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   午前10時00分 開議   

○議長（新田勝見君）  おはようございます。

これより本日の会議を開きます。 

 本日、午前中欠席の届け出議員は、11番菊池

充君であります。 

────────────────── 

   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）  おはようございます。

市民クラブ所属の瀧本孝一です。通告に従い、

今議会６人目の質問者として、市長に自主財源

確保に対する姿勢や取り組みについて、及び
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「子育てするなら遠野」の定義と支援策につい

てと題し２項目を、選挙管理委員長には、選挙

制度改正に伴う若年層への対応についてと題し

１項目、今回は、本日の他の３名の一問一答と

は違い、一括形式で質問をさせていただきます。 

 質問に先立ち、間もなく、東日本大震災、大

津波、福島第一原発事故から満５年の歳月がた

とうとしている時期でもあることから、若干、

私の思いを述べさせていただきます。 

 最近、テレビなどから「大好き東北」という

震災応援キャンペーンや震災復興応援ソング

「花は咲く」のメロディーが多く流れるように

なったと感じている人も多いと思います。 

 テレビ各局は、５年という時間を一つの節目

と捉え、風化の防止や未曽有の経験を未来へつ

なぐために、さまざまな特集番組を数多く放送

する予定と聞いています。 

 また、あの日から復興への道のりや貴重な経

験の回想録などの新聞記事も毎日掲載され続け、

いまだに心の休まる日がないように感じるのは、

私だけではないと思われます。もう５年なのか、

それとも、まだ５年なのか。被災された方々に

とっては、それぞれ苦難に満ちあふれた５年の

月日だったことは、想像にかたくありません。 

 ３月11日を前にして、私が今できることは何

であるのか考えてみました。それは、被災地、

被災者に寄り添い、震災を忘れないように、鎮

魂と未来に向かって復興応援ソング「花は咲

く」を歌うことも、一つの方法ではないかとい

う思いに至りました。今、この場で口ずさみた

い気持ちもありますが、質問のために市民歌の

一節でさえ歌ってはならんとする我が遠野市議

会でありますので、また物議を醸し出すことに

なり、歌うことはしませんが、寄り添う気持ち

だけは持ち続けていきたいと思います。 

 ここに改めて、犠牲になられた多くの方々と、

県内においては、今なお1,100人以上の方々が

行方不明で家族のもとに帰れないでいるみたま

に衷心より御冥福をお祈り申し上げますととも

に、仮設住宅等で不自由な日々と不便な生活を

強いられている約２万2,000人の皆様にもお見

舞いと震災前の日常に一日でも早く近づかれ、

復興が進むことを強く願うものであります。 

 さて、あさっての桃の節句を前に、町屋のお

ひな様たちは、市内外からのお客様へのおもて

なしで大変な時期でもあります。雨と雪、冬と

春のせめぎ合いで、簡単には春の訪れがやって

こないと思わせる、きのう、きょうの空模様で

すが、日差しも少しずつ力強さを増し、確実に

新しい季節への息吹が感じられ、卒業式も始ま

って、人生の節目となる別れと出会い、旅立ち

のシーズンを迎える中、喜びと悲しみの交錯す

る弥生３月の初日に際し、それでは、最初の項

目であります自主財源確保に対する姿勢や取り

組みについて質問に入ります。 

 今や、我が日本国の借金は1,000兆円を超え、

ふえることはあっても減っていく様相は見えま

せん。超がつく少子高齢社会と行き先が見通せ

ない国際経済や社会情勢の中にあって、これか

らの世代に大きな負担を背負わせることに間違

いのない状況ではないでしょうか。国からの交

付税も補助金も、ある意味、借金から来ている

お金と考えるべきではないでしょうか。 

 そのような中、本市の今後10年間のまちづく

りの指針となる第２次総合計画のスタートダッ

シュ初年度の新年度当初予算が、５つの大綱の

もとに、さまざまな施策が盛り込まれ、188億6,

000万円と今議会に提案されて、これから審議

が始まります。 

 厳しさを増していく財政状況の中で、市役所

本庁舎の建設を残して、おおむね大きな公共工

事が終了することなどの要因もあって、本年度

当初予算に比較して約22億2,000万円、10.5％

の減少となりましたが、第３次健全財政５カ年

計画との整合性も図りながら努力している姿勢

は、一定の評価をしたいと思います。 

 私はこれまでに、平成23年12月の議会では、

財源増へ向けた広告料収入確保の取り組みにつ

いて、そして平成26年６月の議会においては、

ふるさと納税制度の現状や推進拡大の取り組み

についてと題し、一般質問の中で自主財源の確

保に係る質問や提言をさせていただいたり、委
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員会の会場でも訴えてきた経緯があります。 

 その結果、多少時間はかかりましたが、市が

毎月発行する広報遠野に提言した広告の掲載を

実現していただき継続がなされていることによ

り、わずかな金額であるかもしれませんが、歳

入に結びついている事案があり、うれしく思う

とともに取り組みの姿勢に感謝をするものです。 

 一方、全国的に広がっているふるさと納税制

度を活用しての自主財源確保については、返礼

品でもある地場産品や特産品の消費拡大と生産

者等の活性化にもつながると思われるのですが、

で・くらす遠野市民制度との関連や返礼品の過

当競争の懸念などから、私の感覚では、余り乗

り気ではないと感じられ、残念ながら実現に至

っておりません。 

 以前の一般質問の繰り返しの提言になるかも

しれませんが、あえて、また私の考えを述べさ

せていただきます。一つには、ふるさと納税制

度の再検討と企業版ふるさと納税制度の導入で

す。 

 北上市では、昨年度のふるさと納税の寄附は、

件数が約１万2,500件、金額で約１億4,000万円

だったものが、今年度は１月末時点で、件数約

３万5,000件、金額で５億3,000万円と大きくは

ね上がり、返礼品は約190品目で寄附額の半分

は市の実収入となり、あとの半分は、返礼品を

出している企業などへの支払いとなり、地元経

済の活性化につながっているとの報道記事もあ

りました。 

 また、先般26日には、同市でふるさと納税ま

るわかりイベントが開催され、ふるさとチョイ

スという運営会社の女性社長の講演をはじめ、

事業者、寄附者らの事例報告や制度への疑問に

対する説明などもなされたようであります。 

 企業版ふるさと納税については、まち・ひ

と・しごと総合戦略に関連して、本年４月の新

年度から始まる制度で、子育てや雇用など地方

創生に効果的だと政府が認めた事業に対し、そ

の自治体の施策に共感し、寄附をした企業に、

法人住民税などを減免する優遇制度と認識をし

ていますが、どちらにしても、本田市長の東奔

西走の活躍によって、全国的に知名度がある遠

野市であり、このふるさと納税制度をうまく活

用して、自主財源の確保と地域経済の活性化に

つなげてほしいと重ねて提言をするものであり

ます。 

 ２つ目には、ネーミングライツ、いわゆる公

共施設等への命名権の売却契約で、先般、岩手

県が盛岡駅前のアイーナの７階ホールのネーミ

ングを北上市にある建設会社の社名を入れたア

イーナ「○○○組☆ほ～る」と命名するととも

に、３年間の期間で1,000万円近い金額で契約

したことが発表されました。また、盛岡市の盛

岡南公園球技場が、間もなく、同じようにネー

ミングライツ契約をする旨の新聞記事もありま

した。 

 本市においても可能性がないわけではありま

せん。市が所有する商業活性化施設「とぴあ」

やｍｍ１があり、改修された体育館や市民セン

ター、立派な運動公園やサッカー場もあります。

可能性を検討してみてもいいのではないでしょ

うか。 

 ３つ目には、ホームページにおけるバナー広

告です。いつ見ても広告募集中となっていて、

他自治体のホームページの企業などのアピール

広告を見ると、本気で募集をしているのかと疑

わざるを得ません。 

 ４つ目には、走る広告塔市営バスへの広告で

す。市が車両を購入し、早池峰バスに委託貸与

しているバスや宮守町を走る市営バスへの広告

掲示も一つの方策であり、市営バスや交通の事

業を行っている自治体のバスなどを見かけると、

多くの広告が張りつけられています。規模は違

うかもしれませんが、検討してみる価値はある

と思われます。 

 最後の５つ目に、他市の例ですが、市役所庁

舎の入り口の脇に、その市の大きな電光地図が

掲げられており、周りをたくさんの市内外の企

業の広告が取り巻いている事例を知っています。

来年３月に新しい市役所庁舎が完成した折には、

そのような財源確保の仕方もあるということを

学んでみることも必要ではないでしょうか。 
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 そのほか、例えば、観光客がふえれば、観光

施設への入り込み客数がふえ、入場料、入館料、

駐車料金の増加につながる誘客のあり方の検討

など、まだまだ考えられる事案はあると思いま

すが、市と広告主はいろいろなつながりや関係

で成り立っていると思われます。いわゆる、持

ちつ持たれつ、ギブ・アンド・テーク、ウイ

ン・ウインの良好な関係を構築しながら、ふる

さと納税や広告料なども自主財源の一助に取り

込めるよう願うものであります。 

 そこで市長にお尋ねをいたします。市長は施

政方針演述の中で、財政規律と健全財政を堅持

するため、市税の確保、遊休地や市有林立木の

計画的売却をはじめとする自主財源の確保を図

るとともに、人件費の抑制や第三セクターなど

の経営改善に取り組んでいくと申し述べられて

います。新年度予算の中で、歳入全体に占める

市税や繰入金等の自主財源の割合は26.2％、約

49億3,200万円で４分の１程度しかなく、あと

の約74％は依存財源となります。 

 このような中で市税の確保は当然のことであ

り、人口減少、高齢化などで、今後の市税の伸

びは期待できず、むしろ減少の道をたどるのは

明白です。それらを補うための自主財源の確

保・拡大に向けて、遊休地や市有林立木の計画

的売却をはじめとする自主財源を図るというこ

とになるかと思いますが、この取り組みを強力

に推し進めていただくこと自体は賛成ですが、

まだまだいろいろな取り組みにチャレンジする

積極姿勢や財政の深刻さも緊迫感も私には余り

伝わってきません。これらへの取り組み姿勢と

ほかにどのような自主財源の確保を考えておら

れるかについて見解を伺います。 

 次に２項目め、「子育てするなら遠野」の定

義と支援策についてと題し、お尋ねをいたしま

す。 

 今や全国の自治体間では、子育て支援策の競

争とも思えるような施策のオンパレードの状況

にあります。そのような中で、本市が掲げる

「子育てするなら遠野」の言葉の定義と、全国

をはじめ県内外の自治体と差別化を図るために

大胆で他に類を見ないような、出会いから結

婚・出産・子育て、就労等を含めたインパクト

のある支援策の考えについて見解をお尋ねいた

します。 

 ところで、先般、妻の出産に伴い、育児休業

をすると宣言しながら、他の女性問題に絡んで

辞職に追い込まれた国会議員がいましたが、今

や男性も育児に携わることが当たり前の時代に

なりました。 

 子育て支援という観点から、市内事業所の牽

引役である市役所はもとより、市内企業におい

て男性職員、社員の育児休業の取得状況などが

わかるのであれば、差し支えのない範囲でお知

らせ願えればと思います。 

 さて、「子育てするなら遠野」というフレー

ズに似た「子育て応援日本一の村」とか「元祖

子育て支援の町」などという冠をかざして、結

婚や子育て世代を対象に支援している施策の内

容を内外に発信している自治体が全国的に数多

く見られ、ネット上にはそれらの比較、まとめ

サイトも存在します。 

 これらの支援施策はかなりの部分で似たよう

なものや共通点も多いと思われますが、我が町、

我が村こそがこんなにすぐれていると優越性や

特徴を大きくアピールし、各地の自治体が命運

をかけて若者を呼び込み、人口減に立ち向かお

うとする熱意のあらわれの象徴で、まさに子育

て支援策の競争の感があるように私の目には映

ります。 

 例えば、子育て、教育の部分では、和歌山県

高野町の保育所から中学生までの給食費無料、

北海道標津町の幼稚園完全無料、給食費、教材

費無料、福島県西会津町の２人目以降の保育料

無料、新潟市の男性育休取得で会社に30万円、

取得者に10万円を支給、出産の部門では、岡山

県高梁市の出産祝金として３人目に50万円、４

人目以降100万円を支給、宮崎県椎葉村では、

赤ちゃん１人目、２人目には各10万円、３人目

50万円、４人目から100万円を支給、結婚の部

門では、本県八幡平市が成婚祝金50万円を支給、

熊本県和水町では、結婚し定住の意思があれば、
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１組に15万円を支給、群馬県中之条町では、新

婚家庭に米引換券60キロ分を贈呈、北海道蘭越

町ほか全国の14の自治体で18歳までの子どもの

医療費無料、山梨県道志村のひとり親家庭の児

童医療費全額助成など、多少の条件はあるもの

の、えっと目が引き込まれるような多くの施策

が競い合うようにネット上に発信、掲載されて

います。 

 本市の妊娠・出産・子育て支援策については、

わらすっこ条例の制定、わらすっこ基金の設置、

ねっと・ゆりかごによる相談や遠隔受診体制の

確立、妊婦の産科医療機関受診への交通費等の

支援、幼児への医療費支援、わらっぺホームの

設置と病児見守り体制の構築、保育料第２子以

降の軽減措置、児童生徒の医療費の無料化や軽

減など、子育て世代とは無縁の私がざっと上げ

ても多くの施策があることに相違はありません。

列挙していけば、まだまだ知らない施策も多い

と思われますが、事業をやるには予算が必要で

す。お金が伴います。ただし、お金をばらまい

て、金額の多寡で興味を引きつけるようなこと

があってはなりません。その多彩で真摯な取り

組みは、内外に誇れるものであり、決して他の

自治体に引けをとるものではありません。そう

いう意味で、本市が地道に取り組んできたこれ

までの関係者の努力に敬意と感謝を申し上げる

ものです。 

 しかしながら、子育てするなら遠野を内外に

積極的にアピールしていくならば、他の自治体

とどのような特徴や違いがあり、どこがすぐれ

ていて子育てしやすい環境なのか。移住定住を

含めた若者の呼び込み、人口減少に立ち向かお

うとするのであれば、何か一つでも、これが遠

野の子育て支援策だと言えるアドバルーン的な

施策があってもいいのではないでしょうか。 

 市長の施政方針演述においては、少子化対策、

子育て支援の施策として、学力向上対策の強化、

地域で子育てを応援する取り組み、市内企業と

の連携による子育て応援、保育協会や社会福祉

法人などと新たな連携の取り組みが示され、主

要事業として27事業、約15億5,400万円を計上

したとのことですが、この予算が有効に使われ、

「子育てするなら遠野」の言葉の定義が明確に

示され、大胆で他の自治体の追随を許さないよ

うな、そして出生率の向上と人口減少の抑制に

つながる施策の展開を望み、市長の所見を伺う

ものであります。 

 次に、３つ目のテーマである選挙制度改正に

伴う若年層への対応についてと題し、選挙管理

委員長にお尋ねをいたします。 

 既に御承知のことではありますが、公職選挙

法が改正されたことにより、本年７月に予想さ

れる国政選挙から、これまで満20歳以上だった

選挙の投票権が満18歳へと引き下げられ、未成

年者への参政権が与えられることになりました。 

 この法律改正に伴う対象若年層への選挙に対

する関心の啓蒙・啓発や投票率向上への取り組

み対応等について、選挙管理委員会の現状など

をお伺いいたします。 

 この公職選挙法改正の経緯ですが、平成19年

５月に成立した国民投票法は、第３条で憲法改

正国民投票の投票権年齢を18歳以上とし、附則

第３条第１項で年齢18歳以上20歳未満の者が国

政選挙に参加することができること等となるよ

う、平成22年５月18日の法施行までに選挙権を

有する者の年齢を定める公職選挙法等の規定に

ついて検討を加え、必要な法制上の措置を講ず

るものとしましたが、法整備が行われないまま

期限が過ぎました。 

 その後、さまざまな曲折を経て、平成26年６

月19日に発足した与野党８党による選挙権年齢

に関するプロジェクトチームで法律案が検討さ

れた後、同年11月に衆議院に提出されたものの、

11月21日の衆議院の解散により廃案になりまし

た。翌年再開されたプロジェクトチームによっ

て、平成27年３月５日、再度、本法律案が衆議

院に提出され、同年６月17日に選挙権年齢を18

歳以上に引き下げることなどを内容とする公職

選挙法等の一部を改正する法律が成立したもの

です。 

 これによって公職選挙法、地方自治法、漁業

法、農業委員会等に関する法律に規定する選挙
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権年齢等について、二十以上から18歳以上に引

き下げられ、一部を除き、公布の日から起算し

て１年を経過した日から施行し、施行日後初め

て行われる国政選挙の公示日以後にその期日を

公示され、または告示される選挙について適用

されることとなったため、ことしの７月に投票

が予想される参議院国政選挙がクローズアップ

されている現状ではないでしょうか。 

 昭和20年に当時25歳以上の投票権が20歳以上

に引き下げられてから70年後の平成27年にさら

に18歳以上に引き下げられたわけですが、発議

者はその意義について、世界の９割の国が選挙

権年齢が18歳以下である。また、若年層の政治

参加が進むことで若年層の投票率が向上し、民

主主義の土台が強化されることを期待するとと

もに、財政再建などの中長期的な諸課題の解決

に若年層の声がより生かされることになるとの

ことであり、若い方々の政治への理解と参加が

望まれるところであります。 

 こうした状況を受けて、学校現場などでの主

権者教育や政治的中立性なども議論されている

ようですが、それは教育委員会側とも関連が深

い問題であることから、この場ではそこまでは

入り込みませんが、この夏に予想される国政選

挙において、遠野市選挙管理委員会として、若

年層への選挙に対する関心の啓蒙・啓発や投票

率向上への取り組み対応等をどのように図って

いくのかについて、張り切りガールの委員長に

見解をお伺いいたします。 

 少子高齢社会が進展し、山積する厳しい課題

の中で新年度から第２次総合計画がスタートし

ます。遠野が遠野らしくあるために、施政方針

演述の中でさまざまな取り組みに触れられてい

ましたが、特にも２つの緊急優先課題の解決、

産業振興、雇用の確保、少子化対策、子育て支

援を強力に推し進める必要があると思われます。

スタートダッシュ予算が「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

輝きを増して、遠野スタイルの創造発展につな

がり、今後10年間のまちづくりの礎にふさわし

い政策となるよう期待します。 

 結びに、まだ１カ月ありますが、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、

これまで遠野市の行政に多大な御尽力をいただ

いた長い間の御労苦に対し、この場をかり、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を賜りますよう

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）  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。 

 先般、平成28年度の当初予算を編成をいたし

まして、この３月定例市議会の冒頭に所信表明

という中で私の考えを申し上げたところでござ

いますけども、それを踏まえての一般質問と受

けとめたところであります。それぞれ課題があ

り、また一方においては、待ったなしの中で取

り組まなきゃならない。私、いつも申し上げて

おりますけども、スピードとタイミングを間違

ってはならない。しかし、一方においては、流

れに乗ってはならならいという中で、そこをど

うバランスをとりながら市政を運営していくの

かということを、今の御質問をお聞きしながら、

改めて強く感じたところでもあります。 

 また冒頭、あの東日本大震災、もう５年なの

か、まだ５年なのかという中における認識も示

されました。もうきょうは３月１日であります。

間もなく、あの３月11日が参ります。そういっ

た中におきまして、けさの新聞などを目を通し

ておっても、この震災に係るさまざまな記事が、

いろいろ活字として躍っておりました。なかな

か進まないというもどかしさ、また一方におい

ては、何か手応えを感じながらという中で、懸

命に復興に向けて努力している姿が、その見出

しと記事の中からも読み取ることができたわけ

であります。 
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 そういった中におきまして、遠野がという部

分の中に、先ほど歌の話も出ましたけども、こ

こで歌う、歌わないはともかく、その気持ちは

十分伝わったということも申し上げておきたい

というように思っているところでもあります。 

 さて、ただいま質問の中にありましたとおり、

順次お答えをしてまいりますけども、この財政、

これをどのようにという部分の中におきまして、

質問の中にも自主財源、それがかなり厳しいと。

そういった中において歳入の確保という部分を

どのように図っていくのかという視点の中から、

数字を上げて当市の取り組むべきその歳入確保

の道がまだまだあるのではないかという中で、

いろんな御提案あっての御質問と承ったところ

であります。自主財源に対する姿勢、この厳し

くなる財政状況の中で、自主財源の確保に向け

て努力している姿勢は、一定の評価はすると。

これは瀧本議員からも前に提案をいただいたバ

ナー広告の問題なども、そのとおり少しは、額

としては大きな額ではないわけでありますけど

も、一定の歳入確保の道筋を開いたという部分

においては、評価もいただいたわけであります

けども、それらの中におきまして、今や一つ大

きな市町村の関心事になっておりますふるさと

納税の取り組みの問題、まち・ひと・しごと総

合戦略に基づく企業版ふるさと納税へのアプ

ローチの仕方といったようなものを含めながら、

さらには、まだまだ多様な自主財源のこの確保

の取り組みといったものがあるんではないだろ

うかと。そのようなものに積極的な姿勢がいま

いち見えないというような、そのような御指摘

もあったところであります。これを謙虚に受け

とめながら、やはり厳しい財政規律の中で市政

運営をしていかなければならない。 

 実は、今般提案を申し上げています平成28年

度の当初予算188億6,000万という予算を組ませ

ていただきました。そして対前年度比で見ます

と、22億2,000万円ほど減額をしたという予算

を組んだわけであります。昨年の10月末、11月

から、各部各課のほうから、さまざまな予算を

積み上げをしてまいりました。そして１月に入

り、その結果をもってして、いうところの市長

査定という作業に入ったわけでありますけども、

その中におきまして、これは時間をかければい

いというもんではないということは十分承知し

ておりますけども、組織でありますから、それ

ぞれ課で、部で、そしてそれを財政のほうでき

ちんとそれを整理をするという作業の中で積み

上げられたのは、200億を超えておりました。

これもまた、ある意味ではやむを得ない、やら

なきゃならない、しなければならない課題があ

る。議員各位からも市民の皆様から聞いた声と

いったようなものも届いております。それもき

ちんと予算化もしなければならないという中で、

あらゆる角度からそれを検討をいたしました。

延べ約55時間の市長査定の時間をその中でとっ

たわけであります。土曜も日曜もという中で、

あるいは夜もという中で作業を行いました。そ

の中で、やはり歳入をどのような中できちんと

した形で考えなければならないのかといったこ

とが、大きな課題でもありました。 

 実は、国勢調査の結果、大変厳しい数字が２

万8,071人という人口、そして合併から10年と

いう中で算定がえというような一つの時期でも

あったということになれば、交付税が約４億円

近く減収になるということも突きつけられたわ

けであります。そういった中で市単独の事業を

どのように再編して少しでも歳出を抑えるのか。

もう時期も10年たったんだとなれば、再編、統

合、いうとこのありきたりな言葉でありますけ

ども、スクラップ・アンド・ビルドもしなけれ

ばならないという中における作業も進めさせて

いただきました。 

 一方においては、この緊急優先課題、これは

やはりスピードとタイミングを誤らないような

手を打たなければならないというその作業も行

いました。ただ、題目だけではならない。緊急

優先課題とするのであれば、やっぱりそれをき

ちんと予算化しなければならない。もちろん第

２次総合計画を策定したとなれば、大綱別にそ

れぞれめり張りもつけなければならない。緊急

優先課題にも対応しなきゃならない。まち・ひ
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と総合戦略を立てる。５つのプロジェクトとプ

