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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。 

 これより本日の議事日程に入ります。 

────────────────── 

   日程第１ 一般質問   

○議長（新田勝見君）  日程第１、一般質問を

行います。順次質問を許します。15番浅沼幸雄

君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  おはようございます。

政和クラブ所属の浅沼幸雄でございます。一般

質問に入る前に、先般の台風10号によりお亡く
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なりになられた方々に対しましてお悔やみを申

し上げますとともに、御冥福をお祈りいたしま

す。また、被災された方々に対しましてもお見

舞いを申し上げますとともに、一日も早い復旧

を願うものであります。 

 私たち市議会も、今月２日には、市政調査会

の緊急事業として、市当局の説明や案内により

市内の主な被災状況を調査いたしましたが、ま

さに聞きしにまさる惨状に改めて荒れ狂う自然

の猛威を感じたところでありますし、当事者の

方々にとりましては、濁流や強風の恐怖が生々

しく脳裏に焼きついておられてることと思いま

す。改めてお見舞い申し上げます。私たち議員

も、市当局や関係機関、団体と力を合わせ、被

災地の一日も早い復旧に全力で取り組まなけれ

ばと意を新たにしておるところでございます。 

 それでは、一般質問に入らせていただきます。

私からは、遠野ローカルベンチャー事業につい

てと地域経営改革について、一問一答方式によ

り順次質問してまいります。 

 まずは第１点目、遠野ローカルベンチャー事

業についてであります。 

 この事業につきましては、今年度当初予算の

予算等審査特別委員会や新聞報道などにより、

総務省の地域おこし協力隊制度を活用した事業

であることについては理解していますが、まず

は改めて事業の概要についてお伺いいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  浅沼幸雄議員の一般質

問にお答えいたします。 

 質問の冒頭に、去る８月30日襲来いたしまし

た台風10号に伴う甚大な被災、さらにはその対

応等につきましてお話がありました。岩泉町は、

今大変な状況にあると、また犠牲者も出たとい

う中で、犠牲になられた方々の御冥福と、また

一日も早い復旧といったものに向けて、という

よりも、今、孤立状態にかなりあるということ

でございますので、そういった方々が一日もと

いうよりも、１時間でも早く救出できるような

体制をきちんとしていただければということを

願わずにおられないということであります。 

 また、当市の対応等につきましても、議員各

位からも、まさに議員として、地域住民として、

市民として、それぞれの立場におきまして大変

な対応をいただきました。市も対策本部を設置

いたしまして、それぞれの関係機関と連携をと

りながら全力を挙げて対応いたしました。 

 その状況等につきましては、ただいま御質問

ありましたとおり、市政調査会の場におきまし

て、対策本部の本部委員である各部長から、そ

れらの状況についても御報告申し上げていると

こでございますので、これからなお一層いい意

味での緊張感を持ちながら、また一方において

は、今般の台風被害が我々に何を教訓として与

えたのかということを謙虚に、そしてまた素直

に反省をしながら、次の災害に備えるという対

応をまた急がなければならないかというように

思っておりますし、また岩泉町の状況によって

は、遠野市も何らかの支援対応も構築しなけれ

ばならないのかなという中で情報収集に努めて

るところでございますので、そのことをまた、

質問ではございませんけども、答弁に先立ちま

して、浅沼議員からそのようなお話をいただき

ましたので、状況等についてお話しさせていた

だいたところであります。 

 さて、第１問でありますけども、ローカルベ

ンチャースクールに対する取り組み、ローカル

ベンチャー事業ということについての取り組み

について、まずこの制度そのものにということ

でありました。これは、もう既に当初予算の中

におきましても議論をし、またもう事業がス

タートしてるとこでございますので、これを概

要を申し上げますけども、まさに大都市圏から

地過疎域に生活拠点を移して、地域おこし活動

をしながら、定住を促進する一つの取り組みで

あります。隊員１人当たりの活動経費が400万、

こういった経費につきましては、国から特別交

付税で10割措置がされるという、そのような制

度であります。これは、御案内のとおりであり

ます。 

 この部分におきまして、平成21年度からス
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タートしている事業であります。今現在全国で

は、こういった中に、都市部のほうから地方に

っていう形で活動している方々が年々ふえてき

ているということであります。私も、これが都

市住民の、特に若い世代の方々の価値観がかな

り変わってきてるんだなということを、そのよ

うな中で実感してるわけでございますけども、

年々増加している。673自治体で2,625人の方が、

この地域おこし協力隊として地方に展開をして

活動をしているということでありまして、８割

が20代、30代という年齢の方によって構成され

てるということであります。 

 こういったことから、御質問にありましたけ

ども、総務省が定住率を引き上げるという、そ

のような中における試みとしてローカルベンチ

ャー事業といったものを打ち出したということ

でございますので、当市もそれに基づきまして、

これも地域活性化にとってはやっぱり非常に大

事な切り口でございますから、それをいよいよ

スタートさせたということでありますので、御

了承いただければと思っております。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  概要については、改め

て説明していただきましたので、おおよそのと

ころを理解いたしましたけれども、８月、先月

の15日の全国版の農業新聞に、今のローカルベ

ンチャー事業の記事が載ってるんですけれども、

それによりますと、遠野市では９月から10名受

け入れるという記事だったんですが、実際９月

３日の地元紙には、９月１日付で10名に辞令を

出したと。見出しは、「地域の魅力掘り起こす

 市が協力隊員10人に辞令」という見出しなん

ですけれども、この隊員10名を受け入れた内容

について、どのような方々で、どのようなこと

をやろうとしてるのかについてお伺いしたいと

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）  内容についてというお

尋ねであります。 

 この制度はそのような制度で成り立ってると

いうことでございますけども、今、御質問あり

ましたとおり、ところで遠野に協力隊として入

ってどういうことをするんだということがやっ

ぱり非常に関心事であり、またそれをきちんと

御説明をしなければならないということになる

わけでございますから、御質問としてこのよう

なものを承ったということで。 

 この遠野で活躍している方や企業等の幅広い

方々と連携を図って、そしてこの育成プログラ

ムといったような、特に専門的な知識や技術を

身につけさせ、そしてそれを３年以内にベンチ

ャーとして事業さそうと、そしてひとり立ちを

させる、そして定着をさせるという、そういう

仕組みになってるわけでございまして、この部

分、ホップ、あるいは発酵ということを使って

のどぶろくといったような中に、こういった地

域資源の中に、さらなる次のステージにもって

いったらどうなるだろうと、９つのプロジェク

トをその中に位置づけて隊員を募集したという

ことになっておりまして、この９つのプロジェ

クトにつきましては、それぞれ、ただいま申し

上げましたビールプロジェクト、発酵。 

 さらには、地域の可視化という部分は、ＩＣ

Ｔっていう、ＩＴ企業と連携しながら遠野にあ

る地域資源、あるいは情報を見える化しながら

発信していく。そして、それは世界にも発信で

きるような、そのような仕組みを新しい技術や

サービス、データの研究開発を目指すという部

分も、これも非常に遠野市としてはユニークな

試みというよりも、大事な試みではないのかな

と思っております。 

 それから、低コスト住宅プロジェクト。遠野

に住みたいと思う人たちに、手ごろな費用で住

む場所を提供するためのいろんな商品、あるい

は技術の開発を行う。 

 さらには、デザインプロジェクト。魅力的な

商品、サービスをチラシ・パンフレットなどに

より発信をする。これも、非常に大事な切り口

であります。 

 それから、多世代交流。遠野の文化、歴史、
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人、自然などをそれぞれ学びながら、新しい一

つの活性化のプロジェクトを目指す、人材育成

に取り組む。 

 それからもう一つは、遠野の食。これは、御

案内のとおり、食文化であります。これも非常

に大事なことです。これをどのように。 

 さらには、先ほど申し上げましたとおり、７

つのプロジェクトでありますが、そのほかに、

多世代交流プロジェクト、あるいは遠野の食、

それぞれ７つのプロジェクトによりまして、10

人に隊員をこのプロジェクトごとに面接を行い

ながら採用して、いよいよ９月１日からスター

トさせたということで、中身的には３年間、そ

して７つのプロジェクトの中で地元のまさにさ

まざま取り組んでいる方々とうまくコラボしな

がら、事業につないでいく、新たな展望を開い

ていく、第２ステージにもっていく、新たに進

化させるという、そのような取り組みの一つの

キーマンの方々であるということになろうかと

いうように思っておりますので、よろしくお願

いいたします。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  先般９月１日付の辞令

交付が行われたわけなんですけれども、私は非

常にいい事業だなと。これは、今年度当初の予

算委員会のときにもそう感じていたんですけれ

ども、やっぱりこれが現実に移されていく、あ

るいは移されたその内容を聞きますと、改めて

本当にいい事業に取り組むんだなということが

感じられます。 

 昨年の３月定例会のときにもちょっと引用し

た記事があるんですけれども、記憶にある方も

あるかもしれませんけども、簡単に。 

 昨年２月24日の地元紙のコラム、「いわて経

済明日のヒント」というところ、若干だけ、最

初のはしりだけ読ませていただきますけれども、

「グローバルな競争により、地域から誘致企業

が撤退し、新たな誘致も容易でない中、地域の

経済を担う中小企業が成長し、地域経済の活性

化を目指す手法として、エコノミックガーデニ

ング（ＥＧ）──頭文字なんですけれども──

がある。ＥＧは、言葉のとおり、地域経済を庭、

地域の中小企業を植物に見立て、地域という土

壌を生かし、成長意欲のある中小企業を大切に

育てる。そして、反映が長続きするビジネス環

境をつくることで地域経済を活性化させる取り

組みである。1990年代に米アメリカで始まり、

コロラド州リトルトン市では、15年間にわたる

ＥＧ、エコノミックガーデンの取り組みにより、

企業誘致がないにもかかわらず、雇用が2.3倍、

売り上げ税が2.9倍になるなどの成果を上げ、

その後、他の都市でも普及した」と。結局、今、

このローカルベンチャー事業によって遠野市が

取り組もうとしてることも、まさにこれなんで

はないかなということを感じるんですけれども。 

 市長は、多分、辞令交付する方々、隊員10名

といろんなお話しされたと思いますし、辞令を

交付するに当たって、今度行うローカルベンチ

ャー事業について、先ほども若干触れてはおり

ましたけれども、もう少し詳しくどのように考

えておられるのかについてお伺いします。 

○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）  このローカルベンチ

ャー事業について、市長がどのように思い、ま

た今後どのような、今、いろいろ報道等も通じ

てのこの事業の内容についても御紹介もありま

した。これは、やはりローカルという切り口、

ベンチャーという一つの切り口、これはやはり

大いに遠野としても大事じゃないかと。いろん

な地域資源が、よく私も立場上いろんな方々か

ら聞くんですけども、もったいない、いろんな

地域資源がたくさんありますねと、すごいです

ねという話をよく言われます。これは、私は本

当にどぶろくにしろ、あるいはホップの事業に

しろ、さまざまないろんなＮＰＯの方々におけ

る活動、随所で展開されております。市民の力、

底力というものがすごくあるわけであります。 

 やはりそれが、ちょっとよそ者の目から見る

ともったいないという方向になってくるという

部分に、地域活性化の大きなヒントがあるんで
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はないのかなというように思っておりまして、

その部分を、この隊員の方々がそれぞれの得意

分野の中から、それをどううまく引き出しなが

ら、うまく連携をとりながら、さらには新たな

事業に展開できるという部分においては大きな

可能性を持ったプロジェクトじゃないかなとい

うように思っておりまして。 

 今の御質問の中に、ちょっとあれでございま

すけども、他の市町村では応募者が少なかった

ということもあります。そういった点では、遠

野市がことしの５月に行ったこの募集では、仮

申し込み者が487人あったということでありま

す。これは、東京のある集会でそのことを話し

しましたらば、まさに全国的に活躍している非

常に有名なリーダーの方なんですけども、それ

は遠野だからだよと言われたんです。やっぱり

その辺を、我々もある意味においてはきちんと、

それこそさっきの言葉じゃないけども素直に受

けとめながら、こういうパワーをどううまく利

活用するかというところに持っていかなきゃな

らないんじゃないのか。 

 487人、東京と名古屋とで３回開催し、説明

会にはこの中から175人が参加したと。そして、

最終的には80人に絞り、その80人の中から──

80人は本申し込みということでありますが──

そこからさらに10人に絞っていったという一つ

の手順を踏んでおりますので、７プロジェクト

で10人を事業をスタートされたと。それを、こ

の地域資源、あるいはいろんな可能性を持った

部分、遠野ならではという部分、あるいは遠野

という知名度という部分の中から、先人が、あ

るいはいろんな市内で、随所で一生懸命汗だく

になって活動してる方々いっぱいいるわけです。

本当にいっぱいいる。頭下がる思いで活動して

るわけです。この方々とうまく連携をとれば、

一つの大きな地域の活性化、産業経済の活性化、

あるいは業起こし、そしてさらには人口減少に

一定の歯どめをという一つの答えを我々なりに

見出すことができるんじゃないのかなというよ

うに思って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）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  通常の地域おこし協力

隊ですと、現地に着任っていいますか、赴任し

てからいろんなことをやってみて、そして３年

間の中で定着、あるいは自分のなりわいを見つ

けるというパターンというふうに理解してるん

ですけれども、今度遠野市が取り組んでいる

ローカルベンチャー事業は、私が思うに、何を

するかがはっきりしてるので、多分、着任する

方々も目的がはっきりしてるんじゃないのかな

と。それだけ非常にやりがいもある。そして、

ピンポイントに絞って、結局遠野に来られる

方々ですので、普通の地域おこし協力隊がだめ

だという意味ではないんですけれども、やはり

きちっとした目的があって遠野に来られるとい

うのは、非常に取り組みが積極的に展開される

んじゃないかなというところもあります。 

 そして、先ほど市長の答弁の中で、仮申し込

みが487名っていう答弁あったんですけれども、

この件に関しては、先ほどの８月の15日付の農

業新聞にもやっぱり載ってました。仮申し込み

等へ500人近い方が申し込んだと。そして、実

際には175名、その中から80名に絞り込んで、

さらに10名というお話あったわけなんですけれ

ども、繰り返しになるんですけれども、目的が

はっきりしているものに対してこのようにたく

さんの方々が応募されたということは、すばら

しい人材がたくさんいたんではないのかなと。

だから、175から80名に絞り、さらに10名に絞

るというのは結構大変なことだったんじゃない

のかなと私なりに想像するわけなんですけれど

も。 

 今後、この10名で終わるのか、もしくはもっ

ともっと事業展開していく考えなのか、今の時

点でどのような考えかについてお伺いします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま、この事業に

つきまして、今の時代でありますからインター

ネット等を使いながら、答弁で申し上げました
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ような、そのような数字になったと。これ、遠

野という自治体の中にあってはやはり大きな数

字であったわけでありますから、この部分を、

手順を踏んで採用したからそれで終わりじゃな

くて、それをどのようにという部分は最も大事

だというように思っておりまして。 

 実は、今、いろいろ御質問のあった中におき

まして、内部的にはこれだけの数の方々が応募

をしてきたと、そしてまた遠野というものに魅

力を感じながら、言うなれば活躍の場を遠野に

求めてきた、これは全く紛れもない事実である

わけであります。しかし、この部分は、ある意

味においては、もう一つ冷静に我々はその数字

を求めなきゃならない。インターネットという

この手法の中におけるものは、もういろんな

方々がそれを見て反応するという、今、時代に

なってますよね。一気にもう世界中を駆けめぐ

るようなことになるわけでありますから。やは

りそこのところは冷静に捉えながら、地域の

方々、地元の今頑張ってる、汗かいてる方々と

どのようにうまく連携を図って、それがお互い、

よし、よしというそういう、よくウイン・ウイ

ンという関係にある、ハッピー・ハッピーとい

う関係にあるということなんですけど、そのよ

うにもっていくためには、やっぱりもう一方に

は手がたくという部分も一つあっていいんじゃ

ないのかなということで、10人という方向に最

終的には落ち着いたということでありまして、

次の展開なり、あるいは次の可能性なりという

ことについてはもちろん否定するわけでもない。

こういった部分を、どのようにこれからどう仕

分けをしながら、またどのような中でどうアプ

ローチするか等については、また真剣な議論を

関係者と交わしていきたいというように考えて

るとこでございますので、そこを御理解いただ

けばというように思っています。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  ローカルベンチャー事

業の中のローカルベンチャースクールという。

遠野では、みらい創りカレッジという取り組み

もしてます。あるいは、先ほど市長のほうから

答弁ありましたように、地域、今度の協力隊員

がやろうとしてることにビールとか発酵という

ものもあると。これは、日本のふるさと再生特

区、通称どぶろく特区で、全国の第１号でどぶ

ろくを生産してると。これは、もう発酵とか同

じ、競合といえば競合。でも、うまくコラボ

レーションできれば、それはみらい創りカレッ

ジのほうも同じだと思うんですけれども。 

 そういうことを考えたときに、たまたま本日

付の、これも農業新聞の全国紙の論説なんです

けれども、論説のコラムで、「地域の稼ぐ力、

住民主体で自立経済を」という記事あるんです

が、この中の最後のほうに、若干引用しますけ

れども、片山善博慶應大学教授、前の鳥取県知

事の片山善博さんですけれども、「片山善博慶

應大学教授は、真の「地方創生」とは、中央の

下請け経済行動から脱却し、住民、生産者本位

で地域経済の自立度を高め、「域際収支」──

地域の「域」に国際化の「際」、収入支出の

「収支」で「いきさいしゅうし」と読むんでし

ょうか──の改善を図ることだと指摘するが、

その通りだ。地域資源をフル活用し、商品企画、

生産、加工、ブランディング、販売に至るまで、

いかに住民が主導権を握るかが地域再生の鍵を

握る。地域から富の流出を防ぎ、住民が主体的

に「稼ぐ力」を磨く。自治体とＪＡや非営利組

織、大学・研究機関が連携し、それを後押しす

る。そうした地道な積み重ねの先にしか地域の

未来はない」という記事なんですけれども、何

となく本当に今遠野が取り組もうとしている、

取り組み始めたローカルベンチャー事業はまさ

にこれの先どりではないかなと感じるので、ぜ

ひ規模を拡大する方向で進めていただきたいな

と、私ももろ手を挙げて賛成したいんですが、

その点について、もう一回市長の考え方をお伺

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）  今、御質問あった件に

つきましては、本当に大事な大事な、仕組みづ
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くりする、あるいは事業展開するに当たりまし

ては、御質問ありましたみらい創りカレッジと

の関係などもきちんとこれを組み立てていかな

きゃなりません。さらには、この地域資源をど

のようにという部分が、先ほども答弁で申し上

げましたとおり、それはそれ、これはこれでは

ないわけではありますから、そこをどのように。 

 だから、発酵という一つの中で、どぶろくと

いう一つの切り口なども、単なるどぶろく、昔

なつかしいどぶろく、これは遠野のこだわりで

あります。しかし発酵という一つの技術の中か

ら新たな展開をもって誇りを持っていけるとい

うことになるわけでございます。ホップという

のももちろん、これは実はこの間、ホップの中

で、あるホップ栽培に従事してる方からちょっ

と言われたんですけども、「いいことなんだけ

ども、ホップ栽培を続けるのは、市長、本当に

大変だよ」と言われました。したがいまして、

高齢化という一つの時代の流れの中にあって、

ホップという確固たる栽培基盤、生産基盤、こ

れをどのように泥臭くつくっていくかというこ

とも一方においてはきちんとしなければならな

いという。 

 その中で、それぞれの者が第２ステージに入

り、新たな商品なり経済の活力に、あるいは人

口定住といったものに常につながっていく。基

盤がしっかりとなければならない。そのために

は、やはり行政の果たす役割、新たなこのよう

なマンパワーが入ったから、それでこの方々は、

こんなこと言えばちょっと失礼になりますけど、

神通力を持ってるわけじゃないわけです。そこ

のところをやっぱり我々もある意味においては

冷静に捉えながら、どう連携をとるかっていう

中で、いろいろ組み立てていくということにこ

だわりを持っていきたいというように思ってお

りますので、答弁になったかならないかでござ

いますけども、御理解いただければというよう

に思っております。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  この事業につきまして

は、私たち、現在の遠野市民も多分一緒にやれ

る部分もあるのではないかなというふうにも感

じますので、私個人、あるいは団体でも一緒に

やれる部分があるときには、あるいは探してで

も住民と一体になって取り組んで私たちもいけ

ればいいのかなと、やらなければならないのか

なと思っておるところでございます。 

 次に、第２点目、地域経営改革の取り組みに

ついてであります。 

 この取り組みにつきましては、本年５月30日

と先般８月23日の議員全員協議会におきまして

説明を受けておりますので、それらの資料をも

とに質問してまいりますけれども、地域経営改

革に取り組む目的として、「効率的で効果的な

遠野ならではの「新しい公共」のスタイルを構

築する」とありますが、それにより目指す効果

について、まず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）  遠野ならではの「新し

い公共」という一つの切り口の中で、これはや

っぱり官民という、一つの行政と市民の皆様が、

いかにきちんとタッグを組みながらさまざまな

ことをしかけていく、また構築していくのかと

いうことがすごく大事ではないのかなと、常日

ごろから思っていたところであります。 

 そのような中で、例えば教育といっても子育

て、あるいは介護、福祉、そしてさらには防

犯・防災といったような、官が本来きちんと果

たす役割、一つの官としての役目っていう部分

と、これが、そういったものはある意味ではこ

れは役所の仕事なんだと、行政の仕事なんだと

いう部分の中で割り切れる中というよりも、そ

ういう市況の中で戦後70年といったものがいろ

いろ組み立てられてきた。そういうのであって、

官も行政も、それは行政の仕事だという部分に

おいて頑張ってきた。これが一つの歴史として

あるわけでございます。 

 そういった中で、これらの分野においても、

規制緩和とか、あるいはいろんな民間の利活用

とか民間の活用といったものを盛んに言われる。
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それは、規制緩和をしながら、民間も一定の役

