、いうところの財源

も含めて応援するっていう仕組みになってる。

今まで国が、この程度、財源を確保してるから

これを、先ほど竹下内閣当時のようにふるさと

創生事業の話をいたしました。あれは１億円を

もらって、金の延べ棒買った自治体もあるわけ

ですよね。あるいは宝くじ買った自治体もある

という中で、本当に地域の活性化というものに

なったのかという部分においては、きちんと検

証されないまま。でも、あれはあれで一つの割

り切った言い方をすれば、それで、とにかく頑

張るっていうものになったんだという部分で評

価してる学者の方もいるようでございますけど

も、その辺のところをよく踏まえれば、今度の

仕組みは、今度の仕組みは、より基礎自治体と

いう現場といったものを重視した仕組みとして

は位置づけられたんではないのかなと。その中

で、今、御質問のありました中小企業。こうい

ったものをどのようにと、これは本当に大事な

ことなわけで、大企業ばっかりが企業じゃない

んです。そういったところを考えれば、中小企

業、日本の産業構造の中で、あるいは高度成長

遂げたという一つの大きな底力は中小企業とい

う中における、いろんな技術開発、それに地道

な研究開発、そして、いろんな確実なものづく
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りといったものが日本の、資源のない日本の産

業を支えたという部分が高度成長、高度経済成

長につながり、敗戦から立ち直るという中にお

ける一つの大きな原動力であったということは

もう、これはもう誰しもが認めている一つの今

までの経過なわけですね。したがいまして、今

般の地方をさらに元気を出せと、その地方には、

まさに今言ったように、ノウハウを持ち、技術

力を持ち、さらには研究開発といったように意

欲的に取り組んでいる中小企業がいるというこ

とをきちんと、そこにスポットを当てながら、

それをどのような形で組み立てながら、この地

方創生法に基づくいろんな支援を、支援という

よりも応援をいただくかという中におけるもの

として、地方の活力、さらには人口減少への歯

どめ、これは雇用というものが当然あるわけで

ございますから、そしてつながってくるという

ことになるんじゃないかと。遠野市内にも実は

すばらしい中小企業があるんですよ。個々の名

前を上げれば、あれでございますけども、ちっ

ちゃくても、きらっきらっと光る形での技術力

を持った企業があるわけでございますから、そ

の方々との連携も、やっぱり一方においてはき

ちんと踏まえていかなければ、人口減少という

ものに対する答えを出せないと。この人口とい

うものがあってこそ、消費があり、消費がある

から、ものづくりのものが売れるということに

なるわけです。人口のパイが縮まれば、ものも

売れなくなるということになるわけであります

が、これは循環としてあるわけでございますの

で、やっぱり、一定の人口はきちんと確保しな

きゃならない。確保しなきゃならない。そうい

った意味においては、大変我々、地方の中小都

市は厳しい状況にもある。だから、やっぱり、

私は、東京一極集中というこの国土づくりの根

本を大きな政治の力の中で是正をするという部

分が、移住だ、あるいはふるさと回帰だという

一つの中で、これだけの1,200万、300万という

大都市、そして東京、名古屋、大阪、福岡とい

う中におけるベルト地帯という中における大都

市。その中で、1,200万も、ある方からこのよ

うなことを聞きました。国づくりという部分に

あっては、ヨーロッパをはじめ1,000万も抱え

てるような自治体はないですよと。それぞれ分

散してますよと。なぜかと。もう戦いの歴史、

戦争の歴史というものを経験しているところの

国づくりと日本の場合の国づくりというのはち

ょっと違うんだよなと、というような話を聞い

たことがあります。したがって、それこそ、国

土、国家100年の計に立って、この東京一極集

中と中にあって、バランスのある人口の再配分。

そして、その中で、地方の底力を示せるような、

そういう本気になって、それを考えなきゃなら

ない。そのような時代を迎えてんじゃないのか

なと。少子高齢化というのは、そういうことを

しなさいよということになってんじゃないのか

なというようにも捉えてるところでございます

ので、先般立ち上がった全国市長会に特別委員

会が設置されました。まち・ひと・しごとのプ

ロジェクトにどう向かうかと、立ち向かうかと

いうプロジェクトが全国集会の中に立ち上がり

まして、私もその委員の一人として選ばれたと

こでありますので、そういった点で、今、ただ

いまいろいろお話あった議論していることにつ

きましては、積極的に発言をしてまいりたいと

いうように思ってるところでございますので、

そのことを含めて答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  中小企業に明るいス

ポットを与えていただき、応援をいただきたい