ロジェクトＸという中で６つの戦略プロジェク

トを打ち出せと。であれば、それも、ただ戦略

プロジェクトを打ち上げたというだけで、題目

だけで終わってしまってはならない。これを形

にするには、やっぱり３年、４年、５年あるい

は10年とかかるだろうと。少しでも芽出しをし

なければならないという中で、そのような部分

をどのような形で芽出しをするのかというよう

な部分も検討をいたしたところであります。 

 そして一方においては、御質問にありました

とおり、財源をどう安定的に確保するのかとい

うことも大きな課題として議論をし、ただいま

申し上げましたとおり、約55時間ほどの時間を

要しての作業の結果として、今般提案を申し上

げております188億6,000万という予算になった。

私、日ごろから使っております身の丈の中でや

っぱり予算を編成していかなきゃならない。も

ちろん、これはこの場でこれから始まる予算等

審査特別委員会の場でも、議員各位からさまざ

まな形での議論あるいは質疑応答という中でや

りとりをしていかなきゃならない、審査をいた

だかなきゃならないわけでありますけども、そ

の中でやっぱりどうしてもやらなきゃならない

事業といったのも優先的にという中で予算編成

を行ったということであります。 

 ちょっと前置きが長くなったわけであります

けども、それら経過を踏まえて、この御提案の

ありましたふるさと納税への取り組みの問題、

これも平成26年６月定例市議会でも取り上げら

れておりまして、このふるさと納税に係る基本

的な考え方について改めて述べさせていただき

たいというように思っているとこであります。

これも歳入確保としては非常に大きな切り口で

あることは十分承知いたしております。十分過

ぎるぐらい承知しております。そしてその中に

あって、遠野というその地域ブランド、これは

その地域ブランドだけが先走ってしまって、き

ちんとした受け皿になっていないんじゃないの

かなというもどかしさも、私自身も感じている

とこでありますけども、そこの中で瀧本議員か

らありましたとおり、そういったこの遠野とい

う一つの中から取り組めば、このふるさと納税

の中における歳入確保も、かなりの額として確

保することができるんではないだろうかという

ような中における一つの御提言であったという

ように受けとめたわけであります。 

 地方を離れた方や都会で暮らす方などが、自

分の生まれ育ったふるさとに貢献をしたい。自

分とのかかわりが深い地域を応援したいという

思いを納税という形にしたのが、平成20年度か

ら設けられたこの制度であるということは、瀧

本議員も十分御承知のことというように思って

いるわけでございます。改め申し上げて。 

 その中で、この制度上の特典として、2,000

円を超える部分については、一定限度までは所

得税と住民税が税額控除されるという、そのよ

うな仕組みになってるわけであります。 

 ちなみに数字を申し上げます。本市の平成28

年２月23日現在の寄附金の件数と金額でありま

すけども、75件、約850万円、うちふるさと納

税としては54件、約250万円という数字になっ

ております。これはふるさと納税としての一つ

のあれでございますけども、参考までに、平成

26年度の寄附金は77件、約3,000万円、うちふ

るさと納税が48件、そして約1,460万円、平成2

5年度は89件、約3,100万円の寄附のうち48件、

約2,100万円がふるさと納税として納められた

という数字になっております。ちなみにこの平

成24年度からの４年間の平均寄附金は96件、約

2,600万円で、うちふるさと納税分は47件、約1,

300万円と、そのようになっているという数字

として把握をしているところであります。 

 また、この寄附者の中には、毎年度一定額を

お寄せくださる方もおりまして、個人では21人、

団体では15団体というそのような数字になって

おるという状況にあります。この毎年度継続し

て寄附する方々は、それぞれ、個人としては子

育て支援、あるいは団体としては産業振興、災

害支援といったような活用希望が多くなってき

ておりまして、目的を明確にして寄附されてる

方が多いというようなそのような傾向になって
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いるということであります。 

 その中で、最近、新聞、テレビとマスコミ等

でも取り上げられておりますし、私ども市町村

長の中でも会うたびに話題になってるわけであ

りますけども、この特産品による返礼品といっ

たようなもの、あるいは中学生までの医療費の

無料化や図書購入費の増額など、特定の事業に

対して寄附を募るスタイルに変化してきている

と報じられているところでもあります。これは

そのような傾向にあるんではないのかなという

ように思っております。 

 また、国では、企業版ふるさと納税の制度に

よりまして、地方創生を目的に自治体が取り組

む事業に対して、企業が具体的にまちづくりに

協力するための仕組みづくりも進められており

まして、またこれについては国のほうから明解

な制度設計の内容がまだ示されてはおりません

けども、これも非常に大きな一つの地方版総合

戦略を中において取り組む場合においては、

我々も十分注目しなきゃならない、また大きな

関心を持たなければならない制度ではないかな

というように思っております。特定の事業を地

域再生計画という形に定めながら国の承認を得

るという手順が必要でありますので、この同制

度の成立に合わせた対応を目指した調査、それ

から具体的な検討を急がせているということで、

この答弁とさせ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。 

 ただ、これは私もある意味においては、この

部分については、正直なところ、どうなんだろ

うなという部分あるから、正直に私の認識を申

し上げますけども。このふるさと納税、返礼品

によるふるさと納税について、果たしてこれが

どんどんテンションが上がっているというか、

そういうような状況の中にあるという中で、こ

の遠野らしさにこだわるという一つの６次産業

との連携を含めながら、遠野らしさにこだわる

という返礼品の取り扱いのあり方、そしてまた

この納税という基本的なスタンスも、やっぱり

これは崩すことはできないだろう。返礼品がど

んどん上がっていくから、それに対して納税が

ふえてくるという中で、そのバランスが崩れて

も、またこれ、果たしていかがなものかなとい

う部分もあるわけでございますから、この部分

がこれからどのようなというか、返礼品という

このなかがどんどんヒートアップしていくとい

うことについては、いかがなものかなというよ

うな認識を持ってるということも、ちょっとつ

け加えさせていただければというように思って

います。寄附者の意向に沿ったまちづくりを確

実に行っていくことが、ある意味では、ちょっ

ときざな言い方になるかと思っておりますけど、

本当の返礼品がそれではないのかな。物ではな

いというようなところも、ちょっと強がりかも

しれませんけども、それよりはやっぱりお金だ

ぞと、納税だぞということになるという部分が、

非常にその部分、私自身もその辺のところはど

うバランスとっていくかということが非常に難

しいなと。要するに過剰な返礼品合戦になって

しまったんでは、これはちょっといかがなもの

かな。したがって、瀧本議員もお話ししました

遠野らしさ、遠野の地域ブランドがあるじゃな

いかということになれば、この遠野らしさ──

実は一定額いつも寄附する方が、都内在住者で

いるわけであります。その在住者の方とお会い

いたしました。そのときに、その方からこう言

われたんです。市長、18まで俺は遠野で生まれ

育った。あの遠野の、生まれ育った遠野の環境

とまさにふるさと遠野、それをきちんと守って

ほしい。いずれ僕は遠野の土に帰るんだ。その

帰ったときに、そのような良好な遠野らしさと

いう環境を大事にしてほしい、守ってほしい、

そのための寄附だって言われたことがあります。

非常にじんと熱いものがその中から私も感じた

わけでありますけども、そのような基本的な気

持ちを大事にしながら取り組んでいくというこ

とが、この永遠の日本のふるさと遠野を標榜す

るまちづくりではないのかなと。それがふるさ

と納税の一つの考え方ではないのかなというふ

うに思ってるとこでございますので、よろしく

お願いいたします。 

 それから、続きまして、この自主財源確保に
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対する考え方という中におけるこの取り組み、

いうところのネーミングライツという。これは

特にもＩＣＴ技術を活用した特定事業を実施す

るための資金を不特定多数の者から調達するク

ラウドファンディングというそのような仕組み

もあるわけでありますので、この辺をどうする

のか。それから公共施設、スペース、空きス

ペースやバスなど、これなどももっともっと利

用すべきじゃないか。それから企業広告、有償

で掲載するという中でいろんな事例があると。

いろんな市町村の事例などもいっぱい取り上げ

る。そのような中でホームページあるいは発行

する広報紙、どうもいまいち迫力がないぞとい

う、そのような御指摘もあったわけでございま

すから、その辺をもう一度、言うなれば、ねじ

をまいて、そのような部分における積極的な取

り組みを私自身もみずから先頭に立ちまして、

そのような形での対応を、いい意味での緊張感

をさらに持ち続けながら、少しでも歳入を確保

するというような中における取り組みをさらに

強めてまいりたいというように思っております。 

 ちなみにホームページへのバナー広告、広報

紙と同じく、平成24年度から始めておりますけ

ども、これまで６件、11万円という実績で、そ

れほど、言うなれば成果に結びついてないとい

う現状。これは先ほどありました、ちょっと弱

いんじゃないかという部分が、この数字も物語

っているん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、その辺を踏まえ

ながら対応していきたいというように思ってお

ります。 

 それから、県内33市町村の中で16市町村が、

このような中でこのバナー広告などにも取り組

んでいるというような実態にあるということも

承知もいたしているところであります。 

 それから、御質問の中にありました第３次健

全財政５カ年計画の財源確保としては、税負担

あるいは使用料、手数料の見直し、さらには遊

休地の積極的な貸し付けや売却、質問にありま

した市有林立木のこの計画的な売却といったよ

うなそのようなものを計画しながら、少しでも

歳入財源確保といったようなものに積極的に取

り組んでいきたいというように思っております

し、ことしの４月からはコンビニエンスストア

でもこの納税ができると、市税納付することが

できるということになりましたので、このよう

な部分もしながら税収の確保といったものにも、

さらなる努力をしてまいりたいというように考

えているところであります。 

 この部分につきましては繰り返しになります

けども、やはり歳出歳入をどうバランスとるか。

だから、それが第３次健全財政５カ年計画にな

ったということでありますので、その辺を厳し

く見直ししながら、安定的な歳入財源確保とい

ったものになお一層いい意味での緊張感を持ち

ながら、御提案のあったようなことも十分踏ま

えながら、さらなる見直し、あるいは打って出

るというようなそのような積極的な対応もして

まいりたいというような決意を申し上げまして、

答弁とさせていただきます。 

 続きまして、「子育てするなら遠野」、これ

についてどのような定義なのか。あるいは、も

っというところのインパクトのある大胆な政策

を打ち出すべきではないだろうかというような

中におきまして、全国の各市町村のそれぞれの

取り組みについても、本当に私も質問をお聞き

しながら、なるほどな、そういうこともやって

るのか、そこまでやったのかというような部分

のものとしてお聞きしたわけであります。 

 また一方、子育てするなら遠野推進本部、そ

の中におきましても、全国の市町村のいろんな

動きといったものをキャッチングしながら、遠

野としてどうすればいいのかということを常に

検討、議論を重ねてるということでありますけ

ども。その中で瀧本議員のほうから、かなり丁

寧に、地道に一つ一つやっているんではないか

というような一定の評価。しかし、もっともっ

とアプローチ性の強いインパクトのある一つの

施策も打ち出すべきではないかという話であっ

た。一定の評価もいただいたと。しかし、一方

においては、ちょっと力不足だぞという一つの

御指導もあったということを踏まえれば、その
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力強さ、インパクトのあるものをどのように打

ち出すのかとなれば、単なるパフォーマンスで

あってもならないということを思えば、やはり

もう少し、この子育てするなら遠野推進本部と

いうのを立ち上げているわけであります。 

 いずれ、このねっと・ゆりかごも間もなく10

年になります。今のままでいいのかということ

にもなるわけでございますし、さまざまなわら

すっこ条例、わらすっこ基金、わらすっこプラ

ン、この３点セットも平成19年、2007年、2008

年ごろからこのような仕組みづくりしてるわけ

でございますから、常にまさに進化させていか

なければならない。条例ができた。プランがで

きた。わらすっこ基金といっても、そのままの

状態で５年たち、10年たつ中にあっては、もう

言うなれば、新しい切り口の中で取り組んでい

かなきゃならない。これまた第２ステージとこ

に持っていかなきゃならないということは、言

わずもがななわけでありますから、それをどの

ように一つ組み立てていくのかということも、

今この総合計画、あるいは少子、子育てといっ

た部分を緊急優先課題としたわけでありますか

ら、それをどのように組み立てていくのかとい

うことが、この28年度スタートダッシュという

中で、それをきちんと、それこそスピードとタ

イミングを間違わないように打ち出していきた

い。その打ち出す中でインパクトのある──そ

れは一方においては、単なるパフォーマンスと

とられないように、遠野として本当に少子化、

子育てといったものに強くピンポイントで訴え

ることができる。保護者の方も市民の皆様も、

また議員各位からも理解いただくような一つの

事業をどう柱立てするのかということも、また

これも極めて大事な市政課題だというように捉

えてるところでございますので、それにつきま

して、さらに、言うなれば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。 

 この児童館とか児童クラブ、こういったよう

なものも遠野にとっては大変重要な一つの地域

資源でありますし、子育て環境にとっては大事

な、これらをどう生かすのか。したがって、先

ほど申し上げましたとおり、財源の問題、歳入

の問題、身の丈の予算を組んでいかなきゃなら

ないとなれば、新しいものを新しくというより

も、あるものにどのような役割を果たさせるの

か。なれば、保育協会とどうタッグを組むのか。

児童館といったものが市内各地にきちんと張り

めぐらされているんであれば、それをどのよう

なネットワークにしながら、子育て世代の方々

の負担軽減にどうつなげていくのかといったよ

うなところを、やはりお互い知恵を出し合って、

なるほど、遠野であればそういうことなんだな、

遠野らしいなというような施策をどう見出して

いくかということになれば、ただいま御質問の

中でいただいたいろんな提案、あるいは、さら

には情報といったようなものも、我々もそこは

謙虚に受けとめながら議論と検討を重ねていき

たい。そして、言葉としてまた繰り返しになり

ますけども、遠野らしい、一つの子育てといっ

たような中におけるインパクトの強い施策とい

ったものをきちんと制度設計をしていきたいも

のだなというように改めて考えたとこでござい

ますので、その認識を申し上げまして答弁とさ

せていただきます。ありがとうございました。 

○議長（新田勝見君）  藤村選挙管理委員会委

員長。 

   〔選挙管理委員長藤村正子君登壇〕 

○選挙管理委員長（藤村正子君）  瀧本孝一議

員の質問にお答えをいたします。 

 改正公職選挙法が昨年６月に公布され、本年

６月19日に施行となります。施行後最初の国政

選挙から適用されることとなるため、ことしの

夏に予定されている参議院議員通常選挙から適

用される公算が大きくなっています。その選挙

で適用されれば、以降に行われる地方選挙など

も、18歳から投票できるようになります。 

 さて、最近の選挙における年代別投票率は、

各地区センターなど、投票受付システムを導入

している９カ所の投票所のみの投票率で、全有

権者の約６割のデータとなりますが、平成25年

７月の第23回参議院議員通常選挙では、全体で

は59.30％、20代は36.46％と90歳以上を除いて
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一番低く、最も高いのは60代の72.65％でした。 

 平成26年12月の第47回衆議院議員選挙では、

全体が55.31％、20代は32.98％とやはり一番低

く、60代が69.21％で最も高くなっています。 

 どちらの選挙も90歳以上を除いて、投票率の

高い順に、60代、70代、50代、40代、80代、30

代、20代となっています。全国的にも言えるこ

とですが、当市においても、若者の投票率の低

さは大きな課題となっています。 

 啓発活動について、これまでの新有権者への

啓発活動は、毎年１月に行われている成人式

「はたちのつどい」において、成人者への啓発

冊子の配付を行ってきました。 

 また、成人者はもちろん、参列している家族

も対象として、選挙啓発のためのポケットティ

シュの配布を、選挙管理委員会及び明るい選挙

推進協議会合同で実施しています。 

 今後は、高校３年生の途中から選挙権を持つ

ことになるため、これまでの啓発活動に加えて、

新たな取り組みを実施する必要があると考えて

います。 

 先日、市内の２つの高校を訪問し、現在の選

挙に関する授業の状況等について、情報交換を

してまいりました。高校では、通常の授業の中

でも、選挙の歴史や選挙の大切さなどを学んで

いました。さらに、今回の選挙法改正に伴って、

新たに配付された副読本を使い、先生が独自に

工夫をしながら、18歳選挙権に向けた授業を行

っていること等も知ることができました。 

 選挙管理委員会からは、学校に対して、明る

い選挙啓発授業のお知らせと、選挙時の投票の

呼びかけや期日前投票の方法等を記載したチラ

シの配付をお願いしたところです。今後も、各

校の御理解をいただきながら取り組みを進めて

まいります。 

 なお、新たに選挙権を得るのは、高校生に限

ったことではありませんので、市の商工観光課

とも連携を図りながら、企業への働きかけや新

しい勤労青少年のつどいなど、さまざまな機会

を利用して啓発を行いたいと考えています。 

○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）  若干の時間があります

のでお尋ねしますが、行政が確実性を持って行

政を推進していくことは理解できます。しかし、

何といいますか、もう少し積極性があって営業

的な部分、案ずるよりも産むがやすしという言

葉もありますが、そういった意味で新しいこと

にチャレンジすることも必要ではないかなと思

いますが、その点について、市長にもう一度伺

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）  これはただいまおっし

ゃいましたとおり、やっぱりいろんなさまざま

遠野がやってきた部分の中で、申し上げました

いろんな挑戦するという中で、どのようにそこ

に切り込んでいくかという部分を組み立てなけ

ればならない。単なるパフォーマンスというと

ころのインパクトばっかりでするんじゃない。

どのようにきちんとした制度設計をしながら、

それが実効性のあるものに持っていくという部

分も極めて大事だというように思ってます。 

 ただ、これは非常に私もいつも思うんですけ

ど、そこのところをどう兼ね合いをとるのか。

考えておったんでは前に進めない。やっぱり前

に進んでから考えてみるということも、それが

チャレンジということになるわけでありますけ

ども、それをどのように組み立てるかという部

分の一つのタイミングをどう図るかということ

が極めて難しい一つの判断という分において難

しいのかなというように思っているわけです。

しかし、やっぱり挑戦しなければならない。そ

の気概だけは持つ。どっかでそれを判断して、

前に行こうという部分になるんじゃないのかな

というように思っておりますので、その気持ち

をどう形に見せていくのかというところが、ま

たこのスタートダッシュという平成28年度にそ

れが問われるんじゃないのかなというように思

ってるとこでございますから、答弁になったよ

うな、ならないような形でありますけど。 

 それから、先ほどちょっと質問の中で、ちょ
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っと私も答弁しながらあれだったんですけども、

子育てする中で市職員の育児休暇の御質問あり

ました。それで答弁の中でちょっと触れなかっ

たというように、ちょっとあれしておりました

ので、ちょっとその数字を申し上げさせていた

だきたいと思っておりますけども。 

 この当市の中におきまして、育児休暇も含め

てですけども、男性の育児参加、育休の取得に

ついては、なかなか遠野市にあっては低い状況

にあるという中で、26年度、27年度、市職員の

家庭で誕生した子どもさんの数は、26年度が９

人、27年度が15人生まれておるという、そのよ

うな数字として総務課のほうでは把握しており

ます。ただ、この中でこの育児休暇を取得した

男性職員はいない。女子職員のみでそれぞれ年

度で４人ずつ育休を取得しているという状況で

あるということでございますので、その数字を

もって、先ほどの質問の中にありましたことを

申し上げて答弁とさせていただきます。御了承

いただければと思っております。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  市長の答弁を期待して、

質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午前11時05分 休憩   

────────────────── 

   午前11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。 

 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）  躍進とおの所属の多田勉

でございます。通告に基づいて、一般質問させ

ていただきます。今回は３点について一問一答

方式で行います。 

 まず最初に、松くい虫対策とアカマツの利用

拡大についてであります。 

 この件につきましては何度か質問をさせてい

ただいておりますけれども、市長はよく粘り強

くという言葉をおっしゃいますけれども、私は

松やにのように粘り強くいきたいなというふう

に思っております。 

 そういった認識のもとに、かねてから、この

ことについては、今申し上げましたように議論

させていただいたところでありますけれども。

しかしながら、現状はさらなる拡大が懸念され

るような状況下にあります。そのようなことが

心配されることもありながら、市としても予算

の手だてを毎年しながら駆除に当たっておりま

すけれども、その対策に基づいたその後の成果

あるいは実態はどのように推移しているのかを、

まず市長のほうからお伺いをさせていただきま

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）  多田勉議員の一般質問

にお答えいたします。 

 一問一答という形での御質問でありますので、

第１問目として、この松くい虫対策の状況、今

の対策と被害状況の推移といったものについて

お尋ねをするということでありました。この部

分にありまして、この課題につきましては、前

も多田議員とはいろいろやりとりしてるという

部分あるわけでございますけども、今把握して

いる数字の中から被害状況についてちょっと申

し上げたいと思っております。 

 内陸部のこの被害は、内陸側の宮守町から東

へ拡大しておるという一つの傾向にありまして、

市内全域が被害区域となっていると。市町村合

併後に確認された被害の発生量は、平成18年度、

約54立方メートルであったものが年々増加し、

平成26年度はこの18倍、約959立方メートルと

いう中に拡大してきている。いうとこの54が95

9になってるということでございますから、い

かに拡大してるかということが、この数字が物

語ってるんではないのかなと思うわけでありま

す。これによりまして、このアカマツ伐採施業

指針などで被害拡大を防ぐための方針が決めら

れているわけでありますけども、松くい虫被害

対策地区の実施計画、市町村で策定し、これに

基づき被害拡大防止のための駆除事業等を実施

しているという中で、森林地域の被害木を伐
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採・伐倒いたしまして、薬剤で薫蒸する駆除、