割を果たす。だから、教育の現場にも民間がと、

あるいは介護の現場にも民間、これはかつては

考えられなかったことなわけです、行政の仕事

だと。我々もそれは行政の仕事だというように

やってきた。 

 しかし、そういった中で、この規制緩和と新

たな仕組みという中で、こういった本来官が果

たしてた役割の中にも、民が、それぞれ企業や

いうところのＮＰＯをはじめ、さまざまな分野

が入り込んできてるということを踏まえながら、

しかしさらには少子化、高齢化という中に、い

ろんなネットワークも整い、道路関係も整備さ

れ、数段にいろんな環境が整備されてきてるわ

けでありますけども、そのいろんなサービスに

おけるニーズがこれまたきわめて多様化をして

きている。言葉は悪いんですけども、一つの枠

の中で一つやる。みんなきめ細かくニーズに対

して対応してかなきゃならんという、そのよう

な時代になってきますから、やっぱりそういっ

た中においては、きめ細かく効率的にという一

つの切り口であれば、やっぱり民の一つのノウ

ハウと参画がどうしても必要だというのは、こ

れはやっぱり時代の流れではないだろうかとい

うように思っております。 

 ５年半前の東日本大震災のときに、我々官は、

おにぎりだ、あるいは飲料水だという中で、ま

ずそれを送るっていう中で物を判断しながら支

援活動を行った。民の方々は、そこで必要なも

のっていう中で、市町村境もなければ、それと

は全く関係なく、きめ細かく判断をしながら支

援活動を行ったという中で、それが遠野スタイ

ルとしての評価につながったのは、まさに官民

というその中の一定の連携があったからなわけ

です。 

 そのようなことを踏まえれば、これからは官

民、そして公といったような言葉の中で、双方

がそれぞれ公共という一つの切り口の中で位置

づけられてくるんではないのかなと理解してる

ところでございますので、よろしくお願いいた

します。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  この地域経営改革の取

り組みの資料を見ますと、３つの視点により取

り組むというふうにうたってございます。１つ

目は行政内部の体制と業務の見直し、２つ目は

第三セクター等の経営体強化、３つ目が人づく

り。 

 市役所で取り組む内容がいろいろとある中で、

視点を３つに絞った理由についてお伺いしたい

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）  ３つの視点ということ

で、浅沼議員のほうからも一つ、この３つの視

点についての質問の中で触れられておりました

けども、１つ目は、行政内部の体制と業務の見

直しということが一つ、やっぱりこれ行政改革

ですね。これはすごい大事でございます。やっ

ぱり前例主義という一つの中において、私よく

言ってるんですけども、これもなかなか言葉と

しては簡単に言うんですけども、組織の壁、制

度の壁、一番厚い意識の壁を取っ払いというこ

とをよく言ってるわけでありますけども、なか

なかこれも言葉としては簡単ですけども、実際

はそれを形にする、あるいはそれを取り除くと

いう部分においては容易じゃないなということ

をみずから実感もしてるわけでございますけど

も、このような行政改革といったことについて

も、さらに意を用いてかなきゃならない。 

 ２つ目は、ただいま質問の中にも触れました

とおり、公共性と公益性を持つ第三セクターと

の関係も、やはりこれもきちんと再構築をして

かなきゃならない。まさに、民間のノウハウを

どのように行政の効率的なというよりも、経営

改革といった部分にどう生かしていくかという

ことについても、これもちょっとあれでござい

ますけども、市長が理事長だから、あるいは市

長が社長だからっていうそういうことを私もよ

く聞くんです。これが一番この第三セクターの

弱点なわけであります。その辺のところを、い
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かにそこにメスを入れていくのか、いかに意識

を変えていくのかという部分もすごく、でなけ

れば連携できないわけでありますから、そうい

ったようなこと。 

 さらには、３つ目は人材の確保。これはやっ

ぱり人材の確保だけじゃなくて、育成と、これ

もすごく大事であります。これは、きょうやっ

たからって明日結果って出ません。今年度予算

つけたから、来年度はその結果が出るというわ

けにはいきません。やっぱり３年、４年、５年、

あるいは10年という中で人は育っていくわけで

ありますから、そのような部分の中で、いかに

こういった新たな時代の流れ、厳しい少子化と

いう時代の流れ、避けられない高齢化という時

代の中に、どのような人材を確保していくのか

という部分もきちんと一つの展望の中でプログ

ラムを進めてかなきゃならない。 

 それが３つの視点ということになろうかと思

っておりまして、これが一つきちんと組み立て

られれば、総合力という力になってくるという

ように捉えてるとこであります。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  ３つの視点につきまし

ては、今、市長より答弁がございました。その

３つの視点を実施に移す場合の実行項目、全部

で１から７まで７項目あるわけなんですけれど

も、ちなみにこの実行項目の１番、行政組織の

見直しと、２番、市政推進体制のスリム化と機

能の明確化、この２点に関しましては、今定例

会の一般質問、９人おるわけですけれども、私

トップバッターですけれども、後にこの部分に

ついて質問する議員がおるようでございますの

で、この点については、私は割愛させていただ

きます。 

 そして、実行項目３点目の事務事業の見直し

によるアウトソーシングというのがあるんです

けれども、私の認識では、遠野市は、アウト

ソーシングに関しては他の自治体に比べて相当

進んでいるというふうに感じてるんですけれど

も、さらにアウトソーシングとして進める業務

というのが存在するのかどうかっていう疑問が

あるんですが、その点についての考え方をお伺

いしたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  先ほど総合力という言

葉の中で、みずから改革してかなきゃならない、

また人も育ててかなきゃならないという中で、

いろんなきめ細かいニーズに対応できる、そこ

には新しい公共という概念も入れるという、そ

のような御質問の中で答弁を申し上げました。 

 ただいま、その中にもう一つアウトソーシン

グという言葉が、第三セクターも含めて、どの

ように進めていくかというと、これも官と民と

いう中における使い分けというか、仕分けをし

ながら、より住民、市民の皆様が求めてるもの

にスピードとタイミングを失しないような形で

受け答えができるかという仕組みをつくってか

なきゃならないわけであります。よく役所仕事

という言葉、今、余り聞かれなくなりましたけ

ども、でもこれもよくあったわけです。それは

うちの課ではない、それは隣の課ですと。隣の

課に行けば、それはそっちですって、たらい回

しっていう言葉もよく使われておりました。こ

れはもうあってはならない。また、してはなら

ない。これはやっぱり厳しく受けとめなきゃな

らない。 

 そういった中で、一つはこのアウトソーシン

グといったような、今、盛んに検討しておりま

す。この作業も加速させなければならないかと

いうように思っておりまして、指定管理者制度、

いわゆる公共施設の管理における指定管理者制

度の拡大、これも図ってかなきゃならない。 

 さらには、市民窓口機能の見直しなどもやは

り図る。いかにタイミングよく──よく言う、

市民課に来たならば、いやいや、それはうちじ

ゃない、これは建設課ですよと言われて、また

建設課に回されるっていうのはよくあるわけで、

だから総合窓口がいいのかどうかはともかくと

いたしまして、こういった市民と接する部分、

それが地区センターがどう役割を果たすかとい
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うことも考えていかなきゃならない。 

 さらには、人材育成、生涯学習、あるいはス

ポーツ事業。いろんなスポーツ事業も健康づく

りという部分の中でいろいろ行われてるわけで

す。健康福祉の里もやってれば、あるいは市教

育委員会もやってる。市民センターもやってる。

そのようなものも、もちろん対象がありますけ

ど、これをもっと効率よくできないだろうかと

いうような部分もこのような。これが、健康づ

くりということにつながるわけでありますから、

これをもう少しシンプルにしながら、そして市

民の方々が非常に参加しやすいような環境をど

のようにつくってくかということも大事じゃな

いのかなと思っておりまして、この視点。 

 もう一つは、地区センターを11カ所、鱒沢地

区と、それから達曽部地区にも配置いたしまし

た。この地区センターが、安心安全、あるいは

人づくり、地域づくり、健康づくりというキー

ワードでどのように機能させるのか。機能させ

なきゃならない。もう５カ月たってるわけであ

りますから、そのような形で。 

 きのう、実は鱒沢の地区の敬老会にもちょっ

と顔を出しましたけども、鱒沢地区センターの

所長が、いろいろ地区センターの役割、そこに

今度はふれあいホーム小友の所長さんが出てき

まして、皆さん、心配しないでくださいね、い

つも声かけてくださいねっていう、まさに連携

プレーの中で敬老会に参加した方々に声かけで

きたと見れば、まさにこれが地区センターの役

割ではないのかなというように思ったとこでご

ざいますから、そのような機能を視点にしなが

ら、このアウトソーシングのさらなる加速と申

しますか。加速というよりも、アウトソーシン

グをさらに進めていきたいものだなというよう

に思ってる。 

 ただ、繰り返しますけども、ただアウトソー

シングすればいいっていう、そのような単純な

ものの考え方ではないということもお断りいた

しまして、答弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  今のは実行項目の３番

ですけれども、あと第三セクターに関する視点

のところで４番と５番あるわけなんですけれど

も、４番がアウトソーシングの受け手としての

体制整備、これは第三セクターを受け手とした

という意味だと思います。５番が、有機的連携

のための総合運営化とあるんですけれども、こ

の第三セクターにつきましても、後ほど同僚議

員が質問する予定になっておるようでございま

すので、ここの部分も割愛させていただきます

が、一点だけ確認したいことがありますので。 

 それは、８月の23日の全協のときにいただい

た資料の中の第三セクター等の経営体強化とい

う表があるんですけれども、その中で、三セク

経営体強化担当配置（外部専門家配置）とある

んですが、この外部専門家とはどのような方を

想定しているのか。あるいは、いつごろから配

置する予定なのかについて伺いたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この第三セクターの改

革、経営体質強化につきましては、これは遠野

市にとっても大きな課題でありました。いろい

ろ第１次進化まちづくり検証委員会でも、この

部分にメスを入れたと。いよいよこの部分を加

速させようといった矢先に東日本大震災が発災

したという中で、これは行政を預かる者として、

それを理由にしなかったという部分はちょっと

言いわけとしては適切じゃないかもしれません

けども、やらなければ本庁舎も失ってしまった、

庁舎も分散されたと。そのいろんなハンデもあ

りまして、第三セクターの経営改革そのものが

ちょっと足踏み状態に陥っていったということ

が、正直、それは私も認めざるを得ない。 

 そういう中で、新たな体制をつくらなきゃな

らない。しかし、市役所の中にっていえば、こ

れも言いわけに聞こえてしまうわけであります

けども、内部でいろいろ議論しておってもなか

なか始まらない。はっきりいうと帳簿も──職

印を押してそのようなことを言うのは、ちょっ

と私の立場からすれば言っちゃならないことか
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もしれませんけど、なかなか資料もらっても帳

簿もよく読み取れないっていうのが正直なとこ

ろ、この複式簿記も含めて。その中からは、そ

の数字が何を物語ってるか、なかなか読み取れ

ない。読み取れるようになったら人事異動にな

ってかわってしまったということがよくあるん

です。それは役所仕事って言われれば、そうな

ってしまうわけでありますけど。 

 そういったことにきちんと何とか歯どめをか

けようと、メスを入れようということで、外部

の専門家をという中における取り組みに今踏み

込んだという中で、いろいろ話し合った結果、

この経営改革という、金融機関から中小企業診

断士の資格を持った方をこの10月１日で採用す

るということに踏み込みました。そして、経営

企画部の中に籍を置きまして、そしてこの第三

セクター等の現場に実際に入っていただくと。

そして、現在の経営状況、さらには経営の課題、

強み、弱みというのは誰もあるわけですが、強

み、弱みをきちんと把握しながら、実際に働い

てる職員の声も聞きながら、これもやっぱり大

事なことなんです。声を聞きながら、強みを伸

ばす。そして、さらには弱みを、どうすればこ

れを強みにもっていけるかという部分を、足ら

ざるところを補い、そしてまた特性を生かし合

うという、第三セクター同士の連携と交流もそ

の中に見えてくるんではないだろうかと。それ

が、進化まちづくり検証委員会の第１次進化ま

ちづくり検証委員会で打ち出された、第三セク

ター同士もっと有機的連携を図りという部分に

もつながってくるんじゃないだろうか。つなげ、

つなげ、連携とれ、とれと言っても、何をどう

連携していいかなかなか見えないという部分を、

この専門家の中小企業診断士っていうベテラン

の金融機関の方を迎え入れることによって、ど

うつなげばいいのか、どういう課題があるのか、

じゃあ、強みはどのようにすればいいのか、弱

みはどうすれば克服できるだろうかということ

をやっぱり整理をしながら、そして連携強化っ

ていうことを打ち出していくという方向に持っ

ていきたいという中で、10月１日にそういう外

部人材を導入するという結論に至ったというこ

とでございますので、ただいまの答弁に、具体

的な答弁ということになろうかというように思

っておりますけど、そのようなことを今進めて

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）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  １点目の質問のローカ

ルベンチャー事業の答弁で、市長が民の力をと

いうことを何回かおっしゃってましたけれども、

早速10月１日に中小企業診断士という外部の民

の力を入れてくという部分で、私は非常にいい

切り口で第三セクターを見ていただける、ある

いは指導していただけるんじゃないかなと期待

するところでございます。 

 地域経営改革の取り組みの３つの視点の中の

３つ目、人づくりの中に、実行項目６つ目、７

つ目あるんですが、６つ目が市職員研修の拠点

としての遠野みらい創りカレッジの──ここに

も出てきましたが──活用、７つ目が、地域づ

くりのリーダーとなる人材の育成、この２点に

関しましては、ずっと私だけじゃなく同僚議員

からも取り上げられておりますし、あるいは当

局のほうからもずっと言われ続けてきているこ

となんですけれども、改めて、ここで７つの実

行項目に取り組む中に入れた理由、あるいは何

か今度目新しいもの、特徴的なものがあるのか

どうかについてお伺いします。 

○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）  さまざま経営改革、あ

るいは有機的な連携、これも言葉としてはその

ような中で表現しながら、私もこうして答弁し

ておりますけども。やはりこれを、本当にそれ

ぞれ連携を図る、さらには総合力を発揮する、

そしてまた第三セクター、あるいは民間とも連

携を図りながら、有機的な連携の中でそれぞれ

の役割を果たしてくということになれば、やは

り人材なんですよね。 

 だから、この部分を、先ほどの答弁とのある

意味で繰り返しになるかと思っておりますけど
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も、みらい創りカレッジなどの民間のノウハウ

の中から、さまざまな新たな刺激がどんどん入

ってきております。これをどのようにキャッチ

ングするのか。だから、言われたから出るんじ

ゃなくして、いかにキャッチングして、自分と

して、じゃあ、どう動けばいいのか、どのよう

な形で自分は仕事をすればいいだろうかという

ことをみずから考える。そのような人材を育成

しなければならないかというように、実は日ご

ろから思ってるわけでありまして。 

 その部分を、こういった新たな──研修制度

もいろいろあります。本当にたくさんの中から、

いろんな研修制度なり、さまざまな講習会とか

いろんなのがありますから。そういった点をも

う少し一つの──ただ、我々も、例えば東北自

治研がある。自治体学校がある。市町村アカデ

ミーがある。それに、ことしは誰を出す、誰を

出すという中でやってるわけであります。それ

だけじゃない。もっと民間にもいろんな、ある

いは民間だけじゃない、市民の皆様にもいろん

なノウハウを学ぶということも大事じゃないだ

ろうか。そういうところに参加してから、一回

りも二回りも大きくなるという。答えるだけじ

ゃない。そこで答え見出すだけじゃない。いろ

んな現場に、いろんな教えてもらわなきゃなら

ない、あるいは学ばなきゃならないところがあ

るという部分をもう少し我々も改めて考えて、

この人材育成といった部分に長期的なプログラ

ム。 

 今、例えば30代でも、2040年問題あるわけで

す。これも大きな、もうそれが迫ってるわけで

あります。そうすると、あと二十五、六年とな

れば、もう30代の職員も55、56ということに当

然なってくるわけでありますから、そういった

ことに備える。そのような人材を今のうちから

きちんと、言うなれば育成していくという視点

を、こだわりを持ちながら対応したいというよ

うに考えてるとこでありますので、よろしくお

願いいたします。 

○15番（浅沼幸雄君）  これで、一般質問を終

わります。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午前10時51分 休憩   

────────────────── 

   午前11時01分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き、会

議を再開いたします。 

 次に進みます。８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  市民クラブの菊池巳

喜男です。通告に従い一問一答で一般質問を行

ってまいります。 

 質問に入る前に、私からも、さきの台風10号

により岩手県、特にも岩泉町、久慈市等では甚

大な被害となりまして、亡くなられた方もあり

ます。ここにお悔やみを申し上げるところでご

ざいます。 

 当遠野市も、記録的な豪雨により、河川の氾

濫による道路や橋梁、そして住宅への浸水をは

じめ、水田等の農地やパイプハウス等の農業施

設に甚大な被害が発生いたしました。その中で、

去る９月２日の午後、我々議員も被災地を視察

し、台風の恐ろしさと被害の大きさを改めてつ

ぶさに見るに至りました。ここに、被害に遭わ

れた方々に心よりお見舞いを申し上げるととも

に、国としても最大限の支援を努力すると話さ

れております。一日も早い復興が求められると

ころでもあります。 

 収穫の秋を目の前にして、農業生産にも大き

な打撃となります。この中で、幸いにも人災に

はつながらず、災害時の消防団との連携をはじ

め、日ごろからの備えの中での当局の一体とな

った市民への冷静で迅速な対応がいかに重要で

あるか、改めて思い感じた次第でもあります。

ここに敬意を表するところでもあります。 

 それでは、今回の一般質問、産業振興、そし

て地域活性化の面から、大きく３項目について

市長に質問を進めてまいります。 

 最初に、６次産業化の推進状況でございます。 

 このことは、さきの議員の質問にもありまし

た遠野ローカルベンチャー事業にも通じる点も

あると思いますけども、順次進めさせていただ
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きます。 

 ちょっと資料が古くなりますが、平成22年度

国勢調査によりますと、本市の就業人口の合計

は１万4,080人ということで、総人口の減少に

比例して減少している。ここ平成２年から22年

までの20年間に、おおむね5,000人が減少して

いるとのことでございます。特にも、平成17年

以降は急速に減少しているということでござい

ます。 

 産業別就業割合は、第１次産業が20.8％、第

２次産業が29.5％、第３次産業が49.7％となっ

ておりまして、第１次産業の割合が減少、第３

次産業の割合が増加傾向にあります。本市の将

来の就業人口は、平成37年度には１万300人に

なる見通しであります。 

 第１次産業の純生産を見ますと、平成24年度

で28億円となっておりますが、本市の資源や特

性を生かした活力ある産業を総意で築くために、

異なる産業分野と連携・協力して、地域の特徴

を生かした６次産業や観光・交流などの振興に

より、市民所得の向上が図られるまちづくりに

取り組む旨が、第２次遠野市総合計画で方向性

が打ち出されております。 

 その中で、農業において、地産地消と６次産

業の推進について、農林水産振興ビジョンに基

づきながら、その計画が掲げられております。

特にも、市民と市職員による六次産業化等推進

ワーキンググループを立ち上げ、６次産業化、

農商工連携、地産地消の推進が図られ、国で６

次産業の市場規模を平成32年度までに10兆円に

する目標を設定していることに協調しながら、

本市はこのうち１億円の拡大を目標とし、トー

タルで約18億円に設定する目標を定めておりま

す。 

 計画では、常に申されております産・学・

官・金の連携も進め、農産物や特産品、生産技

術、地域の自然・文化、観光資源を含めた地域

資源を活用した新商品・新サービスの開発も促

進していくことになっております。 

 これらには市民の役割も大きく取り上げ、農

業者は農産物の生産と供給、農産物直売所の運

営、商工業者や遠野ふるさと公社は地域資源を

活用した商品の加工・販売や販路開拓、金融機

関については金融支援、農業団体や商工団体で

は事業支援の展開、観光協会では遠野のＰＲを

掲げられ、一方、行政といたしましては地域目

標の設定、情報収集、情報発信を役割としてお

ります。 

 それで、第１点、伺います。 

 これらの市民・行政の役割の中で、６次化推

進におかれまして、実績は現状どうなっている

のか、まず最初に伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  菊池巳喜男議員の一般

質問にお答えいたします。一問一答という形で

の御質問でありますので、順次御答弁を申し上

げますけども、冒頭、この台風10号に伴う被災、

さらには岩泉町の状況等につきましてお見舞い

と御冥福をと、またさらには災害からの速やか

な復旧というお話がありました。先ほど、浅沼

議員の一般質問冒頭にもありましたので、繰り

返しになりますけども、まさに御冥福をお祈り

し、また１日も早い復旧をと。特にも岩泉町の

現状は大変な状況であると、先ほどの状況でも、

全町避難という一つの指示は出たものの、避難

所の設置運営が大変な状況にあるということも

情報がありましたので、そのようなことにもき

ちんと情報収集を努めながら、お互いのことだ

という中における対応を当市としても検討して

いきたいと。さらには、当市の被災、災害状況

の把握に全力挙げて取り組んで、一日も早い復

旧、そして工事、さらには農地被害等について

も、農作物の被害も含めまして、ビニールハウ

スもかなりやられておりますから、この部分に

ついてもきちんときめ細かく対応する体制をと

ってまいりたいと思っておりますので、よろし

くお願いを申し上げます。 

 さて、第１問の質問であります。 

 ６次産業化のというよりも、この効果といっ

たものはどのように見えてきてるのかという質

問でありました。これは、先ほどの浅沼幸雄議
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員からも一般質問の中で、第三セクター、経営

