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   午前10時00分 開議   

○議長（新田勝見君）  おはようございます。

これより本日の会議を開きます。 

────────────────── 

   日程第１ 一般質問   

○議長（新田勝見君）  本日の議事日程に入り

ます。 

 日程第１、一般質問を行います。順次質問を

許します。３番萩野幸弘君。 

   〔３番萩野幸弘君登壇〕 

○３番（萩野幸弘君）  会派「躍進とおの」所

属の萩野幸弘でございます。一般質問のトップ

バッターとして、まず最初に、一言申し上げた

いと思います。 

 先週土曜日５日には、皆様待望の自動車道、

鱒沢遠野間が開通となりました。前日の大雪が
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うそのように晴れて、安倍総理も御出席され盛

大にパレードも開催され、路上では市民が旗を

振る、横断幕を張る、そういった本当に次の時

代の遠野のあり方を今後考えていかなければな

らないなと、そういう思いも新たにいたしまし

たが。 

 そのおめでたい話題もありながら、一方では、

「ゲゲゲの鬼太郎」等で知られて、本市にもゆ

かりのある漫画家水木しげる先生が11月30日午

前７時18分、多臓器不全のため都内の病院でお

亡くなりになられました。享年93歳とのことで

ございます。先生は、『遠野物語』の漫画化や

遠野物語発刊100周年キャラクター「カタルく

ん」のデザインを手がけるなど、本市にも多大

な功績を残されました。また、東日本大震災の

ときも、激励の色紙を寄せられ、被災に遭われ

た方の心に寄り添う活動にも御尽力をされまし

た。余りに突然の訃報で、今でも信じられない

思いで、思いはつきませんけれども、奥様のお

言葉を引用させていただければ、これも神様の

お導きと受けとめまして、衷心より御冥福をお

祈り申し上げます。 

 それでは、ただいまから通告に従い一問一答

方式にて一般質問をさせていただきます。 

 今回は、大項目１点に絞りまして、生産年齢

人口の拡大について、さまざまな角度から質問

をしてまいります。 

 まずはじめに、この生産年齢人口とは何かに

ついて調べてみますと、生産活動に従事し得る

年齢の人口で、日本では総務省統計局による労

働力調査の対象となる、15歳以上64歳以下の人

口とされています。ちなみにゼロ歳から14歳は

年少人口、65歳以上は高齢者人口、または老年

人口あるいは老齢人口と呼ばれております。 

 さらに、インターネットで調べてみますと生

産年齢人口比率をわかりやすく分析した文章が

掲載されておりましたので、それを引用して紹

介をさせていただきますが。生産年齢人口比率

は、1950年代半ばに60％に達してから急激に上

昇、60年代から80年代にかけて一時下降したも

のの、その後再び上昇に転じ、90年代前半には、

過去最高の70％弱に達した。この時期は1940年

代後半に誕生した団塊世代が40歳半ばを迎え、

さらにその子どもである団塊ジュニア世代が生

産年齢人口に加わることで、働き手の比率が最

も高かった時代であると。 

 しかし、その後生産年齢人口比率は急激に低

下し、昨年、2014年の同比率は61％と、1950年

代半ばと同じ水準まで下落をした。つまり、19

90年代前半のピークから、わずか20年余りで40

年分さかのぼった計算になる。さらに、国立社

会保障人口問題研究所の推計によれば、2017年

から18年ころには生産年齢人口比率は60％を割

り込み、戦後間もない1940年代後半の水準に戻

ると見込んでいる。 

 その当時は戦争で貴重な働き手を失った後、

多数の子どもが生まれ、数少ない働き手で多く

の人口、いわゆる子どもたちを雇わなければな

らない時代であった。現在も数少ない働き手で、

多くに人口を養わなければならないことに変わ

りはないものの、当時と現代の決定的な違いは、

年少人口と高齢者人口の割合が完全に逆転して

いることである。いかがでしょうか。 

 これ以上は申し上げなくても、現状がいかに

深刻であるかは誰もが理解するものと思います

が、この状況は今後さらに顕著となり、2030年

代になると生産年齢人口比率は58％を割り込み、

過去100年に経験のない領域に入ると見込まれ

ているとのことです。 

 私はこの文章を読んで、生産年齢人口の減少、

これがいかに問題であるかということを再認識

させられましたし、これは国や地方自治体だけ

の問題ではなく、国として早期に対策を講じな

ければならない重大な問題であると痛感をさせ

られました。 

 しからば、当市の現状はどうなっているので

しょうか。本市の生産年齢人口の推移、どのよ

うな状況であるのか、御確認をいたします。 

○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）  萩野幸弘議員の一般質

問にお答えいたします。 
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 一問一答ということでの一般質問でございま

すので、順次お答えを申し上げておきますけど

も。冒頭、先般の釜石自動車道の開通について

のお話がありました。萩野議員をはじめ、新田

議長、各議員それぞれ開通式に出席をいただき、

その後、「通り初め」といったものにも対応い

ただきました。多くの市民がその沿道に出向き

まして、その開通を祝ってくれたというあの姿

に、私はまさに市民の底力といったものを強く

感じたわけであります。 

 安倍総理も大変超々多忙な中に駆けつけ、開

通式に臨みテープカット、あるいは挨拶もいた

だきました。国交省からもあるいは復興庁から

も、全長９キロの道路に総理大臣が出るという

のは異例中の異例、前例ではないという話もい

ただきました。私もそのとおりだというように

思っております。 

 ただこれは、国の国交省、復興庁の皆様のお

話しをそのまま議員各位にもお伝え申し上げま

すと、遠野のさまざまなこの取り組みが、やは

り官邸を動かし、総理みずから出席するという

ことにつながったという話を聞きました。した

がいまして、この合併後のいろんな課題の中に、

果敢に挑戦しているこの遠野の一つの姿がその

ようなあのような開通式になったんではないか

なと思っております。 

 開会の言葉が、児童の言葉でありました。３

人、鱒沢小学校の子どもさんが見事なはきはき

した声でもって、開会を宣言したという中にも、

遠野の将来を伺う、人口減少という今大変厳し

い御質問をいただいているわけでありますけど

も、その中でも立ち向かう姿がその中に垣間見

ることができたんではないのかなというように

思っておりますので、議員各位にも、また市民

の皆様にも御礼を申し上げながら、この復興支

援道路を、次のまさにスタートとして新たな広

域連携の、そして復興が加速されるようなその

ような形に持っていくのが遠野の役目ではない

のかなというように思ったところでございます

ので、冒頭に当たりまして、私もその所感の一

端を申し上げたいと思っております。 

 また、水木しげる先生の訃報に際しましては、

本当に残念であったわけでありますけども、遠

野を第二のふるさと、前世は遠野だというよう

なことまで言い切った中におきまして、遠野の

この伝統あるいは文化、さまざまなこの歴史と

いったものに大変な理解を示していただいたと。

そういったことにつきましても、改めて御冥福

を心からお祈りを申し上げたいというように思

っている次第でもあります。 

 さて、人口減少という中に、きょうはこの生

産年齢人口にかかるものに絞ってというお話を

いただきました。全く御質問の中にあったとお

りであります。であれば、遠野市の状況はとい

うことになった場合におきまして、遠野市のこ

の生産年齢人口の推移をといったようなもの見

ますと、先般、定めました人口ビジョンにつき

まして国立社会保障・人口問題研究所の数値を

用いて分析をしたというものを、皆様にもお示

ししているとおりであります。 

 生産年齢人口については、1975年、これは昭

和50年でありますけども、この中にございまし

て、この順次数値を申し上げますと、ただいま

の萩野議員の質問のなかにも数字が申し上げら

れておりましたけども、1975（昭和50）年、生

産年齢人口は全人口に占める割合が66.6％、こ

れが2005（平成17）年になりますと、55.4％と

いうことになっているわけであります。単純に

減ってきているということには、これは御質問

にあったとおりであります。 

 この全体人口に占める割合が約７割であった

ものが、５割程度まで減少している状況にある

ということは、我々もしっかりと抑えているこ

とはありませんけども、そのような形で数値を

捉えているところあります。このまま対策を講

じない場合におきましては、国立社会保障・人

口問題研究所のこの推計によれば、2040年には

人口が１万7,786人まで減少し、そのときの生

産年齢人口は8,380人、47.1％まで減少すると

予測されているという現状にあるとことを、ま

ずもって答弁として申し上げたいというように

思っております。 
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○議長（新田勝見君）  ３番萩野幸弘君。 

   〔３番萩野幸弘君登壇〕 

○３番（萩野幸弘君）  はい、わかりました。

冒頭、私が申し上げていた日本の移り変わりと

やはり何ら変わることなく、刻々と減っている

という遠野の実情、しかも昭和50年７割だった

ものが、平成17年には５割まで減っているとい

うことは、もう2040年にはもう半分を割り込ん

でいるということで、日本全体の人口比率から

考えると、高齢者がふえてくるのかなという予

想はつくわけであります。 

 しからばその状況、ただ黙って指をくわえて

見ているだけではないと、恐らく思うわけです

けれども、本市としてそれを、今後どのような

対策を講じようとお考えなのか、そこについて

お伺いいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま数値を申し上

げたわけでありますけども、であれば、どうす

るんだということがやっぱり大きな一つの市政

課題であるわけであります。 

 もちろんこれは手をこまねいていたわけでは

ありません。そういった中にございまして、こ

の本会議場でも何度も私の方からほうからも答

弁申し上げていますとおり、こういったような

問題が、国の大きなこの政策として打ち出され

る前に、「わらすっこ条例」、あるいは「わら

すっこ基金」、「わらすっこプラン」といった

ようなものを制定いたしまして、この子育てと

いうものに対する少子化対策、そういったもの

について重点的に取り組んできたと。 

 さらには、農業分野でもこのままほっておく

わけにいかないと、ＴＰＰ問題等が大きく浮上

する前に、いうところの100億円達成アクショ

ンプランであるとか、さらには、それをタフ・

ビジョンに進化させ、今般、第２次遠野農業振

興対策いうところのタフ・ビジョンといったよ

うなものに進化させる中におきまして、さらに

そういった中におけるこの農業・産業振興とい

ったような、あるいは６次産業推進本部といっ

たようなものを立ち上げながら、さまざまな対

策を講じてきたということになろうかと思って

おります。 

 ただ、なかなかそれが、具体的な目に見える

形での成果としては見出せなかったという中に

おけるもどかしさはあったわけでありますけど

も、懸命に関係者一丸となって取り組んできた

という中にあって、この厳しい状況の中にあっ

ても、人口減少にも一定の歯どめとういう中に

おける数字は、少しは確保したんじゃないのか

なと。それをどのような評価をするかというこ

とについてはいろいろあるわけでありますけど

も、基本的には懸命にそういったものに取り組

んできたと、それが昨年、「まち・ひと・しご

と地方創生総合戦略」といったものの中に少子

化・子育て、あるいは一つの雇用の場の確保と

いったようなものの中における、一つの遠野ス

タイル創造発展総合戦略といったようなものに

集約することができたんではないかなというよ

うに思っているところでありまして、そういっ

た点を対策の中で、このただいま申し上げまし

た人口減少問題に立ち向かってきたということ

は言え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。 

○議長（新田勝見君）  ３番萩野幸弘君。 

   〔３番萩野幸弘君登壇〕 

○３番（萩野幸弘君）  今後、どういった対策

をとるのかということは、「まち・ひと・しご

と総合戦略」の中で今後具体的に示されていく

のかなと思うわけですが、それは市長の御答弁

もある程度そのとおりかなとは思いますが。 

 市長もさらに触れられていましたとおり、こ

れまでいろいろな「わらすっこ条例」とか、タ

フ・ビジョンとか、６次産業の推進本部、確か

に立ち上げて担当職員の方々あるいはＪＡさん、

いろんな方々を巻き込んでやっていらっしゃる

のは本当にわかりますが、実際、なかなかその

具体的な成果が、じゃ、見えるのかというと、

市長も御指摘あったとおり、なかなか厳しい部

分もあるということで、私もそれは同感であり

ます。 
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 その辺を今後、どのように反省に基づいて具

現化していくかというところは期待をしている

わけですが、今回は、そこのついては事前通告

しておりませんので、掘り下げてはいきません

けれども、ぜひそこをしっかりとやっていただ

きたいものだなと思っております。 

 さて、その生産年齢人口の減少、先ほどから

ちらちら出ておりますが、いわゆる人口減少あ

るいは少子化といった問題の一部といいますか、

その産物といえるわけですが、その人口減少・

少子化も現代社会構造の懸案事項として、しょ

っちゅう取り上げられているテーマではござい

ます。 

 国も50年後の人口１億人維持を目標に掲げて

いますが、具体的にどのようにして達成しよう

としているのかなと思いますと、そこは不明瞭

だと感じているのは、多分、私だけなんでしょ

うか。そうではないんじゃないかなと思います

が、それどころか国立社会保障・人口問題研究

所、昨年１月に発表した将来推計人口によれば、

2060年の日本の人口は8,674万人、今１億二千

何がしですが、今の７割にまで減ってしまうと

試算しており、日本経済を支える生産年齢人口

も8,173万人から4,418万人、実に半分です。4

6％も減少してしまうというから驚きでありま

す。 

 また、生産年齢人口の減少は国力の弱体化に

もつながります。ＯＥＣＤ（経済協力開発機

構）が昨年公表したレポートでは、日本のＧＤ

Ｐが世界で締める割合は50年後にほぼ半減する

と、具体的には2011年に6.7％だったシェアが2

060年には3.2％にまで落ち込むと予想されてい

ます。いわば、経済大国日本はこのままいけば、

経済小国への道をまっしぐらに進むことになる

というのであります。 

 いかがでしょうか。余りに衝撃的で目を背け

たくなるような内容ですけれども、今度はちょ

っと世界的な遠野市じゃない、もっと広い範囲

になってしましましたが、この分析に対する市

長の御見解、ぜひお聞きしたいものだと思って

おります。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この生産年齢人口が、

ただいまのこの御質問でありましたとおり、こ

のＯＥＣＤがこの経済協力開発機構であります

けれども、この世界におけるこの日本のＧＤＰ

そのものにも非常に大きな落ち込みがというこ

とが指摘されている、全くその通りだというよ

うに思っております。 

 ただいま御質問がありましたとおり、8,500

万人台にまで人口がというなところまで取り沙

汰されているわけでありますから、国が地方総

合戦略という中にあって、地方という中におけ

るさまざまなこの施策を本格的に打ち出してき

たというか、そのような危機感のあらわれでも

ないかなというようにも承知しているわけであ

ります。 

 この先ほど申し上げましたとおり、生産年齢

人口そのものが、遠野市の人口が2040年には１

万7,000人台まで、そしてその生産年齢人口は8,

380人まで減るという、そのような数字がもう

既に現実味を帯びてきているということは、真

正面から受けとめなければならない数字ではな

いかなというように思っております。 

 ただ、このいろんなこの分析、今度、「ま

ち・ひと・しごと総合戦略」、「遠野スタイル

創造・発展総合戦略」の中で、この人口にかか

るさまざまな分析を行っております。これにつ

きましては、議員各位にも既にお示すするとお

りでありますけども、この中に単純に比較はで

きないものの、このＧＤＰそのものが遠野市で

はどのような状況になっているかについても、

ある程度この純生産、遠野の市内純生産がＧＤ

Ｐに近い指標として位置づけられ、増業を繰り

返しながら増加傾向で推移してきているという

ように分析をしながら把握もいたしているとこ

であります。 

 法人を含めた市全体の所得額を人口で割った

１人当たりの市民所得で比較すると、この数値

も増加傾向にあるということで、国・県におけ

る平均値との差が少なくなってきているという
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ような状況も、遠野市という小さな自治体であ

りますけども、そのような分析も行ったところ

でもあります。 

 いずれこの市民一人ひとりの所得向上にもつ

ながるという中におきまして、この個人の所得

水準を示す指標ではありませんが、遠野市全体

の所得水準が上昇していることは間違いないと

いうことも踏まえながら、これなどを一つバネ

にしながら、この人口減少に立ち向かう一つの

施策といったものを打ち出していかなければな

らないかなというように承知しておるところで

あります。 

○議長（新田勝見君）  ３番萩野幸弘君。 

   〔３番萩野幸弘君登壇〕 

○３番（萩野幸弘君）  わかりました。市民所

得の増加傾向というのは本当にいい傾向だなと

思いますので、ぜひそこは継続あるいは右肩上

がりを継続するように、一層の努力を期待した

いとところではありますが、全体的に全国的に

見ますと、地方というのは国も深刻ですけど、

地方はさらに深刻だというような実態も一方で

はあろうかと思います。せっかく地元で育った

若者も都会へと流れていって、なかなか戻って

こない。大都市との地域格差というのは広がる

ばかりだなというような印象を持っております。 

 このような大都市集中型の人口分布を改める

という必要性というのは、以前から指摘をされ

ておりましたし、単にそういった地域格差の解

消にとどまらず、大地震・津波あるいはテロな

どのリスク分散という意味でも、ぜひ東京一極

集中というのではなく、あるいはそういった大

都市一極集中ではなくて、さらに地方へもリス

ク分散をしながら、地方の活性化にも検討して

いただきたいなというのが個人的な思いもござ

います。 

 ましてや、財政的に潤沢とは言えない地方自

治体にあっては、現在でも交付税等国の力に頼

らざるを得ない状況ですから、これ以上若い

方々が減るというのは、絶対に阻止していかな

ければならないのじゃないかなと思っておりま

す。 

 したがいまして、こういった地方の危機的状

況、これを国のほうに粘り強く訴え続けて、理

解を得て、国の支援をさらに仰いでいくという

のも手段としては必要ではないかなと思います

が、そういった個人的な私の見解ですが、生産

年齢人口の確保対策として、国に具体的に何ら

かの提案や折衝、そういったものはされている

のかどうかについてお伺いいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいまの御質問を踏

まえますと、これは非常に大事なことではない

かなというように捉えたところであります。 

 この人口減少問題も含め、地方と都市の格差

が広がっている。東京一極集中がどんどん加速

されている中にあって、地方が人口減少を含め、

衰退していくというそのような状況にあるとい

う中に、地方版総合戦略といったものが打ちだ

されてきたという中にありまして、この一つは

新たな施策ということであります。また、提案

ということでありますけども。 

 これはやはり、国に対してやはりきちんとこ

の地方の現状を訴えるということは、極めて大

事なことではないかなと思っております。県の

市長会、あるいは全国市長会、東北市長会等を

通じながら、いろんな提案活動も行っておりま

すし、当市といたしましても、このままほっと

くわけにいかないということで、国・県への要

望につきましては、例えばこの畜産業における

産業新規就農者に対する補助率の拡大や、ある

いは工業団地整備計画策定に対する人的支援な

どについてもそれぞれの立場から、今般も新た

な工業団地という中で、地域開発戦略推進室と

いう室を11月１日付で立ち上げたわけでありま

すけども、これにつきましても、遠野市だけで

はやはりなかなかやっぱりそれなりの規模の雇

用の場としての工業団地ということになれば、

やっぱりなかなか難しいということで、県のほ

うに強く働きかけて、県のほうの支援を全面的

にいただこうという中におけるそのような働き

かけも行っておると。 
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 また、国に対しても例えば地域おこし協力隊

という組織があります。これは総務省の事業で

ありますけども、今２名を採用いたしましてそ

の農業、特に農業などに果敢に挑戦するという

中において、一つの結果を出してもらおうとい

う中における取り組みなども、積極的にアプ

ローチしておりますので、その辺の人的なある

いは財源的な立場からにおける一つの国の、あ

るいは県の支援をいただこうという中における

対応、私は支援というよりも、市町村という基

礎自治体が頑張れば、県もあるいは国もという

ことにつながってくるわけでありますから、国

が頑張り、県が頑張るから市町村も頑張らなき

ゃならないじゃなくして、やっぱり市町村が頑

張ると。そこを県や国がきちんとサポートする

という、そういった相互関係があるんじゃない

かと思っておりますので、これからも積極的に

提案あるいは要望活動を行ってまいりたいとい

うように思っているとこであります。 

○議長（新田勝見君）  ３番萩野幸弘君。 

   〔３番萩野幸弘君登壇〕 

○３番（萩野幸弘君）  はい、わかりました。

ある読み物を読みますと、石破大臣も一律では

ないよと、頑張っている自治体にはそれなりに、

頑張っていないところにはそれなりしかいかな

いよというような発言もされているようでござ

います。 

 やはり、先ほどの異例中の異例で安倍総理が

お越しいただいたというのも、そういう地方自

治体が頑張ればやっぱり国の機関や政府は目を

向けてくれるんだなと思いますので、ぜひそう

いった取り組み、今後も続けていっていただき

たいとそのように思っている次第でございます。 

 次に、各種産業における生産年齢人口減少問

題についてお伺いします。今度は産業に目を向

けてお伺いをいたします。 

 市民憲章でもうたわれているとおり、産業が

元気でなければ自治体としての存続・繁栄は至

難の業であります。私自身、会社経営に携わる

端くれの身でございますが、２次産業、いわゆ

る製造業、建設業などの分野を例にとりますと、

かつては企業誘致でしのぎを削っていた自治体

間の競争、今はそれどころではないといったよ

うに私は思っております。 

 岩手県の有効求人倍率、ことしの４月以降1.