あるいは被害に遭う前に薬剤を注入する未然防

除にも取り組んできたという一つの中でありま

すけども、先ほどの話いたしましたとおり、拡

大がしているということでありますので、被害

拡大を防ぐさまざまないろんな施策を講じて、

今取り組んでいるという状況にあるということ

を申し上げておきたいと思っております。 

○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）  県内における現状につい

ては、今市長のほうからも答弁がございました

とおり、岩手県の東側に位置する遠野において

は、一番端になっているということでありまし

て、非常に見づらいんですが、本当に遠野市が

この東の端に今あるということは、これは事実

であります。そういった中でこの区域にされて

いる遠野市全体としてみれば、このことが今の

現状からいくと、非常に市長の答弁にもあった

ように900立方超えてるわけですから、これが

次にどんどんもっともっと遠野の東のほうに拡

大していくというのは、多分これは時間の問題

ではないのかなというふうに危機感を感じてい

るところでありますけれども、市はそういった

次の拡大を予測した対策というものが、今後必

要とされると思いますけれども、その被害の動

向をどのように捉えながら、これを対応してい

こうとしているのか、それ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）  この部分につきまして

は、ただいまの１問目の質問の中でもお答えい

たしましたけども、駆除なり防除という中でい

ろいろ取り組んでいるということでありますけ

ども、この他市町村への新たな被害拡大を防ぐ

ということも、まさにいうところのオール岩手

の中で取り組んでいかなきゃならない。市町村

もこの松くい虫そのものは飛ぶわけでございま

すから。その辺を考えれば、この被害先端地域

を中心に拡大を防ぐということを行ってるわけ

でありますから、この発生する被害量が多い状

況にいまだもってある。特に宮守町、松くい被

害が蔓延している地域あるいは被害が徐々に拡

大しているその他の町でも、この被害木の増加

が想定されるという一つの状況になっておるわ

けでございますから、この市内全域に被害が蔓

延しないよう、繰り返しになりますけども、駆

除あるいは防除に対する事業を引き続き丁寧に

行うという中でこの拡大を防ぐという手だて、

これを行っていくということに尽きるのかなと、

今ちょっと一般的な答弁になりますけども、そ

れがいうなれば大事なことじゃないのかなとい

うように認識しているとこであります。 

○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）  現在、遠野市ではその対

策の一つとして、樹種転換を進めているわけで

ございますけれども、まだ被害に及んでない優

良木、何ていいますか、齢級の多くなった立派

な顕在的な松も存在しているわけでありますけ

れども、これらの被害に及んでない松の活用を

考えなければ、この樹種転換に取り組む上での

林家の経済の負担がふえる一方ではないのかな

というふうに私は思うんです。そういったこと

が、強いては遠野市の林業施策が進まない要因

になるのではないのかなというふうな心配もあ

るわけであります。 

 いずれも質問で取り上げましたけれども、遠

野市の恵まれた環境、いわゆるその受け口であ

りますけれども、木工団地の基地的な機能を生

かした新たな取り組みを図りながら、遠野市の

林業、森林資源の活用と保全、そしてまた幅広

い考えのもとに、これらに取り組んでいかなけ

ればならないのではないかなというふうに私は

思っております。 

 現在、大型建造物に対応した集成材の生産は、

非常に高く評価されております。そういった成

果も上げられておりますけれども、しかしなが

ら、小さな木工製品あるいは生活に身近な木工

製品につながる流れがまだまだ不十分ではない

のかなというふうに私は感じております。アカ

マツを生かした集成材確保を確立して、多様な
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活用に向けていくことが重要であり、強いては、

今市が取り組んでおります樹種転換等にも、そ

れらに対する市民の認識、関心が高まるのでは

ないかなと、その一つの手段になるのではない

かなというふうに私は思うんですが、市長の考

えはいかがなもんでしょうか。 

○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）  この被害の中において

手をこまねいているだけじゃなくして、特にも

この木工団地といったような日本に冠たるプロ

ジェクトがあるわけでございますから、そこを

うまく利用しながら、特にアカマツの利用とい

ったものにもう少し積極的に取り組むべきでは

ないかというような御質問として承ったところ

であります。この松くい虫のこれは多田議員も

御承知のとおりだというように思っております

ので、あえて答弁する必要もないかというよう

に思っておりますけども、答弁の中で申し上げ

る必要はないかと思っておりますけども、松く

い虫被害木は、これは用材として利用すること

ができない。また、枯れてから年数が経過して

いるものは、この伐採作業にも危険性が伴うと

いうこともその中にあるわけでございます。枯

れてしまう、伐採、危険が伴う。非常に言葉と

して適切じゃないんですけど、厄介な被害なわ

けであります。そういった中でこの植栽や保育

作業などを行いながら、時間とお金をかけてき

たと。適切な伐期で、松くい虫被害に遭う前に、

伐採をしながら用材として使用されるのが一番

望ましい姿であるわけであります。これもあえ

て私が申し上げるまでもなく、十分御承知のこ

とだというように思っておりますけども。また

これもそうなんでございますけども、アカマツ

は節が強く、青く変色しやすい。それから伐採

期間が限られているといった利用しにくい面も、

そういった面では敬遠されている一つの理由に

なってるんだということもあるわけであります。 

 また、今この時期で、１月の18日の湿った大

雪のときでありましたけども、積雪被害で倒木

といったような引き起こす面もあるという、そ

のような側面も持っているということでありま

す。 

 ただ、そうは言いながらも、この遠野の木を

生かすためということになれば、従前から言わ

れています川上から川下という一つのプロジェ

クトを遠野地域木材総合供給モデル基地、（通

称）木工団地という中で整備されているという

受け皿と申しますか、そういったもの、あるも

のをどう利用するかとなれば、この木工団地内

の中における、いうところの森林、林業、木材

産業の活性化という中における大きなプロジェ

クトがあると。この木工団地の機能を生かすべ

きじゃないかという一つの御指摘で、まさに生

かさなければならないという中で、特にこの一

般住宅やそれ以外の建築物あるいは家具や建具

など活用をともに検討していく一つの大きなプ

ロジェクトじゃないのかなと。またそうしなけ

ればならないんじゃないのかな。 

 そして、この活用に当たりましては、市内小

中学校へのこの木製の机あるいは椅子、あるい

は児童生徒の木のぬくもりやよさを体験しても

らっているというプロジェクトも展開してるわ

けでありますから、そのようなこと。それから、

この用材などで利用できない曲がり材なり、あ

るいはさらなる枝葉など、これらについては林

野庁から委託を受けて取り組んでおります木質

バイオマス、エネルギー活用したモデル地域づ

くり推進事業、これをしております。木質バイ

オマスエネルギーとして活用するというか利用

するという部分に、いうところの用材にはでき

ない、いわゆる除間伐した部分については、そ

のようなものに持っていくという部分、まさに

川上から川下という中における取り組みをして

いる。 

 なお、この森林整備といった、この今のよう

な一つのプログラムの中であれば、市のかさ上

げ補助等を利用しながら、伐採後の森林整備も

あわせて進めてるということを一つのシナリオ

に改めて、これも何度も何度も申し上げてきて

ることでございますけども、改めてきちんとし

たシナリオ、そしてプログラムに持っていかな
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きゃならない。そういう一つの時期というか、

タイミングなんだろうなということを改めて認

識したとこでございますので、それをもって答

弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  ５番多田勉君。 

   〔５番多田勉君登壇〕 

○５番（多田勉君）  今、市長のほうからその

活用の方法、あり方について答弁がありました。

このことについては、先般新聞等でも報道があ

りましたが、県の木であるナンブアカマツなど

の利用が進んでいないのが実態であるというふ

うな旨の新聞報道がありました。この中では森

林資源を守るためには、松くい虫に抵抗性を持

つ松や別の樹種への転換につながる利用拡大が

急務だというふうに言われております。 

 ちなみに久慈市では、地元産のアカマツの美

しい木肌を生かし、人目に触れる部分への建築

用材や建具の化粧材などに出荷しております。

そのような取り組みをしております。貴重な森

林資源を維持していくための利用を拡大したい

というふうに久慈市では言っておられますけれ

ども、県の2012年の推計によりますと、ちょっ

と古い推計でありますけれども、県内のアカマ

ツの資源量は約4,633万立方であります。この

ように多くのアカマツの資源というのが県内に

もあるわけでありますが、そのうちの実際に素

材生産されている量がわずか19万、4,600万の

うちの19万立方にしかすぎない。これが実態で

あります。 

 そのような中で岩手県の林業技術センターで

は、利用の拡大に向け全国に先駆けて県産アカ

マツを用いた直交集成材、いわゆるＣＬＴの技

術開発に取り組んでおります。国の補助を活用

して、14年度から５カ年の計画で進められてお

りますけれども、これが実現すれば、大幅な利

用の拡大が期待されるというふうに岩手県では

示されておりますが、松くい虫の被害が拡大す

ることによって、もう一つは私なりにそれを解

釈すると、遠野市において心配されることは、

松くい虫の被害が拡大することによって、森林

の手入れの施業の放棄の拡大が心配されます。

先ほど市長の答弁にありました被害木の処理に

当たってのいろいろな難しいところもあったり

するというようなことから、施業が放棄される

森林も被害地においては発生してくるというこ

とが心配されます。そういったことによって、

遠野市以外の森林所有者のこれは増加につなが

る、あるいはそれに拍車がかかるようなその心

配がありまして、その面積が大規模化すること

によって、場合によっては、今他県でも問題に

なっておりますけれども、外国資本の森林の買

収、そういったことへのつながりが懸念される

わけでありまして、これは既に御承知のことと

思いますけれども、北海道もそうですし、全国

においてそういった事例が今発生しております。

健全な森林保全は、永遠にわたる市民生活の環

境を守ることにもつながります。我々にはその

環境を永遠に引き継ぐ努力をしなければならな

いと、そういう役目があります。 

 先ほど前に一般質問した同僚議員の答弁の中

にも、市長が東京の在住の方の遠野市出身の方

の遠野の環境を守ってほしいという願いを込め

ての寄附があるということをさっき答弁されて

おりましたけれども、そういった期待される面

がありながら、我々の役目というのはますます

重要になってくるというふうに思っております

し、そのようなただいま前に述べたような県な

どのそういった取り組みが進む中で、遠野市と

して歩むべき道の方向をこの問題に対してどの

ように考えているのか、再度、市長の見解をお

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）  ただいまこの松くい虫

の被害っていう中における対策と、それからそ

れに対する一つの拡大防止策についての一問一

答の中でやりとりし、現状と、それから言うな

れば今の制度の中で拡大防止、それからまたそ

の用材を特にアカマツをどのように利活用する

かという、木工団地のプロジェクトとうまくあ

れしながら利活用するという方向に持っていく

というお話。しかし、今のただいまの御質問の
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中で、そうは言いながら樹種転換なども含めな

がら、もっともっと前向きに積極的に新たな分

野にも取り組んでいかなければならないんじゃ

ないのかなというような御質問と受けとめたわ

けでありますけども、全く同意見というか、同

じ考えであります。 

 私も県の森林審議会の委員を務めておりまし

て、またこの１月に再度また委員をという、続

投してほしいという県のほうから要請がありま

して、また森林審議会の委員を受けることにな

りました。その中でもいろいろ議論されており

ますけども、いうところの対策という部分の中

でするのもさることながら、岩手県そのものが

森林県なわけですね。したがって、あそこの矢

巾のほうには林業試験場というか、大きなマン

パワーが詰まってる、ノウハウを持ってる研究

者集団もその中にいるわけでありますし、また

それがどう利活用するのかという部分もその中

で。じゃあ、そのためにはどういう環境をつく

ったらいいのかということも、さまざま調査研

究している一つのシンクタンク的な機能も県が

持ってるわけでありますから。そこで今御質問

あったような内容をどのように市町村と、特に

松くい虫被害などは市町村境がないわけであり

ますから、そうすれば共通の課題なわけであり

ますので、そういったことに、一方においては

対策を講じながら、一方においては、ただいま

御質問あったようなことを踏まえながら、どの

ような一つの新たなプログラム、プロジェクト

をどう組んでいくのか。そのためには先端技術

をどのように活用するのか。じゃあ、どのよう

な森林環境をどのように整備していったらいい

のかというようなところをやはりオール岩手で

検討していくというような、そういう環境も、

また一方では大事じゃないのかなということを

感じているとこでございますので、そのことを

もって答弁とさせていただければと思っており

ます。 

 いずれ、今、お話あったようなものについて、

積極的に取り組むというような、そのような姿

勢を持っていき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）  ５番多田勉君。 

   〔５番多田勉君登壇〕 

○５番（多田勉君）  ぜひ県のいろんな審議会

の立場としても、その立場があるようでござい

ますから、ぜひ遠野が、そのアイデアの発祥に

なるように、先端をいっていただきたいという

ふうに、大いに期待してやみません。 

 それでは、次の２点目の質問に入らせていた

だきます。 

 森林認証の取得についてでありますが、これ

も、先般、地元新聞で報道されました。よくよ

く見たら、写真に市長とそっくりな人が出てい

まして、よく見たら市長だなと、そういうこと

がありまして、あえて質問をさせていただきま

す。 

 新聞報道によると、市長が、ここの岩手県林

業構造改善事業促進協議会の会長を務めておら

れるということで、２月５日に、森林認証制度

を学ぶ研修会が開催されたという、先ほどの新

聞記事の紹介でありました。 

 このことは、オリンピック等に関連して、本

制度の需要が見込まれ、木材の活用が優先され

るなどのメリットがあるようでありますけれど

も、市の林業政策の中で、これをどのように受

けとめておられるのか、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）  森林認証制度について

のお尋ねでありました。 

 ２月５日に、研修会をやったようだがという

ような新聞報道も示しての御質問であったわけ

でありますけども、御質問の中にありましたと

おり、県の林業構造改善事業促進協議会という

組織があります。そこの会長も引き受けており

まして、これが、先ほど、今、御質問の中にあ

りましたとおり、この森林認証に関する研修会

を盛岡で行う。 

 県内市町村から、あそこの会場がいっぱいに

なりましたために、200人近く集まったんじゃ

ないのかなと、非常に関心が高いんだなという
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ことをその場で私も改めて感じたわけでありま

すけども、この森林認証制度そのものは、大き

く分けて、これも多田議員はおわかりのことで

ありますから、申し上げるようないかというふ

うに思っておりますけども、この２つに、２種

類、一つは川上のほうの１つの認証制度という、

いわゆる山づくりに対する認証制度、木を育て

る山づくりに対する認証制度と。 

 もう一つが、木材を加工する川下側の認証制

度というこの２つに分けて組み立てられている

のが、この認証制度でありまして、この研修会

の場におきましても、林野庁のほうから担当課

長さんが見えまして、詳しく説明がありました

し、それから、岩泉町と、それから釜石市の関

係者の方の事例発表などもありまして、私もず

っと聞いておりましたけども、非常に言うなれ

ば勉強になったという中で、この制度をどのよ

うにいうところに取り組んでいくかとなれば、

これによりまして、適正に整備した森林による

生産された木材である。 

 あるいは、この第三者機関が認めた場合には、

その木材に認証ラベルが張りつけられるという

ことになって、非常にこのラベルによりまして、

消費者が、この認証木材あるいは非認証木材と

いった選択できるという、判断できるというこ

とになるわけでございますから、川上も川下も、

きちんとしなければならないなということにな

るわけでございますので、これはきちんと遠野

という人のよりも、森林県岩手ということにな

れば、このような認証制度をきちんと普及し、

啓発し、やっぱり川上側の、あるいは川下側の

方々もという部分の中における取り組みを、し

っかりした仕組みに持っていくということが、

問われた研修会だった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）  ５番多田勉君。 

   〔５番多田勉君登壇〕 

○５番（多田勉君）  市長の答弁の中には岩泉

町、近くでは釜石市、そういった取り組みがあ

るということでありますけれども、実際、あえ

てお伺いしますけれども、県内で森林認証を受

けている自治体、この現状はどのように、実態

はどのようになっていらっしゃるのかお伺いい

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）  これらにつきましては、

このいうところの遠野市としての取り組みとい

うことは、もちろんでありますけども、やはり

この認証制度そのものってなれば、これからの

中でちょっとあれでございますけども、この木

材利用ということ。 

 特にオリンピックが、もう間近でありますね。

そして、新国立競技場、あれだけな大きな話題

性を持ったというところで、私は、そこも木材

利用ということになっているということになれ

ば、やはり、しっかりとしたこのような川上側、

川下側という中における仕組みとすれば、いう

ところのこの林業構造改善事業もそうでありま

すけども、森林審議会であるとか、あるいは森

林組合であるとか、県内各地の森林組合なども

入りながら、県森連という大きな、それを束ね

る組織もあるわけでございますから、そういっ

たところの方々とのいろんなきちんとした、縦

糸・横糸の関係を構築していくということも、

今、求められているんじゃないのかな。 

 したがって、私も、林業構造改善事業協議会

の会長を引き受けておりますので、こういった

分についても御指導いただきながら、こういっ

た取り組みをきちんとしたものにするように、

努力はしてまいりたいというふうに、改めて思

っているところであります。 

○議長（新田勝見君）  市長の答弁がありまし

た。答弁漏れがありましたので、その部分につ

いて答弁願います。本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  １つの今、先ほど申し

上げましたけども、県内の自治体の中における

取り組みでちょっと数字を申し上げますと、自

治体が関係している取り組みは２例あると。一

つは岩泉町、それからもう一つは、この２つ目

は気仙地方森林組合、住田町、この２つであり



－ 97 － 

ますね。 

 それから、これらのこの民間企業が取得して

いる例は、３例ということで３つほどあると。

県内では、全体では、３万2,156ヘクタールの

森林が、この認証を受けているという、そのよ

うな実態にあるということでありますので、こ

れらを踏まえながら、先ほど申し上げたとおり、

きちんとしたあの仕組みに持っていくという方

向に持っていきたい。このような事例がどんど

ん出てきておりますから、その方向で持ってい

きたいというふうに思っております。 

○議長（新田勝見君）  ５番多田勉君。 

   〔５番多田勉君登壇〕 

○５番（多田勉君）  やっぱり県内各自治体に

おいても、岩手県の実態を認識しながら、こう

いった取り組みをされているところもあるとい

うことでありますが、話を聞くと、この認証を

受けるには、結構な時間もかかるということな

んで、オリンピックに間に合わないかもしれま

せんけれども、近いところでは、市の本庁舎も、

今度、建設されるわけですし、そういった部分

には、到底、時間的にも間に合わないかもしれ

ませんけれども。 

 一つは、民有林に限らずに、市有林の中にも、

先ほどの前任の議員の質問にもありましたけれ

ども、市有林の中にも、伐期に到達している林

分が、大分あるように私も理解しておりますが、

そういったところの円滑な活用を図る上でも、

この森林認証は有効な手段ではないのかなとい

うふうに思いますし、また、研修会では、スキ

ルの向上や持続可能な森林をつくることにつな

がるというふうにお話をされているようであり

ます。 

 そういったことを受けながら、市有林も、そ

の一つの価値観を高める上での、スキルを高め

る上での必要な検討する材料でもないのかなと

いうふうに思いますけれども、そういったとこ

ろの市長の見解はどのようなことなんでしょう

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）  市有林という１つの取

り組みの中から、この認証制度をどのようにと

いう形での御質問であると。 

 これも、あえて申し上げることじゃないとい

うふうに思うわけでありますけども、この森林

認証制度を取得するということによっては、３

点ほど、その効果っていったものが期待される。 

 １つ目が、後世まで続く持続可能な森林経営

が可能になるっていうこと。これ、ちょっと抽

象的な言葉で、言うなれば、そのような環境を

持つ、構成まで持つこと。 

 ２つ目が、オリンピックとか2020年ですか、

オリンピックがあるという中で、先ほどちょっ

と答弁の中で申し上げましたとおり、木材使用

という１つの、どこまで使用するかということ

は、まだまだはっきりしていないということは、

林野庁の課長も言っておりましたけども、そう

いったような中で、でも、１つのこの認証木材

への需要の高まりというものが、その中で見え

てくるんじゃないのかな。 

 それからまた、この３つ目が、環境に配慮し

た森林経営を対外的にＰＲできるというような、

そのような効果も期待できるというところの次

世代に、それから、さらには需要喚起にと。 

 また一方においては、環境問題といったよう

なものにも、きちんと森林経営の中における位

置づけができるということになるわけでありま

すから、いいこと尽くめということになるわけ

であります。 

 そのような中で、この市がということになっ

た場合におきまして、市有林がという１つの取

り組みを見た場合にどうなんだろうかなと。木

を育てる川上側の林業、それから制度を活用、

言うなれば川下という中における事業体がどの

ように認証して、初めてこれも、それは認証制

度として動くわけでありますから、川上だけや

っても、川下だけやっても、それはやっぱり川

上と川下はって動いてくるっていうことになる

わけでございますから、その中で、この森林の

くに遠野・協同機構という組織が、既にされて

おるという遠野の取り組みがあるわけでありま
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すので、この中で、川上・川下の両者が、言う