改革といったようなものでもいろいろ御答弁申

し上げたわけでありますけども、ある意味では

それともつながる一つの取り組みとして、この

６次産業化というものを進めようということで

組織を立ち上げながら、民間企業との間におけ

る、あるいは第三セクターとの連携の中でさま

ざまな取り組みを試みているというよりも、取

り組んでるわけであります。六次産業推進課本

部ということもきちんとまた位置づけながらや

ってるわけでありますけども、この中には、こ

れも繰り返しになりますけども、国があり、そ

して県があり、市があり、農業団体がある。さ

らには商工団体もある。観光協会、さらには遠

野にあった遠野市観光ふるさと公社、さらには

産直といったようなものもある。この産直が大

きいんです。産直もすごく大きいわけでありま

す。産直も連絡協議会などを構成しながら、そ

してこの部分で、遠野市六次産業化・地産地消

推進協議会というものを立ち上げまして、さま

ざまな、まさに可能性に挑戦をし続けていると

いうことになろうかというように思っておりま

す。 

 さらには、ふるさと公社のほうにおきまして

も、商談会に積極的に参加しながら国内の販路

拡大にも取り組んでおります。なかなかこれも

手応えっていうものは、しかし、やっぱりやら

なきゃならないという中で。さらには、ホップ

収穫祭も先般行われたわけでありますけども、

台風襲来を前にしての収穫祭でありましたけど

も、２日間で4,500人の方がそこの収穫祭に訪

れた。ホップ畑を見て感動してるわけでありま

す。そして、収穫祭の中でさまざまな交流・懇

談が行われた。会場、私も２日間足運びました

けども、市外の方が半分以上でありました。や

っぱり盛岡、花巻、あるいは県外のほうからも

来ておりましたけども、かなりの方々が入って

おったという中で、この中で新商品の販売など

も手応えを感じたということであります。 

 それからもう一つは、この６月市議会の補正

予算で計上しておりました地方創生推進交付金

を活用いたしまして、これを財源といたしまし

て、台湾経済ミッションという中で、遠野は観

光、そして物産、さらには文化という切り口の

中でインバウンドという、外国人訪問客と申し

ますか、外国人観光客等を受け入れる下地はか

なりのものがあるんだという中で、花巻からの

チャーター便に職員５人を派遣したと。これは、

地方創生推進交付金を財源に行いながら、こう

いった地域資源を活用した新商品の開発にも取

り組むヒントや、さまざま販路拡大の取り組み

をそこで行ってみようということで、思い切っ

て５人の職員を派遣したということ。 

 それからまたもう一つは、地元金融機関、岩

手銀行さん、東北銀行さん、北日本銀行さん、

それぞれが地域経済の活性化、６次産業化とい

うことで、それぞれ切り口は違いますけども、

遠野市と協定を締結したいという中で３行とそ

れぞれ締結をしておりまして、東北銀行さんは

この４月に「チャレンジする６次産業応援資

金」を商品化、無利子・無担保・無保証の金融

商品としてこれを活用してっていう、そのよう

な制度も東北銀行さんのほうでは協定に基づい

て立ち上げていただいてるということになるわ

けでございますから、そのようなことをきちん

と組み立てながら対応してかなきゃならないか

というように思っております。 

 実は、27年度の実績といたしまして、６次産

業関連効果額、これは御質問の中にあったもの

になるわけでございますけども、これが額とし

て捉えましたところ、16億9,000万という、約4,

000万円ほど目標数値というよりも、予定して

おった数値を上回る数字を一応確保してあると

いうこと、16億9,000万。特に、この中におき

まして、産直が売り上げを大変伸ばしておりま

す。これが大きな結果でありました。 

 それから、ふるさと公社、これも頑張ってお

りますけども、ふるさと公社は、約、目標数値

を4,000万ほど下回ってるという結果にもなっ

ております。これも、いろんな、先ほどの第三

セクターの計画とつながることになるわけであ

りますけども、そのような状態になってる。新
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たにふるさと納税の返礼品として、ふるさと公

社のほうで約3,000万円相当の売り上げを図る

というような中における取り組みも今しかけて

るとこでございますから、このような中で、６

次産業化といったようなものを、繰り返しの答

弁になりますけども、国の制度の応援、あるい

は県との連携、さらには農業団体、商工団体、

そして観光協会、ふるさと公社、それから産直

関係の皆様とのきちんとした遠野市六次産業

化・地産地消推進協議会という組織が立ち上が

っておりますから、この方々との密接な連携の

もとに６次産業化といったものを加速させ、そ

してまた新たな──この部分においては、浅沼

幸雄議員との質問の中にもありましたけども、

ローカルベンチャーといった仕組みも、その中

で地域おこし協力隊の方々もこういった部分に

も切り込んで連携をとるという仕組みになって

くるんではないのかな、またそうしなければな

らないかというよ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して、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）  今、答弁がございま

した。国と県の連携などで、市でも地産地消連

絡協議会を設けながら、地域おこし協力隊等も

活用しながらという旨の話がありました。 

 その中で、今回９月補正予算の中で、六次産

業化・地産地消推進事業費として、額が635万

円ですが、増額して、トータルで1,729万4,000

円としているわけでございますけども、今まで

話された中の何か事業の増進とか、そういうも

のに沿ったものなのか、次に伺いたいと思いま

す。（発言する者あり） 

○議長（新田勝見君）  暫時休憩いたします。 

   午前11時18分 休憩   

────────────────── 

   午前11時19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）  それでは、その辺、

ちょっと食い違いがございましたので、ちょっ

と一旦、委員会で質問させていただきます。 

 今、市長が、国、県と連携しながらやられて

るということの中でございますけども、岩手県

でも、この前新聞報道もございましたけども、

６次産業化推進プランを進めているということ

で、平成30年までに農産物加工販売の販売額を

287億円にする目標を掲げながら、県内４つの

地域振興局に６次産業化支援チームを配置しな

がら、産地にバイヤーを招き商談の場を設ける

など、６次産業化の拡大を図っている旨のニ

ュースがありました。 

 県が定めた６次産業化推進プランとの連携は

どのようになっているものなのかを次に伺いま

す。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま、この御質問

にお答えする前に、今般６月補正予算の予算の

中身でありましたけども、予算等審査特別委員

会がこの後予定されてるわけでございますので、

そちらのほうで担当部長、担当課長のほうから

きちんとお聞きいただければというように思っ

ております。私もどのように答弁したらいいの

かちょっと戸惑いましたので、申しわけござい

ませんでしたけども、そのように御理解をいた

だきたいというように思っております。 

 それから、ただいまのいわて６次産業化推進

プラン、連携とれてるのかという話でありまし

た。これにつきまして、それぞれ６次産業化の、

先ほど答弁で申し上げましたとおり、協議会を

立ち上げておりますので、この協議会を仕切っ

ております農林畜産部長のほうから答弁を申し

上げますので、よろしくお願いいたします。 

 連携をとれてるかということにつきましては、

連携をとれているということで私の答弁とし、

中身につきましては、担当部長のほうから答弁

いたしますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  農林畜産部長。 
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   〔農林畜産部長兼六次産業推進担当部長

古川憲君登壇〕 

○農林畜産部長兼六次産業推進担当部長（古川

憲君）  命により、お答え申し上げます。 

 岩手県が定めたいわて６次産業化推進プラン

との連携ということでございますが、国では、

各市町村に６次産業化を推進するための協議会

の設置と６次産業化推進戦略の策定を求めてお

ります。これを受け、県内で戦略を策定してい

るのは、遠野市と奥州市の２市ということにな

っております。特に、協議会を設置し、６次産

業化推進戦略の検討を行ったモデル事例として、

遠野市の戦略は県でも高く評価されております。 

 なお、県の６次産業化推進プランと遠野市六

次産業化・地産地消推進戦略が同時期に策定さ

れたのも、県との密なる連携によるものでござ

います。 

 また、県南広域振興局の支援については、遠

野農林センターが協議会の構成員として参加し

ており、情報共有を図っているということにな

っております。 

 以上です。 

○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）  連携が図られてると

いうことでございます。農産物の加工販売、特

に法人格の農業団体等々では進めているところ

でございますが、一般の農業者にも浸透がされ

ることが必要だと思いますけども、その辺、協

議会を通じながらやられるということだと思い

ますけども、その辺、隅々まで、下のほうまで

浸透をこれから、第２次遠野市の計画がスター

トしたばっかりでございますけども、今後、各、

何回も繰り返しますが、農業者にも行き渡って、

６次化のよさが伝わるような仕組みをつくって

いただきたいと思いますが、その点はいかがで

しょうか。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま、この問題に

つきましては、古川担当部長のほうからも、連

携策については、中身の問題も含めて、当市と

奥州市がこの部分で取り組んでるということも

含めてと御答弁申し上げたとおりでございます

ので、これからこういった部分でやっぱり一番

大事なのは、先ほどの浅沼幸雄議員とのやりと

りの中でも、一般質問の一問一答の中でもいた

しましたけども、有機的連携、そういうことを

きちんと図っていく。それと、それぞれの立場

が役割を果たしながら、お互いそれぞれの持ち

味を生かしていくということに尽きるというこ

とです。それが６次産業ということになる。１

次、２次、３次ということになるわけでござい

ますが、これを繰り返し繰り返し行っていくと

いうことになるんじゃないのかなと思っており

ますし、あそこのいうところの、先ほど申し上

げました産直が、遠野市の場合は産直が結構頑

張ってるんです。こういったのが大きなヒント

なんじゃないのかなというように思っておりま

すから。 

 答弁になるかならないかでございますけども、

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）  産直が頑張ってると

いうことでございます。これからもどんどん、

一般のといえば失礼なんですが、農家の隅々ま

で行き渡るような施策を続けていただきたいな

と思っているところです。 

 それでは、２番に入らせていただきます。 

 で・くらす遠野市民制度による交流人口の拡

大と移住定住などへの推進状況についてお伺い

いたします。 

 交流人口拡大策においては、遠野市ツーリズ

ムの推進や全国の自治体、企業、大学及び民間

を含めたネットワークづくりを行い、交流人口

の拡大を図り、で・くらす遠野の活動により、

全国の遠野ファンの拡大を図るとともに移住希

望者の相談窓口や空き家バンクを充実させ、定

住人口の拡大を目指すということになっており

ます。 

 国では、ことし３月に発表した観光ビジョン
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で、2020年までに全国の農山漁村で50の農泊─

─農家民泊ですね──農泊地域の創設を目指す

ことで明記されております。農家民宿、民泊に

とどまらず、農村地域に住む人々との交流や生

活体験を目的に、新たな観光客等を取り込む狙

いもあるとのことであります。国の来年度予算

では、農山漁村振興交付金の一部を農泊の推進

に充て、各地域で協議会を設けて農泊の体験企

画を図り、外国人にも通ずるようにホームペー

ジを多言語化したりする広報活動を支援すると

のことであります。 

 商談会、これは「ＶＩＳＩＴ ＪＡＰＡＮ 

トラベル＆ＭＩＣＥマート」ということだそう

ですが、関連する出展者が参加するのは本年で

４回目であり、昨年９月の商談会では、当遠野

市を視察されて、農家での民泊体験に加え、散

策や野菜収穫、調理などを体験したニュースが

報じられておりました。地方に観光客を農泊を

通じて呼び込む整備が、国としても後押しが進

められている様子がうかがわれるところでござ

います。 

 当市では、交流から定住への推進ワーキング

グループを立ち上げております。交流人口の拡

大から定住の推進をテーマに空き家バンクとの

相談体制の充実を図り、毎年20世帯の移住を目

標とし、現状の61世帯から、平成32年度までに

160世帯まで増加させようとしておりますが、

最初に、で・くらす遠野での移住希望者の相談、

サポート、情報発信など、一元化を図りながら

窓口の充実を目標にするということですが、現

状と推進状況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）  で・くらす遠野という

この取り組みが、さまざまな形でこれを繰り返

し繰り返し行っているわけでありますけども、

ただいまいろいろこの取り組みの重要性、ある

いは人口減少に伴う移住という切り口の中で、

この制度が、そのためにはやっぱり窓口の一本

化ということもあっていいんじゃないだろうか

と。 

 それで、その現状と、それから一本化という

ことも含めての今後の取り組みの状況はという

御質問でありましたけども、まず１つは、この

現状を見ますと、27年度の数字で申し上げます

と、で・くらす遠野を利用いたしまして移住し

てきた方、13世帯21人であります。累計世帯で

見ますと、目標値の50世帯に対しまして74世帯

が移住し、目標値を上回ったという一つの結果

になっております。これが一つの現状というこ

とになろうかと思ってます。79世帯157人、27

年度は13世帯21人と、27年度はそのような。 

 それから、で・くらす遠野の相談件数、これ

もちょっと注目すべき数字なわけでありますけ

ども、27年度は115件、その数字が照会があっ

たということでありまして、また８月末現在、

５世帯10人の方が移住してきているという、そ

のような一つの数字になっているという、現状

はそのような。 

 そして、もちろんこの場合においては、空き

家バンクといったような移住者に提供する情報

の的確な発信も必要なわけでありますから、こ

の部分におきましては、今、産業振興部の連携

交流課の中に、産業部長が連携交流課長を兼ね

ながら進めてるわけでありますけども、やはり

で・くらす遠野、あるいは私もいろいろ今検討

してもらっておりますけども、例のふるさと納

税の一つの可能性の取り組みということを考え

れば、この辺を再構築しなきゃならないという

ことで、行政組織の見直しの中で、庁内に立ち

上げております地域経営会議の中で真剣な議論

を行いながら、来年４月の本庁舎の竣工にあわ

せて、どのようなスリム、シンプル、そして言

うところの限られたマンパワーをいかに総合力

を発揮できるかということのキーワードの中か

ら、この行政組織の見直しも図ろうということ

で作業を進めておりますので、この中で、で・

くらす遠野制度の窓口の一本化といったような

ものにつきましても、あわせてきちんと大きな

課題として位置づけて取り組んでまいりたいと

いうように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。 
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○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）  27年度におかれては

115件の相談があったということのようで、８

月現在５世帯が移住もしてるということのよう

でございます。32年度までに160世帯というよ

うな目標も掲げているようでございますけども、

それに向かってこれからも邁進してもらいたい

なというとこでございます。 

 その中で、移住定住対策は、空き家対策が一

つのポイントじゃないのかなと思っております。

空き家プラス農地ということで情報と一体とな

った環境づくりも進めていくということが掲げ

られているところでございますが、その辺は進

んでいるのかなということもお聞かせ願いたい

と思います。 

 ことし７月に、当教育民生常任委員会で鳥取

県の岩美町を視察してまいりました。その例を

述べてみますと、岩美町では「チャレンジする

若者が集うまちをめざして」というテーマで、

若者の転出防止、Ｕターン・Ｉターン・Ｊター

ンの促進に官民で連携し、岩美町での暮らしの

魅力発信、移住者へのきめ細かい相談対応、子

育て・住まい支援制度の充実を図るなど、移住

定住の促進を積極的に推進している様子を垣間

見ることができました。 

 このことは、この前の全協で当副委員長も報

告しておりますけども、移住支援ということで、

特異的な空き家利用応援が目に飛び込んでまい

りました。当市では、先ほどから言われており

ます、で・くらす遠野で空き家バンクや定住支

援・促進の窓口の開設制度があるということで

すが、岩美町ではさらに踏み込んで、空き家を

住居として使用する場合は、改修支援補助金と

して上限200万円もの補助を移住者に交付し、

空き家の所有者には当該物件の家財家具整理費

として上限40万円の補助、さらには移住者が暮

らす自治会には５万円を交付するという手厚い

制度があるようです。遠野市と比較すると、岩

美町は一般予算で３分の１ぐらいの規模の自治

体ということでございますけども、そういう自

治体にもかかわらず、今話したとおり、すごい

対応だなということで見たわけでございますけ

ども、田舎暮らしベスト１になったということ

で、それだけの対策が講じられているものとい

うことで考えさせられたところであります。 

 遠野市でも空き家対策を講じているものの、

移住者と相まってこのような施策を積極的に考

えていかなければ人口減少に、いろいろ移住者

もあるようですけども、歯どめをかけるという

点からいうといかがなものかなというところで、

研修を踏まえながら参考とするところがあるの

ではないかなというふうに感じてまいりました。 

 今後のこういう空き家対策等を含めながら、

強化策を何か打ち出してもいいのではないかな

と、さらなる、ことを思いましたが、いかがで

しょうか。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  で・くらす遠野の制度

の中での移住ということで、先ほど一定の手応

えを得ているということは申し上げました。そ

してまた、その部分をさらに加速させ充実させ

るために窓口ももう少し充実させ、できれば一

本化という方向にもっていくって中で、今、盛

んに検討をしているということも申し上げまし

た。 

 その中で、ただいま移住という部分におきま

して、鳥取県の岩美町の例の中から、さまざま

もう少し大胆な施策を打ち出してはどうだろう

かという中で、空き家対策も含めての御質問が

あったわけであります。 

 鳥取県の岩美町、武蔵野市友好交流市町村の

一つでありますから、岩美町の町長さんとも本

当によく懇談をしたり、意見交換もしてる一つ

の仲間でありますから、よく岩美の町長さんと

も話を──つい先月も東京でお会いしましたけ

ども、盛んにやっぱり移住という中でかなり町

ぐるみで取り組んでいるという、そのようなと

こでありました。それを積極的に先頭に立って

進めてる事例でありますから、岩美町の事例な

ども、遠野市もやはりきちんと参考にするべき
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という部分については、私も一つの取り組むべ

き先進事例として検討してもいいんじゃないの

かなというように考えてるとこでありますけど

も、遠野市としても、ただ手をこまねいてるわ

けではないという部分の中で、空き家リフォー

ム事業助成金制度をおこしているということで

あります。それから、もう一つは、若年層の市

内への定住を促進するために、この４月からＵ

ＩＪターンの35歳未満の方を対象に、民間賃貸

住宅の家賃に対して補助金を交付するという中

で、若年者定着促進家賃補助金といった制度も

おこしているということであります。 

 このような一つの中で、移住者の方が地域に

溶け込み、地域の活動に携わり、人と人がつな

がることを大切に感じながら、アフターケアと

して移住者交流会なども行ってる。移住者交流

会などは、言い方はちょっとあれなんですけど

も、予算がかかる話じゃないわけです。こうい

った気配りと心配りの中で、移住者の方々も安

心して暮らせる環境をつくれるわけであります

から、このようなことも交流会なども行ってる。 

 そして、またよく言う、遠野のおもてなしと

いうこと、遠野の心ということがよく使われ、

またそれが高く評価もされていることでありま

すから、民泊という、あるいは農泊といったよ

うな切り口の中で、さまざま遠野はいいところ

だという部分をもっともっと積極的にアプロー

チする。そのためには、農家の女性の方々の力

っていうのはすごいものがあるんです。そして、

特に民泊強化なり、農泊を取り組んでいる女性

のマンパワーの力を、ただありがたい、ありが

たい、ご苦労さんだけじゃなくして、何かこれ

もまたいろんな面で手だてを講じながら、一緒

になってそのような部分で取り組もうという、

そのようなものに持っていくていうことも我々

考えなけりゃ、それも１つの環境整備になり優

遇策にもなるんではないだろうかというように

も思ったりもいたしているところであります。 

 それから、先ほど窓口の一本化ていう部分の

中にありましたですね。せっかく移住してきた

んだけども、やっぱりなかなかコミュニケーシ

ョンていう部分の中にあったときにこの交流会

ていうものを通じながら、そういった形できち

っと定着できるような、そういうようないわば

ソフトハードていった場合ソフトの取り組みも、

また一方で大事にしてかなきゃならないかとい

うふうになっております。 

 繰り返しの答弁になりますけども、先ほどの

数字の中でこれだけの数字を確保したからよし

とするんじゃなくて、その数字をさらに加速さ

せる。加速させるとともに、きちんと定住をさ

せる。定住した方々がいいところだて形で発信

してくれる。発信してくれればまた誰かがその

人脈で来るという、そういう１つの構図なわけ

でありますから、移住してきた方々に対しどの

ようなアフターフォローを行うのかていうこと

についても、改めて再構築をしていくていうこ

とも考えなければならないんじゃないのかなと。 

 鳥取県の岩美町の事例なども参考にしながら、

ちゃんと事業費として予算も確保するてことは

当然でありますけども、それも含めながらいう

とこのソフトハードの組み合わせをもう少しき

ちんと持っていくということにさらに検討を進

め、また多くの関係者の皆様のお力添えもいた

だきたい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）  ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  遠野市でも空き家リ