2％台を維持しており、求人を出してもなかな

か人が集まらない、人手不足が慢性化しており

ます。業種にもよると思いますけれども、仕事

を依頼されても人手不足で受注できないという

ケースもあるわけですから、これほど悔しいこ

とはありません。つまり、本市は人材面で新規

誘致どころか、既存企業を維持することさえま

まならない、そういう状況だということであり

ます。 

 以前、市内製造業の集まりがあった際に、あ

る会社役員の方が、求人しても人が集まらない

んであれば、今後遠野で操業継続できるのか不

安だと。会社を維持継続していくためには、最

悪の場合、人材を求めてもっと人が集まる遠野

以外の場所に拠点を移さなければならなくなる

かもしれない。そういった懸念を口にされてお

りました。私も全く同感であります。 

 そこで伺いますけれども、そのような、まず

声がるという事実、御認識されておりますでし

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）  ただいま御質問の中に

おきまして、この人手不足というか、この人材

不足という中における対応についてであります

けれども、御質問にありましたとおり、私も特

に商工業におきまして、ことし２月に開催した

企業懇談会開を催いたしました。 

 その中で、いろいろ企業の代表の方々から率

直な御意見を承ったわけでありますけども、た

だいまの御質問にありましたとおり、求人して

も人が集まらないと、定年退職者の年齢を70歳

まで引き上げたら、将来75歳まで引き上げなく

ては働く人を確保できないといったような意見

も、ことしの２月の企業懇談会で頂戴もしたと

ころであります。これは非常に大事というより

も、大きな一つの現実を示しているんじゃない



－ 14 － 

かなというように思っております。 

 これは、当市だけの問題じゃなくして、我が

国のこの産業の大きな課題として位置づけられ

る一つの課題ではないかなというように思って

おりますので、このままではこの人口減少に伴

う企業活動が縮小、あるいは停滞といったよう

なことにつながりかねないというような大きな

危機感のもとに、労働力はこの都市部へ流出す

るという中におけるものを、いかにしてこの流

れを、構造的なものをどのように変えていくか

ということが、極めて大事じゃないのかなとい

うように思っております。 

 先般、私はちょっと東京の大田区の町工場の

一つの事例の中で、この定年70歳、75歳になっ

ても極めて有能な技術を持っている。それは若

い人とのコミュニケーションの中から技術をち

ゃんときちんと伝えていくんだという中におけ

る成功事例が紹介されていたのを、ちょっと見

たことがありますけれども、やはりこのいろん

なさまざまなお年寄り、お年寄りと言っても変

でございますけど、技術を持った方々ですね、

これは農業、物づくりばっかりじゃなくて、い

ろんな分野でそういった方々が活躍するような、

そのような社会もまた構築していくということ

も大事じゃないのかな。単なる定年制延長とい

うよりも、この先人があるいは磨き鍛えた技術

を、いかに次の世代に伝えていくのかという中

における仕組みづくりも、一つ大事な対策では

ないのかなということも考えているところでご

ざいますので、そのことを申し上げて答弁とい

たします。 

○議長（新田勝見君）  ３番萩野幸弘君。 

   〔３番萩野幸弘君登壇〕 

○３番（萩野幸弘君）  はい、市長としてはし

っかりと認識されているなというのはわかりま

したけれども、しからば今、市長が申し述べま

したベテランの方々と、それから若い方々への

技術の継承、これは私も本当にそのとおりだと

思います。 

 じゃ、市として具体的に何か対策を講じてお

られるのか、あるいは講じようとされておられ

るのか。もし、そういった今、市長から事例を

挙げられましたけれども、市として何かそうい

う声を、わかっているよというのは今、御答弁

いただきましたが、しからば、じゃ、市として

何か具体的に考えていることがある、あるいは

やっていることがあるというのであれば、ここ

で御披露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）  まさにそのことが一番

大事なわけであります。 

 であれば、どうするんだということが一番肝

心なことなわけでありますから、それを問われ

たような感じで、今この場に立っているわけで

ありますけども。今般、定めました総合計画、

基本計画前期５カ年、そしてまた、それと同時

並行で進めました「遠野スタイル創造・発展総

合戦略」、特に、基本計画の前期５カ年計画で

は、優先する課題として、２つほどの雇用と子

育てということを２つ優先課題として位置づけ

ました。 

 そしてまた、「まち・ひと・しごと総合戦

略」、「遠野スタイル創造・発展総合戦略」の

中におきましても、４つの重点事業を掲げたと

いう中における取り組みをいたしました。そし

てまた、一方においては、第２次タフ・ビジョ

ン、「農林水産振興ビジョン」こういった中に

おきましても、大規模園芸団地構想、これはＪ

Ａ花巻が進めるという中におけるリーディング

プロジェクトというものも打ち出しているとこ

ろであります。 

 さらには、このいうとことの首都圏と市内の

青年の農業者のネットワーク、それに伴う生産

体制の拡充といったようなことも、極めて大事

じゃないのかなというように思っておりまして、

そのような仕組みづくり。それから、子育てと

いう部分におきましても、単なる抽象的な言葉

ではなくして、どのような中でとなれば、やは

りこれは保護者の経済的な負担もということを

考えれば、「わらすっこプラン」に基づくもの

を改めて進化させていかなければならないなと
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いうようなことも、今、さまざま財政的なこと

を含めて検討中でございますから、そういった

ような市民の皆様に見えるような形で、具体的

な対策といったようなものを基本計画、あるい

は総合戦略、さらにはそれぞれの部門別のタ

フ・ビジョンであるとか、あるいは教育振興基

本計画であるとか、そのようなものの中で一つ

一つ具体化しながら、市民の皆様に見える形の

対策を講じて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）  ３番萩野幸弘君。 

   〔３番萩野幸弘君登壇〕 

○３番（萩野幸弘君）  今後の前期５カ年計画

の中で、特にもそういった今、市長が御答弁さ

れたようなことを実践していく、これはぜひ、

絵に描いた餅にならないように必ず何らかの具

体的な成果を胸を張って発表してもらえるよう

に、ぜひ頑張っていただきたいと思います。私

個人的には、今までの政策だけではやはり何か

物足りないというか、厳しいのかなと。さらな

る追加政策をというところを問いたいわけです

けれども、持ち時間の関係もありますので、そ

こは期待をして、次の質問の機会にしたいと思

います。 

 さて、先ほど定年を70から75へと、これは非

常に重い言葉かなと思っております。なぜなら、

やはり年金、こういったものも不安の要素があ

るということで、人手不足という企業側の問題

だけでなく、人のほうからも逆に働かないと生

活していけないと、そういった問題もあります。 

 先般、公的年金の積立金を運用するＧＰＩＦ、

いわゆる「年金積立金管理運用独立行政法人」

そういうのがあるらしいんですけれども、僅か

３カ月で過去最大となる、およそ８兆円の年金

運用の損出を出していたというのが明らかにな

った。そういった報道もされました。こんなこ

とでは年金も、今後幾らもらえるのか、そうい

った不安で最悪のケースを考えると、年金を当

てにしないで、できる限り長く働いて自立を維

持しなければならないのかなといった防衛策ま

で、個人的に考えていかなければならない、そ

ういった厳しい時代のような気もいたします。 

 そう考えますと、この生産年齢人口が減少し

ているんであれば、ちらっと先ほど出ましたが、

定年、これを60、65じゃなくて、70歳、75歳あ

るいは無制限と本人が「もういいよ」と言わな

い限りは、ずっと働けるような仕組みづくりな

んかも、極端な話、考えなければならない時代

なのかなと、そういう思いもしております。 

 そういった生産年齢人口の減少、先ほど申し

上げたとおりいうまでもなく少子化、これとも

かかわりがあるわけで、ここで少し、少子化対

策についての持論の一端を申し述べさせていた

だき、御見解を伺いたいと思います。 

 少子化と聞きますと、誰もがもう減少は仕方

ないということを大前提として、その減少幅の

緩和策だけを考えているように何となく以前か

ら私は感じておりました。本市においても、過

日、とぴあ庁舎で、「遠野スタイル創造・発展

総合戦略」の市議会議員との意見交換会といっ

たものも開催されまして、私も出席させていた

だきましたが、その中で、本市の将来人口推計

2040年、先ほど市長が申しておりましたとおり、

１万6,306人である人口を合計特殊出生率1.9を

維持することで、１万8,768人とすると。少子

化に歯どめをかけるということ、そういうこと

が書かれておりました。 

 しかし、それで歯どめをかけたと言えるのか

というと、私は少々疑問がございます。私とす

れば、歯どめをかけるという意味が、やっぱり

緩やかな減少幅に抑えるだけが、果たして歯ど

めなのかなと。そういうちょっと一抹の疑問点

もあるわけですけれども、市長、どのようにお

考えでしょうか。 

○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）  この合計特殊出生率な

どをもって歯どめという部分の中で、我々もい

ろいろ分析しながら、この遠野には合計特殊出

生率が極めて高いという、そのような数字を持

っているわけでありますけども。それをその数

字の中から一定の歯どめというよりも、もちろ
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んこれも大事な一つの数値として持っていなけ

ればならないことであります。 

 もう一方においては、やはり子育てという中

でやっぱり一つの結婚をして家族を持つという

中における一つの環境づくり、これもまた、極

めて大事なではないのかなと。それがいうとこ

ろの産み育てるという一つの流れにつながって

いるのではないのかなというように思っており

ますので、今般、示しましたこの合計特殊出生

率、もっと力強い数字の中でメッセージを出す

べきではないのかなというような御指摘という

ふうに受けとめたわけでありますけども、これ

を余り高く持ち過ぎても、やはりそれこそなか

なかそれにたどり着かないということがあるわ

けでありますから、その部分として愚直に子育

てという中における環境づくり、こういったも

のにも、あるいはそれは単なる経済的なものば

っかりじゃなくして、ものの見方、考え方まさ

に教育の問題などからもそういったものについ

ての取り組みを行いながら、やっぱり家族を持

とうと、それも一人、二人そのような中でみん

なで頑張ろうという、そのような環境づくりも

もう一方においては極めて大事。それが特殊出

生率のそういったものにつながっていくんでは

ないのかなというふうに思っておりますので、

これが相まって一つの結果を得ることができる

んじゃないのかなというように捉えているとこ

ろであります。 

○議長（新田勝見君）  ３番萩野幸弘君。 

   〔３番萩野幸弘君登壇〕 

○３番（萩野幸弘君）  正直申し上げて現実を

考えた場合は、平成26年の国の合計特殊出生率

でさえ1.42ですから、比較すれば1.8ないし９

というのは非常に高い数値だと、遠野市頑張っ

ているなというのは誰しもが認めるところだと

思いますし、それはそのとおりだと思います。 

 ただ、やっぱり私が言いたいのは、目標です

からやっぱりどっかで水平にしないと、という

のは例えば二人でやっぱりプラマイゼロですか

ら、やっぱり出生率としても２以上を目指すべ

きではないかなと。目標として掲げるものが最

初から右肩下がりですと、何か弱いなというよ

うな思いがあっての質問でございました。 

 ちょっと持ち時間の関係もございますので、

現実的な部分が市長からざっくばらんに答弁が

ございましたので、そこをまず維持することが

最低限必要かなというところで、この場はとど

めたいと思っております。 

 日本国内の生産年齢人口が減少している実態

は、今までの議論の中で明らかになったわけで

すけれども、しからば反面、世界の人口これは

18世紀の半ばから19世紀にかけて起こった産業

革命以降、急激に増加をしまして、現在は70億

余りになっております。さらに、2050年には97

億人に達するという推計もあります。人口減少

どころか、世界的には爆発的に人口が増加して

いると、そういう実態であります。 

 であれば、国内で生産年齢人口の確保が難し

いんであれば、海外に目を向けた人材確保、そ

ういった対策を検討してはどうかって考えるこ

とは、何も特別なことじゃないんじゃないのか

なと、自然な流れかなと私は思うわけでありま

す。具体例として我が国には外国人を実習生と

して受け入れる制度がありますので、少しその

辺を取り上げてみたいと思いますが。正式名称

は「外国人技能実習制度」と言いまして、開発

途上国などの経済発展、産業振興の担い手とな

る人材育成を目的として、先進国の進んだ技

能・技術・知識を習得させるために、諸外国の

青少年の労働者を一定期間、産業界に受け入れ、

産業上の技能などを習得してもらうという日本

の制度であります。 

 今でも全国各地に中国、ベトナムなど主に東

南アジア方面から多くの方々が来日をしまして、

農業や製造業などの実質的な労働者、まあ、実

習生なんですけれども、実質的には労働者にな

っております。労働力ですね。 

 しかしながら、この制度現状３年間、そうい

った期限つきでありまして、期間満了とともに

帰国しなければなりません。そして、その同じ

制度で同じ人がもう一度来るということはでき

ないわけであります。 
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 それを踏まえて、本市では、じゃ、こういっ