なれば取り組む、そうすれば、もうおのずと回

るわけでございますから。 

 他の地域に比べれば、先ほど岩泉町とか住田

町の例を申し上げました。それから、民間でも

とっているのが３点、３件ほどあるという話も

いたしました。 

 だから、それらを考えれば、遠野の場合は、

そういった組織体が、もうできているんじゃな

いかという捉え方をすれば、ちょっと市有林も

含めて背中を押せば、もうぐるぐると回るとい

う１つの関係にあるんだということを改めて認

識しながら、ただいまの御質問の趣旨に沿った

取り組みを進めるという方向に、持ってきても

だなというふうに改めて思ったとこでございま

すので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（新田勝見君）  ５番多田勉君。 

   〔５番多田勉君登壇〕 

○５番（多田勉君）  少子高齢化という波の中

で、遠野の森林資源、生活、そういった身近な

資源が、後世にわたって、しっかりと引き継い

でいけるような林業政策を取り組んでいただき

たいというふうに思います。 

 それでは、最後の３点目の質問に入ります。 

 観光施策に係る今後の取り組みの体制につい

てということであります。 

 その質問に入る前ですが、先日、町家のひな

まつりにあわせて、市立博物館主催で、町家で

楽しむ女子神楽実行委員会共催で、町家で楽し

む女子神楽が、旧三田屋さんで開催されました。 

 昔の三田屋さんの店舗の広さをわかっている

方もあろうかと思いますが、あの店舗、会場い

っぱいの来場者でにぎわっておられました。町

なかでの新たなイベントの創出が求められる中

で、ああいうふうな町なかでの新たな催しの開

催が、非常に私自身、喜ばしく感じた次第であ

りまして、携わってこられた関係者の皆様に、

心から敬意を表したいなというふうに思います。 

 さて、釜石秋田道の開通が進む中、全線開通

後における市内への入り込み数が、通過型の流

れに拍車がかかって減少することが心配される

わけであります。 

 さきの議会においても、市内観光施設への入

り込み数が減少した結果、その施設運営にも影

響を及ぼしている状況にあるということであっ

たわけですが、このような現状を踏まえ、今後、

市として利用客の拡大に向けた取り組みをどの

ようにお考えなのかを、市長からお伺いをいた

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）  この観光振興というか

観光施設、遠野には本当に誇るべきいろんな施

設があるわけであります。この取り組みについ

ては、きのうの一般質問でも、菊池美也議員の

ほうからもいろいろ質問がありまして、観光振

興基本計画等も踏まえながら、さまざま取り組

まなきゃならないと。 

 あるいは小林議員からもありましたかね、い

ろいろ取り交わされたことでありますけど、こ

の背景の中には、どうしても、今、御質問あり

ましたとおり、釜石自動車道の全通、あるいは

340号の立丸峠のトンネル化っていった中で、

遠野の１つの地勢的な、あるいは交通インフラ

の中における優位性をどう生かしていくかとな

れば、通過型ではないと、滞在型に持っていく。

そして、そのためのいろんな施設をこのように

は有しているんじゃないかと。 

 じゃあ、それをどのように魅力あるものに持

っていくかという形で、これもいろいろ何度も

何度も議論を交わされ、その中で、はっきり言

えば行ったり来たりというような状況にある。 

 だから、その行ったり来たりという状況の中

にあっても、確実にやっぱり前には進んでいる

という、そのような捉え方をしなければならな

いんじゃないのかなと思っていまして、よくい

う、これも、ただいまの御質問に対する今後の

取り組み体制ということになるわけであります

けども、ちょっとの気取った言い方になるかも

しれませんけども、いろんな観光協会もある、

ふるさと公社もある、株式会社遠野という、あ

えりあというのもある。行政もある。 
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 その中で、いろんな釜石市線の活性化協議会

であるとか、あるいは平泉、花巻、遠野という

ようなクラシック街道っていったような中にお

ける取り組みであるとか、いろんなプラット

ホーム構想っていったような、観光に伴うプラ

ットホーム構想の中で、もっと魅力あるものに

しようという１つの取り組みを、本当にさまざ

まな形で、そこに６次産業といったものを踏み

ながらとかやっているんですけども。 

 私、この質問の中で、このような、それも本

会議場でありますから、答弁の中で申し上げる

っていうのは、ちょっとあれなんですけども、

どうしても３つの壁があるんですよ。 

 組織の壁があり、制度の壁があり、そして、

何としても、それこそ、これを変えなけりゃな

らないという分における意識の壁があるんです。

この３つの壁を取り払わないと、ただいま、御

指摘があったようなそれぞれのこういったイン

フラ整備、どんどん市内観光施設の入り込み数

が減少しているんじゃないか。その施設運営に

も影響を及ぼしているぞと、このような現状を

踏まえて、今後、誘客課題をどうするんだとい

うことに対する答えとすれば、まずもって、こ

の３つの壁を取り除くという１つの対応しなけ

れば、なかなか１つの総合力に持っていけない

っていう、そのもどかしさの中にもあるってい

うことも、率直に申し上げまして。 

 だったら、市長、ちゃんとやったらいいじゃ

ないかと言われそうな感じもしますから、あえ

て、先にそのことを申し上げてあれしますけど

も、それがまた大事じゃないのかなと。 

 やっぱりそのためにも、市長という職いただ

いている以上、この壁の３つの壁を取り払う努

力も懸命にやっていかなければ、こういった今

の御質問のように対する対策なり１つの魅力づ

くりが、なかなか形としてみせることができな

いのじゃないかなということも、感じているこ

とも申し上げ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）  非常に行政だけでは解決

できない部分もあろうかと思います。 

 そういった中で、私は、民間力を含めた取り

組みの体制の確立というものが、ある意味、検

討する価値があるんじゃないかなというふうに

思って質問させていただきますが、それぞれ観

光事業においては、各地の自治体が、いろんな

特徴あるアイデアを生かしながら、振興に取り

組んでおられますけれども、今後においては、

一層、国内の中国ということもありますけれど

も、あえて国内で、限られたお客様の数がある

わけでありまして、この数の中で、言葉は適正

じゃないかもしれませんが、争奪戦が活発化す

るというふうに、危機感を私は抱く１人であり

ます。 

 そういった現実の対応として、国内の自治体

の中には、誘客力と専門的な知識を高めるため

に、旅行会社、いわゆるエージェントと連携し

た職員体制、いわゆる派遣するなり受け入れる

なりというふうなことのようですが、そういっ

た取り組みをしている自治体が、今、国内にも

ふえてまいりました。 

 さらに、その輝くような遠野市で、それを引

き継いでいくというような意味からすると、遠

野市も、それに出おくれないような、そのタイ

ミングに出おくれないような積極的なその調整

も、ある意味は、あるいは必要じゃないかなと

いうふうに思うわけでありますけれども、何せ、

このエージェントについては、相手もあること

ですから、これは一方的には、全てこちらの持

論ではというふうには、いかないと思いますけ

れども、新たなその環境の変化に沿った、私は

考え方も必要だというふうに思っております。 

 今までのやり方も、１つの成果として評価は

いたしますけれども、社会がこのように変わっ

てきているというのも事実でありますから、こ

ういった現実の中に、先ほど申し上げましたよ

うに、その波に乗りおくれないで、出おくれな

いで、やはり、ある意味、競走の気持ちを持っ

て取り組んでいっても、私はいいのじゃないか

なというふうに、それが公益的になるのか、あ

るいは遠野市としての魅力活動のそれになるの
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か、つながるのかというふうな部分は、さまざ

まあろうかと思いますけれども、私はそういっ

たところを、今後、遠野市の観光の１つの考え

方の位置づけとして持っていただきたいなとい

うふうに思うんですが、市長のそのことに対す

る見解をお伺いをいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この御質問にありまし

たとおり、新たな環境の変化に対応した考え方

が必要だという、これは大きなキーワードと思

っております。 

 先ほど、前の質問で、あえてこの１つの３つ

の壁があると。それを取り払わなければ、幾ら

あるもの、遠野は、本当に私は恵まれた地域資

源を先人・先輩の努力によって、いいものをこ

のとおり形づくっている。そこに合併に伴い、

宮守町という１つの地域も入りながら、まさに

その魅力がどんどん。 

 例のＳＬ銀河、このめがね橋、大変な全国に

物すごい発信をしたという中で、あのときに、

もうやっぱりいろんな民間のノウハウ、いかに

大切であるかということを我々は学んだという

ことになるわけでありますから、この震災前の

平成22年に、第三セクターの全面見直しという

中における取り組みを、精力的に進めた経緯が

あります。 

 しかし、既にもう５年を経過している中にお

きまして、この新たな環境の変化に沿ったとい

うことになれば、もう既に５年前でありますか

ら、もうその見直しも、もうとてもじゃ、それ

を持ってやるという状態ではない。 

 であれば、これも抜本的に、もう見直ししな

ければならない、そのような時期だなというこ

とを思っておりまして、きのう来から議論して

おります観光振興基本計画のこの全面見直し、

それから第三セクターの。 

 この第三セクターも、昨年の９月議会におき

まして、ふるさと公社への対応につきまして、

大変厳しい活発な議論が交わされたという中で、

私も、それを思い出しているわけでありますけ

ども、あの厳しい議論の中から、あの公社職員

も、改めて、いい意味での緊張感を持ち始めた

っていうことも思えば、いうところの指定管理

者制度そのものも、果たして今の事例からすれ

ば、一体、それの延長線で物を考えていいだろ

うかと。 

 収益事業で行うところと、やっぱり公的なあ

れを行うっていうことは、物すごい厳しく仕分

けをしながら、誘客という、ただいま御質問あ

ったような誘客といったものを、どのようにそ

れに結びつけていくプログラムをみずから主体

的に持つのかといったようなところを、それこ

そ考えていかなきゃならない。 

 これが、繰り返しになりますけども、新たな

環境の変化に対応した考え方ということになる

んではないのかなと思っておりますので、その

ことをきちっと踏まえた見直しと、さまざまな

プログラムの再構築といったことに、また、私

も先頭に立って、全力で取り組んでまいりたい

というような決意を申し上げて、答弁といたし

ます。 

   〔５番多田勉君登壇〕 

○５番（多田勉君）  以上で、今定例会の私の

一般質問を終わらせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  午後１時まで休憩とい

たします。 

   午後０時07分 休憩   

────────────────── 

   午後１時00分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 引き続き一般質問を行います。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。一問一答で３点について市

長に質問を進めてまいります。 

 １点目は、環太平洋連携協定、いわゆるＴＰ

Ｐ関連政策についてでございます。２点目は、

障がい者差別解消法の展望と課題について、３

点目は、マイナンバー制度利用開始と今後の取
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り組みについて、以上でございます。 

 それでは、１点目の環太平洋連携協定、以下、

ＴＰＰと呼ばせていただきます。関連政策につ

いてお伺いをいたします。 

 この質問については、さきの12月定例会の一

般質問でも取り上げさせていただきました。今

回、再び質問をさせていただきます。 

 このＴＰＰについて、12月定例会で市長の答

弁では、平成27年度の補正予算で、このＴＰＰ

対策に係る１つの方向性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る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、議論していかな

ければならない、と答弁されておりましたので、

国で補正予算が明らかになりましたので、内容

についてどのように考え、これに対して、遠野

市としてはどのような対策を実施していくかを

質問してまいります。 

 昨日の小松議員も、このＴＰＰに関しまして

市長の見解を問われておりました。市長の答弁

は、ＴＰＰ交渉には反対の立場をとってきまし

たが、国が大筋合意となり極めて残念であるが、

これを踏まえて、だったらどうすればいいのか

になる。現実的対応としていかなければならな

い、と話されておりました。 

 私も、全く同感でございます。このまま足踏

みをしていても、遠野市の産業である第１次産

業の前進はないと思っております。いかに対策

を講じて前に進むことが、非常に大切であるか、

今後の遠野市の第１次産業の将来を左右すると

言っても、過言ではないのではないかと思うと

ころでございます。 

 そのような中で、去る２月17日、岩手県ＪＡ

グループは、ＴＰＰについて、本県の国会議員

に、県内農業者へのＴＰＰ不安の払拭を求める

要請を県農協中央会の田沼会長が行った旨が、

新聞報道されています。 

 我が遠野市議会でも、12月定例会で請願を行

ったところでございます。特に関税が大幅に下

がる、牛・豚肉の畜産農家は死活問題にもなる

現状であり、交渉の結果や発行後の影響に十分

な説明を求められております。 

 これに対し、政府では、総合的なＴＰＰ関連

対策大綱が明らかになり、農林水産業、農林漁

村の維持発展に貢献している生産者の不安を払

拭し、希望を持って経営できるように、丁寧な

情報提供及び相談体制の整備を掲げ、特に米に

ついては、政府備蓄米の運営を見直し、牛肉や

豚肉については、価格の補填を主とするマルキ

ンの補填率を引き上げると、経営安定と安定供

給のために備えのもとに、各対策を強化してい

るようであります。 

 体質強化を図るべく①といたしまして、次世

代を担う経営感覚にすぐれた担い手の育成。②

といたしまして、国際競争力のあるイノベーシ

ョンの促進。それから③といたしまして、畜

産・酪農収益力強化総合プロジェクトの推進。

④といたしまして、高品質な我が国農林水産物

の輸出と需要、フロンティアの改革など、攻め

の農林水産業の転換として述べられております。 

 このことを裏づける国の平成27年度農林水産

関係の補正予算は、約4,000億円であり、うち

ＴＰＰ関連政策大綱関連の予算は、3,100億円

とのことであります。 

 内容を説明いたしますと、①といたしまして、

米・野菜・果樹の栽培で、高収益を目指す取り

組みへの支援策といたしまして、産地パワーア

ップ事業に約500億円、畜産・酪農の高収益化

に向けた畜産クラスター事業、これは地域の収

益性向上に必要な機械のリース導入、施設整備、

家畜導入の支援等でございますが、に600億円、

担い手を育成するための事業に100億円を計上

し、この３つの予算は、年度が変わっても支出

ができるように基金化されるということでござ

います。 

 また、次世代を担う経営感覚にすぐれた担い

手の育成といたしまして、担い手確保経営強化

支援事業に53億円、担い手経営発展支援金融対

策、スーパーＬ資金ですが、100億円、農業法

人に対する投資、10億円、それから中山間地域
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等における担い手の収益力の向上に10億円など、

国の対策、そして予算化されているということ

でございます。 

 改めまして、この事業に対しまして遠野市は、

どのような取り組みをしていくのかを伺いいた

します。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  菊池巳喜男議員の一般

質問にお答えいたします。 

 一問一答という中における質問であるわけで

ありますけども、大きく分けて３つということ

で、ＴＰＰ問題、さらにはこの障がい者福祉の

問題、マイナンバーの問題と、それぞれ３つに

分けての質問の位置づけであります。 

 まず、このただいま御質問のありましたＴＰ

Ｐ問題で、昨日も小松大成議員の御質問に、私

の考えも申し上げたわけでありますけども、今

の御質問にありましたとおり、基本的には反対

だけども、しかし、やっぱり大筋合意という１

つの国同士の約束事が出た以上、これにどう立

ち向かうかという中における１つの前向きなと

申しますか、現実的なと申しますか、対応せざ

るを得ない。 

 御質問の中にも触れていましたけども、中央

会のほうでも、関係議員等に、国会議員等に、

現実的な対応の中における特に補正予算、ＴＰ

Ｐ対策、3,100億円を超える予算を計上してあ

ると。 

 先般、森山農林水産大臣が遠野に参りまして、

農家の方々と向き合ったときも、あの政府農林

水産予算の関係は、きちんと確保するというこ

とを明言していきました。 

 また、丁寧にＴＰＰ対策に係るいろんな施策

も、丁寧に農家の皆さんに理解できるような形

での努力をしたいという決意を申し上げていき

ましたので、私も、それを聞きながら、この１

つのちょっと抽象的な言い方になりますけども、

丁寧さとわかりやすさと、ただそれだけではな

いと。現実的に財源もきちんと確保するという

中で、このＴＰＰ問題の大筋合意に対する１つ

の現場としての、あるいは市町村としての声も、

きちんと反映をするという中における取り組み

を、やっぱり強めていかなければならないんじ

ゃないのかなと、改めて思ったところでござい

ますので、その認識を申し上げながら、ただい

まの質問の中にありました、この不安払拭のた

めの将来を見据えた１つの対応をどのように行

っていくのかっていう１つの現状と申しますか、

市の取り組み等につきまして、御答弁を申し上

げたいというように思っているところでありま

す。 

 質問の中にありましたとおり、この総合的な

ＴＰＰ関連対策大綱の中で、攻めの農林水産業

への転換、目指すこの具体的な取り組みといた

しまして、平成27年度補正予算におきまして3,

122億円を計上していると。この中身は、徐々

に明らかになってきているところであります。 

 ＴＰＰ関連対策となる事業が新たに予算化さ

れたと、この3,122億円の中で。この流れにお

くれるというよりも、これをきちんと理解をし

ながら、どうすればミスマッチを防いで、マッ

チングした事業展開が、あるいは対策ができる

かということを、言うなれば、事業として取れ

入れるということが、今の当市にとっては、極

めて大事な１つの現状ではないのかなというよ

うに思うわけであります。 

 したがって、この国の補正予算で措置された

事業、これの採択に向けた取り組みを進めなけ

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。 

 これは、12月議会におきましても御質問にあ

りましたとおり、市長が補正予算をわかったな

ら、直ちに対応策、事業化するという中におけ

る答弁をしたよなんていう話をされましたので、

当然でありますけども、今、その作業を行って

いるということになるわけであります。 

 一つは、この意欲のある農業者の経営発展の

推進・促進に必要な農業機械等の導入を支援す

る。これは担い手確保経営強化支援事業、こう

いったようなのが位置づけられております。 

 市内の畜産農家８件、耕種農家の３件の11経
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営体から、１億8,000万の要望はとりまとめた

ところでありますので、これを国に採択の要望

を行っているということが一つであります。 

 この事業は、ちょっとつけ加えますと、機械

購入の最大２分の１補助を受けることができる

事業だと。したがって、なかなか事業化されて

こなかった個人経営者への機械導入に対する補

助事業であることから、国の予算額53億円に対

し、実は東北だけでも66億円の要望が出ている

ということになるわけでございますから、これ

を採択に向けて、最大限努力をしていきたいと

いうように思っているところであります。 

 それから２つ目は、意欲のある農業者等が、

高収益な作物、それから栽培に転換することを

支援する産地パワーアップ事業、これは基金事

業であります。これにつきまして、いうところ

のタフ・ビジョンⅡの中にも、リーディングプ

ロジェクトとして、大規模園芸団地構想といっ

たようなものを掲げているところでありますの

で、これについて、ＪＡが計画している大規模

園芸団地整備事業等について、採択の要望とい

う１つの取り組みも大事ではないのかなという

ように思っております。 

 そのほかに、地域の関係事業者等が連携・結

集し、地域ぐるみで高収益型の畜産を実現する

ための体制づくりを支援する、これも横文字で

ありますけども、畜産クラスター事業といった

ようなものも、これも基金事業として位置づけ

られておりますので、市内の酪農家あるいは岩

中酪といったことが主体となり、採択の要望を

しているということも聞いておりますので、こ

れも行政の立場とすれば、市の立場とすれば、

きちんとフォローしていきたいというようにも

思っているところでございます。 

 いずれの事業も、国で要望額を集計中である

というような、今の状況でありますので、採択

となるのかどうかはこれからだと。それをただ

見守るだけじゃなくして、いうところの産地パ

ワーアップ事業、あるいは畜産クラスター事業、

いずれも、この国の基金事業に位置づけられて

おりますので、単年度で終わる事業ではないと

いうことを踏まえながら、粘り強く採択に向け

て要望活動を展開するという中における取り組

みを、きちんとしてまいりたいというように思

っております。 

 これも繰り返しの答弁になりますけども、意

欲のある農家が、事業を積極的に、この事業を

国の補正、定期的対策に伴う事業をいろいろ示

してきているわけでありますから、これを積極

的に活用すると。それは経営力の強化につなが

るというような環境がつくると、また、つくら

なければならないと。 

 そして、農家の皆さんの声を丁寧に聞きなが

ら、国に対して支援策の場合によっては拡充、

あるいはもう少し要件緩和といったようなこと

も含めながら、やはり現場の声といったものを

声を上げながら、国も、何度も申しますけども、

ＴＰＰで大筋合意だけども、影響を最小限にと

どめるように、懸命な努力をするということを

言っているわけでありますから、それにきちん

とこうしたやっぱり対応をして、フォローをし

てまいりたいというように、改めて思っている

とこでございますので、よろしくお願いいたし

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）  ただいま産地パワー

アップ事業、そして畜産クラスター事業に関し

ましていろいろ要望があって、採択を要望して

いるというお話がございました。 

 単年度で終わることがないもので、基金とい

うことでございますので、粘り強くそれこそや

っていただきたいし、これが不足、日本全体か

ら見れば不足ぎみな予算だとは私も思いますの

で、さらに予算の拡充等々も決めて、お願いを

していただければなと思うところでもございま

す。 

 それで、次に移りますが、農産物の販売強化

を図りつつ、輸出対策も行うべきと考えるがど

うかということで、この件に関しましても、12

月定例会でも質問させていただきましたけども、

国の予算が、さらにこれに関しまして計画され
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ておりますので、さらに踏み込んで質問をさせ