なと思っております。 

 また、特別委員会でもいろいろと発言をなさ

って、遠野のいろいろな面を強調していってい

ただきたいなと思っております。 

 その中で、若い世代の結婚、出産、子育てと

いうことで、未婚者の意識調査があるようでし

て、18歳から34歳までの未婚者に対して、いず

れは結婚するつもりがあると答えた方が90％に

上るということで、希望する子どもの数は２人

超、２人よりも上だということで、これらを実

現させるためには、正社員化の加速や切れ目の
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ない結婚、出産、子育てを支援することが大切

であるというようなことを国でうたっているよ

うでございます。 

 そして、先ほど市長も述べられたように、東

京圏から地方に移住する推進も行われるという

ことで、移住促進センターをつくって、情報を

いろいろな形で流しながらやっていくというよ

うなことのようですが、この辺の情報は入って

いるんでしょうか。遠野にもしかしたら、そう

いう移住という方向もその情報にあるかもしれ

ませんので、その辺、ちょっと情報があるかど

うか、お聞きいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この移住というものを

促進するということで、仮称でありますけども、

移住促進センターというものを設置すると、場

所もここに設置するということについての情報

は入っております。したがって、こういったも

のとも連動しながら、で・くらす遠野の中にお

けるきのうの質問でもやりとりいたしましたけ

ど、体験、移住といったような受け皿を我々も

つくって、それを定住に持っていくという中に

おける連動は、整合性を図った連動は図ってい

かなきゃならないということは、これは、国は

この移住促進センターをもう、そして、全国の

移住希望者に対して、一元的に情報提供してい

くというような仕組みに持ってってるわけであ

りますから、これを迎え入れる我々の体制、

で・くらす遠野という取り組みの一つの実績が

ありますから、それとうまく連動し、で・くら

す遠野の一つの組織をいうなれば進化させて、

このプロジェクトとの整合性を図る、協調性を

図れるような仕組みに持っていきたいなという

ように思っているところであります。 

 居住、就労、生活支援といったようなトップ

性といったようなものを全国移住ナビ、これさ

っき、議論しましたけど、インターネットでも

って、そういったようなものを開設するという

ような情報提供ですね、これは。そのような全

国移住ナビといったようなネットワークも構築

するということになってるわけでありますから、

これらと連動を図っていかなきゃならないかと

いうように思っているところであります。 

○議長（新田勝見君）  ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  ぜひ、で・くらす遠

野等の情報等を踏まえながら、その辺を人口増

につながらせていただければと思います。 

 先ほど来から言っている総合戦略をつくらな

ければならないという中で、県もしくは、こう

いう市町村に、それこそ総合戦略をつくってい

ただくとしているようでございますけども、遠

野はその辺どのように、今、進捗状況どのよう

になっているかということをお伺いしたいんで

すが、国が市町村に対して一方的につくりなさ

いと言われても、なかなか支援というんですか、

国はただ言うだけなのかというようなこともあ

るようでして、地域のいろいろな分析とか、い

ろいろどこに課題があるというようなことをい

ろいろ国でもいろいろ判断する、クラウドとか、

何とかという形で提供するような話が、クラウ

ドで提供するような話も聞いております。 

 あとは、５万人以下の市町村に対して、もし、

必要であれば、国から各市町村に国家公務員を

派遣してもいいよというような話があるという

ように聞いております。岩手県では、山田町と

か、葛巻町に、それこそ官僚が来て、副町長と

かというような形で、そういう総合戦略をつく

るかに聞いておりますが、遠野では、そういう

ことは、国から誰か援助ということは考えてな

いわけですね。その辺ちょっと伺います。 

○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）  これは、やはり、一つ、

国からという部分よりも、私はやっぱり双方向

の中でという部分をきちんと大切にしなければ

ならないかというように思っております。財政

支援、情報支援、いろいろな情報支援をすると。

先ほどの移住センターなり、移住ナビなんかも

その一環ですね。そういった中で、総合戦略を

立てて、いろいろメニューを組めば、それに対
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して財政支援をすると、いわゆる交付金を出し