た部分どういう実情なのかということで、どれ

だけの本市に実習生がおられるのか、まず、伺

いたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この生産年齢人口等の

推移から現状等について、いろいろ御質問をい

ただいているわけでありますけど、ただいま外

国人技能実習制度、ただいま御質問があったの

は。 

 これあたりにつきましては、今、当市の状況

をちょっと申し上げますと、この11月30日現在

でありますけれども、男42人、女性54人、合わ

せて96人の方がこの外国人登録者数、これは外

国人登録者数であります。そのうち、この日本

で高度な技術や知識を学び、その技術を母国に

戻って生かしてもらおうという、ただいま御質

問のありました外国人技術実習制度で在留して

いる外国人は52人であります。この外国人登録

者の半数以上が、この技能実習生であると。 

 この中で、そういった中でございまして、今、

これを年齢別、国別で見ますと、52人の内訳、

男34人、女18人で、国籍は中国が36人、ベトナ

ムが16人、年齢構成としては10代が１人、20代

は22人、30代が27人、40代が２人と、そのよう

な中で当市のほうに実習として在留していると

いうことを数字として申し上げたいと思ってお

ります。 

 この部分も、やはり、これから国だ地方だと

いうことじゃなくして、極めて大事な一つのあ

り方とすれば考えなければならないんじゃない

かなということを、実は先般、シリアの難民問

題がマスコミで大きく報道されて、大変な惨状

がテレビで連日のように報道されたときに、私

のところにちょっと市民の方からお話がありま

して、「余りにもテレビを見ていると気の毒で

大変な状況のようだ」と、「遠野が後方支援と

いう一つの取り組みで頑張ったんだから、シリ

アの難民を、もう全国の市町村に先駆けて遠野

が受け入れてはどうなのかっていうようなこと

を、市長、考えないのか」っていう話がありま

した。やっぱり市民の皆さんの意識も、そうい

った意味においては、いろんな面で変わってき

ているなということを、その市民の方とのやり

とりの中から、私も改めて、このシリアの難民

はどうのこうのという前に、物の見方、考え方

といったものが大きく変わってきているんだな

ということを、その中で感じ取ったということ

も一つ思えば、やっぱりこのような、ただいま

申し上げたような対応なども、これからは地方

としても真剣に考えていかなければならない大

きな課題ではないかなというように思っている

ところであります。 

○議長（新田勝見君）  ３番萩野幸弘君。 

   〔３番萩野幸弘君登壇〕 

○３番（萩野幸弘君）  時間も押し迫ってまい

りました。 

 今、市長の御答弁の中でシリア難民のお話も

ございましたが、私はこの実習生制度で入って

来ている方々の中で、過去、地元の方と結婚を

しているという例も何件か見ております。そこ

で子ども生まれて、今、本当に子どもたちも大

きくなったという例もございます。 

 この制度のメリット、デメリット多数あるか

と思います。しかし、そういった人道的見地あ

るいは生産年齢人口といった、いろんな問題を

多角的に捉えて、これからはやはり目を海外に

向けるということも考えていく必要があるのか

なと思いますので、市長から、その前向きな御

答弁があったと受けとめまして、このテーマに

ついては、これで終わりたいと思います。まあ、

そういった実習生制度は３年間という限定付で

すから、再入国できないということですので、

新たな外国人の方々に来ていただく対策という

のも、考えていく必要があるのではないかなと

思いますが。 

 そこで、今回の質問の一番の本丸に入るわけ

ですけれども、例えばなんですが、移住を希望

する外国人の受け入れが容易にできる、いわゆ

る外国人受け入れ特区といったようなものを、

国に申請してはいかがかというところでありま
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す。 

 本市に移住しやすい制度設計、あるいは環境

整備、それから相手国との直接交渉窓口を創設

するなどして、多くの外国人の方々に移住をし

ていただくことで、生産年齢人口対策はもとよ

り結婚や出産の件数、あるいは永住者の方々の

増加につながって、当市の活性化にも寄与され

る。あるいは先ほどのような人道的な支援もす

るといったようなことも考えられるのかなあと

思うんですが、突拍子もないと思われるのかど

うなのか、市長の御見解を伺いたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  これは先ほど申し上げ

ましたとおり、国の問題というよりも地方も一

緒になって考えていかなければならない、大き

な一つの課題ではないのかなと思っております。 

 この外国人技能実習生は、いうところの実習

ビザで入国しているわけですね。そのビザを取

得して対応しているわけでありますけれども。

ただいま３年という中における期限の中で、今

ビザが有効だという。 

 しかし、もう一方においては、こういった日

本人と結婚しながら、引き続き日本に住むとい

うそのような対応も、この現行制度では例外で

ありますけども、原則として技能実習ビザから

配偶者ビザ等への変更が認められていないとい

う、一つの現状にあるわけでありますから、や

はり国もこういった部分はやっぱりもっと真剣

に検討に値するような大きな課題ではないのか

なあと。 

 その中で特区という、そのような制度も考え

なければならないんじゃないのかなという、こ

の特区制度を活用しながらという、そして地域

の活性化につなげてはどうかという部分も、こ

れは私は非常に大事な一つの既成概念、あるい

はこれまでの流れというよりも、これだけ国際

協調のそのような時代に入って来ているわけで

ありますから、このような中において、特に、

外国人の受け入れが容易にできる特区なども一

つ申請しながらという部分におきまして、地方

の活性化というのをその中で見出していくとい

うことも、もういうなれば意識を変え、発想を

変えという部分は、ある意味においては我々に

ももう突きつけられている大きな課題ではない

のかなという認識でおりますので、そのような

ものを踏まえながらいろいろな市町村の事例な

ども参考にしながら、こういった部分における

対応なども一つの施政課題として位置づけて、

検討してみる価値はある一つの課題ではないの

かなというようにも承知しているところであり

ます。 

○議長（新田勝見君）  ３番萩野幸弘君。 

   〔３番萩野幸弘君登壇〕 

○３番（萩野幸弘君）  よく検討するというの

は、やらないのと一緒だというようなのが、よ

く一般論的に言われることがあるわけですけれ

ども、市長の今の御答弁というのは、本当に前

向きに考えていくよということと受け止めたい

と思います。 

 先ほどの市長が申しておりましたヨーロッパ

の移民問題など、外国人の方を受け入れるとい

うことに関しては、そういった人道的見地から

やったほうがいいんじゃないかという声もある

半面に、やっぱりテロとかそういった部分で厳

しいんじゃないかと、治安上大丈夫かという賛

否いろんな考え方があるかと思います。 

 しかしながら、遠野市の活性化、そして一基

礎自治体として、今後、将来にわたって維持し

ていくためには、やはり日本人であろうが外国

人の方であろうが、そこに人が集まらない限り

は持続していかないわけでございますので、さ

きに述べてきたとおり人口減少、日本人が減っ

ているのであれば人材を世界に求めるというこ

とも、くどいようですけれど目をそむけては何

の進展もないと、そういう思いが私はします。

まずやってみて、だめならまた別なことを考え

ると、そういったような前向き、あるいは積極

的な姿勢を今後の本市の政策として期待するも

のでございます。 

 政府も、地方創生を高々と掲げまして、地方

が成功する活力を取り戻し、人口減少を克服す



－ 19 － 

るために、先ほどから市長が答弁の中で引用し

ております、「まち・ひと・しごと創生本部」

国も立ち上げ、各自治体にいろいろ上げてこい

と、そういう今状況なわけですから、これを機

会に、ぜひ、「よーし遠野ではこういった特区

をやるよ」と、「こういうことをやるんだ」と

いうことを上申していくということも必要なこ

とだと思います。そういう中で、外国人受け入

れ特区、ぜひ考えてみる必要は私はあると思い

ます。 

 結びに当たりまして、最後は外国人、外国人

ということになってきましたけれども、今回の

一番のテーマは生産年齢人口をふやすために、

どうしたらいいのかということを考えるときに、

一所懸命行政どうするんだ、どうするんだと言

ってきましたが、やはり行政が一所懸命やるだ

けではだめだと、やはり市民の方々にも協力し

てもらわなければならない、市民の方々も、

よーしと協力するよと、一緒にやろうというふ

うにしていかなければならないと思います。 

 この機会に、市長として、市民に対してそう

いった課題克服に向けて、ともに考え実践して

いこうというふうな力強いメッセージがあれば、

思いを発信してはいかがかと思いますが、いか

がでしょうか。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま人口減少社会

の中にあって、特に、生産年齢人口の減少をど

のように立ち向かうのかという中における、一

問一答の中でやりとりをしてまいりました。 

 本当にこの課題は遠野市だけではない、まさ

に日本全体の問題でもあるという中を考えれば、

この地方版総合戦略、そしてこの遠野市の総合

戦略として、繰り返しになりますけども、「遠

野スタイル創造・発展総合戦略」というのを打

ち立てました。 

 そういったものを、今度は市民の皆様に、ま

さに市民協働、そして市民の皆様の力をお借り

しながら、それを一つひとつ形にしていくとな

れば、それをいかに周知をしながら理解をして

もらうかということが、きわめて大事でありま

す。もちろん、この総合計画にしろ、総合戦略

にしろ議員各位とも意見交換会を行わせていた

だきました。市民の皆様ともいろんな形で意見

をお聞きしながら計画をつくってまいりました。 

 しかし、計画をつくったから、それでもう終

わりではありません。これがまさにこれから大

事な、大事な市民の皆様にきちんと理解をして

いただきながら、そして参加をいただくという

中における、まちづくりに参加をいただくとい

うことをきちんとメッセージとして伝えなけれ

ばならないという作業が、待っているわけであ

ります。 

 したがって、１月には今の市の幹部を３班編

成にいたしまして、総合計画前期５カ年計画、

それに伴う第３次健全財政５カ年計画、そして

もう一つは合わせ作業を進めてまいりました

「遠野スタイル創造・発展総合戦略」それを、

こと細かく丁寧に説明するという中における、

今、日程を調整しております。遠野テレビある

いは遠野広報を使って、それぞれにつきまして

その課題と、そして一緒になって取り組まなけ

ればならないって言ったようなものも、その中

で御説明を申し上げようと思っております。そ

の説明の中で、ただいま萩野議員から御指摘の

ありました力強いメッセージをきちんと市民の

皆様に発するような、そのような対応もしてい

きたいと思っております。 

 特に、この総合戦略の中においては４つの重

点事業のほかに、ＴＰＩと、これは総合戦略の

ＴＰＩという指標を示しなさいというのが国か

らの一つの対応であったわけでありますけども、

遠野市は、これは「プロジェクトＸ」という名

で持って、議員各位にも御説明申し上げました

けども、市民の皆様のさまざまな地域づくり、

人づくりあるいは健康づくり、とにかく活力の

ある遠野をというふうにおきまする、その市民

の皆様いろんな地域貢献活動、あるいはただい

まお話しましたようないろんな政策を対策を形

にするという中における、市民の皆様の参加を

促すという意味におきまして、ＴＰＩという数
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値目標を改めて持ったところでございますから、

その辺のところもきちんとお示ししながら、市

民の皆様と一緒になって、この厳しい人口減少

環境の中に立ち向かっていくという遠野の姿を、

皆さんと一緒に見出していきたいという中にお

ける対応をきちんと進めてまいりたいというよ

うに考えているところでございますので、一つ

御協力と御支援をまたいただければということ

を申し上げまして、答弁といたします。 

○３番（萩野幸弘君）  以上で、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02分 休憩   

────────────────── 

   午前11時12分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 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。通告に従い一問一答方式で

一般質問を行ってまいります。 

 通告に入る前に、私からも、去る11月30日に

水木しげるさんの訃報が入ってまいりました。

我が遠野市とも漫画水木しげるの『遠野物語』

で、深いつながりがございます。遠野100周年

キャラクター、「カタル君」のデザインも手が

けていただきました。遠野市といたしましては、

『遠野物語』と妖怪の世界を結びつかせ、世に

知らしめていただきました。ここに心から御冥

福をお祈り申し上げます。 

 では、私、質問項目、市長に対しましては、

先ほど萩野議員からもございましたけども、人

口減少をどのように考え、どのような対策を講

じていこうとしているのか。そして、ＴＰＰ大

筋合意に伴う農業分野の対策について。大きく

２項目について質問を進めてまいります。 

 それから、３番目といたしましては、農業委

員会の会長さんに、農業委員会の役割と責務に

ついてを、会長のほうからよろしく答弁のほど

お願いいたします。 

 それでは、最初に人口減少の関係でございま

すが、政府は１億総活躍国民会議で緊急対策へ

の取り組みといたしまして、希望出生率1.8、

先ほどは萩野議員もこのような形で質問してお

りましたけども、合計特殊出生率と思いますけ

ども、遠野市では既にこの1.8は実績としてあ

るわけでございますので、市と国が目標が、国

のほうが低いということもございます。 

 それと、介護離職率ゼロということで、介護

の受け皿になる政府のほうでは各50万人分の新

規整備をするということを打ち出しておりまし

た。遠野市では、既に遠野市人口ビジョンで人

口の調査・分析を行い、「遠野スタイル創造・

発展総合戦略」において重点プロジェクト５つ

を掲げ、さらに「プロジェクトＸ」と称して、

合わせて６つの基本目標を定め進めようとして

おります。 

 この政府の取り組みと、遠野市の打ち出した

計画とどのような認識で、市長は取り組もうと

しているのか、まず最初に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）  菊池巳喜男議員の一般

質問にお答えいたします。 

 一問一答ということで、ただいまこの人口減

少問題に対する御質問をいただきましたけども、

その冒頭に、水木しげる先生の訃報に接してと

いう中でのお話がありました。先ほども萩野幸

弘議員の一般質問についてもお答えいたしまし

たとおり、遠野は本当に大きなかかわりがあり、

大きなインパクトと申しますか、前世は遠野に

いたと、第二のふるさとだとまで言いきってく

れまして、遠野に対する大変な思いがあった方

でありますので、心から御冥福を祈り、そして

また、水木先生の「怪遺産」という中における

地方の底力、これを遠野も発揮することが、水

木先生の遠野の思いに対する一つの答えではな

いのかなと。 

 今、博物館では特別展として、「水木しげる

展」も行っておりますので、その中で市民と一

緒になって御冥福をお祈りしながら、水木先生
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の平和に対するその思い、また戦争を二度とし

てはならないというような一つも思いといった

ものとあわせながら、先生の御意思を継ぐよう

なまちづくりにも持っていくことが、一つの役

目ではないのかなと思っております。 

 また、先ほど萩野幸弘議員の質問に際しまし

て、冒頭に復興と支援道路としての開通式のお

話を申し上げました。その際に、開会の言葉を

鱒沢小学校という児童という形でお話をしまし

たけども、ちょっと背が大きくて非常に立派な

体格でありましたから、小学生かなと思ったん

ですけど、鱒沢保育園・幼稚園の園児の方々で

ありましたので、お詫びして訂正をさせていた

だきたいと思っております。 

 それから、もう一つは先ほど萩野幸弘議員の

中で、総合戦略の中で４つの事業といいました

けども、５つの重点事業で、もう一つは「プロ

ジェクトＸ」という形で６つの事業を掲げなが

らということを、４つと言ってしまいましたの

で、これまたお詫びしながら訂正を申し上げさ

せていただきます。 

 さて、御質問の中にありましたとおり、この

政府の取り決めの中における一つの認識と、総

合戦略といったものの中における取り組みとい

ったものについて、市長はどのように考えてい

るのかということでありました。 

 これは、私はちょっとこれは手前味噌になる

し、また議員各位の一つの御支援と御理解もあ

ったからこそ取り組むことができたわけであり

ますけども、この農業振興という中における総

合作業として、６次産業といったものを進める

ぞと、そして地産地消、さらにはその中におけ

る農家の皆様の所得といったものを、少しでも

といった部分における６次産業といったものに

対する取り組み、そしてタフビジョン、それも

また改めてこれを第２次として位置づけたとい

う部分。 

 さらには、それに先立って「わらすっこ条

例」、「わらすっこプラン」、「わらすっこ基

金」といった３点セットの中から、「子育てす

るならば遠野」といったようなものを打ち出し

ながら、遠野として身のたけの中から色々取り

組んできたと。 

 「まち・ひと・しごと総合戦略」、地方版総

合戦略をよく読めば、文字どおり地方頑張れと

いう中にあって、雇用の創出を一つの総合産業

の中から見出す。また一方においては、いうと

ころの６次産業、それからもう一方においては、

子育てするならばっていう中における子育て環

境、これは少子化といったものに立ち向かう一

つの戦略を打ち出せといったことが、この地方

版総合戦略の中で位置づけられたわけでありま

すね。 

 そして、また一方において１億総活躍といっ

たような言葉も出てまいりました。そういった

部分をいろいろ照らし合わせますと、遠野がな

かなか成果は、先ほどの萩野幸弘議員の質問の

中でもお答えしましたとおり、具体的な形での

しっかりとした成果といったものまでは言い出

すことができませんでしたけども、懸命に市民

の皆様と一緒になりながら、このような雇用の

問題、あるいは人口減少に立ち向かう問題、あ

るいは総合産業としての６次産業化といったよ

うなもの。 

 さらには、子育てするならばという中におけ

る取り組みを進めてきたというのは、いうとこ

ろの地方版総合戦略、「まち・ひと・しごと総

合戦略」に私はつながっていったと、地方のそ

のような、それぞれの地方が市町村がと言って

もいいと思うんですけども、それぞれ立ち向か

ってきたことが、国の政策としてきちんと位置

づけられ、地方頑張れという声になったという

ことを思えば、これまで取り組んできたことと

延長線上に地方版総合戦略があるんだなという

ような、そのような認識であると。 

 したがって、遠野市としても、この「遠野ス

タイル創造・発展総合戦略」といったようなも

のは、これまで遠野市が取り組んできたその延

長線上の中にあるんで、それを愚直にしっかり

として市民の皆様と一緒になりながら、それを

一つ一つ形にしていくという取り組みが、今ま

さにスタートに立ったということになるのでは
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ないかなと。 

 いわゆる、これまで取り組んできたことが国

の政策と相まって、改めてスタート地点に立っ

たのが、今の状況ではないのかなというように

承知しているところでありますので、一つそれ

でもっ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）  ただいま市長のほう

の答弁で、地方版総合戦略、国の政策延長線上

にあるのではないのかということが話されてお

ります。「遠野スタイル創造・発展総合戦略」

が国を動かしたのではないかなと、大げさに言

えば。 

 遠野市が全国の戦略に先駆けて、このような

戦略を出したということは、非常にすばらしい

ことだなと私は思っているし、国が見習ったの

かなと、まあ、ジョークでいえばそのような感

じもするわけでございます。 

 その政府の政策を見ますと、先ほど言った子

育てとか介護の話をしておりますけども、未来

が明るくなると感じる、希望あるパンチ力のあ

る政策が具体的には見えてこないように、私か

らはちょっと思われます。国の政策です。 

 その中で、例えば介護離職率ゼロという政策

が言っておりますけども、有効な具体策は見え

ておりません。この辺、子育て、介護状況等々

こういう介護離職率ゼロという政策、市長はど

のように考えているのかの、市と国の政策を対

比にしながらお答え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）  この国の政策が具体的

な形でまだ見えてこないという部分は、私も認

識は同じであります。まだ具体的には見えてこ

ない。 

 政府では28年度の当初予算に向けて、政府予

算、今、盛んに編成作業を行っているわけであ

りますけども、新型交付金といったようなもの

もどのようになってくるのか、あるいはふるさ

と納税のようなものを企業にもさまざま優遇措

置を講じながら、財源を確保するということも

いろいろ国が打ち出してきているという中にお

きまして、なかなかその部分がまだ見えてきて

いないという部分は、全く同じような認識を持

っているわけでありますけども。 

 私も全国市長会のこの「まち・ひと・しごと

総合戦略」の特別委員の一人として席をもらっ

ておりますけども、やはり皆同じような認識で

おりまして、国がもっと具体的な施策を財源、

人材、情報という３つの３点セットで地方を応

援するんだというのであれば、人材は応援する

ということはわかったと。情報をいろいろ提供

して応援するということもわかったと。であれ

ば、財源ももっときちんとした中で応援すると

いうことももっと見せてほしいということを、

盛んに言っているわけでありますけども。 

 この３点セットで応援するという部分におけ

る財源の問題が、なかなか見えてきていないと

いうのが、今のところの状況であります。間も

なく発表される政府予算の原案では、どのよう

な形で示されるのかということを、今注目をし

ているということを申し上げておきたいという

ように思っております。 

 その中におきまして、この子育てという部分

におけるこの保育の状況、それから介護の受け

皿という中におけます介護離職者ゼロといった

ようなものを打ち出してきたという御質問があ

りました。 

 当市の状況について、ちょっと簡単に申し上

げますと、今の保育の入所児童数は、今880人

という数字になっております。定員が958人、

したがって充足率は約92％という数字になって

いるということであります。そして、待機児童

は発生していない、いうなれば受け入れはでき

ていると。ただ、入所希望の多い第一希望の保

育所に入所できないというケースはあるようで

すけども、実際には待機児童は出ていないとい

う中にありまして、今後もこういった中におけ

る環境整備を遠野市保育協会、おかげさまで10

月１日で宮守も来年の４月には遠野市保育協会

の中で一貫した経営を行うということになって
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おりますので、この部分における施策を改めて

また、それこそ具体的に打ち出してまいりたい

というように思っているところであります。 

 それから、もう一つは介護のほうの状況であ

りますけども、この介護離職ゼロに直結する一

つの対応として、国は50万人分の一つの介護施

設等の整備を拡大するとしておりますけども、

この遠野市におきましては、地域包括ケアシス

テムの構築を目指しながら、高齢者の方々が住

みなれた地域でいつまでも安心して暮らし続け

る環境づくりといったものに取り組んでいきた

いと、いうなれば在宅を基本としたという部分

においては、原則としてはそれを基本としなが

らという部分であります。これが「ハートフル

プラン」につながっているということでありま

す。 

 ちょっと５年間の主な取り組みを申し上げま

すと、特別養護老人ホーム30床、それからデイ

サービス施設を１カ所、ショートステイの施設

を１カ所整備したという、一つの状況でもあり

ますので、今後の取り組みといたしましても、

「ハートフルプラン2015」で、デイサービス施

設１カ所、小規模多機能型居宅介護サービス１

カ所といったような施設整備も検討しておりま

すので、このような中において介護者の負担軽

減につながっていくような、そのような環境づ

くりをいろんな事業主の皆様とも連携を図りな

がら、国の施策の動向を見極めながら、柔軟な

一つの環境づくりの対応を急いでまいりたいと

いうように思っているところでありますので。 

 ちょっと具体的に介護職の離職ゼロといった

ような部分の中において、どのような遠野市の

対応ということになれば、まだまだ課題がある

わけでありますけども、ちょっと現状を申し上

げて答弁とさせていただきます。 

○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）  待機児童は現在はい

ないということでございますし、介護離職に関

しましては、地方包括ケアシステムで在宅を基

本に「ハートフルプラン」の中でやっていくと

いうことが話されました。「ハートフルプラ

ン」では、施設の整備も計画されているという

ことで、これには事業者の巻き込みもあるかと

思いますけども、この辺をしっかりとやってい

ただきたいなと思っております。 

 その中で、遠野市の人口ビジョンが示されて

おりますけども、各町単位の人口推計が示され

ております。25年後の遠野市の人口はおおむね

１万8,000人と推移しておるとのことでござい

ますけども、何とか２万人をキープしていただ

きたいものだなあと思っております。 

 この推計方法は、平成22年度の国政調査人口

から将来の生存率、将来の純移動率、将来の子

ども女性比、将来のゼロ歳から４歳児で行われ

たとのことでございますが、このことから現在

の市内、旧町９つの町の単位で構成されている

行政組織があるわけでございますけども、それ

らに関しては、この中では触れられておりませ

んでしたけども、この先、どのような体制でこ

れを行っていくのかを、次にお伺いいたします。 

○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）  人口減少の中で、特に

コミニュティ、これをどのようにという部分が

やっぱり大きな市政課題の一つであります。 

 そのような認識のもとに、２年前に、進化ま

ちづくり検証委員会を立ち上げまして、あらゆ

る角度からこれからの地域のあり方といったも

のについて、いろいろ検討を加えてまいりまし

た。この７月に最終報告書が、進化まちづくり

検証委員会の山田委員長から提出されまして、

今現在、進めているのは、この地域をコミニュ

ティを「遠野郷」という一つの中から考えれば、

１町10カ村という一つの区切りとして位置づけ

られるという中におきまして、この地区セン

ターを一つの安心・安全、そしてまたさらには

健康づくり地域づくり、あるいは人づくりとい

ったような３つのキーワードの中から、地区セ

ンターをひとつネットワークとして構築しよう

という方向で、今、作業を進めているところで

あります。 
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 これは、ただいま御質問にありましたとおり、