ていただきます。 

 米、そして牛肉、林産物、水産物など重点品

目の全てで、輸出先の国の関税が撤廃される中、

高品質な我が国の農林水産物の一層の輸出拡大

の解消、６次産業化、地産地消による地域の収

益力強化による攻めの農林水産業を推進しよう

と、国では対策を講じております。 

 内訳を説明すると、重点品目の輸出促進対策

といたしまして、①といたしまして、米や牛肉

などの畜産物、青果物、林産物等の品目別対応

対策に85億円、②といたしまして、農畜産物輸

出拡大施設整備費に43億円、③といたしまして、

日本食魅力発信に３億円の約130億円が、地域

の収益力強化として産地と複数年契約を行う外

食業者を対象に、36億円などが予算化されてお

ります。 

 岩手県におかれましても、新聞報道によりま

すと、部局の横断組織として、いわてまるごと

売込み隊の推進本部があるとのことで、平成28

年度では、岩手国体、平泉世界遺産登録５周年、

台湾定期便の実現に向け、売込み隊の独自事業

の展開など、情報発信と利用促進の取り組みを

行い、各部局の調整や支援に加え、民間ＰＲ隊

を活用して、情報発信、海外事業の方向性の検

討などを展開する旨が報道されておりました。 

 遠野市としても、この県の部局の対策に関し

まして、何らかの方向性を供用といいますか、

持っているものか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）  このＴＰＰ対策も含め

てということで、ただいま御質問がありました

とおり、輸出品目としてそれぞれ内容内訳を御

質問の中でありましたけども、重点品目のこの

輸出促進対策費として、総額で約130億円ほど

の予算も組んでいると。 

 それから、この地域の収益力強化として、産

地と複数契約を行う外食産業等を対象に、これ

また36億円ほどなどが予算化されているという

ことが、御質問の中にありました。 

 これも、やはりこの関税撤廃という１つの流

れでありますから、この部分にも、どのように

マッチングした、打って出る対策をとるかとい

うことも、遠野市にとっては大事であるという

ことは十分認識しております。 

 これ、12月定例市議会の場におきましても、

菊池議員の質問に対して、この問題についても、

答弁を申し上げているわけでございますけども、

そのときも、よく私、使っている言葉の中で、

やっぱり身の丈の中で行っていかなきゃならな

いっていう話も、申し上げたわけでありますけ

ども、当市におきましても、さまざま、このい

うところの関係機関と連携しながら、品目ごと

に生産振興という中で、ブランド化に向けた取

り組みを、特に６次産業という切り口の中から、

いろいろ組み立てているという１つの現状にあ

るわけであります。 

 質問にありました、いわてまるごと売込み隊

といった中で、部局横断的なという県の取り組

みがあるぞというお話でありました。その部局

横断的な取り組みとなれば、６次産業推進本部

というものを立ち上げながら、少しでも付加価

値をつけながら販路を開拓して、その販路とい

う中にも、輸出というものを当然見据えながら

って、部分はあるわけでございますけども、な

かなかかすかな手応えを感じながらも、ダイナ

ミックな方向に持っていけないという、もどか

しの中にあるんだけども、ただ、何も抵抗がな

いというわけではないと。 

 確実に前に前にと進むという取り組みは、愚

直にやっているぞという部分は、ひとつ認識し

て、認めていただければということも含めなが

ら対応ができると。 

 この高品質な作物を安定数量、これが輸出の

１つの条件であるということは、これまでも申

し上げてきているとおりであります。実は最近

の動きとして、市内の農場から台湾のほうへ、

この乳製品、チーズを輸出していると。昨年10

月に、チーズを90キロほど輸出したというよう

な事例も出てきております。 

 このときに、私は、その台湾の大手のスー
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パーの社長さんと、ちょっとお会いして懇談し

たときも、結構、台湾っていう１つのマーケッ

トの中で、自治体と連携しているケースも随分

出てきている。 

 安心・安全っていうその消費者のニーズに対

するとなれば、日本のという話があるんですよ

という話も聞きましたんで、その辺もやっぱり

１つの切り口じゃないのかなっていうふうに思

うわけです。 

 ただその中に、例えば、花巻空港を利用しな

がら台湾への直行便というか、チャーターじゃ

ない、定期便の運航というのも、今、やってお

るわけでありますけども、それはそれとしなが

ら、そことどう連携を図るかということも、も

ちろん大事でありますけども、今は、それぞれ、

この先ほど言いましたとおり、高品質で安定的

な数量をという１つのキーワードを考えてみた

場合に、可能性とすれば、市内唯一の造り酒屋

が、今、懸命に頑張っているわけでありますね。 

 私は、この部分も、ある面によっては、輸出

ということを考えれば、この市内唯一の造り酒

屋さんで取り組んでいるもの、日本酒というの

も、１つの輸出のマーケットとすれば、かなり

魅力のあるものとして位置づけられるんじゃな

いのかなという中で、それを支援しようという

民間の動きも、実はこれ、みらい創りカレッジ

の中から出てきた１つのプロジェクトでありま

すけども、それを応援するという企業も出てき

ておりますので、そういったところとうまくコ

ラボすれば、いや、だからコラボレーションす

れば、こういったようなものも打って出る１つ

の取り組みとして、御質問のあったようなこと

に対する１つの答えを見出すことができるんじ

ゃないのかなというふうに、思ったりもしてお

ります。 

 それから、イタリアのサレルノが姉妹都市で、

もう31年っていう時間経過があります。次のス

テージに持っていかなきゃなりません。 

 それから、今、盛んに連携を図ろうとしてお

りますけども、アメリカのチャタヌーガのは、

テネシー州のチャタヌーガとも、うまく連携を

図りたいと。チャタヌーガ市長のほうからも、

何とか友好関係を結びたいという話も来ており

ます。 

 それから、ドイツのヘッセン州のシュタイナ

ウ市というグリム兄弟が育ったところも、佐々

木喜善とのつながりの中で、何とか遠野と連携

を図りたいというような１つの意向もあります

ので、そういった点と点を結ぶものを、このよ

うな輸出といったようなものにどう結びつけて

いくか。 

 単なる友好関係ではない。やっぱりビジネス

に持っていかなきゃならないとなれば、そのよ

うなものも、１つのシナリオとして、今の御質

問に対する答えをそこから見出すこともできる

のかなというふうに思っております。それをつ

け加え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）  既に台湾にチーズを

輸出しているというようなお話が、ただいまご

ざいました。それこそ、花巻空港利用、定期便

を利用しながら、ざらに拡大が、それこそ地酒

等々とともに進めばいいのかなと思うところで

もございます。 

 次に、農地の圃場整備、そして高収入を上げ

るための畑地造成を進めるべきと考えるという

ことで質問をさせていただきます。 

 国では、農地の大区画化や高収益を上げるた

めの水田の畑地造成などの農業農村整備事業と

して、約990億円が充てられることになってい

るということでございます。これは、それぞれ

の産地・担い手が創意工夫を生かして、地域の

強みを生かしたイノベーションを起こすのを支

援することにより、農業の競争力の強化を図る

ことにあるようですが、遠野市としては、どの

ように展開しているのかをお伺いしたいと思い

ます。 

 また、まずそれでは、この辺をちょっとお伺

いします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 
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○市長（本田敏秋君）  このいうところの畑地

造成と申しますか、圃場整備、高収益を上げる

ためということで、どのような状況になってい

るかということでのお尋ねであります。 

 これは、この農地の圃場整備、これは高収

益・高収入を上げるための非常に極めて大事な

基盤整備の一つでありまして、御質問ありまし

たとおり、約、この水田の畑地造成などの農業

農村整備事業として、990億円ほどの予算も充

てられているという御質問の中にありました。 

 それらを踏まえまして、遠野市の状況とこの

取り組みについて、どう進めるべきかというこ

とでの御質問でありますので、ちょっと現状を

申し上げながら、取り組み方針についても申し

上げたいというように思っているとこでありま

す。 

 この平成35年度までに、担い手の農地集積率

80％を目標としながら、この地域の担い手の農

地の集積・あるいは集約化を進めるため、農地

中間管理事業を創設したということは御案内の

とおりであります。 

 圃場整備事業は、これも私からあえて申し上

げるまでもなく、議員も御案内のとおりであり

ますけども、この地域の話し合いによって担い

手を選出・育成して農地を集積し、地域の余剰

労力で畦畔やのり面等の除草を地域ぐるみで行

うなどの取り組みが、圃場整備を行う上で重要

とされているということでありまして、その上

で、当該農地の農地集積率80％を超えることが、

国庫補助を受ける上での重要な要件になってい

るという、そのような仕組みとしてあるわけで

あります。 

 圃場事業に関しての補正予算、御質問にあっ

た990億円、国では、既に事業着手する地域の

配分を優先するため、当市は該当しなかったと

いう１つの状況であります。 

 現在、市内では、１地区、どこだと、附馬牛

の荒屋地区、32.3ヘクタール、これが圃場整備

事業の採択を受け、平成29年度から事業着手の

予定であるということであります。 

 前段に申し上げました、この国の事業着手と

いうものについては、もう既に着手していると

ころということが優先だということでありまし

て、29年度には、附馬牛の荒屋地区が、その採

択に持っていけるんじゃないのかなと。 

 そして、またもう一つ、いろいろこれも検討

してもらっておりますけども、新たに地域の要

望として、市内のほうから４地区が、地域で話

し合いで、何とかこの圃場整備を行いたいとい

うのは４地区、名乗りを上げているということ

でありますので、この辺をどのように。 

 言うなれば、先ほども申し上げましたような

高収益を上げるための、いわゆる水田・畑作と

いったようなものの中における集積をどのよう

に持っていくかということについては、この４

つの地域も、これもきちんと具体的にフォロー

をしながら、地域と密接な連携のもとに、言う

なれば、足腰の強い農業基盤ということになれ

ば、これもまた進めていかなきゃならない１つ

のプロジェクトではないのかなというように、

認識もいたしております。 

 それから、この高収益を上げるためのと言う

なれば、先ほどの答弁でも申し上げましたけど

も、タフ・ビジョンⅡの中で、リーディングプ

ロジェクトとして位置づけておりますＪＡ花巻

が進める大規模園芸団地構想、これも非常に大

きな事業で、これとうまくこのＴＰＰ関連予算

の産地パワーアップ事業といったような補助事

業を活用するというのも、その位置づけとして

は、すごく大事じゃないのかなというように思

っておりますので、こういった点も連携を密に

しながら、このような財源をどのように有効に

遠野に持ち込むのか。 

 それをしっかりと受けとめながら、いうとこ

ろのＴＰＰ対策に対する１つの遠野としての足

腰の強い農業をその中に見出すという取り組み

を、計画にも打ち立てたわけでありますから、

これを着実に進めるという強い姿勢でもって、

関係機関の皆様との協議を進めてまいりたいと

いうふうに考えているとこであります。 

○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〕 
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○８番（菊池巳喜男君）  今の答弁の中に、平

成35年までに担い手の集積を80％進めるという

ような形で、圃場整備等々も29年度から、附馬

牛荒屋地区で事業が着手するという予定のよう

でございます。そのほかにも、４地区、名乗り

を上げているということでございますので、で

きれば、４地区全部ができれば幸いということ

にも、つながるかと思います。 

 また、大規模園芸、何とか連携を密にしなが

ら、ぜひ進めて、足腰の強い農業をやっていた

だきたいなと思っております。 

 それでは、大項目の２点目に入らせていただ

きます。 

 障がい者の差別解消法の展望と課題について

ということで、この障がい者の関係に関しまし

ては、昨日も小林議員のほうから質問がござい

ましたので、重複する点もありますが、御理解

をいただきたく質問をさせていただきます。 

 法律で定める障がい者というのは、言うまで

もなく身体障害、知的障害、精神障害、その他

の心身の機能の障害があるもののうち、18歳以

上の方を法律で定める障がい者と言っておると

いうことのようでございます。 

 遠野市では、障害者手帳の所持者の方々は、

平成27年12月末で身体障害者手帳が1,463名、

療育手帳が258名、精神障害者保健福祉手帳が1

71名ということで、合計が約1,900名となって

いるということでございます。 

 その中で、国では、この４月１日から、障害

を理由とする差別の解消の推進に関する法律、

略して障害者差別解消法がスタートするという

ことでございます。この法律は、差別禁止の３

つのポイントがあるということで、①に、障が

い者に対して行政機関、民間事業者は、不当な

差別的取り扱いを禁止する。②といたしまして

は、合理的配慮を求める。③といたしましては、

政府は差別解消を図るため、啓発活動の実施と

差別解消に関する情報収集を行うとなっており

ます。 

 この４月から同時に障害者雇用促進法も改正

され、我が国の人権分野、障害者政策は、新た

な局面に入ることになります。このことにつき

まして、遠野市では、どのように取り組もうと

しているのか、考えをお伺い、最初にいたしま

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）  障がい者の差別解消法

とそれに伴う改正障害者雇用促進法の施行改正

法、遠野市はどのようにという中における御質

問でありました。 

 御質問の中にありましたとおり、この障がい

者という１つの定義の中に、知的、あるいは身

体的、身体障害、あるいは知的障害、精神障害

という分野の中に、数が示されておりましたけ

ども、手帳保持者あるいは療育手帳といったも

のを含めると、約1,900名近くなるというお話

であります。これは、非常に大事な、そしてま

た重要な数字であるわけであります。この方々

に、きちんとしたきめ細かい配慮をしながら、

いうとこの差別があってはならない。 

 この差別という１つの言葉は、私はなるべく

言葉使いたくないわけでありますけども、いう

とこの障害があるという理由だけで、不当な差

別的な取り扱いを受けたり、障害の状態に応じ

て合理的配慮をしないといったようなことを指

しているということは、今の御質問の中にも述

べられておりました。 

 例えば、車椅子だからといってお店には入っ

ちゃならないよということはしちゃ、これはだ

め、差別だということになる。それからまた、

視覚障害というある方に、例えば書類を渡すだ

けではだめだ。やっぱりちゃんと視覚障害とい

うことになれば、ちゃんと読み上げて、こうい

う書類ですよということを合理的な１つの配慮

ということになれば、この読み上げるなどの必

要な配慮を行わないといっても、これも、ただ

渡せば、それは差別になるよって、言うなれば、

考えてみれば当たり前なことなわけであります

けども。 

 それがこの差別解消法という中で位置づけら

れていることでありますから、日ごろ、行政と
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いったものに携わる市民の皆さんへのサービス

ということを携わる市としても、これをきちん

と真正面から受けとめた対応はしていかなきゃ

ならない。 

 不当な差別的取り扱い、どんな、どの職種で

も禁止されているが、合理的配慮については、

国の行政機関、地方公共団体等に法的義務を課

している一方、民間事業者についても、このい

うところの努力義務として、その部分を位置づ

けたということになるわけでありますから、行

政も、しっかりとしたこの法の趣旨を受けた、

きめ細かい対応が求められてくるということに

なるわけでございまして。 

 この対応要領を今、定めておりまして、この

４月から施行するということにしておりまして、

職員に周知の上、差別がないといったような取

り組みをきちんと強めていきたいということで、

今、その対応要領を定めて、４月から実施する

ことといたしております。 

 それから、この合理的配慮の中で民間事業者、

努力義務となっていますけども、社会全体の制

度と浸透させることが重要でありますので、こ

れも遠野市としても、１つの課題と受けとめな

がら、やっぱり関係機関と連携しながら、この

法の趣旨をきちんと周知させるという努力も、

一方では、していかなきゃならないかというふ

うに思っております。 

 また一方、この改正障害者雇用促進法、これ

につきましては、雇用分野における障がい者に

対する差別の禁止が、障がい者が職場で働くに

当たっての支障を改善するための措置、合理的

配慮を提供義務と定めていることから、この解

消法とあわせながら、法の趣旨をやっぱり市民

の皆様、あるいはこの事業者の皆様に理解をい

ただくための広報啓発活動を、進めていかなけ

ればならないかというように思っているとこで

ございますので。 

 これは非常に法律ができたからじゃなくて、

考えてみれば、当たり前のことっていう部分が

根底にあって、その法の趣旨を受けながら、そ

の当たり前のことをきちんとやるということが、

大事じゃないかなというように認識しておりま

すので、そのような方向で、市としても、この

法律を受けながら、さらにこのような趣旨を徹

底させるという中における取り組みを強めてま

いりたいというふうに、改めて思っているとこ

でございますので、よろしくお願いいたします。 

○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、法の趣旨

にのっとりながら、不当な差別がないよう対応

要領を定めていくというような発言、答弁もご

ざいました。ぜひ対応をきちんとやっていただ

きたいと思っております。 

 その中で、障害者総合支援法という形で、障

害福祉サービスや地域生活支援事業がございま

す。障害福祉サービスを利用できる、このよう

なシステムとなっているわけでございます。 

 このことは、遠野市の総合基本構想の第２の

健やかに人が輝くまちづくりの中でも、取り組

まれていることでございます。遠野市では、健

康福祉の里が中心となりまして、市内の社会福

祉法人である、むつみ会とか、ともり会等々を

組み立てているところでございますが、特に障

害福祉サービスでは、訪問系、日中活動系、居

住系の３つのサービスに分かれているようでご

ざいます。 

 中でも、日中活動系サービスでの各種就労支

援での今回の法律施行に関して、改善点など取

り組みはどうなっているのかをお聞きいたしま

す。雇用されている人数等、新たに雇用される

場合の手続等を踏まえてお伺いをしたいと思い

ます。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この障がい者の皆様に

対する福祉の現状といったものについてのお尋

ねであります。障害者福祉支援法による障害福

祉サービス、この中で御質問にありましたとお

り、訪問系、それから日中活動系、居住系とい

う３つのサービスに分かれているという、御質

問の中に触れられてありました。 
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 こういった部分につきまして、当市の状況は

という中でちょっと申し上げますけども、日中

活動系の就労サービス、障がい者の方に就労の

機会を提供する。で、生活活動、その他の機会

の提供を通じて、知識及び能力の向上にため必

要な訓練を行うという中で、この部分は、雇用

契約を結び利用するＡ型という１つの分類と、

それから雇用契約を結ばないで利用するＢ型と

いうものが、２つに分類されるということであ

ります。 

 この市内の就労継続支援事業所は、Ａ型が２

事業所、それからＢ型は３事業所という位置づ

けになっておりまして、28年１月現在でありま

すけども、遠野市内の障がい者のＡ型利用者は、

市内の施設が約24人、市外の施設が３人、計27

人が利用しておると。それから、Ｂ型利用者は、

市内の施設でもって78人、市外の施設で11人、

計89人という１つの現状になっているところで

あります。 

 この数字が、障がい者の皆様の働き先という

部分においては、この障害の程度に応じた多様

な働き先が必要であるということになるわけで

ございますので、この部分で、このＡ型、Ｂ型

の今のこの27人や89人といった数字でもって

云々じゃなくして、新たな事業所開設への期待

も、やっぱりその背景にはあるっていうことも、

行政のほうとしても、きちんと認識しなければ

ならないんじゃないのかなというように思って

いるとこでありまして、この就労継続支援事業

所を開設するという中で、この人員や設備など、

県の事業者認定を受けるための基準をクリアす

ることが必要となりますので、市としても、こ

の指定に向けたできるだけの支援を行うという

ことも、ひとつ心して対応していきたいという

ように思っております。 

 また、この雇用促進法の中では、50人以上の

一般企業の法定雇用率を２％と定めているとこ

ろでございますので、商工会やハローワークや、

あるいはこの関連機関と連携しながら、一般企

業のこの法定雇用率達成に向けた取り組みなど

も、１つの大事な取り組みの一つじゃないのか

なと、非常に今、認識しているとこであります。 

 これにつきましては、きのう、小林立栄議員

の一般質問でも答弁しているところであります

けども、この障がい者に対する制度は、間違い

なく近年次々と、改正あるいは制定が行われて

いるという状況にありますので、これからも、

きのうの答弁と繰り返しになりますけども、遠

野市地域自立支援協議会、その中で専門部会も

設けながらという答弁を申し上げておりますけ

ども、こういった活動をより密接に、内容のあ

るものに持っていくというのも、この法律、あ

るいは法改正といったものに対する１つの遠野

市としての答えであり、また、1,900名近い手

帳を保持する方々に対する１つの答えとしての

環境整備になるんではないのかなというふうに、

考えているとこでございますので、今後ともよ

ろしく御指導・御教授方いただければというこ

とを申し上げまして、答弁とさせていただきま

す。 

○議長（新田勝見君）  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）  密接にしながら、そ

れこそやっていくということでございますが、

きのうも、小松議員も同様な質問をされており

ました。通常の事業所で雇用されることが困難

な障がい者につきまして、就労の機会を提供す

るとともに、障害活動、その他の活動の機会の

提供を通じて、知識能力の向上に必要な訓練を

行う事業だということで、就労継続支援事業が

あるということで理解しております。 

 その中で、いろいろ事業所の数とか就労者の

数が示されましたけども、昨日も言われたとお

り、農業関連等々も、先ほどのＴＰＰではあり

ませんけども、第１次産業を含めながら、やは

り職場の機会を与えることも必要ではないのか

なと思われるところでございますので、まだま

だ、そういう働く場所が少ないということに関

しまして、いろいろな先ほど市長が対策を講じ

ておられましたので、私からも、その辺を切に

お願いするところでございます。 

 その辺を再度になりますけども、熱意という
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んですか、これからの取り組みを何か具体的な

ことがありましたら、お聞きしたいと思います。

（「再度、決意表明」と呼ぶ者あり） 

○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、やっぱり障がい者の皆様の身体障害、

あるいは知的障害、精神障害、そういう中にお

ける、繰り返しになりますけども、きめ細かい

差別のようなものがあってはならないって。こ

の部分における配慮、例えばこれも、抽象的な

言葉になりますけども、思いやりと優しさとい

うのも、そのあたりきちんと具現化していくと

いう取り組みが、この法律の趣旨にあるんだと。 

 都市化という、あるいは価値観のあれってい

うのは、よく聞きますけども、都会では考えら

れないような事件、事案が起きているというこ

とも考えれば、遠野とすれば、これをきちんと

守る。そしてまた、そういう意識を持つという

のも、まさに地域づくりの一つではないのかな

という認識の中で、関係機関と十分な連携を図

ってまいりたいというように、改めてそのこと

を申し上げて答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  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）  それでは、大項目、