ましょうと、頑張れということにしましょうと。

もう一方においては、５万人以下という自治体

にあっては、幾ら総合戦略を立てろといっても、

なかなかマンパワーが、企画力、あるいは一つ

の構想力といったような中において、そういっ

た人材がなかなかいないんではないかと。であ

れば、国家公務員をそこに人的支援ということ

で出しますよというのがセットになってるわけ

ですね。そこで、情報支援という分においては

いろいろ情報いただくと。財政支援については、

きちんとしたメニューを出せれば、ちゃんと財

政支援をいただけると。じゃあ、しかし、その

ためには、そのためには情報をもらった。しか

し、きちんとしたメニューをもって総合戦略を

立てなければ、これじゃ、ちょっとなとなれば、

お金は出しませんよということになれば、総合

戦略を立てれる発想力、企画力のあるそのよう

な人材も必要とするだろうということで、国家

公務員を出します。５万人以下と。ある程度の

規模の自治体であれば、そういう職員は要るだ

ろうと。しかし、５万人以下ではないだろうと

いう中で、今、実は、岩手県では、私の情報で

ありますけども、久慈市、葛巻町、紫波町、金

ケ崎町、山田町、田野畑村という６市町村が派

遣を希望している市町村として、国のほうに、

いうなれば、アプローチしたというように情報

は、担当のほうからもそういう情報が上がって

きておりますけども、そのように聞いておりま

す。私も首長の中から、うちでやったけども、

本田さんとこにどうだという話も聞いておりま

すから、全部一所懸命やってんだなというよう

に思っておりまして、そのような中で、人的支

援という中で受けて総合戦略を立てようと。国

家公務員が25人程度、大学関係者が75人程度と

いったようなものが今副市長や副町長あるいは

副村長という中に幹部職員として今派遣されて

いるという実態があるんですね。しかし、これ

はあくまでも幹部職員として張りついてるつう

だけであります。今度の人的支援は、じゃない

と。総合戦略を立てるという分において、地域

の実態に即したものを立てるノウハウを持って

る職員を派遣するということのわけであります

けども、ちょっと強がりで言うかもしれません

けども、私は、職員のほうからそのようなどう

ですかという話があったもんでございますから、

派遣を受けずに我々の力で頑張ろうというよう

な形で職員には呼びかけております。と申しま

すのは、地域の実情あるいは地域の文化、ある

いは地域の風土、さらには地域の歴史といった

ようなものをきちんと踏まえなければ、幾ら有

能な霞ヶ関の官僚であっても、まとめ方も上手

かもしれませんけど、そこには思いが入らない

ぞというような、ちょっと強がりを言いながら、

みんなで、思いを持ってる我々で頑張ろうじゃ

ないかという話をしておりまして、あえて派遣

を求めないで、総合戦略を立てていきたいとい

うように思っているとこです。間違いなく総合

計画も立てなきゃならないわけでありますから、

我々は、議員各位の御理解をいただいて、６次

産業だとか、子育てだとかというとこに、既に

アプローチしてるわけでありますから、それを

きちんと整理するという分においては、我々職

員も、プロパーの職員もちゃんとノウハウを持

ってるぞという部分における自信を持って、こ

の問題には向かっていっていいんじゃないかと。

国の職員が来なければ、対応できないというこ

とじゃないぞという一つの誇りを持って、この

問題には、地方としての誇りを持って頑張って

いきたいなというような、それは市長強がりじ

ゃねえのかと、黙って応援求めたほうがいいん

じゃないのかなという声もないわけではないん

ですけども、私は遠野の40年の地域づくりの歴

史を考えれば、そんなことはないということを

言いたいし、また、関係職員も、それに十分こ

たえてくれるんじゃないかと思ってますし、議

員各位も、それに対してはやれと、応援するか

ら頑張れということを言ってくれるんじゃない

かなというように思っておりますので、そうい

う方向で取り組んでいきたいというように考え

ております。 

○議長（新田勝見君）  ８番菊池巳喜男君。 
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   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  中央のそれこそ国家