この人口ビジョンでは文字どおり１万8,000人

台まで、あとそれこそ2040年、50年には１万7,

000、8,000人になるので減るということになる

わけでありますから、そのような数値が示され

ているわけでありますからほうっておくわけに

はいかない。そういった中において、地域をど

う守るか維持するのか、これがやっぱり大きな

課題であると。 

 であれば、やっぱりいろんな意味で集約化だ

けではないと、ネットワークだと。そしてそこ

をフェースツーフェースの中で市民の皆様と一

緒になりながら安心・安全を、あるいは防災を、

さらにはひとり暮らしのお年寄りも含めて、弱

者といわれる方々をいかに地域ぐるみでフォ

ローするかといったようなものを、それぞれの

地区ごとにおけるセンターがそういった機能を

持とうじゃないかという中でおきまして、一つ

の例とすれば保健師さんも健康づくりに伴う保

健師さんなども、地区センターにうまくマンパ

ワーとして配置できないかと。しかし、配置で

きないかといっても11カ所に保健師さんを配置

できるだけの財源的な一つの余裕もありません

し、マンパワーも確保できないとなれば、中学

校区で保健師さんを配置しながら、そこをＩＣ

Ｔという一つの情報通信技術を活用しながら、

ネットワークをその中で確保しながら一つの地

域のあり方といったものを、その中に見出して

いくことも可能ではないだろうかという中にお

ける議論も行って。 

 そういった中で、今の御質問でありますけど

も自治会といったような組織は、やはり行政が

どうのこうの言うよりも、自治会はまさに市民

の皆様の地域の皆様の主体的な、自主的な活動

の単位でありますから、これは尊重すると。き

ちんと位置づけしながら自治会組織といったも

のをサポートするような、側面からいろいろサ

ポートするような地区センターに持っていきた

いなあというようなことを、今考えているとこ

ろでございますので、いずれはきちんとした仕

組みとして、御協議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ので、その際は、

また一つよろしくお願いを申し上げたいという

ように思っているところであります。 

○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）  ただいまの答弁の中

で、進化まちづくり検討委員会、そして１町10

カ村としての地区センターを構築して、ネット

ワークしていきたいというお話がございました。 

 その中で、保健師の地区センターの配置も検

討しながら、私としてはかつては各地区セン

ターに保健師が配置になっていたわけでござい

ますので、中学校区ではございますけども、で

きるのであれば全地区センターに配置できれば

なあと思っているところでございます。 

 その「遠野スタイル創造・発展総合戦略」の

展開では、先ほどから話しておりますが重点プ

ロジェクトが５つございます。その１つ目とい

たしましては雇用の確保や商工業の振興、重点

プロジェクト２では農林畜産業と第６次化によ

る新たな仕事の創出、そうして重点プロジェク

ト３では観光振興と交流人口の拡大による定住

の促進、重点プロジェクト４として子育てする

なら遠野の推進、そして５つ目の重点プロジェ

クトでは高齢者の自立と社会参加の促進、そし

てプロジェクトＸといたしまして人と人との触

れ合いによる幸せ度の向上がうたわれ、６つの

プロジェクトで構成されております。 

 その中で、ちょっと私の毎回、質問のたびに

ちょっと話題としているわけでございますけど

も、第一にちょっと２つ質問させていただきま

すが、高校を卒業した若者が地元に定住し、安

定した職場の確保がやはり何と言ったって、い

つもそれが話題になるわけでございますけども、

求められているということでございます。 

 その主要事業も示されておりますが、今の各

行政組織を維持していくには、各町にそれぞれ

市営住宅の整備が私なりに必要と思われます。

現在は核家族が進んで、世帯の多様化が進んで

おります。各町から若者が減り、市の中心部に

住みつつあります。このまま進むと、市の中心
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部に若者、そして各地区に高齢者の家庭という

ことが顕著に表れてくるのではないかなと心配

するところもありますが、この辺、市長はどの

ように考えているのかお伺いします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいまそれぞれの総

合戦略の５つのプロジェクトと、もう一つのプ

ロジェクトＸの内容等につきまして、いろいろ

御質問の中で触れさせていただきました。全く

そのとおりの構築の中で一つの総合戦略を打ち

出したわけであります。これこそ絵に描いた餅

にしてはならないぞという、先ほどの萩野幸弘

議員からもいろいろ人口減少、生産年齢人口に

ついての御質問の中でやりとりをしたわけであ

りますけども、それこそ新規学卒の高校生諸君

を、あるいは若者をどのように定住させていく

のかということについては、極めて大事な、し

たがってそういったことを考えれば、この定住

環境というか住宅環境をどのように整えるのか

ということも、これも大事な施策の一つであり

ます。 

 したがいまして、今度定めました基本計画の

前期５カ年計画の中に１つはこれまでも議論を

しながら進めてまいりましたけども、遠野東工

業団地、市が持ってる田、９ヘクタール、議員

各位の大変な御理解をいただきまして、今、造

成中であります。造成が終われば来年の５月、

６月には全区画を企業に分譲するということが

決定してるわけでありまして、そうなれば、そ

の中で雇用っていうものが、一定の規模が生ま

れるだろうと。 

 そして、実はこの１町10カ村という１つのコ

ミュニティーのくくりの中で、合併してもう10

年もたって、１町10カ村っていうことはないだ

ろうという話にはなるわけでありますけども、

１つのコミュニティーとして考えれば、非常に

言いやすいというかわかりやすいくくりになる

わけでありますから、１町10カ村という形で申

し上げているわけでありますけども。 

 そうすると、上郷地区が非常に人口減少の幅

が大きいんです。この東工業団地は、青笹と上

郷のちょうど、境界の中に９ヘクタールという

ような、大規模な工業団地が今、造成中であり

ます。企業は間もなくそれを取得して、立ち上

げるということになってますから、この上郷地

区のほうに、１つの若者定住の住宅を団地にす

る、土地だけにするのか、公営住宅としてまで

持ち込むのかということについては、財源の問

題もありますから、もう少し検討しなきゃなり

ませんけれども、その点を、今１つ、具体的に

位置づけているということと、もう１つは宮守

町のほうのｍｍ１、お蔭さまで、みんな、関係

者に頑張っていただいておりますから、この西

の玄関口としての北上花巻方面とアクセスがし

やすいところに子育て環境としての若者定住住

宅のようなものを位置づけてはどうかなという

形で、２つのプロジェクトを、今、基本計画の

中にも位置づけたところでございますので、こ

れをどのように財源を確保しながら形にしてい

くのかということが、今、１つ課題としてある

ということでありますけれども。 

 これはそれぞれの、もちろん、その他の地域

もそれなりの環境は整備していかなきゃなりま

せんけれども、とりあえず、この２つを基本計

画の中に置いて位置づけたということを１つ申

し上げておきたいというように思っております。 

 各町単位での住宅の必要性も当然、見極めな

がら、やっぱり適時適切な１つの環境づくりは

また行っていかなきゃならないかというように

も思っているわけでありますけども、とりあえ

ず、この２つを、地域を具体化するという方向

で取り組み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）  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）  市長の答弁の中に、

上郷地区、そして宮守地区で若者の定住住宅を

構築していくんだというお話がございました。

私としては、その他の地域でもそういう施設を

つくっていただきたいなという思いでいっぱい

でございます。 
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 そして、その次に、２つ目といたしまして、

この質問をさせていただきますが、先ほど来か

ら雇用の場としての工業団地、それこそ、東工

業団地の造成が、今、行われているわけでござ

いますけども。工業団地適地候補地についても

第２次遠野市総合計画の中で、さらに具体的に

示されたわけでございます。 

 先ほど来から、この５日には高速道路、イン

フラ整備が整いまして、遠野までインターが延

びたわけでございますが、この交通の便宜性か

ら、私が考えるところを申し上げますと、高速

道路の各インター付近にも工業団地構想を打ち

出す必要があるのではないのかなと思いますが、

市長はこの計画というのは、第２次遠野市総合

計画の中で工業団地化適地候補地を進めようと

しているわけでございますけども、この適地候

補地から外れた地域もございますし、地区もあ

ります。それはどのような考えで進めようとし

ているのか伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  さる５日に復興支援道

路としての、釜石自動車道、遠野インターまで

開通になったということで、それこそ遠野の産

業経済活動に大きなインパクトを与える１つの

道路なわけでありますけども、そのインター周

辺に工業団地をという御質問であったわけであ

ります。 

 宮守インター、遠野インター、それから遠野

住田インターと３カ所をインターが整備される

わけでありますけども、このインター周辺にと

いう中にありましては、具体的に今度、地域開

発戦略推進室という組織を立ち上げたというこ

とを申し上げたわけでありますけども、この中

で土地利用をどのように進めるのかという中に

おける戦略プロジェクトをその中で構築してい

くという組織であります。これは、企業が進出

するとしても、当然のことながら、受け入れす

るためには、例えば農地法の問題であるとか、

森林法の問題であるとか、あるいは、さらには

開発行為であるとか都市計画法であるとか、い

ろんな法律をどのようにクリアしていかなきゃ

ならないかということが大きな課題になるわけ

であります。 

 したがって、そのような、他方との関係をど

う整合性をとりながら、受け皿としての工場適

地をどのように位置づけていくのかということ

も地域開発戦略推進室の役目として位置づけた

ところであります。来年３月までには、遠野市

土地利用計画を打ち立てるという作業を、今、

急がせておりますので、その中で、いうところ

のインター周辺っていっても、オンサイドとし

ての工場適地なのか、それともその周辺ってい

うことなのかっていうことを受けまして、遠野

市全体の中で、東工業団地も含め、特にどのよ

うな工場適地をという部分を、それなりの１つ

の視点の中から開発戦略推進室のほうにそのよ

うな作業をしてもらおうかというように思って

おりますので、その作業の推移を、いうなれば、

見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。 

 また、一方、この新たな工場適地という団地

ていうこともさることながら、既に進出してい

る企業、非常に設備投資意欲が活発であります。

したがって、既に進出されている企業のそれぞ

れの雇用の確保につながるような環境づくりを、

やはり地域開発戦略室、あるいは商工観光課、

あるいはさまざまな商工会、いろんな関係機関

とも連携とりながらそのような環境整備を強く

後押しをしながら、雇用の確保といったものを

その中に見出していくという作業もあわせて、

かなりの重要な１つのフォローであるというこ

とを踏まえながら、このような問題にも対応し

てきたいというように思っているところでござ

いますのでよろしくお願いをいたします。 

○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）  新しく、地域開発推

進室も設けられましたので、そういう形で土地

利用計画等々も、これから打ち出していくとい

うことでございます。それから、作業推移を見

ていきたいという市長の答弁でございました。 
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 その辺を強調しながら、それこそ、土地の利

用状況をチェックしながら企業の誘致に力を入

れていただきたいなと思っているところでござ

います。 

 それでは、続きまして、２項目めの質問に入

らせていただきます。 

 政府はＴＰＰ大筋合意に伴う政策大綱を打ち

出しております。その中で遠野市のかかわりの

ある遠野農業分野では経営安定対策と競争力強

化、体質強化対策を柱とする提言を取りまとめ

て発表いたしました。遠野市といたしましては、

第２次遠野市農林水産振興ビジョンを策定した

ところでございます。ＴＰＰに対応する施策を

今後、どのように講じようとして行っていくの

かを伺いたいと思います。 

 遠野市の農林水産業の課題及び意見が各町単

位から集約され、さきの遠野市農林水産振興大

会で担当部長のほうから発表されております。

このような要旨で発表があったようですが、各

意見の中にＴＰＰに関しても触れられておりま

した。その内容を抜粋してお読みいたしますと、

提案事項といたしまして、ＴＰＰ交渉大筋合意

について国に対して要望すべきという提案でご

ざいます。 

 その、今後の対策及び対応の中にはＴＰＰの

中には、大筋合意は本市農業に与える影響が大

きく新たな対応が求められるところです。政府

のＴＰＰ総合対策本部において総合的な国内対

策を盛り込んだ政策大綱が決定されたことから

大筋の内容を踏まえ、的確に対応を進めていき

ますということで、部長のほうから発表がござ

いました。 

 この対策及び対応がこのように発表されまし

たけども、市といたしましても、この対応を今

後どのような形で具体的に行動をとっていこう

としているのか、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）  このＴＰＰの大筋合意

っていう１つの流れがあるわけでありますけど

も、ただいま御質問にございましたとおり公表

いたしました第２次農林水産振興ビジョン、通

称タフ・ビジョン、この中には具体的な影響や

対策など、いうなれば、まだ明らかにされてい

ないということから盛り込むことはできません

でした。具体的な対策は。 

 平成27年度の補正予算で、このＴＰＰ対策に

係る１つの方向を示すということは国が言って

おりますので、12月中には、この補正予算の概

要もわかろうかというように思っておりますの

で、その辺のところを踏まえながら、当市とし

ての対応をどのように持っていくかという中に

おける１つの対応も、いうなれば議論していか

なきゃならないのかなというようにも思ってい

るところであります。 

 いずれ、この当面、輸入の急増は見込みがた

い、あるいは影響は限定的だという中における

国の１つの見解でありますけども、果たしてそ

うなのかというところもよく状況を把握しなが

ら、当市のような典型的な中山間地域の中にお

ける農業、特に畜産業などにどのように影響を

及ぼすのかということについての見極めといっ

たようなことを冷静に行っていかなければなら

ないのかないうように思ってるところでござい

ますので、いずれ、内容をよく分析しながら、

取り組むべきものについては当市としても直ち

に取り組むという１つの基本的なスタンスで臨

んでいきたいというように思っているところで

あります。 

○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）  政府でＴＰＰの対策

を打ち出したわけですが、農業に関しましては、

重点５品目がありました。１つ目は米、２つ目

に麦、３つ目に牛、それから豚肉、それから４

つ目に牛乳乳製品、５つ目の甘味資源作物は当

市には縁がないわけでございますけれども、そ

の米に関しましては、政府がＴＰＰの、国別枠

の輸入量に相当する国産米を備蓄米として買入

れをすると。麦に関しましては、現行の経営所

得安定対策を着実に実行すると。 

 それから３番の牛豚肉に関しましては、肉用
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牛肥育経営安定特別事業や養豚経営安定対策事

業、俗に言う牛豚マルキンの法制化と補填率の

引き上げ。 

 それから４番の牛乳乳製品は加工原料乳生産

者補給金制度の対象に追加して、補給金対象、

ことをやっていくということでございます。 

 そのような形で、重点５品目に関しましては、

守りの体制ではないのかなと、私なりに思うわ

けでございますけども、その辺をどのようにお

考えなのかお聞きしたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  重点５品目という中で

御質問がありましたとおり、米、麦、それから

牛、豚肉、乳製品、甘味資源作物といったもの

が重点５品目と位置づけられているわけであり

ますけども、米については、いうところの国産

米を備蓄米として国が買い入れるということは、

これはある意味では、対策としては当然のこと

ではないのかなというように思っておりますし、

牛についても、いうところの経営悪化した場合

には補填金を交付する仕組みといったことも打

ち出しているわけでありますから、これも対策

としては当然ではないのかなというように思っ

ております。 

 ただ、その他の麦や豚肉や乳製品についても、

それぞれ対策を講ずることが必要であるわけで

ありますから、ある程度、いうところの守りと

いう体制からすれば、１つの対策は講じられて

いるのではないかなという中にありますけども、

国のほうでは、攻めの農林水産への転換、いわ

ゆる体質強化対策といったようなのを打ち出し

ているわけでありますから、詳細な、この攻め

の農林水産業への転換というものがどの程度、

我々、市町村という現場にどのように示される

のか。これは、菊池巳喜男議員も当然のことな

がら、当事者の一人として十分御理解してると

思うんですけども、なかなか、国が示すこの対

策は現場に密着したものになっていないという

もどかしさと、じれったさもあるんだというこ

とも、私も率直に申し上げまして、しかしやは

り、一方においては、これだけの１つ国同士の

約束なわけでありますから、これをただ、ただ

反対という中における、一方的にこれだけにそ

れを叫んでも、また、１つの対策にはならない

んじゃないかなというように思ってるところで

ございますから、冷静にその辺の国の対策を見

極めながら、当市として何ができるかというよ

うなところを、ひとつ議論をして、また、でき

るんであれば、それを形にもっていきたいもの

だなというようにも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）  そのような、私も市

長の答弁に同感ございます。早く体質強化を打

ち出していただいて、それを見極めていくのが

先決だなと思っているわけでございます。 

 ＴＰＰは皆さん御存じのとおり、日本以外の

参加11カ国は農林水産物の関税を、平均98.5％

の品目で撤廃するということになっております。

逆にいえば、日本はその点、関税が撤廃される

わけですので、輸出拡大に弾みがつくんではな

いのかなと思うところもございます。 

 政府は産地別に支援する従来の輸出促進策か

ら国内の農林水産業や外食食品を一体として展

開する方針に転向いたしまして、肉や米、青果

物など品目別に戦略を策定してオールジャパン

として市場開拓を目指すと述べられております。 

 この辺、いち早く、遠野市でもその辺を情報

を収集しながらマスターして、先手必勝という

意気込みで輸出できる攻めの農業を展開する必

要が、私なりに、国内ばかりじゃなく攻めの農

業でございますので、あると思いますが、その

辺、市長はどう考えでしょうか。お伺いします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  攻めの姿勢を持つこと

が大事じゃないのかなと。そのためには、海外

戦略などもきちんと打ち出すべきではないのか

なというような御質問と承ったわけであります

けども。 
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 遠野の農産物を海外に輸出するということに

ついては、やはり１つは高品質で、安心安全な

作物ということと、それから安定的な数量をき

ちっと確保しなければならないことが輸出し続

けるということに、絶対条件であるわけであり

ますけれども、これは率直にあれしますけども、

この高品質の作物と安定数量という２つの、こ

のキーワードから考えると、まだまだ遠野にお

いてはこれは弱いんではないかなということは

認めざるを得ない。しかし、やっぱりこれはほ

っとくわけにいかないという部分におきまして

は、遠野産作物を世界に通用するブランドにま

で持っていくというような強い意志と、やっぱ

り意気込みもあわせ持たなければならないのか

なというようには思っているわけでありますけ

ど。 

 やはり、それを生産するのは農家の方々、い

わゆる生産者の方々でありますから、それをど

のように、いうなれば環境をつくっていくのか

と。それから、もう１つは広域的な取り組みを、

その中でネットワークとして構築していかなけ

ればならないんじゃないのかなというように思

っておりますので、この１つの生産基盤の確立

と、それからどうネットワークを構築しながら

ＪＡといったような大きな組織をどう巻き込む

のか、あるいはさらには、どういう、いうとこ

ろの取り組むべきこのキーマンと申しますか、

人、人材をどのように確保するのかといったと

ころが、やはりきちんと組み立てられなければ、

このグローバルな攻めの農業施政といったよう

なものは構築できない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、まず

基本的には身の丈ということを忘れずに、その

ような取り組みを一つ一つ積み上げていくとい

うことでなければ、なかなか海外戦略といった

ものには持ち込めるというものにはいかないん

じゃないのかなというような、一方においては

そういう気持ち。 

 しかし、一方においては、やっぱり攻めてい

かなきゃならないっていうそういった気持ち。

これをどのようにバランスをとりながら、生産

者の方々に頑張っていただくかと。それを行政

として、あるいはどのようにバックアップして

いく。いや行政だけではないと。ＪＡなども含

めて、どう巻き込みながら構築していくかとい

うことが大事じゃないのかなというように思っ

ているところであります。 

○議長（新田勝見君）  午後１時まで休憩いた

します。 

   午後０時00分 休憩   

────────────────── 

   午後１時00分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 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）  午前のＴＰＰ問題か

ら、市長に最後の１点を質問させていただきま

す。 

 先ほど来は、高品質、安心安全、安定、これ

が絶対条件だと申されました。世界のブランド

としてもっていかなければならないも、そのと

おりでございますけども、やはり、生産基盤の

確立、取り組むべきキーマンが必要だというこ

とを話されました。私もそうだと思います。政

府で発表している中の、若干申し上げますと、

非常に現在、日本酒や、焼酎がブランド力とし

て日本の高めてるというようなことで、新聞に

出ておりました。 

 その中で、こういう６次産業化の推進によっ

て新事業を創出しながら地域産品の海外展開を

拡大する方針を盛り込んだという内容が新聞に

出ておりますけども、遠野市でも武蔵野市にア

ンテナショップがありますけども、やはりそう

いうアンテナショップ、政府がこういうふうに

乗り出してるわけですので、国とか県ともタイ

アップしながら、やはり海外にアンテナショッ

プを立ち上げてもいいのではないかなと、私は

思います。シンガポールとかベトナム等々にも

進出してはいかがかと思いますけども、その辺、

市長の意気込みをお聞きしながらＴＰＰ問題は

これで終了させていただきます。 
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○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ＴＰＰ問題から発