最後になりますが、マイナンバー制度利用開始

と今後の取り組みについてをお伺いいたします。 

 最初に、マイナンバー、個人番号でございま

すが、国民一人ひとりが持つ12桁の番号の御存

じのとおりのことでございます。 

 マイナンバー制度に関しましては、行政の効

率化、国民の利便性の向上、公平・公正な社会

の実現というメリットがあるということでござ

います。 

 最初に、行政の効率化とは、行政や地方公共

団体などで、さまざまな情報の照合・転記・入

力などに要している時間・労力が大幅に削減で

き、複数の業務の間での連携が進み、作業の重

複などの無駄が削減されるということの内容な

ようでございます。 

 それから、②の国民の利便性の向上とは、添

付書類の削減、行政手続が簡素化、国民の負担

がそれによって軽減されるということなようで、

行政機関が持っている自分の情報を確認したり、

行政機関から、さまざまなサービスのお知らせ

を受けることができるということなようです。 

 それから、公平・公正な社会の実現に関しま

しては、所得や他の行政サービスの受給状況を

把握しやすくなるため、負担を不当に免れるこ

とや、給付を不正に受けることを防止するとと

もに、本当に困っている人に、きめ細かな支援

を行うことができるということのようでござい

ます。 

 この３つのメリットがあるということなよう

でございます。 

 マイナンバーが必要になるのは社会保障、社

会保障の中には、年金の取得や給付、医療保険

の給付請求、生活保護、雇用保険の資格取得な

ど、それから税では確定申告などに記載、それ

から災害対策も行政手続で必要になります。し

たがって、法令で定めている手続のために、行

政機関や勤務先などへ、マイナンバーの告知が

必要となります。 

 来年、平成29年１月から、個人ごとのポータ

ルサイト、マイナーポータルということで、個

人情報のやりとりの記録が確認できるようにな

るということでございます。これは、自分の個

人情報をいつ、誰が、なぜ提供したのか確認が

でき、自分の個人情報の内容も確認ができると

いうことなようでございます。 

 行政機関から一人ひとりに合った行政サービ

スなどのお知らせ、例えば予防接種や年金給付、

介護等に関する自治体からのお知らせを受け取

れることができるようにもなります。 

 問題点は、パソコンなどのそれぞれ各自の操

作が必要になるということから、高齢者等への

対応は課題となるのではないでしょうかという

ことでございます。 

 一方、このマイナンバーにはリスクもあると

いうことで、他人のマイナンバーを不正に入手

したり、他人のマイナンバーを取り扱う者が、
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マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情

報ファイルを不当に提出すると、これは処罰の

対象になるということでございます。 

 個人ごとのポータルサイトでは、個人情報の

やりとりの記録が確認できることから、これら

のリスクの対策の一つとして有効な手段となる

ということでございます。 

 遠野市では、この２月18日から、マイナン

バーカードの交付が市民課で行われておりまし

た。私も、ちょっと市に伺った際には、その現

状を見てまいりました。このように、このマイ

ナンバーカードに始まるわけですが、影響とい

うのはあるものか、まず市長にお伺いいたしま

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）  マイナンバー制度とい

うことで、大きな国の１つの施策として、我々

市町村のほうにもこの制度が導入をされ、今、

御質問の中にありましたとおり、このマイナン

バー制度、行政の効率化といったような１つの

切り口、さらには、国民の利便性の向上といっ

たような１つの位置づけ、さらには公平・公正

な社会の実現といったような１つのキーワード

の中から、マイナンバー制度が導入されたと。 

 いろいろ御質問の中に、それぞれの位置づけ

についての内容が述べられておりましたけども、

全くそのとおりでありまして、本市においては、

昨年11月から通知カードを市内全世帯に送付開

始いたしまして、ほぼ全て送達を完了したいと

いう状況にあります。 

 通知カードの送付通数は１万955通で、送付

済み枚数、２月９日現在で１万829通というそ

のような状況にありまして、ほぼ完了したとい

う認識で今、いるところであります。 

 この１月から、社会保障・税・災害対策の３

分野の手続処理においては、マイナンバーの記

載が始まったということであります。 

 また、この18日からは、市民課窓口におきま

して、申請者に対してマイナンバーカードの交

付を開始しておりまして、１日に約40枚をめど

に交付事務を行っておりまして、これまで大き

な混乱もなく進められているということであり

ます。 

 この29年７月、この７月からでありますけど

も、国の情報提供ネットワークシステムを活用

した情報連携が開始されることによりまして、

このマイナンバーで、行政機関で地方公共団体

が保有する情報が、いうところのひもづけされ

るということから、これを受け、既存システム

の改修、さらにはネットワーク環境の整備など

について、計画的に整備を進めなければならな

いかというように承知しているところでありま

す。 

 それから、この質問の中にありましたとおり、

市民生活の影響ということで、本格的に導入さ

れていくところでありますが、市民が社会保障

の申請手続を行う場合、市役所、税務課、社会

保険事務所など複数の機関を回って、各種証明

書等の添付書類を入手し、手続を行う場合が生

じてきているという中で、この制度の全面的な

導入によりまして情報連携が始まると、各機関

の間での情報のやりとりが行われるようになる

と。これも、当たり前と言われれば当たり前な

ことであります、なると。 

 したがって、この各種、このような申請手続

におきまして、課税証明書などの添付書類が削

減されると、市民の皆様の手続が簡便になり、

負担が軽減されるということにもつながるんじ

ゃないのかなというように思っております。 

 また、行政機関等において所得などの情報が

正確に把握できるようになるため、マイナー

ポータルなどを活用しながら、行政側から市民

一人ひとりに適合した給付などの行政サービス

をお知らせし、真にサービスを必要とする適切

な支援も、提供することが可能となるというよ

うな１つのものが、マイナーポータル、これは

自宅のパソコンやスマートフォン等から、各機

関での間での情報のやりとりが、いうところの

そのやりとりの履歴を確認できるといったよう

なことが、可能になってくるという個人サイト

の問題でありますけども、このような問題が、
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問題というか、このようなこともできるという

ことになるわけでありますから、そういったこ

ともよく踏まえながら対応していかなきゃなら

ない。 

 それから、御心配にありました、これ、御質

問にありましたセキュリティー、これも言うな

れば大事でありまして、情報セキュリティーポ

リシーの抜本的な見直しを行いながら、組織体

制を再構築するとし、全職員が、ちゃんとセキ

ュリティー研修をもう既に受講もしているとい

う中で、そのような体制もあわせてとらせてい

いただいているということであります。 

 また、このシステム全体の強靭性向上のため

に、接続端末利用者の生体確認、生体認証、あ

るいはマルウェア、これは悪質な不正ソフトを

やっていたような対策、あるいは情報アクセス

制限などの対策も講じているということであり

ますので、庁内ネットワークのインターネット

を接続分離することで、インターネットへの情

報流出、これも避けなければなりません。この

ような形でのリスクの低減といったようなのも

あわせて、調査、慎重にかつきちんと対応しな

ければ、いろんな面で御指摘のありましたリス

クといったものも、その中で情報漏えい、さら

にはセキュリティがきちっとしてないので、さ

まざまな情報が輻輳してしまうということにな

ってしまったんでは、せっかくの制度が生かせ

なくなりますので、このセキュリティといった

部分と、それからもう一方においては、なおか

つ意識の啓発、特にそれを従事する市職員の意

識の啓発といったものにも、さらなる努力をし

てまいりたいというように考えてるところであ

ります。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後２時02分 休憩   

────────────────── 

   午後２時12分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 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）  先ほど市長の答弁で、

通知カードがほぼ送付が完了いたしたというこ

とで、18日からマイナンバーカードの交付も始

まって、余り、余りというよりも、混乱もなく

推移してるということで安心をいたしました。 

 あと、時間もないようですので、２点ほど質

問を続けさせていただきます。 

 （２）といたしまして、現在、地球規模で見

ますと諸外国でもマイナンバー制度と類似した

制度が持つところが多いということのようでご

ざいますが、使い道は国によって大きく異なる

ということで、ドイツでは11桁、税務のみ使用

していると。利用範囲は狭い。一方、北欧のス

ウェーデン、デンマーク、ノルウェーなどでは、

税務や社会保険、選挙、教育、統計の作成にも

利用してるんだと。アメリカやカナダでは９桁

のカードで、社会保障番号を税務と社会保障、

年金等に用いているということで、イギリスも

ほぼ同じだということでございます。アジアで

も、韓国、シンガポール、タイ、中国でも、桁

数は違うが存在をしてるということでございま

す。 

 このように、諸外国では日本より歴史がある

ということで進んでいるということのようです

が、我が国はこれからということで、おくれを

とってるという表現は適正だかどうかわかりま

せんが、先進国でも成り済まし犯罪があるとい

うことのようでございます。このことを参考に

しつつ、安全面に大きなウエイトを置いて制度

を考案しているということでございますけども、

ちょっと質問が大きくなって恐縮ですが、諸外

国との実情を日本と比較するとどう捉えるか、

市長の見解をお伺いします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  このマイナンバー制度

に対する取り組み、国の動きに対応し、基礎自

治体としての遠野市の対応等についても、今ま

で一問一答の中で申し述べてまいりました。そ

の中で、今、諸外国の現状といったものをどの

ように見てるのかというような中にお尋ねであ
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ったというように承知いたしました。 

 この国の調査研究などを見ますと、諸外国、

これは今質問の中でいろいろ国の名前が上げら

れて述べられておりましたけども、こういった

諸外国の動きから見ると、当市が我が国の対応

は後発の分類に入るんじゃないのかなというよ

うな、そのような、国ではそのようなことも言

ってるわけでありまして、この共通番号制度、

一般的に国民の利便性向上を追求するとする相

乗的な情報管理リスク、財政負担も伴うってこ

とから、それぞれの国において、これもこうい

ったものについてはやはり当然だと思いますけ

ども、一つの歴史的なあるいは文化的な背景、

さらには行政の情報管理に対する国民意識など

に応じた制度設計がされておるというのが、こ

れは各国においても、諸外国においても、その

ような違いの中にあるということは当然だとい

うように思っておりまして、特に、そういった

歴史的あるいは文化的背景、行政の情報管理に

対する認識、意識などを踏まえれば、利用可能

範囲は各国で大きく異なるということになるの

は、これも当然のことではないかなというよう

に思っております。ドイツでは税務分野のみで

利用してる。しかし、一方、スウェーデンでは、

年金、医療、税務のほか幅広い行政分野で利用

可能な仕組みになっているということも聞いて

おりますので、そのような違いがあると。した

がって、諸外国の導入状況を考慮して、一番最

初に話ありましたとおり、行政のサービスの利

便性向上、それから行政事務の効率化、そして

さらには情報セキュリティやプライバシーの保

護といったものを確保するという観点の中で検

討が進められて今般の導入になったわけであり

ますから、そのことをきちんと踏まえた、それ

こそ慎重な運用といったものが求められるので

はないのかなというように思っておりまして、

その際には、今申し上げましたような諸外国の

事例なども十分参考にしながらということにな

ってくるんではないのかなというように、その

ように承知いたしております。 

○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）  それでは、そういう

ことで最後の質問に入りますが、マイナンバー

カードの普及とコンビニでの活用策についてと

いうことで質問をさせていただきます。 

 マイナンバーカード、今後、自治体のソリ

ューションに活用することを考えないでしょう

かということで、活用すればするほど市民の利

便性を向上させ、行政のコストを削減すること

ができるのではないかということを考えます。

その一段として、コンビニ交付サービスを提案

したいと考えます。コンビニは、この４月から

税金等々の納付が可能になるということを聞い

ておりますけども、さらに、このマイナンバー

カードを使うことによりまして、いろいろな住

民票とか、そういうものもコンビニで、それぞ

れ取れるというようなシステムのようでござい

ます。このコンビニ交付サービスの導入という

ことは標準的な団体の実績平均で2,100万がか

かるというようなことのようでございますが、

その導入コストが計算基礎はわかりませんけど

も、全国で見ますと、今年３月末までの全国の

コンビニ交付サービス自治体は185自治体に上

って、対象人口は日本全体の、日本の人口の4,

125万人が利用になるということで、岩手県内

では現在奥州市でコンビニ交付がサービスにな

ってるということのようでございますけども、

このコンビニの設置が当面難しいという判断の

場合は、今度市役所が新しくなるわけでござい

ますけども、コンビニ設置するマルチコピー機

をリースしながら、住民がマイナンバーカード

を使いながら、そういう住民票等々を取れるシ

ステムもあると聞いておりますが、その辺の情

報等、もしありましたら、聞きながら、今後、

そういうサービスを……。 

○議長（新田勝見君）  質問者、時間になりま

したので、終了してください。あとは通告のと

おり答弁していただきたいと思います。 

 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  持ち時間をフルに使っ
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ての御質問という中で、答弁がなかなか要領を

得なかったんではないのかなと思いながらも、

最後の質問にお答え申し上げますけども、この

マイナンバーの普及なり、コンビニでの利用と

いうことで、いろいろ、この中で質問の中で事

例が出されておりました。利用すればするほど、

市民の利便性向上させる。行政コストを削減で

きるんではないんだろうかと。その中の一環と

して、コンビニ交付などもという中に一つ位置

づけられて、そういった全国のコンビニ交付

サービスの自治体は185自治体にも上っている

よと。対象人口は何と4,125万人という、その

ような数字も今述べられたところであります。

このようなことは、私もこの流れの中にあって

は、このような利活用という部分で、普及と活

用するという中における取り組みはすごく大事

なことではないかなと思っておりまして、実は

昨年のちょうど１年前２月に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ま

した。岩手県立大学の柴田副学長を委員長とす

る、庁内の若手職員も入り、そこに東北総合通

信局も加わっての研究会だったわけであります

けども、この研究会の中でも、社会のプラット

ホームとして、安全に広く浸透し、多くの行政

サービスや生活管理のサービス等に活用され、

各種手続だけではなく、さまざまな分野で利便

性が大きく向上し、便利になるという将来ビジ

ョンがこの研究会の報告書として、まとまって

提示されたところであります。これはすごく大

事。これだけ議論をしてきたということであり

ますから、それを踏まえれば、この中で、この

ような一つの報告書の中には、マイナンバー

カードを活用した基礎証明の、各種証明のコン

ビニ交付が全国的に増加傾向であることがあり、

これは今御質問にあったとおりでありますね、

があることがあり、キオスク端末、施設内など

に設置され、液晶モニターとタッチパネルなど

により、さまざまなサービスを提供する情報端

末のことを言うわけでありますけども、こうい

ったのを各地区センター内に設置しながら、諸

証明発行を行うことや優先順位を定めた段階的

な利活用の可能性について、引き続きしっかり

と検討しろというような報告書のまとめ、報告

書になっておりますから、今いただきました御

質問の内容を踏まえながら、この報告書に盛り

込まれた、将来にこの制度をどのように利活用

していくのかといったようなことを、それこそ

予算との関係もありますけども、これからの地

域の活性化と生き残りのためには連携と交流が

キーワードだ。であれば、情報通信というイン

フラも、ＩＣＴというインフラも欠かせないイ

ンフラ。しかし、一方においては、フェイス

ツーフェイスという中における地域密着型の連

携交流も極めて大事だと。ここをどのように兼

ね合いをとっていくかといっても、フェイス

ツーフェイスの関係を、マンパワーを配置する

というのは人的にかなり厳しくなってきてます

から、それを補うものとして、今御質問あった

ような部分をもっともっときめ細かくネット

ワークとして構築していくということが求めら

れてるんではないのかなと思っておりますから、

御提案の趣旨に沿った対応を一つ一つ検討しな

がら、具体的に図っていくという方向で進めて

まいりたいというように考えているところであ

ります。（「終わります」と呼ぶ者あり） 

○議長（新田勝見君）  次に、進みます。 

 11番菊池充君。 

   〔11番菊池充君登壇〕 

○11番（菊池充君）  遠野一新会所属の菊池充

であります。 

 まず、質問に先立ちまして、きょうは３月１

日であります。11日がまいりますと、あの東日

本大震災から５年目を迎えます。改めて、亡く

なられた方々やいまだ方向不明の方々に対して、

御冥福をお祈りいたしますとともに、５年が経

過しようとしてる今も仮設住宅等で不便な生活

を余儀なくされている被災者の方々に対して衷

心よりお見舞いを申し上げますとともに、１日

も早い復興を願うものであります。 

 それでは、通告に従いまして、市長に対して、

大項目１点、農業委員会会長に対して、大項目

１点を一問一答方式にて、質問してまいります。 
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 まず、市長に対して、景観資源の保全と再生

可能エネルギーの活用対策についてお伺いいた

します。 

 市が平成26年11月に新エネルギービジョンを

策定しております。この中で、エネルギー資源

として、太陽光、太陽熱、木質バイオマス、バ

イオガス、小水力、風力、水素燃料、温度差エ

ネルギー、雪氷エネルギーの９つについて、導

入の支援や可能性について検討しておりますが、

市として、具体的に取り組む可能なエネルギー

の資源とは、この中のどのようなエネルギーを

想定してるのか、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）  菊池充議員の一般質問

にお答えいたします。 

 一問一答という方式の中における御質問であ

りまして、私のほうには、景観資源との保全と

再生可能エネルギーの活用対策についてという

ことで、第１問目といたしましては、この部分

をどのように認識し、また具体的にどのように

進めようとしているのかということでの御質問

でありました。 

 いろいろ、今、御質問の中で、それぞれ再生

可能エネルギーの分野につきまして、太陽光も

ある、あるいは太陽熱もある、あるいは木質も

ある、さらにはバイオガスもあるし、小水力も

あるというような、再生可能エネルギーはいろ

んな分野。それを昨年、昨年というよりも一昨

年になりますが、平成26年11月に遠野市新エネ

ルギービジョンという中で、この具体的な導入

施策として、10分野のエネルギー、10のエネル

ギーという位置づけをしたわけでありますけど

も、それを一つの再生可能エネルギーとしての

位置づけをし、これをビジョンの策定と同時に、

これは県内で初となる一つの取り組みであった

わけでありますけど、景観と再生可能エネル

ギーの調和に関する条例という中で、議会の同

意もいただきまして、条例を制定したという、

そのような一つの経過があるわけであります。

これは、やはり、遠野市の将来像である永遠の

日本のふるさととして、豊かな景観資源の保全

と継承を重視しながら、実現性の考え方に基づ

いて、実現性や重要性が高く、さらに波及効果

が期待される取り組みを具体的にリーディング

プロジェクトと位置づけながら、エネルギー施

策による地域の活性化を実現したいというよう

な位置づけの中における取り組みであったとい

うことでございますので、これが基本となると

いうことを申し上げて答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  11番菊池充君。 

   〔11番菊池充君登壇〕 

○11番（菊池充君）  今の県内初の取り組み、

条例の制定というお話もございました。先ほど

話した、９つ、10のエネルギー資源であります

けれども、その資源があるからといっても、可

能性がある資源だからといっても、重点的な資

源を活用するという部分を明確に市民に示して

いく必要があるのではないだろうかと。可能性

はこのくらいあるわけでございますけれども、

じゃあ、どういう部分をどのような形で進めて

いくのかというのは、具体的に私は見えないと

いうような感じしてるんですけども、その点に

ついてお聞きしたいんですが。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この再生可能エネル

ギーも含めまして、このエネルギービジョンと

いったようなものを定めながら、このエネル

ギー産業による好循環、また社会の構築を目指

すと。好循環型、好ましく循環する社会であり

ますね。このような推進体制として、市民、そ

れから事業者、行政の役割をそれぞれ定義をし

たということでありまして、市民の皆様には再

生可能エネルギーや省エネルギーに関心を持っ

てもらいたい。そのためには、自分にできるこ

とはという一つの範囲で取り組むということの

一つ一つの積み重ねも大事だという中で市民周

知を図ると。さらには、事業者の皆様には、再

生可能エネルギーなり、省エネルギー化の取り

組み。省エネルギーっていうのは省く省のほう

の省ですね。それを取り組むという中における
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環境保護への貢献策やコスト削減策としてのい

ろんな検討していただくという中で、これらな

ども考えようによってはビジネスチャンスとし

て捉えながら新たな行動を起こしてもらいたい

と。さらには、行政は災害時の対策を兼ねた各

施策への積極的な導入のほか、各施策の積極的

な導入というのは再生可能エネルギーですね、

これを導入するほか、地域の取り組みを支援し、

その効果を最大限に引き出すことが重要である

んではないかというような認識の中で、いろん

な取り組みを進めているということでありまし

て、28年度の取り組みといたしましても、さま

ざまな再生可能エネルギーに係る取り組みも、

促進する取り組みも、スマートエコライフ推進

事業として位置づけて、予算化も図っていると

いうことでありますので、また、いろんな周知

という分においては、さまざまな地域懇談会な

り、市長と語ろう会なり、説明会の場におきま

しても、市民の皆様にそういった再生可能エネ

ルギーといったものに積極的に取り組もうとい

う中における周知活動もあわせて実施してると

いうことを申し上げて、答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  11番菊池充君。 

   〔11番菊池充君登壇〕 

○11番（菊池充君）  昨年の４月ですか、市民

と議会との懇談会の中から、来内川に小水力発

電施設を整備してはというような意見も出され

てございます。来内川に限定せず、有効な資源

である水を利用するというふうについては、こ

れは長野県なんかは大々的にやってるわけでご

ざいますけれども、そういう部分の可能性の調

査等については、今後どのような考え方で進も

うとしてるのか、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）  水力発電の可能性と、

これは先ほど申し上げました、いろんな分野か

ら取り組もうという一つの対応を進めているわ

けでありますけども、この小水力、これは水力

発電は小水力と位置づけでよろしいかと思いま

す。そういった中における一つの取り組み。こ

の再生可能エネルギーにつきましては、特に小

水力発電、今御質問あった水力発電などは24時

間対応が発電可能な安定した電源ということに

位置づけられるわけでありますから、可能であ

れば、導入を検討したい一つの分野、切り口で

はないかなっていうように思っております。 

 ただ、一方では、発電設備を製造する国内の

メーカーが限られてるということも聞いており

ます。それから、この分野においては、まだ、

私、これは少しはっきりしないんじゃないのか

なと。もう少し国のエネルギー政策がこの再生

可能エネルギーといった問題に対して、どのよ

うにきちんとした制度設計をしながら、この事

業者あるいは市町村という方々におけるものと

して、どう位置づけするのかということがよく

見えない部分あるわけでありますけども、固定

価格買い取り制度の影響も重なって、設備の設

計から整備まで長い期間を必要とするんではな

いかなという話も聞いているところであります

から。 

 それから、もう一つは、水力発電の場合は河

川の水利用するわけでありますから、河川占有

の手続なり、あるいは水というよりも水利権の

問題といったような他方との関係の整合性も図

っていかなきゃならないということで、設置で

きる場所もかなり限定されるんではないかなと

いうような、そのような認識をしておりますの

で、いうところの実現の、これもう答弁になら

ないってかもしれませんけど、実現の可能性は

追求すると。追求すると。しかし、一方におい

ては、メリットデメリットといったものを比較

しながら、一つの可能性を追求していくってこ

とになるんではないのかなというような、その

ような認識でいるということを申し上げて、答

弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  11番菊池充君。 

   〔11番菊池充君登壇〕 

○11番（菊池充君）  確かに、小水力、今言っ

たとおり水利権の問題が発生してくるというこ

ともありますし、やはり、小水力といっても、

私も産業建設常任委員会、長野県を視察したっ
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たんですが、かなりの設備が投資しなければな