公務員のノウハウを持たずに、40年の伝統とそ

の誇りがあるということでございますので、ぜ

ひ、私からも応援をいたしますので、その辺、

きちんとした計画ができますことを御祈念申し

上げます。 

 この中で、行政ばかりじゃなくて、商工会と

か、事業者の民の力も重要だと、重要視されて

るということのようなんですが、このつくる段

階では、そういう民の力も結集するような、何

か、その中で戦略的には持ち合わせてるんでし

ょうか。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  これまでの仕組みの中

にあっては、やっぱり、産学官という一つの仕

組みの中で、我々も官民一体という中でいろい

ろ取り組んできたとありますね。その中で、こ

の庁内の中における総合戦略を立てる組織を立

ち上げなければなりません。そういった中で、

産学官金労言という一つの言葉が地方創生本部

のほうから、まち・ひと・しごと創生本部のほ

うから出てきております。いうところの産業界

ですね。住民はじめ産業界、我々行政機関、さ

らには教育機関、学ですね。労働団体、雇用と

いったところを考えれば、どのような中で雇用

環境を充実したものに持っていくかということ

のすごい大事な取り組みですね。そういったた

めには、労働団体の協力も得なきゃならない。

そして、また、一方においては、財政支援とい

うことになれば、地元金融機関なども取り込ん

で、金融機関というともちゃんと協力を得なけ

ればならない。じゃあ、言とな何だとなれば、

いうところのメディアを、新聞、テレビを中心

とした言論界という、この言という一つの団体

も一緒に入ってもらって。だから、こういった

今までと違う地方創生と申しますか、さまざま

な政策と違って、これだけ幅広い分野を取り込

んで、地方創生に取り組むんだ、人口減少問題

に取り組むんだというのは、やはり、画期的な

ことじゃないかなというように思っております。

ただ、我々自治体も、今まで、産学官というこ

とがある意味においては非常にいい言葉だと。

産学官の仕組みを大事にしようという中におっ

たわけでありますけども、金融機関、考えてみ

れば、金融機関、あるいはこの労働団体、さら

には言論機関、言論機関といったものをその中

で、いかに関係者に正しく、あるいは客観的な、

さらには正確なという分においては、メディア

も非常に大きな役割を果たすという意味におい

ては、そういった方も取り組む。したがって、

石破担当大臣は、この間、盛岡においでになっ

た際に地元新聞社を訪ねたというのも、そうい

う背景の中にあるんじゃないかなというように、

私、それを聞いて、後で聞いて、なるほどなと

いうように思ったわけでございますけど、単な

る言葉にしてないと。そういった働きかけを行

いながら、いろんな人たちを巻き込んで、相互

理解に持っていこうとしてるというような中で

ございますので、遠野もそういった意味におい

ては、きのうの佐々木大三郎議員の質問にお答

えしてるわけでありますけども、子育てするな

らば遠野推進本部、あるいは６次産業推進本部、

あるいは雇用定住環境推進室といったようなも

のを相次いで立ち上げてきました。雇用定住環

境整備室も、やはり東工業団地を何とか、あそ

こに定住人口、雇用の場、企業誘致を図りたい

という中でああいう組織を立ち上げたわけであ

りますけども、ああいう部分の中で、これらを

いうなれば、先取りしたという分であれば、今

度、４月には、これらを包括した、一つ、今、

この産学官という中に、金、そして労、そして

言といったような組織の中でやりましょうとい

うことになっているわけでありますから、遠野

も身の丈の中で、そういった総合力を示すよう

な、一つの組織を立ち上げなければならないか

なと思っております。ただ、それは、子育てす

るならば遠野という一つのスローガンを、ある

いは６次産業化をさらに推進しようというス

ローガンをおろすという意味じゃありません。

それをもっと効率的に一つの推進組織として、
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国に向き合う窓口として、あるいは議員各位、