フォーム制度、そして若年層の民間住宅の家賃

の助成制度もあるということでございます。も

う少し深くＰＲしてもいいんじゃないのかなと

いうところもあります。 

 岩美町の話で恐縮なんですが、やはり移住し

てきた方々、各その地域の自治体との交流もあ

るわけです。遠野市もそのとおりなんですが、

やはり自治体との交流もきちんと、アフターフ

ォローというような形で市長も申されましたけ

ども、それも大切だと思っております。その中

で、自治体と移住者がきちっとこう対応できる

ような制度なり立場をつくっていただきたいな

というところでございます。 
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 それでは、最後の質問に入らせていただきま

す。これは、農地中間管理機構を活用した農地

の集積、集約化の振興状況についてということ

で、農業委員会の会長さんが答弁なのかなと思

っておりましたけども、市長が答弁ということ

でございますので述べさせていただきます。 

 農業者の高齢化、そして減少等によりまして、

農地の荒廃化が懸念されている中、農業の担い

手確保や育成、耕作放棄地の解消、遊休農地の

利用が課題であります。当市の農業委員会で実

施されております農地パトロール等で対策を講

じているのではないかなと感じつつ、敬意を表

するところでございます。 

 その中で、担い手への農地集積を推進するた

めには、基盤整備されていない農地もあること

から、簡易な農地整備を支援する農地耕作条件

改善事業というものがあるということで、畦畔

除去や暗渠排水の整備に力を発揮するという事

業のようでございますけども、内容的には区画

拡大に10アール当たり10万円、暗渠排水に15万

円などの定額の助成メニューがあるということ

でございます。 

 さらに、中心経営体に面的集約される農地に

は、単価を２割加算されるということでござい

まして、そのほかにも用水路や農作業道路の整

備などを支援する定率助成もあるとの情報があ

ります。ただし、農地中間管理事業の重点実施

区域や同区域に指定されることが条件というこ

とのようでございます。 

 当市は、圃場整備の農地が５割に達していな

いということで、農地の耕作条件が悪く、大型

農業機械も入れないような農地が多いというふ

うに感じております。このことにしっかりと取

り組むことによりまして、地域の農地を有効利

用し、高収益作物の導入にも役立つものと考え

ておりますが、今年度担い手の農地集積状況は

どうなっているのか、最初にお尋ねいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいまの御質問の中

で、担い手の農地の集積状況、これは本当に、

御質問の中にありましたとおり大変大きな課題

であります。 

 ただいまの議員の質問の中にも、この農地の

耕作条件が悪く大型機械も入れない農地が多い

と。これはしっかりとという、質問の中ではそ

ういうことを述べられておりました。 

 これはやっぱり、どんどんこの、何と申しま

すか高齢化の中で耕作放棄地もふえてくるんで

あれば、いかに効率的な環境整備を図るかとい

う部分においては、この担い手もさることなが

ら集積というこの事業、ただ集積となればこの

区画整理事業も含めて暗渠の整備だとかさまざ

まな環境整備もしてかなきゃならない。という

ことは、これはある意味では当然なことなわけ

であります。 

 ところで、この現状はということでありまし

たので、その分についてちょっと、集積状況に

ついて数字を申し上げたいというように思って

おりますけども、この制度が創設され３年目で

あると。 

 平成26、27年度は、受け手農家73名、約600

ヘクタール、そして対する出し手農家は428戸、

約250ヘクタールの農地がこの農地中間管理事

業を活用してのその集積にかかる申請の実績と

なっているという状況であります。そのうち、

ただいま申し上げた数字のうち239ヘクタール

が担い手である認定農業者に農地集積されてい

るということも申し添えておきたいと思ってお

ります。 

 それで、この部分におきまして２年間の、こ

の26、27の数字今申し上げたわけでありますけ

ども、２年間の実績を見ると受け手農家の借り

受け希望面積に比較し、希望条件に沿うような

出し手農家の農地が少ないていう１つの現状に

あるということでありますね。 

 これも、そこでしっかりと我々も受けとめな

きゃならない。出し手希望者の農地は、そして

小規模で耕作条件が不利な場所の農家が多いと、

農地が多いと。したがって、担い手農家の方々

にとっても受け入れがたいという１つの現状も

あるということ。 
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 だから、貸し借りがまとまらなかったという

のもこういう一つの、これをミスマッチていう

言葉ではちょっと片づけられないかと思ってま

すけど、その辺の現状よく見ながらこの集積と

いう事業をどのように進めていったらいいかと

いうことを、やはり我々行政も、あるいは関係

機関との連携も図りながら、あるいは国のほう

にも課題が何なのか、もっとスムーズな形でこ

の集積化をできるようにするためにはどうした

らいいかてことにつきましては、やはり改善を

求めたり新たな制度を起こしたり、そのような

部分を訴えていかなきゃ、この出し手借り手の

部分のミスマッチがなかなか解消できないてこ

とになるんではないのかと。 

 いうところの効率よく作業ができる環境整備

の施策の必要性、これはさまざま農政局なりあ

るいは県なりそういったところにも、その都度

意見交換しながら訴えてきてるところでありま

すけども、さらにこの制度にかかる諸課題、こ

れを国や県にもきちんと要望しながら改善を図

って、この集積といったものについてもある程

度きちんとしたものに持っていくということに

つきまして、さらに努力をしてまいりたいとい

うように思ってるとこであります。 

○議長（新田勝見君）  ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  今詳しく、それこそ

農地の面積まで詳しくありました。希望者に沿

えない、小規模で耕作条件が不利な点も多いと

いうこともお話がございました。 

 先ほど言いました農地耕作条件改善事業、こ

の国の事業は１件当たり200万円以上の事業で、

なおかつ圃場整備された農地が条件だというふ

うに伺っております。それに対して、岩手県で

は活力ある中山間地域基盤整備事業がありまし

て、基盤整備されていない農地が対象で１件当

たり50万以上の事業と伺っております。 

 先ほど言われたとおり、希望条件に沿えない

小規模で耕作条件が不利な農地に関しましては、

このような県の事業も有効的な対策ではないの

かなと思いますけども、この辺いかがに感じる

ものなのかちょっと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）  この農地集積という中

で、新たに取り組まなきゃならない、制度の改

正なりあるいは充実なりも求めてなきゃならな

いてことは、先ほどの答弁の中で申し上げまし

た。 

 いうところの完全な仕組みにはこれなかなか

ならないわけでありますね。しかし、それをた

だ仕方がないというわけにはいかない。やっぱ

り粘り強く訴えて、現場にとっては今一番とい

うような制度へ持ってったらいいのかというこ

とを考えていかならない。これは、常にそれを

訴え続けながらという部分の中におきまして、

この農地耕作条件改善事業といった好条件の、

耕作条件の改善を機動的に進めることが必要だ

という視点に立ちまして、区画拡大あるいは暗

渠排水整備など簡易な基盤整備を支援する農地

耕作条件改善事業といったものが新たに創設さ

れたということでありまして、この事業につい

ては圃場整備を実施した地区が対象であり、農

地中間管理事業のこの重点実施区域等の指定が

要件となる。やっぱりこの中にもある程度縛り

がこのようにかかってるわけでありますね。そ

ういうふうになっている。 

 しかし、この中でこの事業実施主体は、遠野

市の場合はこれは遠野市土地改良区が当たると

いう１つの形なっておりますので、これを含め

ましてこの地区で計画的に簡易な基盤整備を行

い、さらなる農地集積を推進していくという部

分を、これについても取り組みたいというよう

に思っているところであります。 

 また、県のほうでも中山間地域などの条件が

不利地ということになりますけども、そういっ

たとこにつきましては、地域に応じたきめ細か

な生産基盤の整備を推進するため、これまた活

力ある中山間地域基盤整備事業を新たに創設し

たということにもなっておりますので、こうい

った事業とうまく連携を図りながらこういった、

ただいまの御質問にあるような環境整備をこれ
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からもきちんと対応してまいりたい。 

 やっぱり遠野市にとってもこれも避けて通れ

ない、担い手としてやりたいんだけどもうまく

集積が進まない、じゃあその辺をうまくやれば

ていうこの出し手借り手の部分をどのようにあ

れしながら、このような事業とうまく、そして

またさらにはいわゆる圃場整備事業といったよ

うな事業にきちんと位置づけながら、こういっ

たこの担い手の方々が耕作しやすい環境を、ま

た出し手の方々がやっぱりこのまましておくわ

けにいけないからきちんとしたいていう部分の

中において良好な農地環境と、そしてまたこの

遠野の農業振興といったものをこの中から見出

していくていう仕組みになろうかというように

思っておりますので、この国や県の立ち上げ見

ますと、やっぱり遠野市の置かれてるような典

型的な中山間地域のいろんな課題がこのような

国の制度なり県の制度にもなって打ち出されて

きてんではないのかなということを前向きに捉

えて、さらなる充実あるいは予算の確保、ある

いは制度の弾力的な運用、そしてまた一方にお

いては規制を緩和するというような中における、

そのようなものをいろいろ論点を、あるいは改

善点を見出しながら強く関係機関に訴えていく

という活動を強めていきたいと思ってますし、

ただそれを待ってるわけにはいかない、市とし

て何ができるかということもあわせて考えてい

くというそのような体制で取り組みたいという

ように思っておりますので、よろしくお願いを

申し上げたいと思ってます。 

○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）  国の事業そして県の

事業と、２つの事業の中で取り組んで、遠野市

でもそれにこだわらず進めていきたいというこ

とで、この事業には既に市内の担い手が取り組

むというような話も聞いております。これを契

機に農地の集積、そして畦畔の除去、それから

暗渠排水という形で整備を進めながら、遊休農

地の解消に努めていただきたいなと思っており

ます。 

 最後の質問にはいりますけども、先ほど圃場

整備の話も出ました。５年に１度の割合で農業

振興地域の見直しがあるということでございま

すけども、来年度が５年に１度の割合で実施さ

れる農業振興地域の見直しの年に当たるわけで

すけども、圃場整備と相まってどのようになっ

ているのか、進めようとしてるのか伺って質問

にかえ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）  今のこの見直しという

部分で実はそれぞれ、先ほどの答弁で申し上げ

ましたとおり、さらなる農地集積を推進する予

定区域などもいろいろリストアップしながら作

業を進めておりますので、そういった場合にお

きましてはただいまの御質問にありましたとお

りいろんな、他法とよくいいますけどもね、農

地法だとか農振法だとかていうそういったもの

との整合性を図っていかなきゃと。だから、い

うところの見直していうのも当然避けては通れ

ない。 

 だから、そこの整合性をとりながらとなれば

こっちだけの思いの中でやろうとしても、他法

の他の法律がそれに待ったをかけるていうこと

になるわけでありますから、よく行政のほうと、

例えば農業委員会のほうと、それからさらには

いろんな土地利用の関係の部分をできるだけき

ちんと連携を図って、整合性を図り見直しする

分は見直しをする。あるいはちゃんと位置づけ

るとこは位置づけるという中で対応していかな

きゃならない、実際今進めているものづくりの

拠点として工業団地の整備をこれからまた新た

に進めようというふうに今考えておりますけど、

やっぱりそのときも土地利用計画をどのように

持ってるのか、また都市計画上の土地利用計画

をどのように位置づけているのかという、きち

んとそれが工業専用地域なのか準工なのか農業

振興地域なのかといったようなところをどのよ

うに整理をしながらという部分はやっぱり大き

な課題になったわけでありますから、こういっ

たただいま御質問あったようなこともきちんと
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踏まえながら、さまざま例規を図りながら手を

打ってくと、作業を進めてくという部分は、こ

れはある意味では行政としての当然な仕事なわ

けでありますから、これはきちんと対応してい

きたいというように思ってるところでございま

すので、御了承いただければと思います。 

○８番（菊池巳喜男君）  これで一般質問を終

わります。 

○議長（新田勝見君）  午後１時まで休憩いた

します。 

   午前11時58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。７番佐々木大

三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  市民クラブの佐々

木大三郎でございます。事前通告に従い、一問

一答方式により一般質問を行います。 

 今回は、２点について伺います。 

 １点目は、第三セクターの経営改革について、

２点目は、スマートフォン向けゲームの活用に

ついて、市長の御見解を伺います。 

 まず質問に入る前に、今回のリオデジャネイ

ロオリンピックでの日本選手の連日の活躍は、

大変うれしく頼もしい限りで、テレビ越しに伝

わってくる選手の気迫あふれる試合内容と涙、

歓喜には、感動と喜び、そして敬意を覚えまし

た。 

 また表彰式では、メインポールに日の丸が掲

げられ、国歌の君が代を聞くことにより、深い

感慨と日本国民としての誇りを感じとることが

できました。選手の皆さん、ありがとうござい

ました。そして大変お疲れさまでした。次回の

東京オリンピックでは、今大会の経験と成果を

ばねにしまして、さらに大きな夢を実現し、成

功していただきたいものであります。 

 それでは質問に入らせていただきます。 

 これまでの私の質問内容は、ややもしますと

長時間を要する傾向にありましたので、今回は

できるだけを要件を絞って簡潔に、短時間で質

問するように心がけてまいりますので、市長に

おかれましては、私の質問内容のみにお答えで

きるようにしていただければと思います。 

 １点目の質問である第三セクターの経営改革

について伺います。この件に関しましては、午

前の質疑応答の中でも触れられておりましたけ

れども、私の視点で質問をさせていただきます。 

 実は、先日の議員全員協議会で、市当局から

第三セクター等の経営体強化という内容の説明

を受けたばかりでありますが、正直あまりにも

唐突過ぎるという感が否めませんでしたので、

その辺の内容から質問させていただきます。 

 当市の観光客の入り込数は、年々減少傾向が

続いておりまして、なかなか歯どめが係らない

状況にあります。また、第三セクター等の収益、

純利益ともに減少傾向にもあります。本来、こ

のような環境下で新たな経営改革方針を作成し

公表されるのであれば、第三セクターの事業運

営の現状をしっかりと把握・検証した上で、課

題解決に向けた新たな取り組み方針を示される

べきものと私は承知しております。 

 この第三セクター等の経営改革につきまして

は、既に５年前から重点的に取り組んでいるわ

けであります。そして、そもそもの始まりは、

平成18年度からスタートした第１次総合計画の

経営改革大綱の中で、改革を積極的に進めると

いうことが示されております。 

 その後、さらに抜本的な改革が必要であると

いう観点から、しがらみのない外部有識者で構

成される遠野市進化まちづくり検証委員会から

第三セクター等の組織体制や財務状況、事業内

容と実績などについて評価と検証を受け、平成

23年２月に改善すべき項目に提言をいただいた

というふうに認識いたしております。 

 その提言内容は、当時大変厳しいものであり

ましたので、市民の皆さんにも御理解いただけ

るようにその内容の概略を説明させていただき

ますと、第三セクターの問題点としてよく上げ

られる親方日の丸、なれ合いによる想像力と経
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営力の欠如が見受けられるというものでありま

した。 

 そして、具体的な提言内容の要点を紹介させ

ていただきますと、１つには、法人の現状を踏

まえた目標設定に基づく経営計画の策定が必要

である。その理由は、目標と現状を踏まえた課

題の設定が不十分であり、課題を解決するため

の計画も希薄であるというものでありました。 

 ２つ目は、法人の事業内容に重複と競合が見

受けられるので、再整理が必要であるというこ

とでした。 

 ３つ目は、多くの法人は縮小均衡を図ってお

り、組織的にも経営的にも限界が既に生じてい

る。したがって、各法人間の相互連携や事務局

の一体化が重要である。 

 ４つ目は、多くの法人が自立した組織経営体

として成立していない感がある。したがいまし

て、法人として役員に問われる役割、資質、責

任などのあり方について見直しを進め、戦略

的・創造的な組織経営体として法人を持続可能

にする人材の確保、育成の手法を確立すべきで

ある。 

 ５つ目は、市が総合力によるまちづくりを標

榜するのであれば、前述の課題を整理するとと

もに、市の方針を明確にし、各法人の想像力と

経営の再生に尽力すべきである。 

 以上５項目の提言内容であったと認識いたし

ております。 

 当局では、この提言内容を踏まえて、遠野ス

タイル自立・連携行動プランの中で、遠野市第

三セクター等地域経営改革実行計画を策定し、

今日に至っております。 

 しかし、その取り組み内容や成果と課題の検

証及びその後の改善策等について、どのように

取り組んでこられたでしょうか。私の認識では、

市民や議会に対してその取り組み条件について、

すなわち進行管理状況についてほとんど公表さ

れていないと承知しております。このことに対

し、市長はどのような御認識をお持ちなのかに

ついて伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  佐々木大三郎議員の一

般質問にお答えいたします。 

 大きな項目では２点、そして一問一答方式で

の一般質問でございますので。質問項目に従い

まして、順次お答えを申し上げます。 

 今、この第三セクターの経営改革、遠野スタ

イルの自立連携行動プランといったようなこの

成果、及びこの課題の検証の取り組みという１

つの位置づけの中で質問をいただきました。 

 この第三セクターの問題、先ほど午前中の浅

沼幸雄議員といろいろ議論を交わしました。そ

の中でも、この第三セクターが抱えている課題

に、一定のというよりもかなりの危機感を持っ

てこれに取り組むという１つの決意と、そのた

めにどのような方策を講じていくのか、講じて

いるのかも含めまして、この10月１日には外部

専門家を配置しながら、この第三セクターのさ

まざまな抱えてる課題等についても鋭くメスを

いれながら、有機的連携ていう方向に取り組ん

でいくという話も申し上げたところであります。 

 お答えする前に、ちょっと私自身も今の質問

を聞いておって、正直なところ唐突な感を受け

たということで正直に申し上げますけども、こ

の質問の中に全員協議会での説明が余りにも唐

突だったということであります。 

 それから、ほとんど公表されていないという

認識だということでありますから、これは認識

でありますから仕方がありません。そのように

捉えられるということは仕方がない。我々当局

として、唐突だったのかなと、あるいは認識を

ちゃんと持ってもらうための公表についても、

まだ足りなかったのかなというようなそのよう

に、これはあくまでも認識ですからこの食い違

いをどうのこうの言うつもりはありません。 

 しかし、唐突であるとか公表もされていない

というような言葉でこの本会議場で言われます

と、懸命に頑張っている職員は意欲が持ちませ

ん。残念です。その辺のところを言葉として大

事にしていただきたいと思います。 

 繰り返しますけども、認識でありますからこ
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のことについてはどうのこうの言うつもりあり

ません。我々の努力が足りないというように謙

虚に受けとめますので、そういったことを私の

立場としては言わざるを得ないということでも

って受けとめていただきたいと思っております。 

 続きまして、この質問にありましたとおり、

それぞれこの取り組み状況についてであります。 

 ５点上げて、丁寧にその進化まちづくり検証

委員会で厳しく指摘されたことについて、今質

問の中で述べていただきました。そのとおりで

あります。全く異論はありません。そのような

形でこの第三セクターの経営改革に取り組もう

という中で決意をして、その中で不退転のとい

う言葉も使いながら、この課題に取り組んだ。 

 しかし、これは私も返す返すも残念でありま

すけども、23年の２月にこの進化まちづくり検

証委員会の鋭くメスを入れた、ただいま佐々木

大三郎議員が申し上げた５点につきまして、こ

れを受けとめながらさあ行くぞていったときに、

あの東日本大震災が発生したわけであります。 

 とんでもない状況になったわけであります。

幾ら何もやってなかったんじゃないかて言って

も懸命にやったわけであります。しかし、どう

してもスピードを緩めざるを得なかった。やら

なきゃならないことがいっぱいあった。本庁舎

も失った、そういったプロジェクトに取り組ま

なきゃならない、いろんなことに取り組んでい

くことにつきましてどうしても優先順位がある

中で、若干スピードが落ちてしまったというこ

とはこれは正直認めざるを得ません。したがっ

て、この５点指摘されたことにつきましてはそ

のとおりであります。 

 しかし、それをただ手をこまねいてるわけに

いかないて中で、改めて経営改革に取り組むと

いうことからさまざま議論を重ね、屋上屋重ね

るような組織もあるぞという中で、スリム化、

シンプル化ていう１つのキーワードの中から、

地域経営会議という組織を立ち上げました庁内

に。 

 そして、そのほかに第三セクター等連携懇談

会ていうものを新たに立ち上げ、この５点をど

のようにまた再度見直しをするのかということ

でのスピードを、今上げているところでありま

す。 

 さらには、午前中の浅沼幸雄議員に御質問に

お答えしましたとおり、外部有識者、中小企業

診断士、さまざまな経営体の現状を見ながら、

どうすれば経営改革ができるのかということを

まさにハードソフトの中から、組織体制の中、

経営改革の中、その辺の中からどのように組み

立てるかということで今懸命に取り組んでいる

わけでございますので、そのような中で取り組

んでいるということでひとつ御了承いただけれ

ばというように思っております。 

 そしてもう１つは、これも繰り返しになりま

すけども、ほとんど公表されていないというこ

とにつきましては、私の答弁メモには取り組み

状況についてはていう中で、順次このように公

表してるてことがここに答弁メモとしてありま

すけども、これはあえてこのことは申し上げま

せん。 

 きちんと公表しながら、さまざまな形で市民

協働という仕組みを確立したものにしようてこ

とで懸命に取り組む。議員の皆様にも、その都

度御説明を申し上げてるということを申し上げ

て答弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  今の市長の御答弁

の中で、進化まちづくり検証委員会のほうから

23年２月ですか、に提言をいただいて、それな

りに取り組もうとしていた矢先に東日本大震災

という不幸な出来事があったために、そちらの

業務のほうに忙殺され、確かに市民の皆さんは、

あるいは消防団も含めて不眠不休状態で仕事を

していただいたということは私は十分承知して

おりますし、また感謝もし、敬意も表したいと

いうふうに感じているところです。 

 ただ、私が言いたいのは、あれから既に５年

間の経過してるんですよ。その間に一体どうい

うことをやられてきたのか、私にはそれが見え

ませんよということを言いたかったんです。 
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 具体的に言いますと、23年分の進行管理につ