生しての１つの取り組みの、いうところの、前

向きの１つの取り組みとして、アンテナショッ

プのようなものの中で思い切った海外戦略のよ

うなものも展開してみてはどうかと。その意気

込みはどうなんだという、そういう御質問と承

ったわけでありますけども。これもやっぱり、

１つの切り口として、大事にしていかなきゃな

らない１つの取り組みではないかなというよう

に、そのように認識はしております。 

 ただ、この身の丈という中で、御質問にあり

ましたとおり、安定的に一定量という部分が極

めて、これ、大事なわけでありますから、一過

性にしちゃだめだと。またもう１つは身の丈と

いうことを踏まえなければならないってことを

考えれば、１つの方式とすれば、今、当市はイ

タリアのサレルノともう30年来の友好都市とし

てのお付き合いがあります。 

 私も昨年、市民訪問団と一緒に30年という節

目の中でサレルノのほうに出かけていってまい

りました。しかし、30年という１つの年月の中

で世代交代といったものが始まって、間違いな

くサレルノとの友好交流も、いうなればセカン

ドステージのほうに入らなきゃならないなとい

うことを痛感してまいりました。 

 したがって、そのような中で、イタリアのサ

レルノ市との友好交流関係をどのように再構築

しかということにあっては、こういった、この

遠野ならではのアンテナショップのようなもの

に中における経済交流といったものも、また一

方においては１つの考えなければならない課題

ではないのかなというように思っております。 

 また、もう１つは、アメリカのテネシー州の

チャタヌーガ市というところと、これももう20

年以上中学生、高校生も交流が続いているわけ

で、交流というよりも遠野の子どもたちが異文

化の中において、チャタヌーガ市のほうのホー

ムステイをしながら、約１週間でありますけど

も、さまざまな高校生、中学生同士の交流を行

っているという、これはある意味じゃ一方通行

であります。 

 そういったときに、先般、チャタヌーガ市の

市長のほうから親書が届きまして、単なる一方

通行じゃなく、いろんな形で友好交流関係を締

結したいというような、そのような申し入れが

チャタヌーガ市長から届いております。 

 これについて、どのようにそれを構築してい

ったらいいのかっていう形で、市民懇話会の皆

様にもいろいろ議論をしていただきました。や

はり進めるべきではないだろうかという、その

ような御意見をちょうだいしておりますので、

アメリカのチャタヌーガ市との、その友好関係

をそのように構築していったらいいのかという

ことが１つの課題としてあります。 

 もう１つは、ドイツのヘッセン州のシュタイ

ナウ市という２万ちょっとの町でありますけど

も、グリム兄弟が育った町。ロマンチック街道、

その一角にある町でありまして、昨年、やはり

教育文化振興財団のメンバーとヘッセン州のシ

ュタイナウ市を訪問しておりますので、そこの

市長さんともお会いしてるわけでありますけど

も、グリム博物館の館長さんも遠野にも来てお

ります。 

 図書館、博物館のほうで、シュタイナウ市の

グリム兄弟のさまざまな育った１つの文化、あ

るいは歴史、町の１つのたたずまいを、展示会

を、企画展を開いて遠野市民にも皆様にもグリ

ム兄弟が育ったシュタイナウ市の町といったも

のを、今、展示しているわけでございまして、

昨年は遠野市の様子をシュタイナウ市で展示を

したっていうふうな総合交流が進んでおります

ので、こういったイタリア、サレルノ、あるい

はドイツ、シュタイナウ市、さらにはアメリカ

のテネシー州のチャタヌーガといったところと、

どのような中で経済産業交流をしていくかって

いうことも１つの、これからの交流のあり方と

して位置づけるんじゃないかと思っております

ので、アンテナショップなどもそのようなとこ

ろをどのように進化させ、どのように仕組みを

つくり、また、何をもってあちらのほうに持っ
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ていくのか。 

 であれば、あちらのほうから何をこちらのほ

うに持ってくるのかというふうなところを、も

う少しいろいろリサーチしながら、そのような

アンテナショップのようなものを１つ構築する

のも、１つの遠野の活性化にとっては大事なこ

とではないのかなというように承知していると

ころでございますので、これを何とか前向きに、

それこそ積極的に進化させるというキーワード

の中で形にもっていければなということを考え

を持っているところでございますので、できれ

ば御理解と応援をいただければということをも

っ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）  ぜひ、ＴＰＰの中の

アメリカのチャタヌーガ市と、それこそ交流が

深まればいいなと思います。 

 それでは、３点目といたしまして、農業委員

会の役割と責務について、農業委員会の会長に

伺ってまいります。 

 農業委員会の役割は皆さんご存じのとおり、

農業の基礎でもある農地を守り、農業経営の要

として役割が大きいものがございます。遠野市

農業委員会では、今後、どのように委員会を運

営発展しようとしているのか、順を追って、一

問一答で質問を進めさせていただきます。 

 最初に、先ほど来からＴＰＰの問題をいろい

ろと質問させていただきましたが、そのＴＰＰ

に関して質問いたします。 

 輸入関税の引き下げや撤廃で非常に外国産の

安い価格の農畜産物が流入すれば、国産品は価

格競争に巻き込まれます。生産者の経営安定体

力を高めるには、集落営農組織や担い手に農地

の集積による大規模化が必要と考えられます。 

 ただ、農地の集積を担う農地中間管理機構、

農地バンクですが、それに対して平成26年度ま

で集まった農地は全国で３万1,000ヘクタール

と、目標の約２割にとどまっているとお聞きし

ております。土地の集約の促進が課題となって

いるのもそのとおりだということです。このた

め政府では、農地バンクに貸し出した所有者へ

払う協力金の運用を改善する方針であると聞い

ております。 

 現在、協力金は集落などの地域と個人農家に

支払われておりますが、今後は都道府県の裁量

の余地を持たせると聞いております。例えば、

連携が進んだ地域向けの協力金を増額いたしま

して、地域一帯で集約を進めることでございま

す。 

 一方、耕作放棄地の固定資産税を農地に対す

る優遇措置の対象外にすることで1.8倍の増税

をいたしまして、譲渡や貸し出しを促す方向に

打ち出しているようですが、遠野市の農地バン

クの状況を最初に伺いたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  佐々木農業委員会会長。 

   〔農業委員会会長佐々木敦緒君登壇〕 

○農業委員会会長（佐々木敦緒君）  菊池巳喜

男議員の一般質問の御答弁にいたします。 

 ＴＰＰ交渉が大筋合意されました。国会で承

認されれば、環太平洋経済連携協定は締結とな

り、農産物は市場開放になると認識をいたして

おります。 

 政府は中山間地域も含めて、農林水産業をし

っかり守っていくと強調し、ＴＰＰ政策大綱を

発表いたしました。その矢先、2015年農林業セ

ンサスで農業就業人口が５年前の前回調査から

51万6,000人減った。高齢者が離農が加速して

いることが主因と見られ、若者の就業人口も伸

び悩んでいると報じられました。 

 農業の生産費を下げるには分散し、錯綜した

農地利用を整理し、必要な場合には基盤整備事

業等の条件整備を行い、まとまりのある形に配

慮して貸し付ける農地集積バンク、農地中間管

理機構の果たす役割は議員御指摘のとおり、極

めて重要と認識いたしております。 

 岩手県では、平成35年度までに担い手に集積

する農地の面積目標を80％に定めております。

遠野市は農地中間管理機構の岩手県農業公社か

ら農地中間管理事業を受託し、こがらせ農産や

宮守川上流等、市内の法人を中心に集積を推進

し、遠野市全体の集積率は40％近くに達してお
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ります。また、国で農地の貸し付け割合に応じ

た地域集積協力金及び耕作者集積協力金等の取

り扱いは、県が地域の実情に応じて交付単価を

設定すること等の議論や農地中間管理機構に貸

し付け場合、固定資産税を最大で５年間半減す

る優遇措置の一方で、耕作放棄地等の固定資産

税は1.8倍に引き上げる課税強化を政調で議論

していることも承知しております。国ではこう

した税制改正はＴＰＰの発行をにらみ、担い手

への農地集積を加速して国内農業の競争力を強

化するためとしております。 

 農業委員会では、現状制度の中で、農地の集

積を加速するため、岩手県で新たに創設した活

力ある中山間地域基盤整備事業等、制度の情報

提供、あるいは中山間直接支払い協定や多面的

機能支払い交付金事業エリアの拡大の促進を支

援し、今以上に農業経営基盤の強化と経営改善

を図り、担い手の確保育成に努めてまいりたい

意をしているところでございます。 

○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）  遠野市の農地の集積

率は40％に達しているというような御答弁でし

た。これから担い手の確保に意を決していると

いうこともございます。 

 それこそ、より一層の集積に努めていただけ

ればなと思うところです。 

 そして、次に入りますが、農地法では農業委

員会は管内の農地の利用状況を調査しながら、

遊休農地の所有者に今後の遊休農地の利用意向

の確認を義務づけております。遠野市管内の実

態はどのように把握して対策を講じているのか

を伺いたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  佐々木農業委員会会長。 

   〔農業委員会会長佐々木敦緒君登壇〕 

○農業委員会会長（佐々木敦緒君）  農地の利

用状況の実態把握と遊休農地の意向確認等、対

策についての御質問に御答弁いたします。 

 農業委員会では市やＪＡ等各団体や機関と連

携して、毎年農地の利用状況調査を実施いたし

ております。調査後は調査書を整備するととも

に、農業委員会総会で審議の上、再生利用な農

地と判断された場合は所有者に対して耕作再開、

もしくは農地中間管理機構へ貸し出し等の意向

調査を行っております。また、立ち木等が繁茂

するなど、農地に復元が不可能と判断した場合

は土地所有者に対して非農地通知書を発送致し

まして、農地以外へ種目変更を促しておるとこ

ろでもございます。 

 これらの結果、調査累計で206.3ヘクタール

に達した遊休農地の面積が今年度中には66.7ヘ

クタールに減少すると思っているところでござ

います。今後においても調査の継続はもちろん

のこと、市単独事業の耕作放棄地解消対策事業

を補助金の活用を呼びかけまして、遊休農地の

解消対策を進めてまいりたいというふうに思っ

ているところでございます。 

○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）  206ヘクタールの遊

休農地が66.7ヘクタールまで減少されるという

ことで、非常に農業委員会の役割は大きいなと

思っております。その農業委員会の組織の形を

お伺い、次にしたいと思います。 

 データが古いんですけども、平成25年の10月

1日現在で、全国で３万5,514名の農業委員が活

躍されると伺っております。その中で、農業委

員会法が来年４月から改正されることになった

とも伺っております。その改正される第１条で

は、従来は人と農地を守っていく、このことか

ら新法では農地に重きを置くということでござ

います。 

 いままで人の暮らしを支える仕事も行ってま

いりました。このことは農業生産においても重

要な意味がありました。家族経営協定もその１

つであります。その１条では農地集積の機関に

なるのではないかという危惧がされますが、こ

の点をどのように捉えているのか。また、農業

委員の定数も減ることも予想されておりますが、

どのように農業委員会を運営しようとしている

のかを伺いたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  佐々木農業委員会会長。 
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   〔農業委員会会長佐々木敦緒君登壇〕 

○農業委員会会長（佐々木敦緒君）  農地法及

び農業委員会に関する法律の改正に伴う今後の

運営についてお答えいたします。 

 農業委員会の業務は、農業委員会法第６条に

明記されております。農地法や農業経営基盤強

化促進法など農業委員会でなければできない業

務と市当局と連携して行う農業振興業務の２つ

がございます。 

 農地法第１条の目的は、耕作者主義から効率

的利用のため地域との調和に配慮した農地の利

用、貸し借り等の推進、利用者主義に改正とな

ってございます。一方、農業委員会に関する法

律は大幅に改正され、来年４月１日に施行とな

ります。まず、選挙委員や団体、議会推薦委員

はなくなり遠野市農業委員の定数の上限は30人

から19人になります。選出方法は認定農業者や

準ずる者が委員の半数以上を占めることを原則

として、地域からの推薦や公募された方を市長

が選任し、議会の承認を得ることになります。 

 農業委員の定数は減りますけれども、これを

補う形で農業委員会が地域を勘案して農地利用

最適化推進委員を委嘱することになります。そ

のため、農業委員及び農地利用最適化推進委員

の定数等を検討するため、農業委員会内に組織

検討委員会、仮称ではございますが、設置を今

月の総会に提案いたす予定としてございます。 

 また、改正法に伴い、関係行政機関等への意

見書提出や農地転用案件の許可事務は面積にも

よりますが、県にかわって市町村農業委員会事

務局職員が、岩手県農業会議で毎月開催される

常任会議員会議に出向いて説明等の業務が新た

に加わりましたので、事務局強化にも迫られて

いるところでございます。 

 農地を守り、農業経営の要としての農業委員

会の役割は重く受け止めております。ゆえに、

農地転用、及び農地の権利移動申請の審査に当

たっては、公平、公正、適正に心がけるととも

に耕作が放棄されず農地がフル活用されること

を念願し、毎年、農地パトロールを実施してご

ざいます。また、家族経営協定の締結推進を図

り、農家の経営改善にも努めておりますので、

御理解を賜りますようお願いいたします。 

○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）  ただいまの答弁で農

業委員会の30名の現在から19名になるというこ

とで、減ることによって地域を勘案して推進委

員を委嘱するという制度も出るということで、

これから、その作業が進むかと思いますけども、

先ほど来から言っております家族協定とか農地

パトロールも強化していただきたいなというと

ころでございます。 

 質問を続けますし、これが最後の質問になり

ますけども、農業委員会の第９条では農業委員

は現在、先ほどもちらっと答弁の中にありまし

たけども、公職選挙法で選ばれて、現在はおり

ますが、新法では推薦とか公募となることに変

わろうとしております。このことは地域と結び

つきが弱まるのではないかなと、私は危惧する

ところでございますけども、ほかの関係のない

地域から推薦や公募が来るのではないかなとも

考えられるところでございます。遠野市に関係

のない、よその人が農業委員になるということ

は非常に可能性としては少ないかもしれません

けども、否定するものでもないということだと

いうこと思います。このような考えをどのよう

に対策をしていくものかお伺いして、最後の質

問とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  佐々木農業委員会会長。 

   〔農業委員会会長佐々木敦緒君登壇〕 

○農業委員会会長（佐々木敦緒君）  農業委員

会等に関する法律第９条の改正では、農業委員

は公選から地域の推薦や公募になります。この

ことによって、地域と結びつきが弱まる、ある

いは予想しない事案は生じないかとの質問と承

りました。 

 このことについては、さきの答弁で申し上げ

ましたとおり、農業委員の数は減りますが、農

業委員会が農地利用最適化推進委員を委嘱する

ことになりました。農政に精通し、地域に密着

した方が選考されるというふうに思ってござい
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ます。農業委員や農地利用最適化推進委員の定

数は組織検討委員会で検討した内容を農業委員

会総会で議論し、最終的には市長との協議で決

定される運びと考えておりますけれども、国で

は農業委員会交付金は、これまでどおり措置す

る、農地利用最適化推進委員の交付金も農業委

員会交付金並みの予算を確保し交付すると言っ

ておりますので、農業委員と農地利用最適化推

進委員をあわせますと、むしろ、いままでの農

業委員の数よりふえると考えますので、農業委

員会活動は今に増して活性化すると思慮してご

ざいます。 

 また、農業委員の選任は市議会の承認が必要

となりますので、適正かつ適任者が選任される

と考えております。課題が生じた場合は、一つ

一つ、誠実かつ着実に対応してまいりますので、

市議会議員の皆様にはこれまでに増しての御支

援、御協力を賜りますようお願い申し上げ御答

弁といたします。 

○８番（菊池巳喜男君）  以上で一般質問を終

えさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  次に進みます。７番

佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  市民クラブ所属の

佐々木大三郎でございます。事前通告に従い、

一問一答方式により一般質問を行います。 

 今回は２点について伺います。 

 まず、１点目は第２次遠野市総合計画につい

て。２点目は公共施設の総合管理計画について

市長の御見解を伺います。 

 質問に入る前に、午前の応答でも同僚議員か

らお話がありましたが、一昨日は安倍首相をは

じめ、政財界や工事関係者の皆さんが多数出席

されまして、東北横断自動車道、釜石秋田線の

遠野インターチェンジから宮守チェンジイン

ター間の開通式が盛大に行われました。また、

沿道にはたくさんの市民の皆さんが集まって祝

福しておられました。市民の皆さんにおかれま

しては待望の開通、誠におめでとうございます。 

 この東北横断道の開通によって遠野の交通ア

クセスの利便性は格段に向上しますので、企業

立地の増加や雇用創出、観光需要の拡大等が期

待されます。この好機を生かし、遠野市の課題

である少子高齢化や人口減少、地域の衰退とい

ったものを改善し、さらなる発展と活性化、そ

して暮らしの向上につなげてまいりたいもので

あります。 

 それでは質問に入らせていただきます。 

 まず１点目の第２次遠野市総合計画について

ですが、既に皆さんも御承知のとおり、現在わ

が国の社会情勢は地方分権化が推進され、少子

高齢化と人口減少が深刻化してきており、この

ままでは地域社会を維持することができるのか

といった危機感が急激に沸き起こってきており

ます。 

 そこで国では、地方がそれぞれの特色を生か

して、自立的で持続的な社会を創生できるよう

まち・ひと・しごと創生法を施行し、この法律

に基づき、地方版総合戦略の作成を各自治体に

求めているところであります。 

 なお、この地方版総合戦略の作成締め切りは、

来年３月末となっておりますが、作成した自治

体には上限で1,000万円の地方創生交付金が交

付されることになっております。さらには、過

ぎてしまいましたが、ことしの10月末までに戦

略をつくった自治体には交付金を上乗せ支給す

るとして早期作成を促しているところでもあり

ます。このことに対する遠野市の主な取り組み

は、遠野市まち・ひと・しごと推進本部を設立

し、人口ビジョンと地方版総合戦略が策定され

ました。 

 そこで伺います。当市では来年度から新たに

スタートする第２次遠野市総合計画と、この遠

野市まち・ひと・しごと創生の地方版総合戦略、

すなわち遠野スタイル創造・発展総合戦略との

２つを同時進行で進めようとしておられますが、

双方の相違点に何がどのように違うのか。理解

しにくい面がございますので、つきましてはこ

の相違点について、市民の皆さんにも御理解い

ただけるように、そして可能な限り簡潔にお答

えをお願いします。 
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○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  佐々木大三郎議員の一

般質問にお答えします。 

 一問一答ということでの御質問でありますの

で、まず、相違点はというお話がありました。

このまち・ひと・しごと創生法、そしてそれを

遠野スタイル創造・発展総合戦略として位置づ

けたわけであります。人口ビジョン、それも策

定をいたしました。産官学金労言、産業界、そ

してまた、大学をはじめとする、さまざまな

シーズを持っています大学、それから行政、金

融機関、労働組合等をする職場団体、言・マス

コミ報道機関といった、産官学金労言というそ

の仕組みの中から、まち・ひと・しごと総合戦

略といったものを、いうなれば市町村に、法律

によって地方創生法といった中から策定をしな

ければならないという位置づけをされたわけで

あります。まさに、第２次総合基本計画の策定

中でありました。 

 相違点、あるわけありません。一緒になって

これを取り組む。総合戦略として位置づける。

その中で重点事業を５つ。そしてまた一方にお

いては、プロジェクトＸという中で、市民がそ

れに参加すると、官民一体市民参加と、市民協

働という中における仕組みを、そこの中に位置

づける。そこで何をと、雇用、産業振興、子育

て環境、そのようなものを位置づけるという中

における１つの総合戦略であり、総合基本計画

は５つの大綱に基づいて150の基本計画の中に1

50の事業を位置づけました。前期５カ年の中で

というなれば、総合戦略の中での部分と基本計

画、基本構想が６月市議会で同意をいただきま

した。遠野スタイル創造・発展というものを

キーワードにしながらの基本構想であったわけ

であります。 

 それを踏まえて、基本計画の策定作業に入っ

たと。あわせて健全財政５カ年計画もその中に

構築したという中における流れなわけでありま

す。いずれも一体的なものとして、それがそっ

ち、これがこっち、基礎自治体ではそういうこ

とがあってはなりません。まさに総合力であり

ます。したがって総合戦略も基本計画も、それ

を形にする財政運営も一体のものなわけであり

ます。相違点はありません。同じ土俵の中で取

り組みという、１つの、遠野としての、まさに

遠野スタイル創造・発展の、そのプログラムを

市民の皆様に先般お示しをしたということであ

りますので、繰り返しになりますけど、相違点

という言葉は、私の中には一切ありません。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  今の御答弁で相違