あるいは市民の皆様といろいろ向き合う一つの

ワンストップの組織として、そういったものを

位置づけるということが必要じゃないのかなと

いうように承知してるとこでございますので、

何とか、その方向に持って行きたいなというよ

うに思ってるところでございますから、よろし

く御理解をいただければというように思ってお

ります。 

○議長（新田勝見君）  ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  今、申された、それ

こそ、産学官ばかりじゃなくて、いろいろな金

融関係、メディア関係も含めながら組織を立ち

上げていくということでございますので、大い

に期待をかけるところでございます。 

 その中で、今年度の補正予算にもうたわれて

おりますけども、先立つ交付金はそれによって

つくられていくと、ついてくるということなん

でしょうが、先立つ部分として、緊急的先行支

援ということで、補正予算で国全体で4,200億

円とつけたということのようでございますけど

も、いろいろプレミアム商品券等があるという

ようにお聞きしておりますが、どのような、こ

れは予算委員会で聞けばいいんでしょうけども、

市長から一言答弁をいただければと思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  これは先般、担当の職

員のほうから報告をありましたけども、補正予

算の中で、一つ先行型の事業として取り組みな

さいと。補正予算なので、２月のはじめには出

しなさいという部分だった。でも、当初予算の

編成と我々も同時並行で、この問題にどう対応

するかと議論いたしました。そして、補正予算

の中で、事業数が13事業だったようにちょっと

記憶しておりますけども、先行型として、これ

まで取り組んできた子育て、あるいは６次産業

といった分の中における事業を、この地方創生

の中における先行型事業として位置づけまして、

国のほうに提出いたしました。国のほうからは、

オッケーですと、受け付けますという既に連絡

をいただいております。ある自治体の首長と話

したらば、随分あんたとこはええなと。俺んと

ころはおととい出したぞという話でありました

けども、締め切りぎりぎりで出したという中で

言ってました。我々は２月のはじめにそれを出

した。当初予算と編成しながら、それはなぜで

きたかというと、やっぱり、本部がそれぞれ、

子育てするならば遠野、あるいは６次産業推進

本部というものを立ち上げておって、いろいろ

検討し議論しておって、また、それを当初予算

の中に位置づけようか、あるいは補正予算の中

に位置づけようかと議論しておったところに国

からそのような内報があったということで、す

ぐ直ちに対応できたと、それでなったわけでご

ざいますので、まさに、スピードとタイミング

がそこに問われて、なぜ、できたかというなれ

ば、そういう一つの経過があったということを

踏まえれば、先ほど申し上げましたとおり、さ

らにそれを一つの大きな推進組織として、でも、

限られた職員の再配置になるわけでございます

から、その辺のところをどのように持っていく

かということが、これからの一つの作業にもな

るんじゃないかなというように思っているとこ

ろでもあります。 

○議長（新田勝見君）  ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  プレミアム商品券、

１万円、１万円の商品券を買うと2,000円が国

から交付金としてついてくるというようなこと

で、地方の消費の喚起になるというように聞い

ております。そこを、遠野で働く、働いてみた

い、住んでみたい、仕事があって、地方の経済

を回しているということだと思っております。

いろいろ市長は誘致企業を今大きいところを持

ってきたいというようなお話もあるようでござ

いますけども、最後の質問にいたしますが、そ

の中で、農業の、それこそ、農林畜産業の成長

戦略が意識的に改革ということで、必要だとい

うことでございますけども、私もそのように思

うところでございます。この部分は、それこそ
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各同僚議員からもお話がありましたものですか