きましては、23年度分のですよ、進行管理につ

いて、１回だけは確かにこの議員全員協議会の

中で説明を受けてます。そして、その内容は市

のホームページにもしっかりと貼りつけされて

います。 

 それ以外のことは私は一切見てもなかったも

んですからこのようなきつい質問になりました

けども、その辺についていかがでしょうか伺い

ます。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいまの部分は、

佐々木大三郎の認識であり受けとめ方だとござ

いますので、その件に関しては先ほど申し上げ

たとおりで、それぞれ丁寧に説明をし、公表を

し、そして情報を課題を共有し合いながら、議

員各位とも市民の皆様とも関係団体の皆様とも

さまざま、まさに課題を共有しながら、遠野の

総合力でこの厳しい行財政を乗り切ろうという

ことで懸命に頑張っているという大変抽象的な

言葉でありますけども、言った言わない、公表

した公表しないという議論をやっても、私は余

り建設的な議論ではないかというように思って

おりますので、先ほどの答弁で御了承いただけ

ればと思っております。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  市長、私は議会に

対して説明を、進行管理についてほとんど説明

がないというふうにお話させていただいており

ます。 

 また、ホームページ等での公表もされてない

というお話をさせていただいておりますが、そ

ちらの当局ではされてるという御認識みたいで

すが、どこかで行き違いが出てると思いますけ

ども、例えばどのような説明なり公表の仕方さ

れてるのか、その辺について伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  繰り返しなりますけれ

ども、どのような公表をとか、どのような形で

という中で、ここは本会議場であります。全員

協議会あるいしは市政調査会、さまざまな中で

議員各位とも情報を共有しながら、課題を共有

しながらという分については、十分に意を用い

てるつもりであります。 

 以上、答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  そこまでおっしゃ

るならも言わしてもらいますけど、何のために

外部の有識者で構成される遠野市進化まちづく

り検証委員会に評価と検証をお願いしたのでし

ょうか。 

 しかもですね、この検証には第三セクターの

各社団体や市民行政の関係者が多数かかわって

きております。経緯については、遠野テレビで

も全市民にわかっていただけるように放映され

ました。また、多額な費用と多くの時間も費や

したはずであります。 

 この辺から考えても、私は議員とか市民にも

っとわかるよう公表の仕方、説明の仕方があっ

てもよろしいんじゃないかと思いますが、今の

御答弁では納得しかねますがその辺もう一度御

答弁願います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  さらに今後とも十分留

意しながら、きちんと信頼関係を構築するよう

に全面的に努力をしてまいることを改めてお誓

い申し上げます。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  まあ残念です。ち

ょっと消化不良でありますが、次進みます。 

 私は、今からちょうど１年前の９月議会で、

ふるさと公社の経営内容について個別具体的な

指摘を行いまして、改善策を提言させていただ

きました。御案内のとおりであります。 

 また、委員会の中でも厳しい議論が交わされ

まして、急遽経営計画が、３カ年計画が示され
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ました。この結果、昨年度27年度の事業内容は、

十分とは私は言えないまでも改善の兆しが見え

てきているというふうに評価しているところで

あります。 

 これはまさに、私がこだわっている進行管理

による事業内容の現状把握と課題解決に向けた

適切な改善策、そしてアクションがあったれば

こそというふうに認識いたしております。今後

もこのような進行管理というものが必要ではな

いでしょうか。 

 そういった観点からも、今回示された第三セ

クター等の経営体強化策について、市長は公表

されたというふうにお話されてますが、これま

で行われてきたはずの第三セクターと地域経営

改革実行計画の検証結果を反省させるべき考え

ますが、その件の現状、内容、もうやられてる

てことですが、についてここで御説明いただき

ます。 

 そしてまたその時期に出されてきた背景と、

この時期にですねこういった新たな施策が出さ

れてきた背景、目的は何なのかについて伺いま

す。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  第三セクター等の経営

改革ということで、ふるさと公社の形での今御

質問がありました。現状がどうなってるのか、

その後課題検討はどうなった、これはそれこそ

手こまねいてるわけではなくして、ふるさと公

社の理事会の中でも何度も理事会を開き、そし

て理事が事務局に第３者的な質問するのはいか

がなものかと。 

 理事は経営者なんだ、共同責任を取らなきゃ

ならない立場にあるんだという中で、担当理事

制も設けながら、まず理事会が機能するように

ていう中で懸命な自助努力も行っております。 

 それを踏まえながら、昨年の９月定例市議会

でございましたけども、ふるさと公社に係る指

定管理料の問題につきまして、大きな議論が皆

様と議員各位と交わされました。私は非常にい

い議論であったなあていうように思っておりま

す。 

 そういった中にございまして、この議場での

厳しいやり取りを聞いておった関係者が、特に

ふるさと公社の職員が、これはみずからの我々

の問題なんだというような自覚と認識をそこで

持っていただきまして、一定の緊張感中でふる

さと公社の職員も懸命に頑張っている。 

 しかし、なかなか社会経済情勢も含めいろん

な面でこの条件が刻一刻と変わってる中にござ

いまて、目につくと申しますか確実な成果とい

うものはなかなか見い出せないという状況の中

で、こういう言葉を使いたくないわけでありま

すけども、もがきながら懸命に頑張ってるとい

う状況であります。 

 したがって、きょうの午前中、これもまた繰

り返しの答弁になりますけども、申し上げまし

たとおり専門家のきちんとした分析を踏まえな

がら、まさに今の御質問ありましたとおり課題

を整理整頓し何を改善するのか。きちんとした

道路にするんであれば、どういう舗装をかける

のか、あるいは陥没しているのであればこれは

ちゃんとその穴ぼこを埋めるためにはどうした

らいいだろうかという、さまざまなまさに課題

を浮き彫りにしながら対応していかなきゃない。 

 それをこの10月１日にはその経営企画部の中

にその専門の立場の方を配置しながら、ただい

ま申し上げたものにつきましていろいろ検討し

てきている。しょっちゅう会議ばっかり。 

 だから、私よく言うんですけども、会議して

打ち合わせばっかりしとったって改善にならな

いぞと。それよりも、何が課題で何に早急に取

り組まなきゃならないのか、じゃ明日からやる

べきことは何なのか、じゃあ年内にやるべきこ

とは何なのか、誰が３年計画でていう部分で、

ふるさと公社の３カ年計画もとにかく急いでま

さに作成をさせたと。 

 それが１つの大きな緊張感となって、さまざ

ま関係者が懸命に汗をかき努力をしているてい

う１つの姿が見えてきたと。この汗をかき懸命

に努力している部分を報われるように、そして

また形になるように、いろんな形で環境をつく
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り後押しするのが市の役目であり、議員各位の

１つの理解と支援をいただかなきゃならない。

でなければ改善できません。無理であります。 

 さまざま、我々の手の届かぬところのいろん

な要因が次々と押し寄せてきてるわけでありま

す。もう間もなく釜石自動車道も全通いたしま

す。立丸峠にも２つのトンネルができます。遠

野を取り巻くこの環境が変わるわけであります。 

 そういったことを思えば、今も申し上げたよ

うな視点の中できちんとお互い課題を共有しな

がら、知恵を出し合うという中で改善を図って

いくということが私は極めて大事であるという

ことと認識しておりますので、議員各位のさら

なる御理解と、また御支援と、また厳しい御指

摘もいただきますことを改めてお願いいたしま

して、答弁にならないかもしれませんけどもそ

れをもって答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  今回示された第三

セクター等の経営体強化策の中では、次の４本

の柱というものが掲げられております。 

 １本目としましては、第三セクター等の経営

体強化担当者の配置ということで、午前中も議

論がありましたが外部専門家これを配置します

と、そのような予定になってますということを

伺いました。２本目は個人版ふるさと納税の返

戻品バックアップ、３本目は指定管理者制度の

内容検証、４本目は情報共有会議の設置という

内容になっております。 

 私は、このような内容だけでは第三セクター

等の経営体強化を図ることは困難であるという

ふうに考えます。その理由は何かといいますと、

この施策のいずれの内容もインバウンド対応に

なっている。いわゆる会社の内部対応のみにな

っているからであります。したがいまして、こ

のことに加えてもっと外部のお客様や市場に目

を向けたアウトバウンド施策を打ち出すことが

必要ではないでしょうか。具体的には、営業戦

略や戦術の企画や売れ筋商品の開発、市場開拓、

接客対応といった内容こそが重要であると私は

考えるんであります。このことに対する市長の

お考えを伺います。 

 なお、誤解を招くといけませんので参考まで

に述べさせていただきますが、このインバウン

ドとは一般的に国内の外国旅行者という意味合

いで利用されておりますが、私の意図するのは

店の中でお客様の来店を待っているとそのよう

な姿勢と理解しておりますが、もちろんこれだ

けではだめですので、外部にもっと目を向けた

積極的な企画戦略的な対応であるアウトバウン

ドにも力を置くべきだという考えでございます。

このことに対する市長の御所見を伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  アウトバウンド、イン

バウンドという１つの中で、インバウンドにつ

きましても、御質問の中で丁寧に解説いただき

まして大変恐縮いたしております。 

 そして、このアウトバウンドという外部に目

を向けた戦略という部分につきましては、これ

もまた繰り返しなりますけど、であるがゆえに

この第三セクター等連携懇談会という中で、第

三セクター等経営を担っているトップが集まっ

て、定期的に懇談会を持ちながら課題情報を共

有している。 

 また一方においては、外部専門家ていうもの

を配置しながら、そういったようなものについ

てするどくメスを入れるという。このメスを入

れるといっても、繰り返しになりますけども、

第１次進化まちづくり検証委員会の中で先ほど

５点という、これはもうきちんと整備なってる

わけです。 

 だから、それを５年前に戻りそれをきちんと

またいうなれば分析をしていくということにな

るわけでありますが、その分析し、じゃあどう

再構築するのかということになれば、お互い有

機的連携という１つの取り組みと、そこにきち

んとした専門家の目を入れる。 

 そして、その中におけるインバウンドてばか

りじゃなくてアウトバウンドという１つの切り

口の中で、外部的な１つの目でもって戦略を持
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ってそこの中に組み立てていくという１つの、

これも繰り返しの作業になろうかというように

思っておりますけども、いずれこの課題、どう

いうものがあるかということは第１次進化まち

づくり委員会の中である程度きちんと羅針盤と

してはできてるわけでありますから、そこを東

日本、これは言ってしまえば言いわけなります

から、余り言いわけのような形での答弁はした

くないわけでありますけども、やはり東日本大

震災と本庁舎を失ってこのような形で13カ所、

14カ所に分散しながら、そして遠野市の身の丈

の中でと考えれば、多い第三セクターといった

ものを再編、さらには統合という部分におきま

しては、やはりひとつ遠野としては課題がやっ

ぱりかなり大きかったと。 

 したがって、なかなか前に進むことができな

かったというそのような思いでいっぱいであり

ますけども、それを私がそのような答弁をして、

だから進まなかったというわけにはいきません。

やっぱりそれをのりきらなければ市長じゃない

わけでありますから、そういうな必死の思いで

今取り組んでいるということを１つ御理解をい

ただければというように思っております。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  それと、当市の第

三セクターはまだまだ行政指導の経営体質から

脱皮できずにいるような気がしてなりません。

これでは、民間企業の経営ノウハウが生かされ

ませんし、市場の中央やトレンドに応じた柔軟

な企画、立案もできずに、事業業績の向上もで

きないと私は考えます。 

 したがいまして、今の時代に即したしがらみ

のない第三セクターの事業内容と目的、使命を

再度やっぱり明確にさせて、権限と責任をもっ

と与えて自立した事業運営ができるような環境

づくりが必要であるというふうに考えますが、

市長の御所見を伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま御質問にあり

ましたとおり、そのような視点てことは全くそ

のとおりでありますので、それに向かって最善

の努力をしてまいりますということを申し上げ

て答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  次に、２点目の質

問であるスマートフォン向けゲームの活用につ

いて伺います。 

 今世界じゅうで大変な人気を集めるこのス

マートフォン向けゲームサービスの国内配信が

始まって、１カ月以上が経過しております。繁

華街や夜の公園、住宅地などで、スマホに見入

りながらプレーする人がふえ、歩きスマホやな

がら運転による事故も相次いでおりまして、賛

否両論が飛び交っております。 

 私は、スマートフォンの操作についていけま

せんので、いまだガラケーといわれる、ガラパ

ゴスケータイで我慢している状況であります。

したがって、このサービス内容について詳しく

承知しておりませんが、これだけ世間が騒がし

くなってきておりますので、当市の対応スタン

スについて確認させていただきます。 

 既に皆さんも御承知のとおり、このサービス

は位置情報を活用することにより、現実世界そ

のものを舞台としてさまざまなキャラクター、

いわゆる妖怪といったほうがわかりやすいかも

しれませんが、これを捕まえたり交換したりバ

トルするといった体験をすることもできるゲー

ムであります。 

 また、このゲームにはモニターの中だけで完

結せず、プレーヤーは実際に家の外に出てキャ

ラクターを探したり、ほかのプレーヤーとやり

ながら楽しむことができるということで、若者

の人気を博しているようであります。 

 遠野市は、言うまでもなく民話のふるさとと

して全国的にも知名度が高いですし、自然豊か

なところですのでキャラクター探しに適した風

土と言えると思います。特に、キャラクターと

してカッパや座敷わらし、てんぐ等を出現させ、

遠野に宿泊し、捕獲したお客様には遠野の特産
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品を差し上げるといったユニークな取り組みは

観光客の入り込数の増加と収益の増収、地域お

こしにつながってくるのではないでしょうか。

その一方で、歩きスマホや車でのながら運転、

私有地への侵入や好ましくないところでのプ

レー、昼夜を問わずさまようことによる近所迷

惑等々、大きな問題を抱えております。 

 以上のように、このゲームには光の部分と陰

の部分が見え隠れしておりますが、これらのこ

とに右往左往することなく、ある程度の方向性

を示す必要があるように私には思えます。この

ことに対して、判断を下すのはまだ早いとお考

えかもしれませんが、現状の中では市長はどの

ようなお考えなのか、御所見をお願いします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいまこの、今大変

世界をていうよりも大きな話題を呼んでいるス

マートフォン向けゲームという１つの事象に対

する市長の認識をということでありました。こ

の部分につきましては、スマートフォン向け

ゲームというこの国内配信が開始されて既に１

カ月以上経過していると。 

 ことしの７月の22日に世界じゅうでこれが配

信が始まったという、人気集めてるということ

はニュース映像、あるいは新聞、テレビでも御

案内のとおりでありますが、ただいま佐々木議

員のほうからは光と陰という部分もありました。

まさにその辺は冷静に受けとめて対応しなけれ

ばならない。 

 しかし、一方においては遠野ならではという

魅力をどのように発信していくかという分につ

いては、この辺はどのように考えてるのかとい

う強い形での御質問であったかと思います。 

 私も、余りこの仕組みについてはよく承知し

てなかったものでございますから、このスマー

トフォン向けゲームというものがどういうよう

な形なのかと思って、遠野にもキャラクターが

あらわれるのかということでちょっと職員に聞

いてみました。 

 遠野駅は出てくるけど、もうあとはほとんど

出てこない、そしてその部分においては配信先

がそれをやってるという、その辺のところが私

よくわからない部分があったもんでございます

から、だけどもただいまこの遠野ならではとい

う部分の中で、座敷わらしやカッパやらという

部分を活用しながら、いうところのいろんなパ

ワースポットの例もあります。 

 さまざまな、遠野ならではという部分をうま

くこの分で発信できないのかという部分は、こ

れはひとつうまく組み合わせれば何かできるの

かなという部分は、そのスマートフォン向け

ゲームというものの仕組みを見ながら私もちょ

っと思ったとこでありますけども、このＩＣＴ

という情報通信技術とＧＰＳという地理情報を

うまくかみ合わせたゲームなわけでありますか

ら、なかなかすごいことを考えるもんだなあと

いうように思っておりますけども、そのような

１つの仕組みの中で、１つはＩＣＴという情報

通信のネットワーク、ＧＰＳという人工衛星の

ネットワークという部分の中におけるこの仕組

みでありまして、どこにあらわれるのかなと。 

 このスマートフォン内だけで完結するのでは

なく、屋外に出てキャラクターを探したり、他

のプレーヤーと出会いながらゲームを展開して

いくことが、若者を中心に人気を博してる要因

であると。 

 配信直後は、市内でも至るところでゲームを

楽しんでる方が見えたということでありました

けども、余り最近は見えなくなったというその

ような状況であるんではないのかなと思ってお

りまして、この部分でこの今の佐々木議員の１

つの提案も含めれば、このスマートフォン向け

ゲームという１つの事例、遠野のいろんな魅力

がある、遠野遺産もある、パワースポットもあ

る、それらをうまく、例えば伊能嘉矩の不地震

地というのがあるんですが、絶対地震が来ても

揺れない場所というのが伊能嘉矩さんがそうい

う本も出してるんですよね。 

 市内にそういう箇所がある、なんていうとこ

ろもすればここは絶対揺れないというような不

地震地のとこに、スマートフォン向けゲームと
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いう中でそこで出会うなんていうのは、例えば

そのようなこといろいろ考えてけばさまざまな

遠野市の組み合わせもでき、観光振興になり、

交流人口の拡大にもつながるという部分も、こ

のゲームの仕組みからすればそういうことも考

えられるのかなということも、ちょっと私なり

に勝手に思ってるわけでございますけども、こ

のようなものは果たしてどうなのかについては、

先ほどの光と陰の部分をしっかりと受けとめな

がら、どのような組み立てをしていったらいい

のか。あるいはどのような、何と申しましょう

か配信を要望するんであればどのような形でア

プローチしたらいいのかということを、やっぱ

りただブームに乗ってどうのこうのということ

じゃなくて、それ少し冷静に考えてということ

も、ブームであるからこそ乗るという考え方と、

ブームであるからこそ冷静に対応するという考

え方と、こういうものにはこの２つのアプロー

チの仕方があんじゃないのかなというようにも

思っているところでございますから、私はどっ

ちかというと後者の冷静にアプローチする方向

がいいのかなというように現時点ではそう捉え

てるということで答弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  よろしいでしょう

か。（発言する者あり）よろしいでしょうか。

いいですか。このゲームに対する全国の自治体

対応はまちまちのようでありますが、既に岩手

と宮城、福島、熊本の４県は、このゲームの運

営会社と連携しまして被災地の観光復興事業を

始めるという報道発表がありましたが、このこ

とに対する遠野市のスタンスと今後の取り組み

方針について、もし方向性見出しておりました

ら、あるいはこれから検討段階なのか、その辺

について伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  先ほどこの項目にかか

る答弁の中で、光と陰という佐々木議員の質問

の中に含まれた言葉を、それを引き合いに出す

わけじゃありませんけども、やはりそれぞれの

いろんな復興関係においてもさまざま利用して

るとことがありますし、観光振興のほうにもい

ろいろアプローチしてた事例もあります。 

 それは私もいろいろ、新聞、テレビ、あるい

は情報誌等を通じて承知してるところでござい

ますので繰り返しの答弁になり、先ほどの答弁

のことを繰り返しになりますけども冷静に、遠

野ならではという地域資源がいっぱいいるわけ

でありますから、それをこういう新たな１つの

ゲーム、ゲームといっていいのか何といってい

いのかうまく表現できないんですけど、それを

うまく利活用するという部分でどうアプローチ

したらいいのかということについて、いろいろ

情報収集しながら検討し、そしてもしもさまざ

ま情報発信、あるいは交流人口の拡大、観光振

興にもつながるということになれば、やっぱり

取り組んでみるという１つの選択肢もその中で

見えて来るんではないのかなというように思っ

ております。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  このゲームサービ

スについて、市長御自身かなり熟慮に熟慮中で

あるという何となく感じ受けましたけども、そ

の上でしつこいようですがちょっともう１点質

問させてもらいますけども、実はこのゲームに

関連して私はいろんな夢が膨らんでくるんです

よね。ただ、だからといって遠野市単独でゲー

ム会社と提携してこのサービスを提供するのは

難しいですし、恐らく不可能でしょう。 

 そこで、これはあくまで例えばですが、秋田

県のなまはげとか山形県の雪女、鳥取県の鬼太

郎とかあるいはネズミ男、目玉おやじ等々いろ

んなのがあるわけですが、これらのほかの地域

とタッグを組んでの取り組みであれば、何か活

路も見出せるんじゃないかなあというふうに私

は強く感じておりますけども、市長御自身が将

来展望というような上に立った場合に、このこ

とについてどのようなお考えなのか、再度御答

弁お願いします。 
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○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  これまでの答弁の繰り