らないという部分も確かにございますので、国

とか、県の事業を受けながらじゃないと、なか

なか確かに整備するのは難しい部分あろうかと

思いますけれども、その可能性については今後

とも引き続き調査していただきたいなというと

ころでございます。 

 先ほど市長も話しましたが、ビジョンを担う

部分として、市、それから市民や事業者という

部分で役割を求めているわけでございますけれ

ども、今、買い取り価格が下がってきてるとい

う現状でございます。個人的なお話させてもら

いますけど、私は40数円で契約をしてきて売電

してるわけでございますけども、そういう価格

がもう恐らく来ないだろうというような話にな

ってるわけでございますけども、そうしますと

個人個人がエネルギーを売電するのか、それと

も自家消費エネルギーとして使うのかと。それ

はエネルギーの仕方のような部分があると思う

んですけども、どちらにしても、行政としての

支援も必要になってくるだろうと思うんですけ

れども、先ほど新年度予算の中でもいろいろ支

援をしていく予算が措置されてるというように

もお受けしましたが、もう一度その部分につい

て確認をしたいんでございますけども。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  いうところの、この部

分に再生可能エネルギーという分野、これは環

境に配慮しながら、景観に配慮しながらってい

う部分が、一つの市民や事業者に対する支援策

という部分をどのように捉えてるかという御質

問というように承りました。 

 エコエネルギービジョンという中で、好循環

型社会を構築し、これを目指すということにな

ってるわけでありますから、これも繰り返しに

なりますけども、それを積極的にという部分を

対応していかなきゃならない。先ほど申し上げ

ましたとおり、いろんな支援策を講じてるわけ、

この平成28年度の予算の中におきましても、支

援策といたしまして、先ほどの答弁と重複する

分もありますけども、28年度からの取り決めと

して、家庭用の太陽光発電設備とそれから蓄電

池の整備を促進する事業として、スマートエコ

ライフ推進事業といったようなものを予定し、

スマートエコライフ推進事業については200万

円。一般家庭のただいま申し上げた、いずれも

上限を10万円とする一つの助成事業を支援策と

して、新エネルギービジョンの推進事業として、

125万8,000円ほどでありますけども、これはま

きストーブ導入費用の商品券として調整すると

いうことで、やっぱり、これも上限10万円って

いう中で、新たな支援策について、このような

ものを２つほど市民向けの支援策として予算手

当をしたということでありますので、こういっ

たことも、さらにいろんな市民の皆さんの意見

を聞きながら、さらなる充実強化といった方向

における検討も進めてまいりたいというように

考えているとこであります。 

○議長（新田勝見君）  11番菊池充君。 

   〔11番菊池充君登壇〕 

○11番（菊池充君）  市民対策の支援策という

部分で、市民と取り組むというお話ございまし

た。現在、28年度までの話になるんですけども、

２年連続で林野庁の実証事業としての木質バイ

オマスエネルギーを活用したモデル地域づくり

推進事業を実施してございますけれども、これ

は公共的施設での活用という部分で取り組みを

されてるわけでございますけれども、今後こう

いう部分を遠野市の資源であります山林の資源

を活用して重点的に進めていくことが重要と思

うんですけれども、あと１年あるわけでござい

ますが、この２年の事業の成果を今後はどのよ

うに活用していこうとしてるのかについて、も

し、お考えあれば。 

○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）  この地域資源を活用し

たという分にあっては、ただいま御質問ありま

したとおり、木質バイオの取り組みも、これも

非常に遠野とすれば重要な、あるいは非常にさ

まざまないうところの循環型と。きょう午前中
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多田勉議員とも森林認証の部分で、川上、川下

という議論を交わしたわけでありますけど、そ

ういった意味においては、この木質バイオマス

という切り口も極めて大事な一つのプロジェク

トとして位置づけなければならないんじゃない

のかなというように承知しております。これは

単なる再生可能エネルギーというよりも、この

豊富な山林資源を活用するというような位置づ

けの中で、その中で雇用の創出、さらには地域

経済の活性化にもつながるという、そのような

プログラムをこの中に組み込むことができると

いうことになるわけでありますから、実は現在

工事を進めております、これ議会の同意もいた

だいて進めてるわけでありますけども、市役所、

本庁舎の一つの熱源として、熱源として、チッ

プボイラーを導入するという方針で進めている

わけでありまして、これらを一つの事例としな

がら、さらに周辺の施設あるいは市の公共施設

等にも、このような熱供給の可能性をどうなん

だろうということも調査していきたいというよ

うに考えておりまして、公共施設のボイラーを

チップボイラーに更新するということも一つの

念頭に置いた既存設備の調査も進めたいという

ように考えておりました。 

 また、市民の皆様がチップの原料として、こ

れも一つのこれからの取り組みでありますけど

も、例えば、丸太を持ち込んだ場合においては、

それを買い取りするとか、これも支援策の一つ

じゃないかなと思うんですけども、買い取りを

するとか。あるいは道路か河川の支障木の燃料

化、これなども一つの切り口として大事にしな

ければならないんじゃないのかな。そういった

中で、そのような豊富な地域資源を活用したっ

ていうことになれば、御質問ありました木質バ

イオマスといったような切り口も、再生可能エ

ネルギーの分野では遠野市にとっては極めて大

事な一つのプロジェクトとして位置づけること

ができるんじゃないのかなというように承知い

たしております。 

○議長（新田勝見君）  11番菊池充君。 

   〔11番菊池充君登壇〕 

○11番（菊池充君）  木質バイオマス、以前に

は、ペレットストーブという形の中で、道の駅

なり産直にも試験的に利用させて、それの普及

促進を図ってきたという経過があるわけですけ

ども、若干単価の関係で普及がなかなか進まな

かったという経緯もございますので、ぜひ、安

定的な形で供給ができる体制を今後つくってい

ただきたいということを期待しております。 

 次に、この推進に当たりましては、大きな対

等あります関係の推進に当たりましては景観資

源の保全を最優先としておりますが、条例では

3,000平米以上の基準があり、それ以外明確な

基準がないわけでございますけれども、景観資

源の保全という部分からして、例えば、高さの

制限とか、それから設置場所の制限、あるいは

設置除外区域の設定とか、そういう部分につい

て定める考えはないのかについてお聞きしたい

と思いますが。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいまの御質問は、

これは私極めて大事な一つの御質問というよう

に受けとめたところでありますけども、この景

観資源との調和にという部分が、これが遠野市

でどうするかということが、再生可能エネル

ギーだから、これはいいんだという中でどんど

ん進めても、遠野が、なぜ、遠野にこれだけの

魅力なり、あるいは遠野っていう部分にいろん

な方が来るのかとなれば、景観というのも一つ

の大きな魅力というものに位置づけられてるわ

けでありますから、これも保全していかなきゃ

ならない。守っていかなきゃならない。ただ、

守ってばっかりいるわけにいかないとなれば、

これをどのように調和をするかということも、

その中で考えていかなきゃならない。ただ、だ

めだ、だめだって言ってるわけにはいかないっ

てなれば、先ほど来申し上げてますとおり、こ

の再生可能エネルギーを導入する場合において

は、行政として、企業のそういった発電事業と

申しますか、そういった部分の中における調和

をどうとっていくかとなれば、この事業者との、
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もっと端的言えば、企業との取り決めをある程

度制約もすることもできないのかなという部分

も一方においては考えていかなきゃならない。

将来にわたって、次世代の方々にきちんとした

景観をいうなれば、伝え、そしてまた保持して

いくという部分も、今に生きる我々にも課せら

れた一つの責務であり、義務ではないのかなと。

したがって、景観資源を保全するため、全ての

発電事業を把握しながら、適切な場所へ誘導す

るという、いうところの行政指導ですね、これ

もかなり意識的に持たなければならないんじゃ

ないのかなというようにもまた承知しておりま

す。したがって、長い条例の名前でありますけ

ども、景観資源の保全と再生可能エネルギーの

活用との調和に関する条例。これが先ほど質問

にありましたとおり、事業面積3,000平米以上

は届け出の対象にしたという一つの、そしてま

た、一つの条例の中の９条の中には指導助言と

いうのもその中に盛り込んだという一つの条例

してるわけでございますので、こういったため

には、ただ、条例を制定した。景観の保全とい

う中における調和とろうとしたといっても、い

ろいろあるわけでございますから、多くの市民

の皆様の意見といったものをその中に反映させ

ていくというような手法もとらなきゃならない

と思っておりまして、４月にはこの長い条例で

ありますけども、永遠の日本のふるさと遠野と

しての景観資源の保全と再生可能エネルギーの

活用との調和に関する条例に基づきまして、審

議会を設置しながら、多くの市民の皆様の意見

をその中で集約をしながら、先ほど言いました

とおり、適地にどう誘導するのか、どう制約を

するのか、どう規定をいうなれば、条件をしな

がらという、そこで調和という２文字がその中

できちんと我々見ることができる。景観、再生

可能といったものをその中で見出すことができ

る。また、それを見出さなければならない。努

力しなきゃならない。これが一方に再生可能エ

ネルギーが全ていいんだという中でどっと行っ

てしまうと、次世代にあれするような景観とい

っても損なわれかねないということも、一方に

おいては考えなければならないということも十

分踏まえた対応を慎重に進めてまいりたいとい

うように承知いたしております。 

○議長（新田勝見君）  11番菊池充君。 

   〔11番菊池充君登壇〕 

○11番（菊池充君）  さっきまで市民を中心に

した形での普及というふうについて、私は聞い

てまいりましたけども、今市長は事業所とか、

企業という部分の話がありましたんで、その部

分について、ちょっと質問したいと思います。 

 事業所が整備することについての考え方とい

うことでございますけれども、１月９日の岩手

日報にドイツの太陽光発電所開発会社が遠野市

に国内最大級のメガソーラー計画と紙面トップ

で報道されたわけでございます。それに対して、

市長は、１月25日の記者懇談会で環境への影響

を懸念し反対の姿勢を示されましたが、市に手

続き上の許認可権はなく、当面静観する考えを

強調されておりましたが、条例第９条で指導助

言または勧告することができると規定はしてご

ざいますけれども、私は強制力を持った内容と

はなってないんじゃないかというような感じを

するんでありますけれども、今後、この届け出

等が提出した場合の対応についての考え、もし

あれば、お伺いしたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  このドイツ系企業が計

画するメガソーラーといったものに対してのも

し考えがあればということでの御質問でありま

した。この太陽光発電事業者が計画しているの

につきましては、これも議員各位もあるいは御

案内のとおりかというように思っておりますけ

ども、600メガという大変壮大な事業規模にな

ってるわけであります。600メガと一言で言う

わけでありますけども、これは最大出力は原発

１基分に相当するという規模であります。それ

から年間発電量７億6,900万キロワットという

ように、そのような大変な発電量であります。

一般家庭という一つの形で捉えると、何と21万

世帯という一つの規模であります。これだけの
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規模の中で、じゃあ具体的な事業計画がそれに

こたえるだけの、あるいはそれに対する資金計

画はどうなってるのか、ほとんど見えておりま

せん。したがいまして、記者懇談会の際に見解

を問われたときに私が申し上げたのは、その中

で一つは、先ほど来議論しております景観との

調和というのを遠野にとっては大変大変大事な

一つのプロジェクトでありますから、その景観

との調和をどのように図るかということになれ

ば、規模が余りにも大き過ぎるということが一

つあるわけであります。 

 それから２つ目は、原発の再稼働もどんどん

進んできてるということは新聞報道等で御案内

のとおりであります。国のエネルギー政策がこ

の再生可能エネルギー、特にメガソーラーに対

する取り組みは、ほとんど市町村が加われない

という中における制度として仕組まれてる。制

度設計が。そうした場合に、当然のことながら

パネルは劣化するわけであります。維持またメ

ンテナンスもしていかなきゃならないわけであ

ります。そうした場合に、市町村がそれの後始

末と言えば、言葉は余り使いたくないんですけ

ども、そういったものが市町村が振りかかって

きたとき、どうするかとなれば、とてもじゃな

い、この規模の場合は立ち向かうことができな

いという、そういう非常に大きな危険性も持っ

ているということであります。先ほど、スマー

トエネルギーという中において、屋根に太陽光

という話をいたしました。そのレベルとは全く

違うわけであります。したがって、その辺の国

の太陽光発電に対する方針は定まっていない。

これは明確に申し上げます。ほとんど定まって

おりません。したがって、その辺のきちんとし

た対応しなければ、市町村がまた全部その後始

末をしなきゃならないということにも、言葉と

しては使いたくないんですけども、そういう事

態にもなりかねないというような状況でありま

す。したがって、その辺のところもあります。 

 それから、遠野市はいうところの基幹産業と

して耕畜連携という仕組みの中で、しっかりと

した産業振興を行いたいという中で、愚直にそ

れに取り組みたいという一つの考え方を持って

るわけでございますから、この畜産業に影響を

与えるということも考えれば、記者懇談会のと

きに私が申し上げた、この本議会でもこれにつ

いては到底受け入れることはできないという旨

は再三再四、私の考えとして申し上げてるとこ

でございますので、それを踏まえて、記者懇談

会の際に受け入れることができないっていう、

そういう認識でいるんだということを申し上げ

たということでありますので、現在時点での市

長の考え方であれば、そういうことになる。や

はり、きちんとした計画があり、事業計画があ

り、そして、いろんな法制度、いろんなさまざ

まな開発行為、農地転用、いろんなことしてい

かなきゃならないわけですね。そういったこと

を図りながら調和をしたというところに持って

いかなきゃならないわけで。 

 それから、つい、この間でありますが、ある

報道、新聞に、大きく全国でこの部分が大きな

問題になって、市町村がその後始末に大変な振

り回されてるという状況。大分県の湯布院の事

業だとか。日本農業新聞の新聞ではなかったか

というように記憶しておりますけど、いろんな

全国の事例が記事になって出ておりました。そ

れを見ると、これは、やっぱり遠野市としても

しっかりとした一つのぶれない対応をしていか

なきゃならないなということをあの記事からも

私も受け取ったということもつけ加えさせてい

ただければ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）  11番菊池充君。 

   〔11番菊池充君登壇〕 

○11番（菊池充君）  ちょっと過去のお話をし

ながら対応が可能かということを確認させてい

ただきたいんですが、寺沢高原で平成10年前後

に岩手県企業局が１年かけて、風力発電の可能

性について調査をしたわけでございます。調査

の結果は適地という結果が出たわけでございま

すけれども、環境影響評価で野生動物の絶滅危

惧種であるイヌワシの餌場であるということと、

生息が確認され、計画が実施にはならなかった
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という過去の経過があるわけでございますけれ

ども、風力発電施設とは、今回の計画されてる

施設とは異なるわけでありますが、環境を大き

く変えることには変わりはないわけでありまし

て、今回の計画されてる施設は、この部分につ

いては問題がないのかということについてお伺

いしたいと思うんですが。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいまの御質問の中

には、それぞれいうところの環境との中で、環

境を大きく変えるという部分をどのように捉え

てるかというような中でおける御質問として受

けとめてよろしいでしょうか。そのように踏ま

えながら、よろしいでしょうかというのは聞く

のはあれでございますけども、環境といったよ

うなのを考えれば、今進めておる、進めてとい

いますか、質問を受けている、この特にもメガ

ソーラー事業につきましては、実は環境アセス

メントの対象外になっているということであり

ます。したがって、既存の法令に基づく許認可

の手続のみで短期間に実現できるというそのよ

うな状況。だから、先ほどの質問で申し上げま

したとおり、非常に手続が簡単なんだけども、

その部分が市町村という現場に、それからある

いは２次災害なり自然災害なりといった、ある

いは環境に与える影響といったものが懸念され

るというから、このような一つの環境アセスメ

ントの対象になっているという。風力発電など

は環境アセスメントきちんとしなければならな

わけですよね。だから、イヌワシが１羽飛んで

ただけでも、かなり厳しく調査しなきゃ、アセ

スメントという中でおける対応しなきゃならな

いということは求められてるわけでありますけ

ども、この太陽光発電事業についてはそういっ

たことがなく、既存の法令に基づく、繰り返し

になりますけども、既存の法令に基づく許認可

の手続のみだというところにあるわけでありま

すから、ただいまお話ありましたとおり、この

環境への影響や自然災害も危惧されるというこ

とを考えれば、制度上のこういった課題も含み

ながら、当市とすれば、条例に基づくさまざま

な対応、さらには先ほど言いましたとおり、市

民の皆様の意見といったものを十分踏まえれば、

審議会をという話を申し上げましたけども、そ

の中で合意形成をしながら、この問題にはきち

んと冷静に立ち向かっていかなければならない

という一つの制度的な部分のきちんとした仕組

みがはっきりしてない。もう大げさな言い方し

ますと、国のエネルギー政策そのものもぶれて

いるということを踏まえれば、より慎重になら

なければならないんではないのかなというよう

な。 

 ある首長とこの問題について議論したときに、

いうところのパネルが劣化等をした場合に、発

電が順調にいかなくなったとき、じゃあ、誰が

責任を持つんだ。買い取り価格の問題もある。

そのときに、私の知ってる首長はこう言いまし

た。大変巨大な産業廃棄物がまた市町村が後始

末しなきゃならないといった事態になるんじゃ

ないかという、そのような発言をした私の仲間

の首長がおりましたんですけども、そのことを

聞きましたとき、正直なところ、ぎょっとした

ということも、ちょっと申し上げまして、ただ

いまの環境問題等に対する一つの認識を示させ

ていただければということで答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後３時00分 休憩   

────────────────── 

   午後３時10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。 

 11番菊池充君。 

   〔11番菊池充君登壇〕 

○11番（菊池充君）  今の質問答弁では、メガ

ソーラーの部分については、環境影響評価の必

要性はないというふうに確認をしたところでご

ざいますけれども、このことは恐らくは原子力

発電所の事故以前は、このような大きな計画等

はなかったわけでございますし、この事故以降、

大きな発電エネルギーの一つとして大きく脚光

を浴び、そして外国からの企業が入ってきてる
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わけでございますけれども、私自身、地球温暖

化対策のための再生可能エネルギーに転換して

いかなければならないというのは確かでござい

ますので、それを否定するものではないわけで

ありますけれども、いわゆる太陽光発電施設が

このような計画のものでありますと、日本の生

物多種性を崩してしまうんだろうというような

感じがしてございます。こういうことであれば、

いわゆるこの事業を進める部分については、本

末転倒というふうに言わざるを得ないというよ

うに思ってるわけでございます。 

 これから遠野市がさらに永遠の日本のふるさ

と遠野を新たなステージに確たるものにしてい

くという部分がこれからの10年間あるわけでご

ざいますけれども、今の話を聞きますと、私は

片手落ちであるというふうな感じがしてなりま

せん。ですから、現在のような状況になります

と、先ほどのような動植物も、あのような施設

が整備されれば、当然いなくなってしまう。本

当に絶滅してしまうというようなことになるわ

けでございますので、ぜひ、その環境影響評価

のあり方の見直しを今後国に私は強く求めてい

く必要があるんだろうと思うんですけども、そ

のことについてお考えがあればお聞きします。 

○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）  この問題につきまして、

一問一答という中で、いろいろ私の認識と見解

も申し上げてまいりました。日本のふるさと遠

野を標榜しながらのまちづくり、地域づくりで

あります。そういった場合におきまして、あれ

だけの規模のものということになれば、候補地

に上っている寺沢牧野などの貴重な遠野の日本

のふるさと遠野として、というよりも、産業振

興をＴＰＰに立ち向かうという中で取り組まな

きゃならない。キャトルセンターも整備する。

私、担当職員にもよく話ししてるんですけども、

例の福島第一原発の放射能汚染問題で、大変な

エネルギーを要して除染という作業を行ったわ

けであります。これは除染というマイナスの仕

事をしたんじゃないぞと。土地が、牧場が、土

壌が劣化してるということをさらに土壌改良す

るという意味においては、天地返しという中に

おける除染作業は、考えてみれば、あれは土壌

改良事業という位置づけもしたんだぞというこ

とも、そういう認識で、プラス思考で物を考え

るとなれば、良質な粗飼料としての牧草がその

中に入ってくる。そこで、安心安全といった食

品、遠野牛といったようなものをそこで、かす

かだけども、きちんとした環境をつくれるんじ

ゃないか。であれば、これは貴重な遠野の産業

振興の一つの大きな場という中に位置づけしな

がら、これを守りながら、それをみんなで支え

ながら、そして畜産振興を柱にするとなれば、

その反対側には耕種農家という一つの分野があ

るぞと。耕畜連携という一つのネットワークが

ちゃんとと構築できるぞとなれば、畜産も柱が

立つ、耕種農家も柱が立つという一つの関係を

まさに遠野スタイルとして構築できるんじゃな

いだろうか。したがって、この部分は産業振興

という分野、景観も当然であります。環境も当

然であります。そこを踏まえながら、もう一方

においては産業振興という柱をそこにきちんと

打ち立てる。そこで一つの２つの柱がきちんと

結ばれれば、遠野、足腰の強い農業振興、それ

がＴＰＰ問題に対する一つの対抗策にも、ある

いは遠野としての身の丈の一つの取り組みにも

なってくるんだという部分を、そこを損ねるよ

うなことがあってはならないんじゃないのかな。

だから、慎重に市民の皆さんの総意を踏まえな

がら、そして定めた条例といったものの基本に

立ち返りながら、この問題には立ち向かってい

こうというような、そのような認識であるとい

うことを繰り返しになりましたけども申し上げ

まして、ただいまの御質問に対する答弁とさせ

ていただきます。 

○議長（新田勝見君）  11番菊池充君。 

   〔11番菊池充君登壇〕 

○11番（菊池充君）  もう１点お聞きしたかっ

たわけですけども、何か答弁をいただいた感じ

でございますけれども、一応原稿を用意してき

てございますので、お聞きいただきたいと、こ
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のように思います。 