ら、いろいろ割愛しながら進めてまいりますけ

ども、その辺、最後、ダブる質問になって恐縮

ですけども、その辺、６次化を含みながら、再

度、最後の市長としての憤りをちょっと（発言

する者あり）意気込みをちょっとお聞きして、

最後にしたいと思います。大変失礼しました。 

○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）  プレミアムつき商品券

の問題につきましては、既に7,500万の交付金

を内報を受けておりまして、これを財源に、商

品券を約３億1,000万、プレミアム分を20％付

与するという中におけるものを発行しようとい

うことで、遠野商工会といろいろ話し合ってお

りまして、この６月をめどに販売をすると。消

費喚起という一つの中で、生活支援を目的とす

ると。地方経済の消費喚起であり、生活の支援

という中におけるものとして位置づけられてい

るわけでございますので、我々も単独事業とし

て、冬のぬくもり事業といったような中におけ

る、すずらん振興券などを発行するといったノ

ウハウも持ってますから、こういったものをう

まくノウハウを生かしながら、この問題にも直

ちに対応してまいりたいというように思ってお

ります。 

 それから、成長産業という一つの取り組みの

中で、農業を成長産業という捉え方って、これ

は一つの成長産業として捉える部分と、農協改

革も同じことなんですけども、中央におけるさ

まざまな議論と、やっぱり、同じ農協改革でも

中央と地方といったら、地方農協といったもの、

どう捉えるかというようなことを考える。その

ような、やっぱり、それぞれの自治体の、だか

ら、成長産業、農業成長産業だった。捉え方に

よっては成長産業。しかし、一方においては、

成長というなれば、経済成長一辺倒の中におけ

る成長産業として位置づけていいのかと。やっ

ぱり、国土の保全、あるいはさまざまなコミュ

ニティの維持。だから、私、ＴＰＰ問題のとき

も、ある場所で発言したことがあります。ＴＰ

Ｐ問題という中に国際協調の中でという部分の

中で収益性の高いあるいは安い外国産品の云々

という議論だけじゃなくて、このＴＰＰ問題を

誤ると日本の農業そのものが、あるいは農村文

化というものが崩壊すると。その農村文化、あ

るいは農村景観、これが日本だと、これが地方

だといったものが崩壊してしまったんでは、そ

れこそ、取り返しがつかないことになると。だ

から、その部分もよく踏まえた中において、Ｔ

ＰＰ問題にも取り組まなければならないんじゃ

ないかということをちょっと発言したことがあ

るんですけども、その部分がちょっと置き去り

になって、いうところの国際競争力、そこにど

う立ち向かっていくかという部分の中における

議論がちょっと先行してるのかな。やはり、日

本型農業という、あるいは日本の農業というの

は、本当に国土保全なんです。良好な農村環境

ということは、もう、これだけ恵まれた国はな

いと言われてるんですよね。日本は。水資源も

豊富だと。さまざまなものは四季もはっきりし

てると。これほど恵まれた国土はないというこ

とをよく言われて。これほど、国土、恵まれた

国土はないという、その国土を守っているとい

うのは、やっぱり、農業でもあるということも

忘れてはならない一つの視点ではないのかなと。

だから、成長産業としてという分にあっては、

成長というものをどう捉えるかということにも

私は行き着くんじゃないかなと。経済成長一辺

倒で、ものを持ってっていいだろうか。しかし、

もう一方においては、失ってはならないものも、

その中にあるんだいうものも、その概念の中に

入れるというものを少しあってもいいんじゃな

いのかなというふうに、私の一つの認識であり

ますけども、そのように思っているということ

であります。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  重複する点も多々あ

りましたけども、これで私の一般質問を終わり

ます。 

○議長（新田勝見君）  これにて一般質問を終

了いたします。 
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────────────────── 

   休会の議決   

○議長（新田勝見君）  ３月４日及び５日の２

日間は、委員会審査のため、休会いたしたいと

思います。これに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新田勝見君）  御異議なしと認めます。

よって、３月４日及び５日の２日間は休会する

ことに決しました。 

────────────────── 

   散  会   

○議長（新田勝見君）  以上で、本日の日程は

全部終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。御苦労さ

までした。 

   午後３時56分 散会   

 