返しになろうかというように思っておりますけ

ども、いうところの点での地域の活性化なり、

あるいは経済の振興なり、産業の活性化なり、

そのようなものは点では行うことができません。 

 やっぱりそれぞれが連携と交流の中で結ばれ

て、それぞれの地域特性を生かしながら足らざ

るところを補い、特性を生かし合うというよう

な連携の中で、お互い持ちつ持たれつの関係の

中で地域の活性化を図っていくという時代に入

ってるわけであります。 

 それが、道路ネットワークであり情報通信技

術というＩＣＴ、そういったこの道路情報、そ

れからＩＣＴていう情報通信技術といったもの

を宇宙からそれを見てるわけであります。これ

がＧＰＳなわけであります。 

 そうすると、宇宙から見た目は遠野市だけで

は見ていない、日本を世界を見てるわけであり

ますから、今申し上げましたとおりそれぞれの

連携といったものを図りながら、お互いのまさ

に１つの特徴を強くアプローチしながらそれを

交流人口、回遊人口、回遊とことは観光回って

やるということですね、そういったものに持ち

込みながら、地域の経済の活性化を図りながら

お互い、それぞれよかったなというな関係に持

っていくという部分でこういったものも検討し、

また位置づけていくということになるんではな

いのかなと思っております。 

 こんなこと言えばちょっときざでありますけ

ども、宇宙から見てるわけであります。遠野市

というのは本当にちっぽけな存在なわけであり

ます。そこをどのように我々が受けとめて、そ

してああそうだ、秋田もそうだ、福島そうだ、

何と沖縄もそうだという中における取り組み、

いやそうじゃないと、もう地球規模の中で太平

洋を越え大西洋を越え、そのような中でまさに

やり取りとそういう時代にもう既に入ってるわ

けでありますから、そのような視点は常に持ち

続けていくということになる、これは申し上げ

るでもないし、またただいまの御指摘の１つの

視点を大事にしていきたいというように思って

おります。 

○７番（佐々木大三郎君）  以上で終わります。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後１時48分 休憩   

────────────────── 

   午後１時57分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き、会

議を再開いたします。 

 次に進みます。１番小林立栄君。 

   〔１番小林立栄君登壇〕 

○１番（小林立栄君）  公明党の小林立栄でご

ざいます。今回の台風被害によりお亡くなりに

なった方々に対し、心よりお悔みを申し上げま

す。また被害に遭われた多くの皆様方にお見舞

いを申し上げるとともに、早期の生活再建が図

れるよう強く願うものであります。 

 本日９月５日から11日まで、救急医療週間と

なっております。10日は消防フェアが開催され

るようです。防災、救急、防犯、命と財産を守

るためには、一人ひとりの日ごろからの備え、

訓練、意識を高めることが重要であると改めて

感じております。 

 それでは、通告に従いまして一問一答方式で

質問をいたします。 

 それでは１点目、シティプロモーションの推

進について質問いたします。伊能嘉矩生誕150

周年への取り組み、訪日外国人観光客へのイン

バウンド対策、ふるさと納税への返礼、地域お

こし協力隊制度を活用した遠野ローカルベンチ

ャースクールによる地域づくりの活動など新し

い挑戦、一歩前進する取り組みを本格的に始め

ることになります。 

 これらを成功させ、第２次遠野市総合計画で

掲げている基本理念の遠野スタイルの想像発展、

将来像である永遠の日本のふるさと遠野を実現

していくためには、今まで以上に市民と行政、

第三セクターなどの関係団体がお互いに共通の

目的や目標を持ち、情報を共有して連携を図っ

て取り組む必要があると考えます。オール遠野、
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遠野全体で取り組んでいくためにも、遠野のシ

ティプロモーションが必要ではないかと考えて

います。 

 シティプロモーションとは、市民に対しては、

市民が遠野のよさを再確認して愛着を持ち遠野

市民であることの誇りを育てていくこと、市外

の人に対しては、遠野のことを知っていただき

興味とあこがれを抱いていただいて、遠野で暮

らしたい、遠野へ遊びに行きたい、遠野に工場

を誘致したいなど遠野を選択させる、選んでい

ただくために、市民と行政と関係団体が協力を

しながら、遠野の魅力を市内市外に戦略的に、

継続的にアピールをすることであります。 

 簡単に言いかえると、民間企業で言う営業で

あります。遠野の魅力を磨き遠野の価値を高め、

遠野を売り込むという営業活動ということにな

ります。例えば、観光の取り組みとして、市内

観光施設を回るスタンプラリーを行っておりま

す。妖怪を捕まえるというテーマで、私も娘と

一緒に伝承園に行き座敷わらしのスタンプを押

してきました。 

 スタンプラリーという施策、市外の人に対し

ては観光のＰＲになります。遠野に来ていただ

く呼び水にもなります。ただ、プロモーション

という考え方を取り入れると市外の方だけでは

なく、じゃあ市民に対してはどうなんだ、そう

いった視点が重要になってきます。 

 親子で、おじいちゃんおばあちゃんが孫と一

緒に、あるいは子ども同士がきょうはバスに乗

ってスタンプラリーやってくっぺ、そういった

市民の方が観光施設を利用する、遠野の魅力を

再確認するという機会にもなります。市外の方、

市民に対して、それぞれ意味のある取り組みに

できる可能性もあるわけです。 

 このように、市民に対しては遠野の魅力と認

知度をアップさせる、市外に対してはさまざま

な分野で遠野を選んでいただけるように、遠野

としてのプロモーション戦略を策定してオール

遠野で取り組んでいくことの必要性について、

市長のお考えをお伺いいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  小林立栄議員の一般質

問にお答えいたします。一問一答方式でござい

ますので、それぞれ質問によりましてお答えを

申し上げてまいりますけども、冒頭この８月30

日の台風10号、御冥福をお祈りし、またお見舞

い申し上げるという一つの言葉がありました。

これ浅沼議員等からも、午前中の質問等でもい

ただいたところでございまして、私のひとつ思

いも伝えているとこでございますので、それを

もって本当に心からお見舞いを申し上げ立ち上

がるように、復興というよりも被災から立ち上

がるように、遠野市としても懸命にさまざまな

形での支援をして行ってまいりたいと思ってお

りますし、これも繰り返しなりますけども、遠

野市内も大きく被災を受けております。そのよ

うな中での対策も急いでまいりたいというよう

に思っておりますので、よろしくお願い申し上

げたいと思っております。 

 さて、このプロモーション、市内、いわゆる

市民、市内市外という言葉の中で、これは浅沼

幸雄君議員、つい先ほど佐々木大三郎議員とも

いろいろ第三セクターの経営改革、あるいは市

役所の経営改革も含めて、これから総合力で取

り組まなきゃならないという中で、いろいろ議

論を交わさせていただきました。 

 で・くらす遠野についても、質問の中でいろ

いろ取り組み、一定の成果は出てるけどもそれ

をさらに加速させるような手だてを講じていか

なきゃならないていうな中でのやり取りもあっ

たわけであります。 

 そのようなことを踏まえれば、ただいまの小

林立栄議員のこのシティプロモーションという

切り口、シティプロモーションの１つの位置づ

けていったものについても、御質問の中でいろ

いろ述べられておりました。これは極めて大事

なことであります。 

 いかに地元の魅力を地元の人が知るか、また

それをいかに、それこそ魅力あるものとして発

信をしていくのかという中での取り組みてこと

になるわけでありますから、言葉としては有機
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的な連携を図りながら、総合力でていう言葉で

答弁をしてるわけでありますけども、オール遠

野という１つの切り口の中で位置づけて、この

シティプロモーションといったようなものをそ

れぞれの立場の中で組み立てていくと。それが

標榜している永遠の日本のふるさと遠野という

ものにつながるんじゃないのかな。 

 この地域おこし協力隊の議論も交わされたわ

けでありますけども、私も数字には正直なとこ

ろ驚きました。驚いた中で、東京でさまざまこ

の制度に取り組んでいる中心人物の方から、市

長さん遠野だからこれだけの応募者があったん

だよということを言われたときは、今の御質問

にありましたとおり、改めて足元の魅力ていっ

たものにみずからも改めて気がついたというこ

とも含めれば、このシティプロモーションとい

うこの１つの取り組みをさらに強化していくと

いう部分は、この地方創生という切り口の中に

あっても極めて大事じゃないかなというように

承知しておりますので、それをもって答弁とい

たします。 

○議長（新田勝見君）  １番小林立栄君。 

   〔１番小林立栄君登壇〕 

○１番（小林立栄君）  先ほど来の議論の中か

らも出ておりましたが、今の御答弁からもあり

ましたが、有機的な連携で総合力で取り組んで

いくということでございました。本当にそのと

おりでございまして、やはり連携をして図って

いく、取り組んでいくということがとても重要

になってくると思います。 

 ただ、それぞれが一生懸命になってばらばら

になってしまってはこれやはりいけないと思い

ます。改めて共通の目的、目標、そういった理

念、そういったものをもう一度共有し直して取

り組んでいっていただきたいと思います。 

 このプロモーション活動の中でも重要となる

ポイント、これはやはり情報発信であります。

今回の台風による災害に対して、遠野テレビを

活用しながら生放送で市長が市民に語りかける

情報発信を行っておりました。これはとても重

要なことであります。こういった災害時のみで

はなく、情報発信のあり方について、いま一度

検討する時期に来ているのではないかと考えま

す。 

 遠野市の情報発信の現状は、商工観光、農林

畜産、福祉、教育など、それぞれに必要な情報

を発信しているとは思います。ですが、誰に何

のためにこの情報を発信するのか、改めて情報

発信の仕方にもう一工夫が必要ではないかと思

います。 

 広報等のホームページ、遠野テレビだけでは

なく、フェイスブックやツイッター、ユーチ

ューブといったＳＮＳの活用、新聞、テレビ、

ラジオ、雑誌、広告といったマスメディアへの

効果的な情報提供、説明会やイベントの開催な

ど相手に直接情報を伝えていく、またこれらの

媒体や手法をさまざまに組み合わせながら、情

報を伝えたい相手にしっかりと届けていく、そ

ういう積極的な情報発信が今後ますます重要と

なります。情報発信の方法や手法について、見

直しや検討が必要と考えます。今後の情報発信

のあり方について、お考えをお伺いいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この情報という２文字

をどのような形で、いわゆる組み合わせをしな

がら発信していくかということにつきましては、

本当に大事なことだというように思ってる。い

かに魅力あるものとして発信し、それが観光客

の誘致なりあるいは交流人口の拡大なり、さら

にはそれが定住というところに結びついていく

ということになるわけでありますから、今市町

が抱えているこの急激な人口減少といったもの

に、一定の歯どめをかけるという手だての中に

おきましては、この情報の取り扱いが極めて大

事ではないかなと思っております。 

 ただいまの御質問の中で、いろんな広報遠野

もある、遠野テレビもある、さらにはＳＮＳで

すか、フェイスブックやツイッターといったよ

うなものものすごい情報量の中で発信されてい

るていう、そういう状況。ただこれはもう、市

内だけじゃなくて世界を駆けめぐってるという
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ような情報網でありますからね、すごいことだ

というふうに思うわけでありますね。 

 それから、そのほかにもいろんな新聞、テレ

ビ、ラジオ、雑誌、広告といった、ただいま小

林議員が申し上げたような一つのツールをどの

ように活用していくかということにつきまして

は、我々はいろんな形で、何かあればインター

ネットにという形でホームページにていう形で

対応してるわけでありますけど、誰に何を伝え

るかということが大事だということがさっきあ

りました。まさにそうなわけであります。 

 誰に、おじいさんおばあさんなのか、中高年

なのか、あるいは子育て世代なのか、いやもっ

と若手なのか、あるいは小中学生なのかていう、

それとも家族なのか職場なのか、あるいは地域

なのかといったことを考えながら、そこにそれ

こそこれだけのツールがきちんと技術革新の中

で整ってるわけでありますから、じゃそこ仕分

けしながら、これは家族向けだとか親子だとか、

あるいは高齢者世帯であるとかといったような

使い分けができるような形でのこの組み立てが

やっぱり求められてんじゃないのかなあと。 

 どうしても、先ほど佐々木大三郎議員と公開

の話もちょっといたしまして、私もいろいろ申

し上げたわけでありますけども、その公開の仕

方もよく言うホームページに載せてますで、そ

れでもう公開したことになってるという部分あ

るわけでありますが、その辺をきちんと反省を

しながら、出す相手のニーズに沿った情報をそ

のように組み立てて発信するということになお

一層努力をしていきたいというように思ってお

ります。 

○議長（新田勝見君）  １番小林立栄君。 

   〔１番小林立栄君登壇〕 

○１番（小林立栄君）  今御答弁にもありまし

たが、発信したからよしというわけでは本当に

足りません。やはり直接会って情報を伝える、

ほかのメディアを活用するなど、戦略的にいろ

いろな組み合わせ、そういったものを生かして

取り組んでいくことが大切だと思います。今後

の取り組みにも期待したいと思います。 

 ただ、現状はやはり遠野の情報発信、売り込

み、営業活動、これはやや受け身なのではない

かなと感じております。遠野は魅力にあふれて

おります。恵まれた自然や文化、郷土芸能もた

くさんございます。馬もいます。ワサビ、ホッ

プ、ジンギスカン、いろんなものがございます。

子育てするなら遠野、その中の取り組み、これ

も全国に誇れる内容だと考えております。 

 しかし、市民も知らない、あるいは当たり前

になってしまっていて価値を見出せない状況に

陥っている、そういったものは遠野にはあふれ

ているのが現状ではないでしょうか。市民に対

しても、市外の方にも絶局的なＰＲや周知をし

ていく必要があると思います。 

 また、企業誘致にしても専門的な適した営業

の仕方、業界のルールやしきたりがあるはずで

す。そういったことに対応していく必要もある

と思います。ほかにも、遠野を題材にした漫画

や小説など作品はたくさんあります。学芸員の

方が解説を書いて協力をしている作品もありま

す。映像化してもおもしろそうな作品もござい

ます。 

 遠野を題材にしていただいたものは、遠野と

しても積極的に宣伝をしていきますよ、遠野を

題材に選んでください、協力を惜しみませんか

ら、アニメ化、ドラマ化、映画化はどうですか、

そういった商業の面からもアプローチをしてい

く、こういった営業、売り込みを積極的に取り

組むことが必要ではないかと考えます。 

 常に情報を集め、企画を立てて情報発信を継

続的に取り組むことが重要であり、そのために

はプロモーションに専念して担当する人、組織

が必要であります。限られた職員の数の中で、

さまざまな地域課題、イベントへの対応、一人

ひとりの業務量がふえている現状の中で、プロ

モーション活動に取り組むことは大変だと思い

ます。 

 ですが、大変という言葉は大きく変わると書

きます。大変なときほどチャンスであります。

シティプロモーション、売り込みと情報発信を

専念して担当する人が各部署、各課に必要なの
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ではないでしょうか。お考えをお伺いいたしま

す。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  これは、ただいま経営

改革という中で市役所の行政組織のあり方、さ

らにはこの情報化社会の中にあっていろんな情

報を、そして課題を共有しながら、そして発信

をしていくという部分におきましては、このプ

ロモーションの１つの重要性と位置づけについ

ては、先ほども答弁で申し上げたわけでありま

すけど、であればどのような形でと、御提案の

あったようなものにまだ踏み込まなきゃならな

いということは、これは非常に重要な視点だと

いうように思っておりますので、ある意味にお

いてはいろんなホームページの公表の仕方、あ

るいはその公開の位置づけ、あるいは発信の仕

方というものにつきましてのその専門的なノウ

ハウを持ったそのような部署、あるいは窓口、

そのようなものもやはり検討して、オール遠野

であればオール遠野としての発信できるような

そのような仕組みをやっぱりつくっていかなき

ゃならないのかな、これも先ほどの佐々木大三

郎議員との中で、公表のあり方について私もそ

のようなことだという話したんだけど、問題は

その中でやっぱり御指摘のありましたとおりど

のような公表の仕方をしてるんだということも

こっちはまた冷静に物を見てかなきゃならない

ということも、その中の佐々木議員とのやり方

の中にはそういう問題も内在してることも、私

含めてただいまのプロモーションのその発信の

窓口といった問題に、前向きというよりも前向

きにと検討するとなればこれ議会答弁の典型的

な言葉になりますのでぜひこのような形のもの

を、今進めている経営改革と行政改革の中で何

らかの形で１つの具体的な形に持っていきたい

というように、今の御質問を聞きながら思った

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）  １番小林立栄君。 

   〔１番小林立栄君登壇〕 

○１番（小林立栄君）  ぜひ具体的な形で進め

ていただければと思います。それでは、次の項

目に移ります。 

 伊能嘉矩生誕150周年の取り組みについて質

問いたします。 

 遠野が生んだ民俗学者であり、日本統治時代

の台湾に渡り、先住民の文化や歴史を調査研究

した台湾研究の先駆者であった偉人伊能嘉矩、

来年2017年は伊能嘉矩の生誕150周年の節目の

年となります。 

 現在、国はインバウンド、外国人観光客への

対応、おもてなしに力を入れております。特に、

東北観光復興元年として国土交通省、観光庁、

復興庁など、関係省庁が連携をして力強く推進

をしております。日本の奥の院、東北探訪ルー

ト、三陸の恵みと復興コースというモデルコー

スの中に遠野が入っております。 

 さらに、県としても県内の各自治体と連携し

て台湾との交流、インバウンド対策に力を入れ

ている現状であります。遠野としては、遠野の

偉大な先人である伊能嘉矩が築いてくれた、道

を開いてくれた台湾とのきずな、つながり、こ

れを文化の交流、観光面の交流、物産商業の面

での交流に生かしていくチャンスであります。 

 県は、本年５月29日から６月１日までの５日

間の日程で、台湾ミッションと名づけた誘致活

動や特産品のセールスを展開し、遠野市からは

文化研究センターと商工観光課の５名が派遣さ

れ、今後の可能性の調査を行ってきたと報告が

ありました。 

 台湾訪問ミッション報告会や、広報遠野７月

号でも特集を組んで情報提供がなされていまし

たが、今回の調査で得られた成果と見えてきた

課題があったと思います。伊能嘉矩生誕150周

年に向けた遠野市のこれからの取り組みについ

てお知らせください。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  我が遠野市が生んだこ

の伊能嘉矩、生誕150年というのが来年あるわ

けであります。ただいま御質問の中にありまし
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たとおり、このインバウンド対策という中で遠

野ならではという部分の中における外国人観光

客を受け入れると。爆食だ爆買いだというなイ

ンバウンドはもう峠を越したと話がよく言われ

ております。そういったことを考えれば、これ

をきちんと連携を図りながら遠野としてのさま

ざまな環境整備もしていかなきゃならないとい

うことで御質問ありましたとおり、５人の職員

を派遣しそれぞれ観光、物産、あるいは文化交

流といった部分の中でどのように組み立てたら

いい形での調査に職員を派遣したわけでありま

す。その報告もあった。 

 報告を踏まえながら今さまざま組み立ててお

りまして、今般の９月補正予算でも、その結果

の、どうこれから進んでいくのか、畳みかけて

いくにはどうするのか、どのようなシナリオを

持って、この伊能嘉矩150年に取り組んでいく

のか、生誕150年に取り組んでいくのかについ

て、いろいろ予算要求をお願いしておるところ

でございますので、ただいまの御質問に対して

は、現状、伊能嘉矩生誕150年の伊能嘉矩のこ

の取り組みの、伊能嘉矩生誕150年の取り組み

の現状につきまして、担当の文化研究センター

部長から、現状について答弁申し上げますので

御了承いただければと思います。 

○議長（新田勝見君）  遠野文化研究センター

部長。 

   〔遠野文化研究センター部長兼調査研究

課長兼市史編さん室長図書館長兼博物

館長小向孝子君登壇〕 

○遠野文化研究センター部長兼調査研究課長兼

市史編さん室長図書館長兼博物館長（小向孝子

君）  命によりお答えいたします。 

 伊能嘉矩生誕150年を記念する事業に向けて

は、平成29年７月下旬から11月下旬にかけて、

遠野市立博物館を会場に、伊能嘉矩生誕150年

記念展、伊能嘉矩と台湾研究を台湾大学からの

資料も借用、展示しながら開催するとともに、

会期中に国立台湾大学等から講師をお招きし、

伊能嘉矩についての講演会を開催する予定です。 

 また、平成29年11月15日から平成30年１月15

日までは、国立台湾大学図書館を会場に、伊能

嘉矩展を開催する予定であります。これらに関

しましては、ことしの５月に伊能嘉矩業績調査

を行いながら、この課題を精査し、この事業の

実施をする予定であります。 

 以上です。 

○議長（新田勝見君）  １番小林立栄君。 

   〔１番小林立栄君登壇〕 

○１番（小林立栄君）  来年、この伊能嘉矩生

誕150周年の記念展を来年から開催をしていく

という内容の御答弁でございました。 

 この伊能嘉矩生誕150周年が、遠野の活性化

に大きく結びつく、やはり取り組みが重要であ

ると思います。そのためには、文化と観光、観

光と物産、物産と文化、これらが、やはり情報

の共有、目標の統一などしっかり連携を図って

取り組む必要があると思います。 

 この伊能嘉矩生誕150周年に向けた取り組み

について、今後、どのような推進体制で取り組

ま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）  ただいま、この伊能嘉

矩生誕150年に向けて、さまざまな取り組みを

進めているということにつきましては、担当部

長のほうからも具体的に答弁をいたしました。 

 生誕150年も来年であるわけでありますから、

いろんな準備をしていかなければなりません。

でもそのために、繰り返しになりますけれども、

このミッションを派遣し、いろいろ台湾大学の

ほうとも連携を図りながらということで、諸準

備をいろいろ進めているということであります。 

 そして、この９月補正予算の中においても、

若干、所要の予算を要求というか予算措置をし

ておるわけでございますので、その際もいろい

ろ議論になろうかというふうに思っております

けども、これに向けて、やっぱり大事でありま

す。したがって、この市職員が行ったから、あ

とは市の職員がやるんだじゃなくして、また

オール遠野で総合力、有機的連携ということが

盛んに今議会でもその言葉が使われております
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し、私も、それを盛んに主張しております。 