 今言ったとおり、遠野市の景観資源の一つで

あります寺沢牧場。いわゆる畜産振興に果たし

てきた役割というのは非常に大きい。そのとお

り市長から答弁ありました。この寺沢高原でご

ざいますけれども、当時のとおり、どこの牧場

もそうでございますけれども、農耕馬の放牧地

から、寺沢の場合は昭和41年初めて牛の放牧を

スタートさせてございます。その後、43年の11

月に放牧地として、本格的に51.2ヘクタールを

造成いたしましてからに、翌年度から本格的な

放牧が開始されてきておるわけでございます。

その後、畜産農家の強い要望がございまして、

昭和55年でございますけれども、村民の熱い視

線を浴びて着工した北上山系開発プロジェクト

寺沢工区が昭和59年の11月に完成をしてござい

ます。170ヘクタールという採草放牧地が整備

されました。翌年の昭和60年の春に、地蔵様が

祭られて、見晴らしのいい高原の一画に完工を

記念しまして、亡き佐々木康治元宮守村長が記

念碑を設置してございます。碑には、「原始の

峰に開かれた緑の牧や牛群悠々草をはみ、奔馬

は駆けて天にいななく。村人集いて杯を傾け、

母なる大地への始まりを喜ぶ」というふうに揮

毫し、畜産の本格的な振興への期待をあらわし

たところだというふうに聞いてございます。し

かし、完工式で亡き村長は喜べなかったという

ことがございます。これは山系開発の計画時点

では想定されなかった米国産や欧州産の牛肉の

輸入自由化交渉が始まってございまして、その

影響を不安視していたからだというふうに言っ

てございます。そして平成３年、牛肉の自由化

とともにオレンジの自由化も始まったわけでご

ざいます。見るも無残な姿でございますね、オ

レンジもそのとおりございますけども、牛肉も

平成３年に自由化されて、平成５年から、それ

までは50万前後で推移した価格の子牛の価格が

５年から35万台前後に落ちてしまいます。それ

が10年以上、その価格で推移したわけでござい

ます。40万台に回復したのもつかの間、今度は

リーマンショックで、さらにまた落ちてしまう

という状況でございました。さらに東日本大震

災ということが発生をしてございます。50万台

に回復したのは品不足感が出てきた平成26年度

からでございます。この間、宮守当時を含めて、

基幹作物としての畜産の生産振興を支えてきた

のは、市長が申し述べました放牧や粗飼料の供

給によって、生産コストの軽減や、それから増

頭対策に対する受け皿として、大きく寺沢高原

は寄与してきたと、そういうことで価格低迷期

を乗り越えてきたという部分の経過があるわけ

でございます。今後、県内トップの生産量誇る

和牛振興や酪農振興のためにも、ぜひ、これか

らも継続したこの振興産業に力を入れていただ

きたいというふうに思うものでございます。ど

うか、機会があれば、碑の前にして、杯を傾け

ていただき、先人の努力の感じを感じていただ

ければということをお願いをして、市長に対す

る一般質問は終わります。 

 次に、農業委員会会長に対しての質問に入ら

せていただきます。 

 農地適正化対策への取り組みでございます。 

 農業従事者の高齢化や農産物価格の低迷等に

より後継者不足が深刻化する中にあって、第１

次農林水産振興ビジョンの後期における期間中

の遊休農地の実態と取り組みの成果について、

お伺いしたいと思います。 

○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）  菊池充議

員の一般質問、農地の適正管理の取り組みにつ

いての御質問、第１次農林水産ビジョン後期に

おける遊休農地の実績と取り組みの成果につい

て御答弁いたします。 

 2015年、農林業センサスでは、国内の農業就

業人口は209万人となり、５年前と比べて、51

万6,000人、農家数は37万5,000戸減少し、農業

就業者の平均年齢は66.3歳とあります。一方、

県内の農業就業人口は６万9,652人で、５年前

と比べて、22.6％減少し、平均年齢も66.3歳か

ら67.3歳となり、就業人口高齢化ともに全国平

均を上回っている現状と認識いたしてございま
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す。 

 米価は、減反政策導入時の昭和45年は60キロ

グラム当たり8,218円、昭和60年１万8,668円、

急落した平成26年は8,750円、27年は精算額で9,

600円ほどと見込まれ、昭和45年のみの価格に

暴落していますし、米以外の農産物価格も低迷

してございます。国は先人が築いてきた農業の

構造を昭和45年に減反政策を導入、平成７年に

は食糧管理法の廃止を断行いたしました。食管

法廃止前の米価は農協等を中心として、農家が

交渉できたことから、農作業意欲が旺盛で開田

も進むなど、遊休農地は皆無、農業後継者もし

っかり確保されていました。このときを境とし

て、農業従事者の高齢化、遊休農地の増加、農

業後継者の減少などが出現したと思っているの

は私だけでありましょうか。 

 質問の第１次農林水産ビジョン期間中におけ

る遊休農地、耕作放棄地の実態と解消対策につ

いてお答えいたします。 

 平成21年度に実施した農地パトロール調査で、

209.5ヘクタールが遊休、耕作放棄されている

ことがわかりました。農業委員会では、再生利

用が可能な農地と森林の様相を呈して利用がで

きない農地との分類を行い、再生可能な農地の

所有者には、みずから耕作を再開しますか、農

地中間管理機構に貸しますか、所有権移転また

は利用権設定をしますかの利用意向調査書を所

有者に郵送しています。再生利用が困難と判断

した農地の所有者には非農地判断に係る事前通

知書に非農地の証明願を添付して郵送します。

非農地証明願の提出があった場合、農業委員会

総会で審議し、非農地通知書を送付してござい

ます。所有者は非農地通知書と印鑑証明を法務

局へ持参して、住所、氏名、実印の押印をする

ことで、農地以外の地目に変更登記が可能とな

ります。この取り組みによって、第１次農林水

産振興ビジョン、目指すべき姿、耕作放棄地ゼ

ロ宣言の町、期間中のゼロ達成には至りません

でしたが、平成27年度末現在、累計で299.5ヘ

クタールにふえた耕作放棄地の面積を農地以外

に地目変更が182.7ヘクタール、営農再開が49.

8ヘクタールとなり、合計232.5ヘクタールが解

消し、現在、遊休農地、耕作放棄地の面積は67

ヘクタールまで減少しております。 

 これからも毎年、耕作放棄や違反転用されて

いないか。また所有権移転や貸し借りされた農

地がしっかりと耕作されているか等、農地の利

用状況調査を行い、農地の適正利用へ向けた活

動を図ってまいります。 

○議長（新田勝見君）  11番菊池充君。 

   〔11番菊池充君登壇〕 

○11番（菊池充君）  よく使われる言葉に、遊

休農地と耕作放棄地というようなことが言われ

ますけれども、どちらも農作物をつけていない

というようなことには変わりないんでしょうけ

れども、今の会長さんの話ですと、全体の中で

の非農地判断として、182ヘクタールが農地以

外の山林原野等になったということでございま

すが、かなり大きな数字でございますし、これ

だけのものが判断されるということは、逆に申

しますと、委員会として、長期的に放置してき

た部分があるんじゃないかというようなことに

も解されるんですけども、その部分については

どのように理解されてるのか、聞きます。 

○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）  お答えを

いたします。 

 ただいまの議員の御指摘のとおりとも思われ

ますが、実は、開田ブーム、昭和40年台の開田

ブームで、水があれば、山手と水田を開拓して

いったと。そういうところが、今米価が安くな

ったということから、どうしても作業ができな

いということで荒れてきている現状であります。

ここを再度、田んぼにしますか、農地にします

かといっても無理があろうというふうに思いま

すから、これについては、非農地通知書を発出

をして、農地以外の前の昔の山林、原野に戻し

てあげることも必要なのではないかということ

で、手当をしているところであります。 

○議長（新田勝見君）  11番菊池充君。 

   〔11番菊池充君登壇〕 
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○11番（菊池充君）  ぜひ、遊休農地ゼロを目

指して頑張っていただきたいというふうに思う

わけでございます。 

 それから、中山間地域における平場地域につ

きましては、いわゆる農地中間管理事業で進め

るわけでございますけれども、中山間地域にお

ける農地中間管理事業による担い手への農地集

積の取り組みについて、農業委員会として把握

してる実態があれば、お願いいたしたいと思い

ますけど。 

○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）  中山間地

域の農地中間管理事業による担い手への農地集

積の取り組みについての御質問にお答えいたし

ます。 

 遠野市は、農地中間管理機構から農地中間管

理事業を受託し、宮守川上流やこがらせ農産等、

市内の法人を中心に集積を推進して、集積率は

40％近くということは、市議会12月定例会で御

答弁いたしておるとおりでございます。 

 お尋ねの中山間地域における農地集積の実態

でありますが、市の農地集積アドバイザー、岩

手県農業公社派遣の農地コーディネーターと農

業委員会が連携して集積に努めているところで

ございます。これまで、農地法第３条及び農業

経営基盤強化促進法並びに農地中間管理事業等

によって、県内でも高い率で担い手に集積され

てございます。しかし、集積率が高いながらも

平場が主流の実態でもあります。中山間地域で

集積が進まないのは、圃場が小さく湿田が多い。

道路や水路が整備されていない。のり面が大き

く傾斜もきつい。草刈り等管理が大変、不線形

の農地などから条件が悪く採算が合わないなど

が原因と思ってございます。このような中、農

業委員等の橋渡しによって、中山間地域の農地

は、今年度、５件の4.5ヘクタールほどが農地

中間管理機構に貸し出しが行われております。 

 先般、県では、田畑の区画拡大、暗渠排水、

客土、耕作道整備等小規模事業に補助する活力

ある中山間地域補助整備事業を創設しましたの

で、市と連携して事業の活用を図り、農地中間

管理機構への貸し出しを促進してまいりたいと

心してるところでございます。 

○議長（新田勝見君）  11番菊池充君。 

   〔11番菊池充君登壇〕 

○11番（菊池充君）  今、会長が話したとおり、

中山間地域の農地保全というのは大変厳しいも

のがあるということは私も認識してるところで

ございます。ただ、国土を保全してる上での中

山間の果たす役割というのは非常に多い、大き

いわけでございますので、県が小規模の部分の

事業を今回導入するということですけれども、

可能な部分については、積極的に行政と一体に

なってから取り組みを進めていただきたいとい

うことを期待しております。 

 次に、農地法第４条申請、第５条申請に係る

再生可能エネルギー施設設置の実態についてお

伺いしたいと思います。 

○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）  農地法第

４条及び５条申請に係る再生可能エネルギーの

施設の設置についての御質問にお答えします。 

 再生可能エネルギー、絶えず資源が補充され

て枯渇することのないエネルギー。太陽光、風

力、波力、潮力、流水、地熱、バイオマスなど

多岐にわたるエネルギー資源と認識してござい

ます。 

 国では、再生可能エネルギー導入のメリット

として、地球温暖化対策に関するグローバルな

ものから化石燃料調達資金の削減、また雇用の

創出や地域の活性化、非常時のエネルギー確保

等のローカルなもので、非常に多岐にわたるも

のとしており、このようなメリットを持つ再生

エネルギーは、次世代に真に引き継ぐべき良質

な社会資本として、導入の加速化を図ってござ

います。 

 この対策に呼応するがごとく、世界における

再生可能エネルギーの導入量は着実に増加して

おり、2010年度、古い資料でございますが、20

10年度の再生可能電力の割合は発電ベースで約
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30％、原子力に並ぶ水準に達していると報じら

れてございます。 

 遠野市内における再生可能エネルギー関連の

農地法申請の現状としては、10年ほど前の風力

発電設備の申請を除いては、太陽光発電のみの

申請となってございます。その申請内容といた

しましては、自己転用の農地法第４条申請は25

年から現在まで、25年度前はございませんでし

て、25年から現在まで３件の3,420平方メート

ル、権利設定・移転の農地法第５条は同じく６

件３万9,783平方メートルでございます。現在

施工中の３件を除いては、全て事業完了し売電

中と思っております。 

○議長（新田勝見君）  11番菊池充君。 

   〔11番菊池充君登壇〕 

○11番（菊池充君）  今、25年度からというこ

とで、３件、６件の実績ということで答弁をい

ただきました。 

 ちょっと確認しておきたいんですけれども、

いわゆる太陽光発電で、１反歩の面積に例えば

100枚のパネルを設置した場合、これは１反歩

の転用が必要となるというふうにして理解して

よろしいんでしょうか。 

○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）  御答弁い

たします。そのとおりでございます。 

○議長（新田勝見君）  11番菊池充君。 

   〔11番菊池充君登壇〕 

○11番（菊池充君）  それでは、次に、市長の

ほうにも伺ったわけでございますけれども、今

後計画が予定されているメガソーラー施設の農

地活用に係る営農型計画について把握してる内

容があれば、お聞きかせ願いたいと思います。 

○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）  今後、計

画が予定されているメガソーラー施設の農地を

活用する営農型発電計画についての質問に御答

弁いたします。 

 去る１月９日、岩手日報で報道された寺沢・

貞任高原に計画されている太陽光発電に関して

のことと判断いたして答弁いたします。 

 この計画規模での農地法申請があった場合は、

国内では例がない案件と思ってございます。計

画されている発電用パネルの設置面積は約1,00

0ヘクタール、うち農地面積は600ヘクタールほ

どと聞いてございます。この計画は経済産業省

の設備認定を受け、東北電力とも接続協議が整

い、接続申し込みの検討段階と聞き及ぶところ

でございます。この後は、開発行為等各種の法

的申請がなされ、許可や協議が成立した場合に

は、農地法申請書が提出されると想定していま

す。 

 発電用パネルの設置計画は主に牧場で、公共

牧場も含まれ、第１種農地であります。第１種

農地は、原則転用は許可できないことになって

おりますが、平成25年３月に農林水産省農村振

興局長名で、支柱を立てて継続する太陽光発電

設備等の農地転用許可制度上の取り扱いについ

ての通知があったところでございます。第１種

農地の太陽光発電の支柱の設置について、一時

転用許可の対象とし、可否を判断するものとす

る。ただし、許可期間は３年で、下部の農地に

おける営農の適切な継続が条件とのことであり

ます。本通知では、３年の期間が満了する場合、

営農の適切な継続が確実な場合に限り、再度一

時転用許可ができる規定もございます。パネル

下での営農が必須となることから、会社では、

牛や羊の放牧を中心とした飼養と粗飼料の収穫

及び供給等の営農経営構想を持っていることは

新聞報道で承知してございます。しかし、一時

転用申請には、パネル下での農作物の生育に適

した日照量を保てる設計となっているか。平均

的な反収と比較して、おおむね２割以上農作物

が減少しないかを申請者が試算してデータを添

付しなければなりませんので、極めて容易なこ

とではないと推測するところでございます。 

 さらには、道路法等他法令との調整、土砂流

出や水害を生じさせない対応や事業費を賄うた

め金融機関から融資等の資金計画、発電事業完

了後、事故があってのでありますが、撤退する
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ときの支柱を含め営農型発電設備を撤去するに

必要な資力、いわゆる資力ですから、定期貯金

または保険というふうに解釈してますけれども、

必要な資力及び会社が信用があるかが許可の可

否を決定する判断材料になります。したがって、

各種の試験によりデータの取得及び他法令との

協議、資金計画が整わないと農地法申請はでき

ないことから、営農試験地での試験等の期間を

鑑みますと、仮に申請があるとしても数年先の

ことと推測いたしてございます。いずれ農地転

用申請がございました場合には、国内にこれだ

けの規模の事例がないため、市当局はもちろん

のこと、岩手県や岩手県農業会議、当然、国か

らも指導を仰ぎ、判断しなければならない案件

と思慮しているところでもございます。 

○議長（新田勝見君）  11番菊池充君。 

   〔11番菊池充君登壇〕 

○11番（菊池充君）  やはり、規模が大きいだ

けにさまざまな制約、乗り越えなければならな

い条件いっぱいあるというようなことを理解し

たところでございます。 

 １月９日の遠野市の部分が発表される以前に、

その時点には、以前では、国内最大規模として、

長崎県の佐世保市の宇久島に営農型メガソー

ラーを計画し、2015年度に着工ということが新

聞で拝見いたしました。2015年というのはこと

しでございますので──2015年度ですので、ま

だことしでございますので、佐世保市役所の担

当課のほうに先月電話をいたしました。その内

容は、どのように進行されてるのかということ

でございます。担当課のほうは、具体的な協議

や申請はまだされてないし、詳細はわからない

という答えでございました。具体的詳細が確認

したいのであれば、現地事務所のほうに電話し

てほしいということでございましたので、宇久

島の現地事務所のほうに電話で問い合わせをし

たところでございます。現地事務所では、まだ

市のほうには申請がされてないようですけれど

も、2015年度に着工ということが新聞で報道さ

れてましたがというお話をしたところ、法手続

の書類作成に時間がかかっていると、やはり、

そういうことでした。それからコスト計算の見

直しが必要となってきているということもお話

しております。着工時期については申し上げる

段階にないというお話でございました。私は、

そのことも大事だったんですけども、営農型と

いう分についてはどのように取り組みをされよ

うとしてるのかという部分について確認をした

ところでございます。 

 宇久島も和牛の振興地域、島ですけど、離島

ですけども、和牛の振興地域でございまして、

各月か、各隔月に市場が開催されているぐらい

畜産の振興に力を入れている島でございます。

ですから、当然、牛の放牧を中心とした営農型

なんだろうなということでお話を聞いたところ、

牛の放牧は考えてないというお話でした。それ

は適切な言葉かどうかはちょっとあれですけど

も、要はそこに放牧しますと繁殖期にいろいろ

と牛同士の部分があったりしてということの発

生が予想されるということも懸念材料であると

いうことでございます。ですから、基本的には

地域の畜産農家に粗飼料の供給をするのを基本、

これも営農型だというお話でございます。では、

どのような形でその供給体制を構築していくの

かという部分についてお話したところ、まだ試

験的な施設も、まだ、これからだということで

ございます。畜産農家の平場の草地をお借りし

て、これから調査をしていくと。その調査の一

つには、先ほど会長が話したとおり、草の生育

がどのような状況になるのかということがまだ

わからない部分が多いということが一つ上げら

れてございますし、それからパネル下での運用

期間による収穫管理作業が果たしてどの程度に

なるのかという部分も、これも試験してみなけ

ればわからないという話でございました。欧州

の風土、土地、そういうものとは日本は絶対、

全然違うわけでございますので、なかなか外国

で導入したから日本もというわけにはいかない

部分が多々あるというようなことがあるのかな

というふうに伺ったところでございます。 

 そうした中において、そういう中では、やは

り、今後のことを考えると、まだまだ試験をし
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て、実施には時間がかかると。逆に言えば、そ

れで安定して生産できる場合の粗飼料の生産コ

ストもまだ出ないということであります。そう

しますと、そう簡単にはいかないんだろうなと、

現地事務所の職員の方の話を聞いて判断したわ

けでございますけれども、こうなりますと、先

ほども話したとおり、広大な面積の中での実効

性が本当に可能性があるのかという部分が大き

く疑問として上がってきてございます。そうい

った形の中で、本当に適切な管理ができるのか

という大きな問題がございます。先ほど会長さ

んは時間をかけてということですが、このよう

な状況の中で本当に適切に農地管理ができると

いうようなことが判断するということは容易で

はないと思うんですけども、再度、今回の計画

されてる大規模な600町歩という部分の農地、

本当に管理できて、それがメガソーラーとして、

そして営農型発電としての可能性が、非常に私

は厳しいと思うんですけど、もう一度、会長か

ら考えをお聞きしたいと思います。 

○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）  お答えを

いたします。 

 農業委員会は法律に基づく農地法の業務と農

業振興の２つの業務がございます。法律に基づ

く申請、上がってくれば、農地法転用３条だと

いうふうに理解しておりますので、今、私の見

解でお話するということは、農地法の許可申請

の審議に影響があるというふうにも考えて、こ

の旨の私の発言は控えさせていただきたいとい

うふうに考えます。 

 また、申請が上がってきた場合においては、

粛々と法律に基づいて、規定に基づいて判断を

していくということでございます。 

○議長（新田勝見君）  11番菊池充君。 

   〔11番菊池充君登壇〕 

○11番（菊池充君）  ぶしつけな質問になるこ

とをお許し願いたいと思います。この申請され

た場合、会長職とそれから地権者代表の１人と

しての立場の中で、審議において、中立性、公

平性の確保についての考え方をお聞きしたいと

思います。 

○議長（新田勝見君）  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）  お答えい

たします。 

 どう答えていいのか、苦慮するところであり

ますが、菊池充議員、農業委員会職員もされた

ことがございます。いわゆる議事参与規定がご

ざいまして、この議案に対しては、その関係者、

親族等は議論に参加できないということになっ

てございますので、もし、仮に私が土地の所有

者、牧野組合の組合長として継続、存続してお

った場合においては、農業委員会の委員として

あった場合においては、この議事には参与でき

ないということに判断してございます。 

○議長（新田勝見君）  11番菊池充君。 

   〔11番菊池充君登壇〕 

○11番（菊池充君）  改めて答弁をいただきま

して、ありがとうございます。私自身も事務局

長としての経験がございますので、ちょっと質

問しづらかったんですが、市と農業委員会は農

業振興の両輪であり、片輪であっては安定した

走行がままならないと。農家の進むべき方向を

見誤ることにならないように進んでいかなけれ

ばならないと、ある方が農業委員会だよりで申

し述べてございます。全くそのとおりだろうと

いうふうに思って同感した次第でございます。

前段では市長からの考えも、行政としての考え

をいただきました。ただいまは会長としての農

地の適正執行という部分からの立場からの法的

な部分も含めて回答をいただいたところでござ

います。今後、行政と委員会が一体となって、

農業振興や農地の適正管理に取り組んでいただ

くことを期待をし、私の一般質問を終わらせて

いただきます。 

○議長（新田勝見君）  これにて一般質問を終

了いたします。 

 ３月２日及び３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。 
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   〔「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２日及び３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52分 散会   



－ 130 － 

 