点は全くないよという御答弁でありました。 

 私、何でこんな質問をさせていただいたかと

いいますと、この第２次遠野市総合計画と遠野

スタイル創造・発展戦略の２つの計画は、とも

に、今、市長も御答弁ありましたけども、基本

構想とか将来像、あるいはその課題解決のため

の発展総合戦略ですが、そういったものまでが、

当然ですが同じような内容になっております。 

 私の思いでは今後、この計画を実際に実践す

るに当たりまして、進捗管理等の作業で重複す

る部分とか、あるいは無理な業績指標、この辺

が生じてくるではないかなということは、個人

的に懸念されますが、その辺の心配が御無用か

どうかについて伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいまの御指摘にあ

りましたとおり、その辺のところが心配だって

いうことでありましたけど、総合戦略、それに

基づく、それをベースにしながら人口ビジョン、

いろんなシミュレーションをいたしました。客

観的に分析もいたしました。その中において遠

野の、皆、あるべき姿というものをそこに見出

した。それに立ち向かうか。やっぱり人口減少

に立ち向かうためには雇用、そして子育てとい

ったことが極めて大事であります。それをきち

んと柱にしながら、それを基本計画の中で、大

綱別に、繰り返しになりますけど、そうような

のを組み合わせよう。相違点がある。それはそ
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れ、これはこっちだというような認識の中で、

市民の皆様に、あれ違うのかというような先入

観を持たれると、これは大変なことになります。 

 したがって、そういうことじゃなくて一体の

ものとしてこれはやってるんですよ、その中で

みんな、それぞれ、２万8,000人の市民がそこ

に参画をしながら、この厳しいさまざまな状況

に立ち向かっていくシナリオが、このとおりで

きたんですよというような中における１つの取

り組みでありますから、その点は十分認識の上

で、さまざまな発言と市民の皆様への御説明を

逆によろしくお願いを申し上げたいというよう

に思うわけであります。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  ぜひ、今の内容で

市民の皆さんにも御説明をお願いしたいと思い

ます。 

 先ほど、私は地方創生関連交付金の話をしま

したけど、この地方創生関連交付金につきまし

て、最近の地元紙の報道によりますと、本県全

体の交付対象事業数は13件で、交付予定額は４

億1,389万円、このうち、県分は４件で２億7,7

00万円、また市町村分は９件で１億3,689万円

ということでありますが、遠野市はこの交付金

対象の中に含まれているでしょうか。あるいは

今後、交付金支給の見込みがあるかどうかにつ

いて伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この、まち・ひと・し

ごと総合戦略の中における地方創生関連交付金

の状況ということで、ただいま、数字を上げて、

いろいろ御質問がありました。 

 既に当市では地方創生関連交付金である先行

型基礎交付金分が交付承認されておりまして、

平成26年度繰り越し事業として、着手をしてい

るということであります。それから地方創生先

行型交付金の、この先駆的事業分、いわゆるタ

イプⅠでありますけども、県内の市町村では、

９件が決定をされておりますが、この中には遠

野市は含まれておりません。タイプⅠの交付金

対象事業は他の地方公共団体の参考となること、

かつ事業分野などの条件が、いわゆる事業の中

における条件がありまして、本市の申請は決定

に至らなかったという状況にあります。 

 ただ、先ほどお話ありましたとおり、この事

業費の部分につきましては、事業費総額は２億

1,530万5,000円、そのうち、地域消費喚起・生

活支援型として7,500万円、プレミアム商品券

です。これが発行したと7,500万円。２月でも

って、これが発行したと。 

 それから、地方創生先行型交付金は4,900万

円、これも交付を受けたという中における遠野

としての取り組みを行っているところでもあり

ます。来年度の予算状況を見極めながら、総合

戦略に基づいた積極的な活用を行い、地域活性

化のための財源確保に、この交付金等について

の導入を積極的に図っていきたいというように

考えているところであります。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  御答弁いただきま

したが、私の認識が間違ってるかもしれません

けども、このプレミアム商品券というのは、こ

の事業とは対象外だと承知しております。 

 私の質問内容は少なくても９件、１億三千何

がしについては、遠野は含まれているんですか。

あるいは今後、この内容に、国のほうから交付

の予定になってるかどうかについて、もう一度、

御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）  これは、ただいま申し

上げたような中で繰り返しになりますけども、

この事業費総額は２億1,530万5,000円という中

で、その中に7,500万円のプレミアム商品券っ

ていったようなものの発行事業もありましたし、

4,900万円という中における先行型もあったと

いうことでありますから、これから明らかにな

る、それこそ人口ビジョンも含めて、遠野スタ

イル創造・発展総合戦略が策定になりました。
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それをもって、国との、これから協議に入りま

すから、その中で平成28年度の政府予算の中に

おいて、どのようなものが打ち出されてくるの

か。 

 新型交付金がどのように位置づけられるのか、

あるいはこういった総合戦略の中で位置づけら

れた事業がどのような形で、いわゆる財政支援

ができるのか。国は、このまち・ひと・しごと

総合戦略においては人材を派遣しますよと。そ

れから情報は出しますよと。それからもう１つ

は、先ほどの一般質問お答えしましたとおり、

財源、その面でも応援しますよという仕組みに

しているわけでございますから、アンテナを髙

くして情報収集しながら、この人口ビジョン、

まち・ひと・しごと総合戦略で打ち立てたさま

ざまな事業の、積極的な展開をその中で図って

まいるような形の情報収集に努めていきたいと、

そのように考えております。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  では、今の答弁内

容でしっかりと理解させていただきます。 

 次に、第２次遠野市総合計画の基本構想では

５つの政策大綱がありまして、大綱の１では自

然を愛し、共生するまちづくり、大綱２は健や

かに人が輝くまちづくり、大綱３は活力を創意

で築くまちづくり、大綱４ではふるさとの文化

を育むまちづくり、大綱５はみんなで支え合う

まちづくりとなっております。 

 一方、遠野スタイル創造・発展総合戦略は、

今、お話した第２次総合計画の５つの政策大綱

の共通優先方針として取り上げられた産業振興

と雇用の確保、そして少子化対策、子育て支援

について取り組む計画になっておりますので、

この内容について伺います。 

 まず、産業振興と雇用確保に向けた新たな工

業団地の整備方針について伺います。 

 企業立地にかかわる重要要件の１つに、交通

アクセスの利便性というものが上げられるかと

思います。幸いなことに東北横断道につきまし

ては遠野インターチェンジまでが開通し、平成

30年度までには釜石まで全線開通ということで

作業は順調に進んでいるようであります。また、

立丸峠のトンネル化工事も着々と済みまして、

こちらも平成30年度全線開通の予定となってお

ります。このことによって、遠野市への企業の

進出意欲は高まってくることが想定されます。 

 一方、当市の工業団地は市内各地に点在して

いるのが現状であります。これではインフラ整

備上、例えば、道路や上下水道、ひかり回線等

の高速通信も整備なので、経済性や効率性と安

全性の面で大きな課題が残ってしまいます。 

 さらに、遠野東工業団地は既存企業の工場増

設用として売却が既に決定されておりますので、

市内の工業団地にはほとんど空き地がない状態

であります。すなわち、企業が新たに進出した

くても立地できない状況にあるわけであります。 

 今回の総合計画では、遠野工業団地を含めた

近隣に、広大な新工業団地の整備案が示されて

おります。まさに、これは、産業振興と雇用創

出の面で将来を展望できるすばらしい計画であ

ると評価できますが。ここに至った背景と今後

の整備計画の内容について、市長の御所見を伺

います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま、この総合基

本計画、あるいは総合戦略におけるさまざまな

背景が質問の中で高速インフラ整備が、あるい

は情報通信を中心とするネットワークが加速度

的に整備される。そういった中において、企業

の進出意欲といったものが高まってくることが

予想されるという、そのような認識を示されま

した。全くその通りだというように思っており

ます。 

 これまで、北上山地、高速インフラからも、

道路からも取り残されてきたという部分の中に

あっては、いろんなハンデを持っておったわけ

でありますけども、これは、非常に、私も複雑

な気持ちを持つわけでありますけど、高速イン

フラ整備としての道路整備、何度も何度もお願

いをしてまいりました。しかし、費用対効果、
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Ｂ／Ｃという考え方の中から、交通量といった

ものの中で、この高速道路の整備もなかなか声

が届かなかったわけであります。 

 しかし、そういった中におきまして、繰り返

し、繰り返し、議会ともども認識を同じにしな

がら訴えてきたということが背景にありました。

それからもう１つは、忘れさせてはならない、

あの東日本大震災が命をつなぐ道路として位置

づけられたわけであります。 

 そういった背景がありまして、御質問ござい

ましたとおり、この遠野にも高速インフラ整備、

ほぼ諦めかけておった国道340号の立丸峠もト

ンネル化といったようなことが、今、急ピッチ

に進んでいるということなわけであります。 

 それぞれ、高速インフラ道路が整備され、そ

してまたＩＣＴもネットワークが構築されてく

るという中にあれば、これをまさにチャンスと

して捉えながら環境整備をしていかなきゃなら

ない。これ、当たり前のことであります。そう

いった認識の中で、向こう３年の中において全

通、もしくはトンネル化ということになれば、

これを迎え入れる新たな環境づくりを今のうち

からしていかなきゃならないという認識のもと

に、11月１日でありましたけども、地域開発戦

略推進室という組織を立ち上げ、それは、遠野

市のそのような企業活動が容易にできるような

環境整備、その中には工業団地もあります。そ

れから、インフラ整備、ライフラインもありま

す。上下水道、そのようなものも整備していか

ななりません。取りつけ道路なども、きちんと

整備していかなければなりません。また住宅環

境、そのようなものも整備していかなきゃなり

ません。 

 これは、午前中の一般質問の中にありました

とおり、人口減少にどう立ち向かうかという戦

略なわけであります。そういったことを、それ

ぞれの課が、あるいはそれぞれの部がやってお

っても、なかなか進まないという中から、横断

的な地域開発戦略推進室、そして遠野市の土地

利用計画、これは都市計画、農業振興法、農地

法、あるいは森林法、そのようなさまざまな制

度をクリアしなければ、環境の整備はできませ

ん。また、上下水道をはじめとする、あるいは

取りつけ道路をはじめとする、そのようなイン

フラ整備も、いうところの公共事業を導入しな

ければ、市として単独での事業は、これは限界

があります。 

 そのようなことを含めながら、地域開発戦略

推進室の中におきまして、そういった遠野市の

全体の土地利用計画をきちんと打ち立てて、一

つ一つ、その制度の壁を乗り越えながら環境整

備を図っていく、その中に１つの工業団地、工

場適地の、そのプロジェクトの中に位置づけら

れるということになろうかというように思って

おりますので、今もう既に空き地がない、適地

がないじゃなくて、その適地をあるいは工業団

地を設定するというのは一定の時間がかかると

いうことも含めて、全通及びトンネル化といっ

たことを想定しながら、そのような戦略プロジ

ェクトを確実に進めるための専担組織を立ち上

げ他ということでもって答弁とさせていただけ

れば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）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  今の東工業団地付

近に新たな工業団地を計画するということで理

解してもよろしいのかどうかについて再度伺い

ます。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  そのように理解しても

らってよろしいかと思います。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  この新しい工業団

地の整備と並行しまして、企業誘致活動のさら

に力点を置いた対応も必要と思われますし、ま

た計画書の中でもしっかりとその辺は力を入れ

るんだということを明記されておりますが、い

つの時点からか不明でありますが産業振興課と

いう組織名は消えてしまっております。 

 企業誘致活動や創業、企業希望者の支援、あ
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るいは企業側の求人と求職者とのマッチングと

いったことに力を入れるということであれば、

企業や市民など、外部からわかりやすいような

組織名と専担の担当者の配置が必要であるとい

うふうに、私は考えますが、市長の御所見を伺

います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  総合計画を立てました、

基本計画前期５カ年、総合戦略も策定すること

ができました。それに伴う健全財政５カ年計画

で財源等についても、極めて綱渡りであります

けども、何とか健全財政を維持できるような中

における、これらの計画を推進する、１つの確

認することもできました。問題はそれを推進す

るマンパワーと組織の構築であります。 

 現在、そのような基本計画、あるいは総合戦

略に基づいて、どのような推進組織を立ち上げ

るのが一番いいのかという中における検討を、

今、それぞれの部、課単位で検討を進めており

ますので、その成案をもって、このよう中にお

けるそのような、ただいま御指摘にありました

企業誘致の問題も含め、それからさらには地場

企業、あるいは既に進出している企業の創業の

環境をどのように後押しするかといったような、

わかりやすい組織をさらに再構築する方向で、

今現在、検討を進めておりますので、ひとつ御

了承いただければというように思っております。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  それでは、１つの

情報として、お聞きいただいて、今後の検討に

加えていただきたいと思いますけれども。今、

話したことに関連しまして、企業の数人の方か

ら声が上がっております。恐らく、市長のもと

にも既に届いているかと思いますけども。 

 それはどういった内容かといいますと、企業

支援担当はどこの課なのか、今、なかなかわか

らなくなってきているということであります。

さらには体制、支援内容も弱体化しているとい

った厳しいものであります。このことからもわ

かりますように、組織名を聞いただけで、その

業務内容がわかるような課名の使用、さらには

専担の担当者の配置が必要であると、私は考え

ます。 

 またこのことによって、企業と担当者間も相

互信頼、当然つながって、強くなってまいりま

すので、結果としましては企業誘致の件数も多

くなるというふうに、私は考えますが、市長の

考えを伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま御質問にあっ

たとおりの認識であることは、私もわかる。た

だ、問題は、企業誘致という中で、従来、昭和

時代、昭和の後半、昭和63年代、それから平成

の初期に当たりまして、いろいろ東京を中心と

する、あるいは名古屋、大阪を中心とする企業

を回って誘致をするっていうような１つの、今、

時代ではない。遠野にとっては、今、もう１つ

大事なのは、既に立地した企業のそのような後

押しを、あるいは操業環境を、さらに雇用をふ

やす、あるいは業績をさらに伸ばしていくとい

うような環境を、どのように持っていくかとい

うところのフォローです。これもすごく大事な

１つの切り口でありますから、そういったこと

を兼ね備えた、バランスをとった、そのような

組織として、あるいはそこにふさわしい適材適

所の人事をどのように配置していくかというこ

とも１つの課題ではあろうかと思っております

ので、ベストの組織は立ち上げられないかもし

れませんけども、ベターな、いままでのさまざ

まな経過を反省しながら、あるいは検証しなが

らよりよい方向の組織にもっていく。 

 そこには組織の名称も、あるいは体制も、あ

るいはそこに配置する職員も、あるいは市民参

加を見ながらという部分におけるものとして、

いろいろ構築していく。そういった意味におい

ては、このまち・ひと・しごと総合戦略の中で、

産官学金労言という言葉が、そういうようなも

のを取り込みながら地域の活性化、産業振興、

そういったものを図りなさいという部分の、こ
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のアプローチは、私はある意味で非常にいいア

プローチじゃなかったのかなと認識しておりま

すから、そのような認識に立って、組織の再編

も進めていきたいというように思ってるところ

であります。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  今、市長の御答弁

もっともだと思います。 

 確かにおっしゃるとおり、もう既に立地され

ている企業、これも大切にしなくちゃいけない

と思います。大切にするということは、その企

業さんの人脈をうまく活用して、別な業種業態

の企業の進出、立地も図るということでは極め

て重要であると思います。 

 ただ、そうなるからには、やはり企業の訪問

とか、企業に対する提案、これも積極的な行動

が必要だと思います。行動を行うということは

当然、それなりの人材が必要だと思いますので、

やっぱり専担の配置もぜひ、前向きに考えてい

ただきたいということを申し上げて、次の質問

に入ります。 

 次は、少子化対策の子育て支援について伺い

ます。 

 計画ではこれらのことを推進するために男女

が出会う機会の創出から、妊娠、出産、育児に

至るまで、切れ目のない支援、保育と教育の充

実、住宅の確保と憩いの場の整備などについて

うたわれております。この取り組み施策の中に

就労者の定住促進にかかわる住宅環境の整備と

いうことで、若者定住住宅エリアの構想があり

ますが、この構想内容はどのようなものなのか

について伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  これは午前中の一般質

問の中にもありましたし、先ほどの菊池巳喜男

議員の１つの基本計画等に取り組む中にお話が

ありましたけども、この若者定住住宅エリア構

想というものを打ち出してるわけでありますけ

ども、これを具体的には基本計画も示している

わけでありますが、上郷地区、それから宮守地

区のほうに一応、若者定住住宅エリアという中

における１つの構想として、これを具体化を図

っていきたいなと思っております。 

 ただ子育てという中にあって、それは団地、

いわゆる土地の分譲なのか、あるいは市営住宅

なのか、あるいは、もう１つ大事なのは民間の

活力をどのように導入しながらこういう環境を

整備するのか。それから企業さんの、特に立地

企業さんとも含めての企業さんとの参画の中で、

そういった環境づくりがどうできるのかといっ

たようなことも含めながら、これを組み立てて

１つの具体化に図っていきたいと。 

 ただ、繰り返しになりますけども、このエリ

ア構想の中にあっては、具体的には人口減少が

著しい上郷地区、これは、ある大手企業が既に

９ヘクタールほど土地を取得するっていうよう

なプロジェクトがもう進んでいるわけでありま

すから、それを視野に入れれば、ひとつ、そこ

の地域にもと。 

 あるいは、花巻北上の産業集積の非常に厚く

なっているところに近い宮守町地区のほうにお

ける、そのような受け皿としての若者定住環境

住宅整備といったものも大事じゃないかなと思

っておりまして、とりあえず、その２つの中に

重点的に計画を具体化し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。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  今の御説明でよく

わかりましたが、これまでの構想の中に子育て

支援住宅という構想があったかと思いますけど

も、この子育て支援住宅というのは、そうする

と若者定住住宅エリア構想の中に入り、要はこ

のエリア内に、もし、つくるとすれば、子育て

支援住宅をつくるということになるかどうかに

ついて伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  これはお互い、このよ

うに、いうなれば重なり合うといえば変でござ
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いますけども、子育て支援、若者定住といった

ものは、いうなればそれはそっち、子育てはこ

っちということじゃなくして、お互い重なり合

いながらプロジェクトとして位置づけるという

ことになるというように思っておりますから、

若者定住、そして子育て支援、そのようなもの

をきちんとしたコンセプトにしながら、それぞ

れの適地、適材適所というよりも、その場合に

おけるものとして、繰り返しになりますけども、

土地の分譲がいいのか、市営住宅がいいのか、

民間アパートのような中におけるものを借り上

げがいいのか、それに対する助成がいいのか、

いろんな選択肢があると思います。 

 ていうのは、特に若い方々の価値観とか生活

様式が大きく変わってますから、それにきちん

とマッチングするようなプロジェクトにしなけ

ればならないかというように思っております。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後２時01分 休憩   