 そういうことを踏まえれば、この伊能嘉矩生

誕150年だから文化研究センターじゃなく、観

光、物産あるいは交流人口の拡大、インバウン

ドというところに持っていかなきゃならないと

なれば、そのオール遠野という仕組みの中で、

一つは遠野市も商工観光課と文化研究センター

がきちんと連携を図る、これは大事であります。 

 それから、教育文化振興団体という組織もあ

ります。観光協会という組織もあります。そし

てまた、商工会という組織もあります。ふるさ

と公社という組織もあります。株式会社遠野と

いう組織もあります。これは、きょう、いろい

ろ議論されております第3セクターといったも

のの後に続けられる、いずれも懸命に頑張って

いる組織なわけでありますけれども、このそれ

ぞれの立場の方々、すぐそこに岩手県も入り、

今、実は商工観光課のほうに、県南広域局と人

事交流をやっておりまして、県の職員も商工観

光課に入っておりますし、うちの職員も県南広

域局に入っているという、そのまま人事交流も

行っておりますから、そういったことをきちん

と仕組みながら、これを一つの実行委員会とい

うふうに、一つの組織に組み立てて、その部分

でお互い連携を図りながら、この伊能嘉矩生誕

150年、さらには台湾の方々のインバウンドと

いう中で迎え入れるという、そのような、それ

からまたもう一つは物産ということもあるわけ

でございますから、この六次産業という切り口

の中で、遠野の物産を台湾のほうに持ち込むと

いうことも、これも検討してみようというそう

いう戦略も立てて、その分においてはこういっ

た実行委員会、あるいは六次産業の推進本部と

いったものが、それぞれ機能するということに

なるんではないのかなと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  １番小林立栄君。 

   〔１番小林立栄君登壇〕 

○１番（小林立栄君）  先ほど来、御答弁をい

ただいている有機的連携、これを具体的に進め

る絶好のチャンスであると思います。しっかり

取り組んでいただきたいなと考えております。 

 それでは、同じくですが、今度は少し視点を

変えて質問をいたします。 

 この伊能嘉矩生誕150周年の取り組みは、遠

野だけではなく、熊本地震からの復興に向けて

尽力されている友好都市である菊池市を巻き込

んで、菊池市の復興支援につなげることができ

るのではないでしょうか。 

 伊能嘉矩と同じく、明治28年に台湾に渡り、

台湾総督府で働き、その後、台北市の隣の宜蘭

市で初代長官として活躍された、伊能嘉矩と同

時代を生きた菊池市にゆかりのある偉人がいま

す。西郷隆盛の息子で、西郷菊次郎という人物

であります。西郷隆盛、菊次郎の西郷家は、そ

もそも菊池市に居を構えていた菊池一族の末裔

であるそうです。 

 西郷菊次郎は、台湾の宜蘭市の初代長官にな

り、河川工事、農業振興、道路の整備、教育の

振興、西郷堤防と呼ばれている宜蘭川堤防の整

備など、住民の生活の安定に取り組みました。

その功績により、現地に記念碑や記念館もある

そうです。 

 そういった関係から、菊池市と宜蘭市は、相

互交流を行っております。菊池市の議員と懇談

した際、今後、幅広く人材交流や物流の交流へ

と発展させていきたいと述べておりました。 

 そこで提案でございます。市立博物館で、来

年、伊能嘉矩の企画展が開催されると御答弁が

ありました。この菊池一族の紹介も含めて、西

郷菊次郎のこともあわせて展示、紹介すること

はできないでしょうか。 

 また、物産面での取り組みとして、菊池市と

菊池市が西郷菊次郎の縁で友好都市となってい

る鹿児島県の龍郷町の物産展を遠野市で開催す

ることはできないものでしょうか。 

 伊能嘉矩生誕150周年の取り組みが、復興の

邪魔にならないような形で菊池市を巻き込んで、

復興に尽力されている菊池市を応援する、支援

する取り組みとなるのではないでしょうか。 

 また今後、地域間交流の面でも、新たに台湾

の宜蘭市や鹿児島県の龍郷町との関係も築いて
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いける可能性も広がっていくのではないかと思

います。お考えをお伺いいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  まさに、人と人がつな

がり、地域と地域のきずながネットワークとな

り、それが地域の活性化につながるという、そ

のような仕組み、あるいはそういう方程式、今

の御提案の中で、そのことを思い浮かべており

ます。 

 西郷菊次郎、鹿児島県の奄美大島のほうで生

まれ、西郷隆盛の長男、長子として生まれ、宜

蘭、台湾のほうに渡り、アメリカの小さいころ

はアメリカに渡って、そしてまた帰ってきて台

湾のほうにも縁があったと。最後は京都市長で

勤め上げている方でありますけれども、菊池市

と、そのまさに伊能嘉矩、宜蘭市、そしてまた

鹿児島県の龍郷町といったような部分が、すん

なり伊能嘉矩、そしてそれが西郷菊次郎に、そ

してそれが菊池市というつながりの中につなが

っていく。 

 この伊能嘉矩も、新渡戸稲造がおり、そして

また佐々木喜善、さらにはこの後藤新平といっ

た、そういった人と人とのつながり、みんなな

っていくという一つのあれがあるわけでありま

す。 

 したがいまして、この御提案は、非常に検討

に値する。菊池市と遠野市は、文字どおり、太

いきずなで結ばれております。これが、そのよ

うなつながりの中であって、西郷隆盛という、

一つの圧倒的な、日本の歴史の中でも圧倒的な

存在感のある方の縁もまた、対話の中で、伊能

嘉矩と西郷菊次郎という接点があったんだなと

いうことがあれば、一つのドラマが、その中で

シナリオが、あるいは物語が生まれてくるとい

うことになると思いますので、私も小林議員と

同じように菊池市へお邪魔したときに、非常に

縁があるぞと、ゆかりがあるぞという話も、直

接私も聞いてきておりますので、このような組

み立ても、あわせてそれぞれ、伊能嘉矩の生誕

150年の中に位置づけながら、さまざまやれる

ことから組み立てていくという方向に検討して

いきたいというふうに思っておりますので、繰

り返しになりますけれども、人と人とのつなが

りは、それ、今申し上げたような中でつながっ

ているというんであれば、今度は地域と地域が

うまくつながっていくという、そのようなもの

になれば、この友好交流といったものも、非常

に内容のあるものになってくる、単なる上辺だ

けではないということになってくるわけであり

ますから、そのような内容のあるものに持って

いくというのであっては、特に台湾との分にお

いては、平埔族という台湾の原住民を、伊能嘉

矩が文字どおり台湾に乗り込んで調査をしてき

てると、それが台湾大学のほうにもきちんと残

っているということもありますし、それから、

この分において、伊能嘉矩の生誕150年といっ

たものに着目いたしまして、先ほど情報発信の

話、ありました。それから、シティプロモーシ

ョンの話もありました。ある大手の放送テレビ

会社が、伊能嘉矩生誕150年に合わせて、そし

て台湾テレビ局とも連携とれるので、伊能嘉矩

生誕150年の１つの番組をつくらないかという

ような、まだ、全く非公式でありますけども、

そういう提案も、既に来ておりますから、そん

なことも組み合わせれば、台湾テレビのほうに

中国語で、台湾語でそういった番組ができれば、

またこれ、大きな発信になってくるということ

になりますから、シティプロモーションであり

情報発信というものはつながってくることにな

るんじゃないかなと思ってますから、この、た

だいまの御質問の中に盛り込まれた御提案につ

いては、きっちりと検討してまいりたいという

ふうに思っております。 

○議長（新田勝見君）  １番小林立栄君。 

   〔１番小林立栄君登壇〕 

○１番（小林立栄君）  人と人、地域と地域の

つながり、これがやはり重要でございます。 

 それでは、次の項目に進みます。 

 「人間は、それぞれ考え方や、ものの見方が

違うのが当然である。その違いを認め合い、受

け入れられる広い心を持つことが大切であ
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る。」これは、太平洋のかけ橋となることを志

し、国際連盟事務次長も努めた新渡戸稲造の言

葉であります。 

 人種・文化・宗教・多様な価値観や考え方が

あることを、理屈や学問だけでなく、肌で、感

覚で感じることができ、心豊かで国際感覚を持

つ人を育む効果が国際交流にはあります。 

 国際交流について、何点か質問をさせていた

だきます。 

 人は、人と接することで成長することができ

ます。地域についても、異なる地域同士が交流

を図ることで、それぞれの地域の魅力が磨かれ

て発展をしていきます。ましてや、歴史・文

化・生活環境が大きく違う海外との交流は、と

ても大切であります。 

 イタリア・サレルノ市、アメリカ・チャタ

ヌーガ市、ドイツ・シュタイナウ市、リトアニ

ア、台湾・台北市との、これまで取り組んでき

た国際交流を、今後さらに深めて充実させてい

く必要があると考えます。 

 遠野市の国際交流の現状について、まずはお

知らせください。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  新渡戸稲造の言葉の中

から、国際交流の一つの切り口、また位置づけ、

その大切さといったようなものは、御質問の中

に述べられておりました。人間は、それぞれ考

え方やものの見方が違う、これは当然であると。 

 実は、遠野物語の著者であります柳田國男先

生も、人間に人格があるように、村にも村格が

ある、だから、小さな村でも誇りを持てと、自

信を持てといったような言葉を、やはり残して

いるわけであります。 

 したがって、ただただ大きければいい、数だ

けがあればいいということではない。やはり、

小さくとも、それぞれ誇るべき文化があり、そ

してまた、それなりの一つの存在感があるんだ

ということになるわけでありますから、このよ

うな考え方は、私は、今の質問とはちょっと離

れますけれども、今、遠野市が直面している高

校再編問題などにも、やっぱりそのような理念、

考え方、あるいはそういう哲学が、一つあって

もいいんじゃないかなといつも思っているわけ

でありますけれども、このような言葉を大事に

しながら、やはり一つの地域のあり方というも

のを考えていかなければならない。 

 そのためには国際交流という切り口でいろい

ろ述べられました。その中にございまして、こ

の現状という中で申し上げますと、ただいまの

質問におかれましたとおり、イタリア・サレル

ノ市は既に30年過ぎております。アメリカ・チ

ャタヌーガ、これも、もう20年以上、児童生徒

の交流が進んでおりまして、この９月の日本の

ふるさと遠野祭りには、遠野の子どもたちが大

変お世話になったチャタヌーガの関係者の皆様

が、日本のふるさと遠野まつりを見学というよ

りも、それを兼ねて遠野を訪れることになって

おりまして、そのような部分もありますし、そ

れから、ドイツのシュタイナウ市等とは、グリ

ム兄弟の縁の中で、さまざまな取り組みをとい

うことで、今、本当にささやかな交流でありま

すけれども、いろいろ文化課のほうで交流を、

博物館のほうで、いろいろ交流を進めていると

いう状況でもありますし、この間リトアニア大

使が遠野にまいりました。今度はリトアニア大

使の重枝大使から手紙をいただきましたけども、

何とか、リトアニアというちっちゃな国だけど

も、遠野の誇るべきこの文化といったものを考

えれば、交流を進めることはできないかという

ような、なぜか、まさに人道の人、杉原千畝さ

んの奥様が遠野にゆかりの人というか遠野の出

身だという中で、何とかその人道の人という切

り口の中で、リトアニアと遠野が連携を図れな

いだろうかという重枝大使からのそのようなお

手紙もいただいて、それから、今、台湾の話を、

宜蘭市であるとか台北市であるとか、そのよう

な部分の中における取り組みといったようなも

のも、これまた考えていかなければならない。 

 それが、遠野という市の魅力、シティプロ

モーションといったものの中で発信をする、情

報発信をしながら、まさにお互いという、その
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西郷菊次郎の縁の中のおいては、つながってつ

ながってつながっていくという部分もあれば、

非常にお互い、それぞれ単なる行ったり来たり

でなくて、充実感のある交流が、中身のある交

流がその中で構築されていくんじゃないのかな

というふうに考えているところでございますか

ら、現状はそのような現状であるということで

あります。 

○議長（新田勝見君）  １番小林立栄君。 

   〔１番小林立栄君登壇〕 

○１番（小林立栄君）  ただいま現状について

御答弁をいただきました。 

 遠野市としては、やはりさまざまな交流をし

ております。そういった交流している中から、

この答弁の中にもございました、ことしの遠野

まつりにチャタヌーガ市の友好訪問団がいらっ

しゃると。また、マスコミ報道でもありますが、

このチャタヌーガ市の市長より、姉妹都市提携

を望む信書が寄せられたと、そういった報道も

ございました。 

 さまざまな交流の中から、少し、このチャタ

ヌーガ市との交流について、少し質問をさせて

いただきます。チャタヌーガ市との姉妹都市連

携に向けた動向について、改めて現状のほうを

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）  先ほど、国際交流の現

状の中で、チャタヌーガ市との中身もちょっと

触れたわけでありますけれども、この、ことし

の４月でありましたけれども、チャタヌーガ市

長の信書を持って、両市との友好関係を、ひと

つきちんとしたいものだなという締結の申し入

れが、ことしの４月、チャタヌーガ市の市長か

ら受け取っているところであります。 

 教育文化振興財団のほうとも、いろいろ相談

させていただきながら、これまでの交流の実績

もあるので、これをどのように締結というとこ

ろに持っていくかということになれば、やっぱ

り友好都市、それも国際的な友好都市で、友好

関係にありますから、もちろん議会のほうとも

相談をしなきゃならない、私の一存で、これを

決めるわけにはいかないという部分もあります

ので、その申し入れは申し入れとして承ってお

ったわけではありますけれども、それよりも、

この二十数年間、いろいろ子どもたちが、遠野

の子どもたちがお世話になったということであ

れば、その関係者の方々にも遠野はこういうと

ころであるよという中で見てもらってお礼もし

なきゃならんだろうということで、日本のふる

さと遠野まつりにおいでいただくという中で、

教育文化振興財団と予算をやりくりしながらお

招きをするということにいたしておりまして、

これがその締結という方向に持っていくという、

一つの大きな足がかりに持っていきたいという

ふうに思っているところでありますので、交流

会等も実施しようという方向で進んでおります

ので、議員各位にも、交流会にも出席いただき

まして、お互いのこのチャタヌーガとの交流を、

一つのきずなをどのように持っていったらいい

かということにつきまして交流を深めていただ

ければということをお願い申し上げたいと思っ

ております。 

 なお、この昨年の９月でありますけれども、

市民の代表によりまして、この連携交流のあり

方市民懇談会というものを立ち上げまして、い

ろんな多角的にさまざまな検討をしていただい

ておりまして、その中に、アメリカのチャタ

ヌーガ市との交流は、国際化・異文化理解ある

いは観光振興、経済交流の視点から姉妹都市締

結も視野に、前向きに進めるべきではないかと

いうような市民懇談会の皆様からも、そのよう

な提言をいただいているということも申し添え

て答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  １番小林立栄君。 

   〔１番小林立栄君登壇〕 

○１番（小林立栄君）  サレルノ市とは、遠野

物語が縁となり30年にもなる交流を続けてきま

した。シュタイナウ市とは、日本のグリム、

佐々木喜善が縁を紡いでくれました。リトアニ

アとは、今、御答弁にも、先ほどございました

が、第二次世界大戦時に多くのユダヤ人の命を
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救った杉原千畝の御婦人、幸子さんのふるさと

が遠野であったことが縁で交流が始まっており

ます。 

 チャタヌーガ市との交流は、遠野市、チャタ

ヌーガ市の中学生、高校生が中心となりきずな

を結び、友好を深めてきた歴史がございます。

何事にもかえがたい財産であると思います。 

 今回の姉妹都市提携に向けて動き出した経緯

も、中高生派遣事業に参加したＯＢ、ＯＧ、当

時の中高生たちの働きがけがあったと伺ってお

ります。私としても、この姉妹都市提携を、や

はり早期に実現をしていくべきだと考えており

ます。この姉妹都市提携について、少し踏み込

んだ質問ではございますが、時期や内容など、

具体的な計画やお考えがございましたらお伺い

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）  時期及び内容というこ

とでありましたけれども、まず先ほど答弁を申

し上げましたとおり、この９月の16日には、15、

16から遠野に入るわけでございますけれども、

チャタヌーガ市のほうから参ると。 

 御質問がありましたとおり、チャタヌーガ市

のほうに派遣になってホームステイをしたＯＢ、

ＯＧと申しますか中学生、高校生の皆さんが、

何かＯＢ会をつくる、同窓会をつくるというよ

うな動きの中で、積極的に交流を、もっともっ

と深めていきたいというような自発的な動きも

出てきている。 

 これは、非常に好ましいと申しますか嬉しい

情報でありましたし、また、さすがチャタヌー

ガのほうに中学生、高校生のときに行った諸君

の行動だなというように、私も非常に嬉しく受

けとめたとこでありますけれども、そういった

多くの関係者の皆様と相談させていただきまし

て、どのような内容にするのかであれば時期は

どうするのかにつきましては、まさに御相談し

ながら決めていきたいというふうに思っている

ところでございまして、今のところ、さまざま

ないろんなシミュレーションがあるかと思って

おりますけれども、そのことを踏まえながら、

遠野市としてはどこのタイミングで、どのよう

な内容でということについては、きちんと相談

し合いながら進めていきたいというふうに思っ

ているところであります。 

○議長（新田勝見君）  １番小林立栄君。 

   〔１番小林立栄君登壇〕 

○１番（小林立栄君）  それでは、今後の国際

交流のあり方について質問をいたします。 

 これまで取り組んできた国際交流を、今後さ

らに、教育、文化、観光、遠野の農産物や商品

の海外展開などの物産といった幅広い面で充実

をさせていく、深めていく必要があると考えま

す。 

 平成31年にラグビーのワールドカップが釜石

市で、平成32年には東京オリンピックが開催を

されます。遠野市が練習会場、キャンプ地、ホ

ストタウンとなるチャンスであり、外国人の関

係者や観光客に、多く遠野に来ていただくチャ

ンスであります。 

 こういったインバウンドを含めた国際交流は、

今後ますます重要となります。今から外国との

交流を円滑に進める体制をとることが大切では

ないでしょうか。遠野市の現状を見ると、連携

交流課、商工観光課、文化課、生涯学習スポー

ツ課など、取り組みが、少し別々になっている

ように感じております。また、外国との連携調

整を担う、交流に携わる人材も不足しているの

ではないでしょうか。 

 遠野市教育文化振興財団、ＪＯＣＡの皆さん

が十分に活動できる環境整備、支援を充実させ

ながら、国際交流という点で、関係各課と遠野

市教育文化振興財団、ＪＯＣＡの皆さんが一体

となって取り組める組織の体制づくりが必要だ

と考えます。お考えをお伺いいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この御質問も、まさに

グッドタイミングと言えばグッドタイミングと

いうことになろうかと思っておりますけれども、

経営改革という中で、行政改革も進めていかな
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きゃならない、教育文化振興財産やらふるさと