────────────────── 

   午後２時11分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  次に、住宅環境の

整備に関しまして、提案をさせていただきます。 

 最近、話題のシェアハウスの整備について御

検討なされてはいかがでしょうか。 

 このシェアハウスとはリビングや台所、浴室

などを共有にし、各住人の部屋は個室にしてプ

ライベート空間にする共同生活のスタイルであ

ります。 

 簡単にいえば、昔の独身寮のようなものにな

ろうかと思いますが、安い家賃と光熱費で入居

できるのが何といっても魅力的であります。プ

ライバシーを守りながら、共用スペースで気楽

にコミュニケーションも楽しむことができるよ

うになります。 

 さらに、女性用と男性用を近隣に併設するこ

とによりまして、日常生活を通して、男女の出

会いと交流の機会が多くなってカップル誕生の

期待も高まるものと考えますが、市長の御所見

を伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この若者定住という１

つの切り口の中から、シェアハウスというよう

な中における住宅環境の整備を検討してみては

どうかということで、シェアハウスの定義につ

いても、ただいま御質問の中にありました。こ

れも１つの若い方々の多様な価値観の中からコ

ミュニケーションを図り、その中に定着をする

という中における取り組みとしては非常に大事

な切り口の１つではないかなと。 

 シェアハウスという横文字になると、なかな

か、あれでございますから、遠野でもで・くら

す遠野で空き家対策等のいろんなデータも集め

ておりますので、このシェアハウスの取り組み

も、若者定住対策あるいは住宅環境整備、ある

いは人口減少に立ち向かう定住人口の確保とい

う意味においては、１つの大事な、遠野として

も切り口の１つじゃないかなというように認識

しておりますので、検討に値する大きな１つの

課題ではないかなというふうに承知いたしてお

ります。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  今、で・くらすの

お話が出てまいりましたけれども、私の認識で

はで・くらす遠野というのは、一戸建ての空き

家について、データバンク化しまして、それを

必要な人に紹介、仲介をするというふうに理解

をしてましたが、どうもシェアハウスとの相関

関係がわかりませんので、もう一度御答弁お願

いします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま申し上げまし

たとおり、で・くらす遠野という空き家対策と

いうものとも、このシェアハウスは、繰り返し

になりますけども、浴室であるとか台所である

とかトイレといったものを共同にしながら、プ
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ライベートを一方では守りながら安い家賃で

云々という部分の取り組みなわけでありますか

ら。都市部に住む若い方々には、この農村志向、

地方志向ってシェアが高まってきている。とい

うことも、いろんなデータが示しておりますの

で、こので・くらす遠野というものの中におけ

る、この空き家対策といったものと連動させな

がら、シェアハウスというような切り口をその

中に位置づけていくということになるんではな

いのかなというように思っておるところでござ

いますので、そういう認識でいるということを

もって答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  今、お話させてい

ただいたように遠野市内の労働賃金、この件に

つきましては、以前の一般質問で話しましたけ

ども、よその地域と比較して、やはり、安い傾

向にありますので、この結婚資金を蓄えるとい

う観点からも、ぜひ、このシェアハウスを前向

きに御検討いただきたいということを再度申し

上げまして、次の質問に入らせていただきます。 

 次は、６次産業推進本部に関連して伺います

けれども、この６次産業推進本部は、地域資源

を生かした６次産業を総合的に推進して、地域

経済の振興と雇用を確保することを目的にしま

して、昨年４月に設置されました。 

 また今回の計画では、さらにこのことに力を

入れて、取り組まれるという意気込みが強く感

じられます。その一方で矛盾も感じてしまいま

す。どういうことかといいますと、今回の遠野

市まち・ひと・しごと推進本部の設立に伴いま

して、６次産業推進本部と子育てするなら遠野

推進本部は、この遠野市まち・ひと・しごと推

進本部に進化総合されることになっております。 

 これは、たしかに聞こえはいいですけれども、

私には衰退としか認識できませんが、このこと

に対する市長の御所見を伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま、この６次産

業推進本部、あるいは子育てするなら遠野推進

本部の取り組みが、特にこの６次産業推進本部

が、御質問の中にありましたけども、衰退した

のではないかというような、そのような表現で

ありました。衰退、あるいはこの言葉をつかっ

ていえば後退という言葉もあるんですけども、

しかし一方においては進化統合したじゃないか

という言葉もありました。私は、進化統合した

というように捉えているところでございますの

で、そのような認識で組織の再編を行ったと。

まち・ひと・しごと総合戦略、それを打ち立て

る。それは遠野スタイル創造・発展総合戦略で

あれば、それこそ総合力で、この問題にも取り

組んでいかなければならない、片一方には子育

て、片一方には子育てといったものを柱にしな

がら、それを総合戦略として、推進するんだと

いう中におけるキーワードとすれば、衰退でも

なければ後退でもない。進化統合したという、

そのような組織として位置づけたということで

ありますから、それを打ち立てた総合戦略の中

から一つ一つ形にして、結果として市民の皆様

に示すという大きな役目が、また改めて課せら

れたということでありますので、なお一層、こ

の組織の活動の充実に御支援と御協力をお願い

できればなというものをもって答弁といたしま

す。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  はい、失礼しまし

た。じゃあ、私自身、進化したと理解するため

に別な質問をさせていただきます。 

 これはいわずもがなになってしまいますが、

６次産業の推進には組織横断的な対応と判断が

必要になってくるわけであります。したがいま

して、当初本部長には副市長がその任にわたっ

ておられました。 

 しかし、今回、この見直しによりまして、本

部長は農林畜産部長に変更をされております。

これはどういうことでしょうか。私は取り組み

姿勢の進化とはなかなか思えないんですが、こ

の辺の事情、内容についてお伺いします。 
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○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）  現在、人口が３万を割

りました。この10月１日の国勢調査では、どう

にか２万8,000台を確保したという数字になっ

ております。そういった基礎自治体と市町村の

中にあっては、やはりそれぞれ繰り返しになり

ますけど、総合力でもって取り組まなければな

りません。したがいまして、このまち・ひと・

しごと総合戦略というものを打ち出されたこと

によって、私自身が市長としての職務の中から

その本部長として位置づけたと。 

 そしてまた、市長の責任の中でこの横断的な

組織の中から６次産業、あるいは子育てといっ

たような戦略プロジェクトを全職員一丸となっ

て取り組むんだということを表すためにも私が

本部長に就いたという中で、それぞれ副市長、

教育長は副本部長と位置づけ、実務部隊として

総合６次産業推進本部には農林畜産部長と。子

育てするなら遠野推進本部には教育部長といっ

たような実務的な責任者を位置づけて、そして、

皆で力をあわせてやろうという中における組織

でありますから、繰り返しになりますけども総

合的な中における再構築を行ったと。それは、

再構築は前向きに、それこそ全職員一丸となっ

て、この問題に取り組んでいこうという姿勢を

示したということでありますから、肩書がどう

のこうのというよりも、その中における全体の

中で見ていただければということをもって答弁

とさせていただければと思います。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  市長の御答弁内容

も理解はできます。別な角度のほうから質問さ

せていただきますけど、この６次産業推進本部

が発足しましてから、既に１年半以上が経過し

ているわけであります。これまでの取り組み内

容や結果について検証は果たして行われている

でしょうか。またその成果や課題、反省点に対

する改善策等は講じておられるでしょうか。そ

してまた、その上に立っての今回の本部長の変

更ということでしょうか。 

 私は、やはり組織横断的な対応が必要である、

この仕事は。業務の重大さ、複雑さを考えた場

合には、やっぱり本部長は広域にわたって権限

を有する副市長が妥当じゃないかなという考え

でありますが、この件について市長の御答弁を

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）  繰り返しになりますけ

ども、この遠野市役所、消防職員を除けば、32

0名ほどの職員であります。その中で、一つ一

つ結果を出していかなければなりません。そう

なった場合におきましては、市長という立場の

者でもって、やはり全職員一丸とっていうその

方向のほうがいんじゃないかなというような、

私の１つの判断として、そういう組織に立った

ということでございますので、その点はひとつ

御理解をいただければと。 

 もちろん本部長という立場に立った以上は、

当然のことながら全体を見渡しながら、一つ一

つ結果を出してく。この結果の中におきまして、

実は、このいろんなこの６次産業の農商工連携

の中での支援数が10事業者ほどの中に23件、そ

のような取り組みがあったということでありま

すから、前々、何も結果を出してないじゃなく

て、確実にこのようなものが一つ一つ形となっ

て進められているということも１つ申し上げま

して答弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  今の御答弁の中に

これから、私、質問をする内容について一部取

り込んでいただいておりましたけれども。次に、

総合戦略の計画書では６次産業化による生業づ

くりということがうたわれております。 

 まさに農家の所得向上と雇用創出につながる

ような商品開発と販売実績が伴わなければなら

ないわけですが、この１年半以上取り組んでき

て、生業につながるような開発商品は出現して

いるかどうかについて伺います。 
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○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）  生業づくりの商品開発

といった中にございまして、この１年半、さま

ざまな課題を取り組んできた。例えば、どぶろ

く飴といったようなものも、風の丘のほうでは

結構な売れ行きを示しておりますし、最近出は

わかめのディップソースといったようなものも

新たに商品開発を行ったと。 

 それから、いろんなバイヤーの方々が、50名

ほどが遠野を訪れまして、商談会を行いながら、

あるいはこの台湾のチーズの輸出といったよう

なものも、さらには、この中におきましてはホ

ップフェスタを通じまして、ＴＫプロジェクト

といったようなものも見直されてきているとい

う中にありますから、この６次産業化地産地消

連携推進戦略といったようなものの中から一つ

一つ形として見えてきているということもあり

ますので、なかなかヒット商品はありません。 

 だけど、私は、１つ持論でありますけども、

３割打者は一流だと。10球投げて３球打ち返せ

ば、一流打者なんですね。こういった商品開発

も、やっぱりそのような認識の中で、10取り組

んで10全部成功事例にもっていくということは

ほぼ不可能に近いんです。 

 しかし、頭から３割打ということで言うつも

りはありません。しかし、そのような腹づもり

の中で、このような商品開発に取り組まなけれ

ば成功事例にもっていけない。全てを成功事例

に、成功事例にするとどっかに無理が出てくる。

それよりもやっぱり愚直に、確実に、10球取り

組んでみたらば、その３球が１つのヒット商品

になる。あるいは、成果品につながるというよ

うな、そういうような認識をどこかで持ちなが

ら取り組むっていうことが、この新規商品開発

のプロジェクトじゃないだろう。 

 試行錯誤、失敗事例の繰り返っていうことも、

ある意味においては、持っていんじゃないのか

なと思っております。かと言って、失敗事例ば

かりもつくってもあれでございますから、その

辺の見極めをしながら果敢に挑戦をするという

中における取り組みが、この分野には大きく求

められるんじゃないのかなというように思いま

す。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  大変勇気づけられ

る前向きな御答弁をいただきました。ぜひ、３

割打者輩出できるように、より一層、頑張って

いただきたいと思います。 

 関連しまして、以前、私の一般質問に対する

市長答弁の中に遠野牛の食肉加工工場の立地計

画について、大変夢があるというか、現実的な

お話いただきましたけども、その後の進捗状況

は順調に進んでおられるでしょうか。また、い

つごろオープンにな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）  ただいまの御質問の中

における遠野牛の加工施設の部分でありますけ

ども、これはご存じのとおり、遠野市と食肉加

工業者のエスフーズ、それからイトーヨーカ

ドーという三者協定の中から、この加工施設の

プロジェクトがあったわけでありますけれども、

その後、いろいろ検討した結果といたしまして、

今またさらなる別なプロジェクトとしてという

中におきまして、現在はこのプロジェクトが、

また、さまざまな角度から検討しなきゃならな

いということで、まだ具体化には方向には至っ

ていないという中で、その加工するものをどの

ようにもっていたらいいのかという中において、

さまざまな市場の動きが、消費者の意向も含め

てあるわけでございますから、それを関係者で、

今、検討をしているということで、言葉とすれ

ば、はっきり申し上げますと中断しているとい

う状況に、今、あるということで申し上げてお

きたいというように思っております。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  確かにこのお話は

相手があることですから、仕方のないことかも

しれません。ただ既に御案内のとおり、当該地、
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整地もされてますし、市民も注目していますし、

期待もしているところですので、ぜひ、これは

いい方向に進んでもらうようにやっていただけ

るなというふうに思います。 

 次に、遠野風の丘の機能拡充について伺いま

す。 

 東北横断自動車道釜石秋田線の釜石花巻間に

休憩施設を設置する計画は当初遠野インターチ

ェンジ付近への整備が、検討がされておりまし

た。しかしその後、東北地方整備局等からの提

言がありまして、本線沿いに休憩施設を整備す

ることにすれば、遠野風の丘への誘致標識の設

置は困難になること、また風の丘が全国モデル

道の駅に認定されたことなどの理由から、遠野

風の丘自体の機能拡充を図ることが望ましいと

いうことでありました。 

 この提言を受けまして、急遽、当市では、遠

野風の丘の駐車場の拡張を進めるところになっ

たところであります。しかし私は、この駐車場

拡張だけでは不十分であると考えます。さらな

る機能拡充措置を早急に講じなければならない

と考えますが、市長の御所見を伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいまの御質問にあ

ったとおりの経過の中で風の丘が位置づけられ

たわけであります。私も、この釜石自動車道の

中で、花巻釜石間80キロの中にサービスエリア

と。本線沿いにサービスエリアを設置するとい

う国の１つの計画であれば、風の丘そのものの

機能が非常に大きな影響を受けるなという中で、

いろいろ国のほうとも話し合いを進めた結果と

して、ただいま御質問にあったとおりの結果に

なったわけであります。これは非常に遠野市に

とっては、まさに大きな追い風であったのでは

ないかなと承知しているわけでありますから。 

 現在、こういったものの中にあって、９月補

正でもって御承認いただきました駐車場の拡張

だけではない。その機能を休憩施設、そして、

もう一方においては地産地消という６次産業の

１つの拠点、さらには観光振興の１つの拠点。

そしてもう一方においては防災の１つの拠点と

いったようなものの中から、風の丘道の駅機能

を拡充させなければならないという１つの大き

な役目が、また、我々に課せられたという中に

ございまして、ことし９月に道の駅整備、道の

駅遠野風の丘機能充実検討会、これには国土交

通省東北地方整備局、岩手県にも参加をいただ

き、この遠野インターチェンから風の丘までの、

この動線、さらには駐車場のあり方、こういっ

たハードについて、今、検討を進めているとこ

とであります。 

 さらには今月の15日でありますけれども、ソ

フト検討部会も立ち上げる予定としておりまし

て、これには東北経済産業局、東北農政局、も

うこれも検討のテーブルに着いていただくとい

うことになっておりますので、まさに国、県を

取り込みながら、この風の丘の機能強化、単な

る駐車場を拡張すればいいっていうんじゃない。

やっぱり、まさに遠野としての拠点を生かしな

がら、この復興支援道路としての釜石自動車道、

あるいは国道340号立丸トンネルの完成を見込

んで、あそこを一大拠点にするという中におけ

る国、県を取り込んだ１つのプロジェクト、そ

れが先ほど申し上げました地域開発戦略推進室

の役目でもあるということでありますので、地

域開発戦略推進室の大きな重点事項として、こ

の分の機能強化を位置づけているということで

ありますので、そのことも御承知いただければ

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）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  少し個別具体的な

質問になってしまいますけども、私、９月の予

算委員会の席上でも話しましたけども、風の丘

の売り場面積、狭過ぎまして、買い物客同士が

すれちがうときに、大分難儀している状況にあ

るんです。特に、ショッピングカートが利用で

きないということもありまして、リンゴとか大

根のような重量物の販売、これに支障をきたし

ているのが現状であります。 

 ぜひ、このような現状と産直組合の生の声を
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市長みずからが御確認いただいて、最善の機能

拡充につなげていただきたいと思いますが、こ

のことに対する市長お考えを伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  したがいまして、ただ

いま、市長みずからという、そのような1つの

激励をいただきました。したがって、まさに自

ら先頭に立ってという部分が先ほど来言ってお

ります６次産業推進本部と子育てするならば推

進本部を進化統合させ、私がみずから、まち・

ひと・しごと創生総合戦略、遠野スタイル総合

戦略推進プロジェクトの本部長として、私自身

がする中に、その役目を担うことになったとい

うのは、みずから先頭に立ってということの１

つの証でありますので、それをもって答弁とい

たします。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  今の件は、ぜひそ

ういう意気込み、心意気でよろしくお願いしま

す。 

 いままでの質問と同じような内容になるかも

しれませんが、機能拡充と同じような内容にな

るかもしれませんが、遠野風の丘、ハブ拠点化

して道の駅としての機能拡充を図るということ

になっておりますが、このハブ拠点とはどのよ

うな機能を有する拠点なのかについて、市長の

御所見を伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ハブ機能という言葉の

中で、このハブというのは議員も御案内のとお

りだと思いますけど、やっぱり中心地、あるい

はその中における結節点、１つの車輪の中心に

なります、中心地ということになってますから、

この遠野という中における地勢的地理的交通ネ

ットワークも含めてのン中心地とししての位置

づけとなれば、この道の駅風の丘は、さまざま

な要素の中におけるハブ機能を持つ、それは遠

野風の丘だけではない。それに連携を図るネッ

トワークとして産直ともちゃんがある107号、

それから夢産直上郷がある、これは283号線。

といったような中におけるそれぞれのネット

ワークを構築しながら、風の丘、道の駅、北海

道東北では唯一のモデル駅でもあります。 

 したがってその中で、その様な認識もあった

がゆえに、私は、国交省が働きかけてくれたん

ではないのかなというようにありがたく思って

るわけでありますけども、先般の超多忙な中に

おける過密スケジュールの中で風の丘に、安倍

総理がわざわざ立ち寄って、約15分から20分く

らい御視察をされたというのも、そのような１

つの評価の現れではないかなというように思っ

てるところでございますから、ただいま申し上

げました国や県を巻き込んでのハブ機能の強化

といったものに、私もみずから先頭に立って全

力を上げて、その機能の拡充強化に取り組んで

まいりたい。 

 もちろんその際においては、風の丘産直など

も参加していただきながらということは申し上

げるでもございませんので、そのような仕組み

として進め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。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  このハブ拠点につ

いて、私の理解は、地方創生の拠点として特産

品とか遠野の産品の販売とか観光情報の発信、

あるいは防災救済の中継拠点というふうに認識

しているところですが、それで間違いがあるの

かどうかについて。何か違うような感じで、今、

受け取ったものですから、確認させてください。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  間違いないと思います。

そのような認識の中で、やっぱり位置づけてい

かなければならないかと思っております。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  はい。承知いたし

ました。じゃあその上で質問をしますけども、
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この遠野風の丘をハブ拠点として整備する必要

があるということで、ことしの４月にハブ遠野

整備推進室が設置されたばかりですが、11月に

この推進室は解消されております。 

 私は、重要な目的と、今、話したような使命、

これをもっての推進室の設置であったと理解し

ておりますが、どのような理由と背景から、こ

の推進室はなくなったのかについて伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この産業界、経済界、

そのものはまさに生き物であります。刻一刻進

化をし、状況画変わってきております。それに、

やっぱり、我々、行政もついていかなきゃなり

ません。ただ、組織を立ち上げたというわけに

はいきません。 

 したがいまして、雇用開発も含めて、この組

織を地域開発戦略推進室の中に専担化として設

けながらスピードとタイミングを間違わないよ

うな中における遠野としての姿勢をきちんと示

したということでありますから、こっちがなく

なったからどうの、こっちが立ち上がったから

どうのということじゃなくして、整理整頓。た

だこれも、先ほどの菊池巳喜男議員の質問の中

にありましたとおり、この総合計画という中に

おけるものを推進するきちんとした組織を立ち

上げなきゃなりませんので、全体的に、どうい

う組織体制が一番ベターなのかという作業も一

方においては行っているということではありま

すから、１つの事象を捉えるじゃなく、全体を

見てひとつ評価をしていただければというよう

に思ってるところでございますから、それをも

う少し時間をいただきまして、それをお示しし

たいというように思ってるところでございます

ので、御了承いただければと思います。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  はい。承知しまし

た。ぜひ、すばらしいアウトプットを期待して

おります。 

 次に、遠野テレビの次世代地域統合ネット

ワーク構築の基本構想について伺います。 

 現用のＣＡＴＶは設置後、15年以上経過して

おりますので、実耐用年数の15年から20年を迎

えようとしております。したがいまして、検討

時期としてはちょうどいいタイミングであると、

私も思います。新ネットワークは高速のブロー

ドバンドとなって、伝送路は光ケーブル化され、

交換機や伝送装置、端末機器類も全面的な更新

が必要になってくるものと思われます。 

 そこで伺います。このＣＡＴＶの更新にはど

れくらいの費用が必要になるのか、試算されて

いるんでしょうか。私の資産では恐らく新庁舎

１棟分以上の費用が要するんじゃないかなとい

うふうに試算しているところでありますが、お

わかりいただける範囲内でお答え願います。 

○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）  その遠野テレビのネッ

トワークっていう中における新たな構築と、15

年、もう既にたってる、全くそのとおりであり

ます。そのような認識のもとにことしの１月で

ありましたけども、県立大学の副学長の柴田先

生を委員長として、市役所の若手職員にも入っ

ていただいて、そこに東北総合通信局も参加い

たしまして、このＩＣＴを活用した情報環境整

備研究会といったものを立ち上げて、先般、最

終報告書をいただいたということで、議員、御

案内のとおりであります。 

 その中におきまして、いろんな目指すべきこ

の方向性、将来のビジョンについては提言をい

ただきましたけども、いうところの、こういっ

たようなネットワーク、あるいは各システムの

整備費用については、この研究会のレポートの

中には、それがまだ示されておりません。 

 ただ、実際、ただいま御指摘がありました本

庁舎整備ほどの事業費がかかるんではないかな

というような御質問でありました。これを全く

試算いたしますと、過去の整備実績を見ますと、

旧遠野のエリアにおける平成９年から12年度ま

で遠野テレビのネットワークを構築したわけで

あります。これは、47億円といったような事業
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費が要しております。 

 それから、10年前、遠野宮守の合併にあって

は合併時の大きな事業として、遠野テレビのネ

ットワークを宮守エリアに拡大するというのを

主要事業っていうか、最大事業と位置づけたわ

けであります。これは、平成17年、18年度、２

カ年でありましたけども、約８億7,000万円ほ

どの事業費がかかっているということにもなり

ますから、今回、ＩＣＴ研究会から最終報告し

ていただいたものを考えれば、この伝送路のシ

ステムなり、更新なり、さまざまなことを踏ま

えれば、かなりの事業費を要するということは、

こういった過去の実績から見れば推して知るべ

しとなると思いますので、やっぱりその辺を慎

重にしながら、できればというよりも、これは

国の事業を持ち込むと。補助金交付金を必ず勝

ち取るという中における、やっぱり、仕組みの

中で実現していくしかない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、

できるだけ応援もまたよろしくお願いを申し上

げたいというように思っております。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  御答弁にありまし

たように、このシステム構築には膨大な費用が

かかるわけでありますので、当然、更新方法と

すれば一気に全部更新してしまう方法と、部分

的に、あるいはエリア単位でやる方法があると

思いますが、これには一長一短あると思います

けども、また費用面においてもかなりの差があ

ると思います。ぜひ、運用面も考えて、どの方

法がいいのか、あるいは国からの当然、補助金

というのはあるでしょうから、その辺、総合的

に勘案しながら、ベストな方法を選択して、ぜ

ひ、進めていただきたいということを申し上げ

て、次の質問に入ります。 

 ＩＣＴの利活用として、さまざまな利用例が

述べられております。研究会のほうからもその

ような答申があったと、今、市長から御答弁い

ただきましたけども、私は、これ以外にも、ま

だまだ、いろんな利用シーンがあるんではない

かなというふうに考えているところであります。 

 また、今後、ますます、少子高齢化と人口減

少が進んでまいりますので、新システム導入に

当たっては、地域住民のコミュニティー確保と

安心安全な暮らしという観点から地域住民の意

向確認が重要であるというふうに考えます。 

 そしてまた、雇用創出や若者の地元定着、特

に女性に効果的なテレワーク等に普及拡大につ

きましては新システムの導入を待つんじゃなく

て、先行して進めるべきと考えますが、その辺

を含めて御答弁願います。 

○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）  ただいま質問の中であ

った御指摘は極めて大事な取り組みの１つでは

ないかなっていうように、私も同じ認識を持っ

ているところであります。 

 この安心安全のためにはとなれば、コミュニ

ティーをいかに安心安全の１つの地域として構

築していくかということなれば、このＩＣＴが

非常に大きな役割を示すことになります。それ

からまた、一方、テレワークという切り口の中

で、地方のポテンシャルを引き出すこのテレ

ワーク、あるいはＷｉ─Ｆｉといったような、

利用する、活用する、そのような取り組みも実

は遠野型ふるさとテレワークとして、人と仕事

を誘致するという中で、具体的には、印刷会社

さんは遠野に拠点を置きながら、ここで組版を

つくり、それを光で送って本社のほうで、それ

をしながらっていう１つのテレワークとしての

プロジェクトも遠野で展開してるわけでありま

すから、そのような事例の中で、この安心安全

という地域コミュニティー、そしてまた一方に

おいては人と仕事を地方にっていう中における

テレワークといったような、この２つの切り口

を大事にしながら、出来るだけ先行型としてや

れるものはやっていくという方向が、やっぱり

一応、大事なのかなというようには、そのよう

に思ってます。 

 あれもこれも組み立てて、１つの総合システ

ムとしてどっとなれば、30億円、40億円の事業
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費がその中にかけなければならないということ

になるわけでありますから、これは遠野とすれ

ば、現在の中においては、なかなか、財源を導

き出すことができませんので、国のモデル事業

などをうまく引き出しながら取り組んでいきた

いというように思っておりますので、こういっ

た分については、それぞれアンテナを髙くしな

がら、いいモデル事業等があった場合において

は、それを積極的に、それに飛びつくっていう

とちょっとあれでございますけど、それを導入

するという中における取り組みの検討を、ひと

つ積極的に進めてまいりたいというように思っ

てるところであります。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  持ち時間なくなっ

てまいりましたので、早口で失礼します。 

 次に、２点目の公共施設の総合管理計画策定

について伺います。 

 今回、この策定案を示されたということは、

これまでに公共施設の管理計画は策定されてこ

なかったということでしょうか。また、建物の

全てに当たる1,072棟分について、建築年月日

は建物構造内容、あるいは修繕年月日等につい

てデータベース化は図られているかどうかに地

いて伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま、御質問のあ

りました公共施設の管理のための、いうところ

の管理計画っていったようなもの、これにつき

ましては総合計画の実施計画っていうか、初年

度で28年度からやってた分、そうしますと、た

だいまの御質問にありましたとおり、維持する

のか、解体するのか、あるいはまたリフォーム

するのか、非常に大事であります。処分もする

のかといったところ。やっぱり計画をきちんと

持って、これは大事でありますから。 

 この前示しましたとおり、公共施設の新しく

つくることから、賢く使うこと、これも大事な

キーワードでありますので、そのような１つの

キーワードを大事にしながら、もう一方におい

てはインフラの長寿命化基本計画、そういった

ようなものも１つ持たなければならない。 

 そういった中におきまして、いままでなかっ

た遠野市公共施設等総合管理計画の策定作業を

現在、精力的に進めておりまして、この策定に

係る経費についても、いうところの特別交付税

措置、措置率は２分の１でありますけども、こ

れも示されておりますから、この前示した管理

計画に基づきまして、これはかなり前倒しも含

めて策定を急がなければならないかというよう

に思ってるところでございますから、現在、そ

れに鋭意取り組んでいるということであります

ので、よろしくお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  私の質問にお答え

をいただきたいと思います。 

 私はこの公共施設の総合管理計画というのは

今回、初めてつくったものですかというのは１

点です。もう１点はデータベース化を図られて

ますかっていう質問にお答え願いたいと思いま

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）  今回、初めてつくった

んですかということではない。前から、この部

分についてはそれで作業を進めている。いろん

な分析も行い、データベース化も含めながら作

業を進めておる。それなりの中に担当の中にお

いては作業を進めてきておったものを、今回こ

のような管理基本計画として公表しながら、き

ちんとしたものとして、年度内に策定しましょ

うという方針を明確にし、公表したということ

でありますから、こんなことを言えば、本会議

場でありますから、言葉を選ばなきゃなりませ

んけども、きちんと水かけはしておったという

ことでありますから、水かけをしておったんで、

前は進んでおった。これを、今度は浮上して、

基本計画として公表しながら、ちゃんとやりま

すよということをきちんと明らかにしたという
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ことでありますので。やってなかったんじゃな

くてやっておったということで御理解をいただ

ければと思います。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  再度伺いますが、

データベース化はもう既に全棟分について行わ

れている完成しておったというふうに理解して

よろしいですね。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  このデータベース化に

つきましては、この土地建物をデータベース化

を進めており、年度内には公共施設等総合管理

計画として策定をするということでありますの

で、それをはっきりと申し上げておきたいと思

っております。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  ごめんなさい。ち

ょっと、私よく理解できないんですが、今現在

データベース化に向けて進行中ということでし

ょうか。そうじゃなくてもう終わってるよとい

うことなのか、そのことについて伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  現在、鋭意、進めてい

るということであります。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  はい、わかりまし

た。 

 今現在、進行形で進められておられるという

ことでありますが、私は、このデータベース化

の重要性について御認識されてるのかどうか疑

問な点があります。 

 今の時代にこのような重要案件、データベー

ス化もいままでされてこなかった、完了してい

ないということに対して、私は非常に疑問であ

ります。といいますのは、当市は既に、イン

ターネットとか、グループウェア構築済みであ

ります。ＩＣＴ環境は構築済みであります。や

る気になればいつのときだってデータベース化

は図られたわけであります。なぜ、いままでや

られてこなかったのでしょうか。厳しいことを

言うようですが、危機感が欠如している。仕事

に対する取り組み姿勢、改めなければならない

と思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この1,076カ所もあっ

ての中における公共施設等の、土地も含めての

さまざまなデータベース化でありますから、繰

り返しになりますけども、やってきておったと。

それをきちんと方針に基づいて年度内に策定す

るということにまでこぎつけたということであ

りますから、危機感がなかったとかやってなか

ったっていうことじゃない。懸命に担当も職員

も含めて頑張ってきたという中において、いよ

いよ議会の皆様を含め、市民の皆様にも示すと

ころまでこぎつけましたよということでの先般

の方針の公表であったということで、繰り返し

になりますけども、御理解をいただければとい

うように思っております。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  はい、承知しまし

た。そういうことであれば評価はできますので、

ぜひ、継続して早目に構築していただくように

お願いします。 

 次に、これまで公共施設の維持管理について

は、どのような方針にもとで行ってこられたの

かについて伺います。計画書では公共施設の維

持管理について７つの方針が示されております。

今回、このようなことを、あえて、示されたと

いうことは、これまでの施設点検や修繕、解体

などについて基本方針がないままに行われてき

たということでしょうか。現在の取り組み状況

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）  方針のないままにとい
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うよりも、この問題は、いうなれば言い尽くさ

れたというか、ごく当たり前のこととして、た

だいま質問の中にありました、点検、診断、そ

して維持修繕、さらには更新そして安全確保、

あるいは長寿命化といったようなものが、どの

ように仕分けをしながら対応していくのかとい

うことでありますから、方針があるないにかか

わらず、ごく当たり前のこととして、これを、

これまでもこのキーワードの中で、それぞれ作

業を進めてきたということであります。 

 何度も申し上げますけども、この公共施設の

維持管理等につきましては、やっぱり点検をし、

診断をし、それに基づいて維持なのか、修繕な

のか、更新なのか、安全確保はどうなるのか。

さらには、長寿命化をどのように図っていくの

か。長寿命化っていうことになれば、それなり

の事業費もかかるという中における作業を、こ

れもごく当たり前のこととしてやってきたとい

うでありますから、７つの方針そのものの、こ

れまでの取り組みの延長線上にあって、基本方

針として明確にその中を明らかにしたというこ

とで、繰り返しになりますけど、そのような状

況の中に、今、あるんだということで御理解を

いただければと思います。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  次の質問に入りま

す。 

 市所有の建物のうちで、今現在、全く使用さ

れていないものは何棟あるでしょうか。また建

物には今後、使用見込みがないものでも維持管

理費というものが発生しますので、速やかに解

体や売却処分をすべきと、私は考えますが、い

かがでしょうか。市長の御所見を伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  やはり、さっき言いま

したとおり安心安全もあるわけでありますから、

速やかに解体するものは解体する、処分するも

のは処分するといったような１つの判断の中で、

このタイミングを失しないようにスピーディに

対応していくということが当然求められている

ところでありますので、今現在、この普通財産

のうち、全く利用されていない遊休施設は５施

設14棟として把握しております。 

 それから、市民センターの大規模改修に伴っ

て、いうところの遊休施設となる見込みの施設

が２つほど今、あります。さらには、早急に解

体すべき建物を今、リストアップしております

し、既に解体を予定してる施設も、その中には

１つの施設があるということでありますから、

この辺をきちんと、ただいまの方針に基づいて、

速やかに行動に移して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）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  解体すべきリスト

を今ピックアップしているということですが、

私はこれは既にできていなければならないと思

います。なぜなら、空き家対策として、空き家

条例まで当市では、今、検討中であります。民

間の空き家であれば、１日でも早く解体しなく

ちゃいけないということで盛んに取り組んでる

ところですので、やっぱり、みずから、公共施

設は襟を正して、要らないものは早急に解体す

る、売却する、そういう姿勢で臨んでいただき

たいと思いますがいかがでしょうか。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  そのような認識で、ス

ピードアップした対応、それからタイミングを

失しない、対応を急いでまいりたいというよう

に思っております。 

○７番（佐々木大三郎君）  以上で終わります。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後２時59分 休憩   

────────────────── 

   午後３時09分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 次に、進みます。14番細川幸男君。 

   〔14番細川幸男君登壇〕 
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○14番（細川幸男君）  私の質問は前者の説明

に対し、市長答弁で全ていただいきましたので、

急遽、できる限り短く、効率よく、通告に従い

一般質問を行います。 

 今、話題のＴＰＰ、環太平洋パートナーシッ

プ協定交渉に大筋合意に関する質問です。 

 遠野の農家に支障が生じると思いながらも、

現在の日本は産業比率からしても工業国であり、

工業品の輸出大国でもあります。このようなこ

となど、日本政府は総合的に判断し、国利を守

るために決めたことと思っても、１人の農業人

と思えば、今現在は残念でなりません。いずれ

にしても実施までには紆余曲折があろうが、時

がくれば正式決定されるでしょう。 

 一部の人は、農家は高齢化が進み、ＴＰＰは

関係なく自然消滅するなどと考えている人もい

るようですが、しかし、今、地球は温暖化によ

る水不足などで発展途上国の食料不足がふえる

など、世界に食料危機を覆すために、人類を救

うためにも遠野の知恵と農業技術が必要になる

日が近いと、私は感じております。 

 話はそれましたが、ＴＰＰがスタートをする

と海外から、安価な農産物の輸入などで農家が

苦しめられ、さらに高齢化などの問題が重なり、

農業経営を断念する農家数がふえると予想して

おります。 

 よって、最初の質問は、市内農家の戸数がさ

らに減少すると思われます遠野市独自の農業改

革についてお尋ねします。 

 ２つ目に農業改革が減少傾向にある中にあっ

ても、今後、遠野市の農業を支えていくことに

なる貴重な、希少な農業継続者に、特に意欲的

な若者の就農対策について遠野市農業水産振興

ビジョンに合符するのはないものはお尋ねしま

す。 

 簡単ですが、詳細は予算委員会などでお尋ね

することとして、本日はこれで終わります。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  細川幸男議の一般質問

にお答えいたします。 

 一括ということでありまして、それもＴＰＰ

問題に絡んでの、特に意欲のある農家の方々を

支援する独自政策といったものをどのように考

えているのかと、２点にわたっての御質問と承

りました。 

 このＴＰＰが発効されると、海外からの安価

な農産物等が輸入等によりふえまして、それ程

現状においても農業者の高齢化が進んでいる中

にあって、農家数が減少するということになる

ことが目に見えているんじゃないかというよう

な現状認識の中からのお尋ねでありました。 

 このＴＰＰ問題、先ほども菊池巳喜男議員の

中においても、さまざまなやり取りをしたとこ

ろであります。農家数の減少、避けて通れない

課題である、全くそのとおりであります。それ

が、このＴＰＰの大筋合意の影響に拍車がかか

るのではないかということが危惧されるわけで

ありますけれども、その中において、これは１

つの数字でありますけども、農林業センサスの

平成27年度の概数値、全国では農業就農人口は

５年で２割減少したという、そのような数字が

示されております。 

 遠野市でも人口減少対策として、遠野スタイ

ル創造・発展総合戦略を策定したと。このきょ

うから始まった一般質問でも、それぞれの皆さ

んから、この分についてのどうなんだろうとい

うような御質問をいただいてるわけでありまけ

ども、その中で、優先課題として産業振興、そ

して雇用確保、少子化対策と子育て支援といっ

たようなものを２つ、優先課題として掲げまし

て、この人口減少に少しでも抑制をという中に

おける取り組みの基本的な方向性を示したとこ

ろであります。このことが、やはり農業者の高

齢化や減少を幾らかでも、いうなれば、食いと

めるというような施策にもなるんではないかな

というように思っております。 

 特に意欲を持った若者の就農対策、これは極

めて大事であります。遠野市独自の施策という

中にございまして、平成24年度から、実は青年

就農給付金制度、これを活用いたしまして、新

規就農に向けた支援を行っております。これは
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大変喜ばれておるという話を、担当のほうから

聞いております。こういった制度を活用しなが

ら、新規就農者の確保に懸命に努力をしている

ということでもあります。 

 それからまた、新規青年就農給付金制度の概

要につきまして申し上げますと、これは御案内

のとおり最長で５年間、年間最大150万、夫婦

の場合は225万円が給付されるという制度であ

りますから、この最長５年間となれば、生活を

確保しながら農業といったものにチャレンジす

るという、１つの後押しをするという制度であ

りますので、これは非常に遠野にとっては有効

な１つの制度ではないかなというように思って

おりまして、この部分について給付者の主な要

件などもあるわけでありますけれども、こうい

ったことを踏まえながら、実は実績で見ますと

平成27年度では３組14人、これを受給しており

ます。３組14人。これは、やっぱり、遠野にと

っても、結構、大きな数字ではないかというよ

うに思っておりますから、こういった数字をい

い意味で、さらに加速をするというような取り

組みを研修や就農支援アドバイザーによる、１

つの制度を実施しながら、この方々を強く後押

しをしていきたいというように思っているとこ

ろであります。 

 それから、この制度の総合的な活用と自立に

よって、まさに着実に、この方々が定着すると

いう中において、先ほど、基本計画の中におい

ては、具体的にどのような項目がとありました

けど、この第２次遠野市農林水産振興ビジョン、

いわゆるタフビジョンの中では多様な労働力の

発揮の中で新規就農者の確保の育成についてと

いうことを施策として明確に位置づけておりま

すので、これに着実な取り組みといったことを

進めてまいりたいというように思って。 

 極端な話をすると、特効薬はなかなかない。

しかし、ＴＰＰの大筋合意という１つの流れは、

なかなか食いとめることができない。それを、

今度の12月で示される国の補正予算の中でどう

いう対策が打ち出されてくるかということを見

極めながら、情報収集しながら、ただいま申し

上げましたような、このような制度がどのよう

に拡充されてくるのかということも含めながら

遠野市としての対策を、さらに御意見をお聞き

しながら組み立てていきたいというように思っ

てるところでございますので、よろしくお願い

を申し上げて答弁といたします。 

○14番（細川幸男君）  ありがとうございます。 

○議長（新田勝見君）  再質問なし。 

────────────────── 

   散  会   

○議長（新田勝見君）  お諮りいたします。本

日の会議はこの程度にとどめ、散会いたしたい

と思います。 

 これに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新田勝見君）  御異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれにて散会いたします。御

苦労さまでした。 

   午後３時19分 散会   
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