公社も含めて、第３セクターとの有機的連携も

さらに強めていかなきゃならない。これは、第

３セクターのその経営改革につきまして、小林

議員の質問の前に先立っての佐々木議員との間

でもいろいろ取り交わしたことでありますけど

も、これは極めて大事な一つの大きな市政課題

でありますから、そういった中で、ただいま申

し上げましたこの国際交流という一つの位置づ

けをした場合におきましては、この名前がそれ

ぞれ上がっておりましたけれども、今の市役所

の中におきましては、連携交流課とかあるいは

生涯学習スポーツ課であるとか、文化課である

とかというような、そのような組織が取り組む。

それから、教育文化振興財団という一つの仕組

みがある。さらにはＪＯＣＡという青年海外協

力隊の組織もある。 

 このＪＯＣＡの組織も、遠野事務所を設けて

いろいろ展開しているわけでありますから、こ

れともうまく組んでいかなきゃならないとなれ

ば、市としても行政の立場で、どのようにそこ

に窓口、それから、まさに人材ということにな

るわけでありますけれども、国際交流という部

分の中における一つの言葉の壁もあります、そ

のようなこともありますから、そういうような

ことも含めながら、やっぱり遠野市として、正

直なところ、こうしたアメリカのチャタヌーガ

からもイタリアのサレルノまで、ドイツのシュ

タイナウ市もある、さらには、今度はリトアニ

アのほうからも何とかという話も来る。嬉しい

悲鳴なわけです。嬉しい悲鳴なわけです。 

 今度の台風10号におきましても、大変多くの

自治体から、応援に行くぞというような電話や

ファクスやメールがたくさん届いていると。そ

れは、やっぱりこれも連携、大府市、すぐ行き

ますよというような、菊池市、自分らも復興で

は大変なときに応援に行きますよというような

連絡が入るという部分は、これは、市役所だけ

じゃなくて議員交流もきちんと行われておる、

さらに市民交流も行われていることが背景にあ

るからこそ、ああいう多くのメッセージをもら

うことができると、これは本当に嬉しいことな

わけでありますから、そういった意味におきま

しても、この組織の一つの位置づけといった部

分につきましては、そういったことは大変気に

しながら、だからこそしっかりとした組織を、

やっぱりつくらなければならないということに、

そこにたどり着くのかなと思っておりますので、

現在進めている一つの行政組織の見直しの中に

も、この課題をきちんと位置づけた中で、議論

を深めていきたいというふうに思っております

のでよろしくお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  １番小林立栄君。 

   〔１番小林立栄君登壇〕 

○１番（小林立栄君）  それでは、大項目４点

目に進みます。ここからは、教育長にお伺いを

いたします。 

 心のバリアフリー教育について質問いたしま

す。 

 ９月４日から、リオパラリンピックが開催さ

れます。今回の大会からＮＨＫでは生中継をし

たり、誰でも楽しめるユニバーサル放送を行う

そうです。また、10月22日からは、全国障がい

者スポーツ大会岩手大会が開催をされます。 

 現在、誰もが互いに個性を尊重し合う共生社

会の実現に向けて、支え合いの意識を醸成する

心のバリアフリーが重要視されています。国で

は、共生社会への取り組みを検討する有識者会

議を開き、2020年東京五輪・パラリンピックを

契機に施策を進める計画、ユニバーサルデザイ

ン2020の中間取りまとめ案を公表いたしました。 

 具体策として、平成20年以降の学習指導要領

の改定で、道徳、音楽、図画工作、美術、体育

などの各教科や特別活動等で、障害者差別解消

法などの社会の仕組み、障害のある方への接し

方などを学ぶ指導や教科書等を充実させるとあ

ります。 

 また、文部科学省と厚生労働省を中心に、心

のバリアフリー学習推進会議、これはまだ仮の

名前だそうですが、こういったものを設け、自

治体単位で教育委員会、福祉部局、社会福祉協

議会等の団体間のネットワークづくりを推進す
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ることが強調されております。 

 障害の有無にかかわらず、女性も男性も、高

齢者も若者も、全ての人がお互いを大切にして

支え合う共生社会の実現に向けての心のバリア

フリー教育の重要性について、教育長のお考え

をお伺いいたします。 

○議長（新田勝見君）  中浜教育長。 

   〔教育長中浜艶子君登壇〕 

○教育長（中浜艶子君）  小林立栄議員の質問

にお答えいたします。 

 心のバリアフリー教育とは、学校教育におい

て、それぞれの障がいの特性や必要な配慮等に

ついて学び、体験していくことであります。 

 近年では、交通機関や飲食店、公共施設など

のハード面でのバリアフリーは進んでおり、車

椅子用のスロープや多目的トイレは、当たり前

のように目にするようになりました。しかし、

幾らハード面が充実しても、人と人との接し方

や利用者への対応が伴わなければ、真のバリア

フリーとは言えません。 

 心のバリアフリーを広く浸透させ、社会の中

で実践していくためには、子どものころから学

校教育の中で取り組んでいく必要があります。 

 現在、学校では学校行事やいろいろな活動で

交流する機会がふえており、子どもたちの意識

も変わりつつあります。今後、交流の機会を大

切にし、体験の機会を多く持つ中で、いろいろ

感じたり考えたりしながら、障がいの特性や必

要な配慮等について学び、ともに生きていくこ

との大切さを学んでいってほしいと考えていま

す。 

○議長（新田勝見君）  １番小林立栄君。 

   〔１番小林立栄君登壇〕 

○１番（小林立栄君）  私も、一人の親として

学校行事等で花巻清風支援学校の児童たちと一

緒に活動する子どもたちの様子を見ておりまし

て、遠野の子どもたちは、心のバリアフリー、

こういったものが大人の我々より進んでいるの

ではないかと感じております。 

 大人のほうこそ、実は意識を変えていかない

といけないのではないかなとも考えます。もっ

と言うと、子どもたちが大人の意識も変えてく

れるのではないかという期待も、実は持ってお

ります。 

 そこで提案をいたします。児童生徒たちが、

コミュニケーションを通じた体験や感動を得る

ことを目的として、高齢者や障がい者の疑似体

験、介助の体験、障害のある芸術家やスポーツ

選手を講師に招くなど、体験型の授業を行って、

心のバリアフリー教育を推進してはいかがでし

ょうか。教育長のお考えをお伺いいたします。 

○議長（新田勝見君）  中浜教育長。 

   〔教育長中浜艶子君登壇〕 

○教育長（中浜艶子君）  市内の小中学校では、

特別活動や総合的な学習の時間には、障がいを

持つ方の立場になって考えるキャップ・ハンデ

ィ体験を行ったり、特別支援学校との交流活動

などを実施するなど、さまざまな障がいを持つ

方々の日常生活や社会参加へのバリアについて

学んでいます。 

 また、社会福祉協議会では、中高生を対象と

したボランティア体験学習や小中学校を中心に、

キャップ・ハンディ体験学習を継続実施してお

ります。さらに、青年海外協力協会が運営する

遠野グローバルプラザでは、障がい者スポーツ

に関するイベントが開催されるほか、さまざま

な国の文化に触れることができる体験イベント

も実施されています。障害のある芸術家やス

ポーツ選手の体験型学習に参加する価値は非常

に高く、有効であることはそのとおりです。 

 今後も身近な体験型の学習を継続するととも

に、間もなく開催されるパラリンピックや国体

等における障害者競技など、機会を捉え紹介す

るとともに、体験の機会となるような情報提供

をし、学校だけではなく、さまざまな場面での

体験を通じて、子どもたちの心のバリアフリー

を育てていくことは大切であると思っておりま

す。 

 また、子どもたちだけではなく、私たち大人

が模範となれるよう積極的に取り組んでいかな

ければならないとも思っています。 

○議長（新田勝見君）  １番小林立栄君。 
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   〔１番小林立栄君登壇〕 

○１番（小林立栄君）  以上で、一般質問を終

わります。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後２時56分 休憩   

────────────────── 

   午後３時06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。 

 13番小松大成君。 

   〔13番小松大成君登壇〕 

○13番（小松大成君）  日本共産党の小松大成

でございます。通告に従いまして、日本共産党

遠野市委員会を代表し一般質問を行います。 

 １つ目は、学校での組み体操やプールでの安

全対策について。２つ目には、学校教職員の多

忙化の現状について。３つ目には、中学校の運

動部部活動について。この３点について、一括

方式にて教育長に質問をいたします。 

 その前に、先月30日に台風10号で被害を受け

られた皆様方に、日本共産党遠野市委員会を代

表し、御見舞とお亡くなりになられた方々にお

悔やみを申し上げます。 

 当日、私は小友地区センターで台風情報と避

難状況の把握をしておりました。夕方、牛の世

話に自宅に戻った時点においては、風雨とも小

康状態になり、再度、消防団に小友町の状況を

確認したところ、とりたてた被害はないといっ

たことで、実はほっとしておりました。 

 しかしその後、ニュースなどで市内各地で被

害があったということをお聞きいたしました。

２日に行われた市政調査会での現地視察を見る

までには、本当に信じられない状況でありまし

た。まさに、水害の恐ろしさを感じることがで

きました。 

 同時に、あれだけの被害状況にもかかわらず、

市内において人的被害がなかったことは唯一の

救いであります。避難活動に一生懸命取り組ま

れた消防団をはじめ関係者の皆様方に、感謝す

るとともに敬意を表したいと思います。本当に

ありがとうございました。 

 それでは、質問に入ります。 

 はじめに、学校での組み体操やプールでの安

全対策について伺います。 

 昨年９月、大阪府八尾市内の中学校で、10段

ピラミッドが崩落し、多数の負傷者を出すとい

った事故がありました。新聞にも報道され、イ

ンターネットの動画にも投稿されましたので、

この映像を見て衝撃を受けたのは、私だけでは

ないのではないでしょうか。 

 運動会等の花形として、多くの学校で取り組

まれている組み体操が、近年、負傷事故が多発

し、ことし３月には文部科学省が安全を確保で

きない場合、実施を見合わせるように求める異

例の通知を全国の都道府県教育委員会に出すと

いった状況になっています。 

 スポーツ庁によると、全国の小・中・高校で

の組み体操の事故件数は、2011年から14年間の

間に、年間8,000件を超え、過去46年間で死者

９名、障害の残った子どもは92人に上っている

と言われています。私たちが運動会の花形とし

て、子どもたちが演じる組み体操を拍手し、感

嘆の思いで見ていた影に、このような事故が発

生したとの事実があったことに衝撃を受けまし

た。 

 この問題に、長らく取り組んできた名古屋大

学大学院准教授の内田良さんは、「このように

事故件数の多さ、負傷の深刻さがはっきりとし

ているにもかかわらず、それをやめるどころか、

全国的に組み体操を行う学校がふえてきていま

す。ふえるのみならず、巨大化、低年齢化も進

んできている。組み体操の盛んな兵庫県内のあ

る中学校では、10段のピラミッドを成功させて

いると言われます。この高さは７メートルにも

及び、住宅２階、屋根下にも達する高さに匹敵

します。小学校では９段のピラミッドの成功が

報告され、昨年秋には６段のピラミッドを成功

させた幼稚園まであらわれました。」とネット

上に書き込んでいます。 

 訓練されたサーカス団や中国雑技団でもある

まいし、学校教育現場でこのような無謀な演技

を演じなければならないのか、疑問を禁じえま
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せん。 

 また、組み体操の指導の専門家である日本体

育大学の荒木達雄教授は、今般の事件に関し、

「10段ピラミッドは論外」とし、高さを求める

のではなく、基本的な技、低い段数の技を丁寧

に指導することが大事だとし、組み体操の原点

は、人と人とが組み合うことのおもしろさを感

じるそのことにある。多くの人々がそのことを

もっと知ってほしいと指摘し、学校関係者だけ

ではなく、保護者や地域住民を含めた大人たち

が子どもに巨大なアクロバティックなものを求

めるのではなく、低くても魅力的で効果のある

身体活動、表現運動が可能なことを知ってほし

い。しかし、低い段数であっても事故はよく起

きるので、安全指導を丁寧に徹底することが欠

かせないとも指摘しております。 

 私がこれまで見てきた市内小中学校の運動会

で行われた組み体操は、それほどアクロバティ

ックなものではありませんでしたので、これま

で指摘した全国各地で発生したような事案はな

いと認識しております。しかし、荒木教授が指

摘しているように、安全と思われる組み体操で

あっても、しっかりとした、基本的な技、安全

指導の徹底が必要との指摘があります。 

 そこで、教育長に伺います。 

 １つには、これまで指摘したアクロバティッ

クな組み体操に対する見解です。２つ目には、

これまで組み体操の危険を強調してきました。

荒木教授は、また、「組み体操は相手があって

はじめて成り立つ、安全に配慮して行えば、相

互信頼・協調性など、教育効果も決して少なく

ない」と強調しております。 

 私自身、これまで見てきた大方の組み体操は、

見ていてほほ笑ましくなるような内容の組み体

操でしたから、この指摘に共感いたします。決

して、組み体操はだめということではなく、安

全性に配慮し教育に取り入れていくべきと思い

ますがいかがでしょうか。見解をお伺いします。 

 次に、プールの安全対策について伺います。 

 ８月初旬に遠野西中のプールが完成し、プー

ルの落成・プール開きが行われました。西中生

徒はもとより、西中関係者にとっては念願かな

い、喜びもひとしおの式典でした。と同時に、

全国で毎年繰り返されるプールでの事故が起き

ないようにと願わずにはいられないひとときで

した。 

 学校プールに限っての事故を見ても、昨年は

岐阜県多治見市内の中学校プールで、体育の授

業中、プールの底に頭部を打ちつけ重体になる。

奈良市内の小学校プールで、プールの底に沈ん

でいる男性を発見、意識不明の重体となってい

る。最近では、仙台市内の県立高校の授業中の

プールの水底で、あおむけに倒れている状態の

生徒を発見し、意識不明の重体になっている。

その後、回復したようでありますけれども、こ

のような重大事故が各地で起こっています。 

 ここ２年間で私が把握しただけでも３件、学

校プール以外の県民プール、市民プール、スイ

ミングクラブ、テーマパークのプールなどの、

相当の事故が確認されています。 

 問題なのは、学校プールにおける私が調べた

事故における状況というのは、いずれも体育の

授業中で教育が指導中に発生しているそのこと

にあります。その後の事故調査がどのように進

み、どのような結論に達したのかまでは、はか

り知ることはできませんが、管理・監視体制に

何らかの盲点があったのではないかと推察せざ

るを得ません。 

 西中生徒がプールの完成を本当に喜んでおり

ました。西中生徒のみならず、全ての子どもた

ちが安全・安心してプールに親しめる環境構築

に、教育委員会がどのように取り組んでいるの

か、これからどのような取り組みをしようとし

ているのかお伺いします。 

 次に２点目、教員の多忙化の問題について伺

います。 

 教員の多忙化の問題は、今にはじまった問題

ではありません。ことし３月10日の参議院文教

科学委員会における文部科学委員会で、我が党

の田村智子参議院議員による教職員の多忙化の

実態を明らかにし、馳浩前文科大臣もその事実

を認めたことから新たな展開を見せております。 
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 田村氏は、その冒頭で、東京地裁が、西東京

市の小学校の新任女性教員の自殺が公務災害と

認めたことを取り上げました。地裁は、教員の

クラスのトラブルへの対応、週７時間の初任者

研修、毎日二、三時間もの残業、それでも間に

合わずに持ち帰り残業と、これら全体として業

務によって強い精神的、肉体的負荷があったと

判断したことを国会で取り上げたのです。 

 さらに、教員の多くが過労死ラインと言われ

る月45時間を超える残業をしている実態を明ら

かにしました。さらに、運動部の顧問を担当し

ている教員の少なくない方々が、土日なし、月

100時間を超える実態を示し、大臣の認識をと

ったのであります。 

 大臣は、平成26年度に公表されたＯＥＣＤ国

際教員指導環境調査により、我が国の教員の長

時間労働の実態が示されていると認識している

とし、教職員の長時間労働について、私は喫緊

の課題として取り組む必要があると、こういう

認識を持っていますと答弁いたしました。 

 このような国会論戦の中から、遠野市内の

小・中学校に勤務する教員の実態を、一般質問

に関する聞き取り調査の際に担当者から伺いま

した。改めて、市内教職員の勤務実態を教育長

からお聞きしたいと思います。 

 次に、中学校の運動部部活動について伺いま

す。 

 中学校のクラブ活動に、特にも運動部につい

ては、以前から改善を求める専門家の意見があ

りました。文科省は2013年に運動部の指導ガイ

ドラインを調査研究協力者会議の報告をまとめ

ました。この中で、１週間の中に適当な間隔で

休みをとること、これは生徒にとって重要なこ

ととされ、具体的には、中学校では１週間に２

日、高校では１日以上休養が必要とか練習時間

も平日は二、三時間としています。 

 専門家も、休みもとらずどんどん練習したほ

うが大会で勝ち続けるなどというのは、何ら科

学的根拠がないばかりか、成長期にある子ども

にとっては、身体面・メンタル面でもよいこと

でないと指摘しています。しかし、少なくない

学校が専門家の調査により、ほとんど守られて

いない状況が明らかになっています。 

 クラブにかかわる父母会との関係など、困難

な問題等も指摘されています。市内の中学校の

運動部の活動も、父母から、父兄から聞いたと

ころ、やはり文科省の指針とはほど遠い状況に

あることが伺い知ることができました。その実

態をどのように捉えているのか、教育長にお伺

いいたします。 

 以上、３点でございます。 

○議長（新田勝見君）  中浜教育長。 

   〔教育長中浜艶子君登壇〕 

○教育長（中浜艶子君）  小松大成議員の質問

にお答えいたします。 

 組み体操については、全国で毎年8,000件を

超える事故が発生しており、社会的な関心を集

めているところです。文部科学省では、本年３

月25日付で、都道府県教育委員会を通じ、全国

の市町村教育委員会へ通知しています。通知で

は、組み体操の実施については一律に禁止する

のではなく、実施については各学校で判断をす

ること、組み体操を実施する場合には、事故防

止の徹底に努め、特にも小学校高学年は成長の

途上でもあることから、タワーやピラミッドな

ど、児童生徒が大きな事故につながる可能性が

ある組み体操の技については、確実に安全な状

態で実施できるかどうかをしっかりと確認し、

できないと判断される場合には実施を見合わせ

ることとしています。 

 市教委としても、段数の低いタワーやピラミ

ッドなどでも、死亡や障害の残る事故が発生し

ていることなど、具体的な事故の事例や事故に

なりやすい技などの情報について周知徹底を図

っているところです。 

 市内小中学校の組み体操の状況についてです

が、本年度に開催された運動会では、市内小学

校１校において組み体操が実施されています。

昨年度は、中学校１校でも組み体操が実施され

ておりましたが、本年度は組み体操を取りやめ、

別の種目を実施しています。 

 組み体操を実施した小学校についてですが、
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演目については危険性の少ないものとするほか、

組み体操の指導に当たっては、安全性に十分配

慮した上で内容を検討し、時間をかけて指導を

行なうなどの配慮がされています。 

 プールの安全対策については、プールの安全

標準指針及び水泳指導の手引き、いずれも文科

省から出されている資料ですが、この資料をも

とに適切な指導や対策を全教職員へ周知徹底し

ているところです。 

 衛生管理についてもしっかり行うよう、毎年、

教育委員会と各学校で協議の場を設け、安全対

策に取り組んでいます。また、プールの施設設

備の管理についても、各校で点検を行うととも

に、４月に教育委員会の担当課も各校を回り安

全確認を行っています。 

 授業中のけがや事故を防止するための、児童

生徒の事前学習を徹底するとともに、個人の能

力に応じた段階的な指導や注意を行うなど、慎

重な対応を心がけることとしています。また、

十分な監視体制をとることで事故の未然防止を

図るため、人的体制については指導する児童生

徒の人数に応じてしっかり確保することとして

います。 

 さらには、岩手県教育委員会が主催する公立

小学校体育実技アシスタント派遣事業や、遠野

市生涯学習スポーツ課が主催する児童運動能力

アップトレーニング事業を活用し、外部講師を

招いての専門的指導による充実を図っています。

万が一の緊急時の対応についても、連絡と連携

体制等について教職員で確認し取り組んでいる

ところです。 

 次に、教員の多忙化についてお答えします。 

 議員、御指摘のとおり、教員の多忙化につき

ましては、国会でも取り上げられているところ

です。学校における教員の業務としましては、

一つ、授業・部活動・生徒指導・学校行事など、

児童生徒の指導に直接的にかかわる業務、二つ、

授業の準備・連絡帳の確認・学年学級通信の作

成など、児童生徒の指導に直接的にかかわる業

務、三つ、会議・打ち合わせ・事務・報告書作

成・研修など、学校の運営にかかわる業務及び

その他の業務、四つ、保護者や行政・関係団体

など外部への対応などが主なものとして上げら

れています。 

 しかしながら、学校現場を取り巻く環境は、

年々、複雑化・多様化するとともに、行政や地

域社会とのかかわりの中における学校の役割も

大きくなってきていることから、これらの業務

量の増大により、教員だけでなく、事務職員を

含めた教職員全体の時間外勤務が、全国的に長

時間化している現状にあることは確かでありま

す。 

 岩手県教育委員会では、平成24年３月に各県

立学校長に対し、所属職員の健康管理や職場環

境の整備等のために、学校長が教職員の時間外

勤務の状況を把握するよう通知するとともに、

各市町村教育委員会に対しても、県立学校にお

ける取り組みを参考にしながら、市町村立学校

における教職員の勤務時間の把握に努めるよう

通知しています。 

 この趣旨を踏まえ、当教育委員会におきまし

ても、平成24年４月から各学校長が土曜日・日

曜日の勤務を含めた所属職員の時間外勤務の状

況を取りまとめ、教育委員会に定期的に報告す

ることとしております。 

 平成27年度の状況につきましては、教職員１

人にかかる１月当たりの時間外勤務は、小学校

については約25時間、中学校については約56時

間という結果となっています。これは、１カ月

のうち20日勤務するとした場合に、１日当たり、

小学校の教職員については約１時間15分、中学

校の教職員については約２時間48分の時間外勤

務をしていることになります。平成26年度以前

につきましても、この結果とほぼ同じ結果で推

移している状況であります。 

 中学校の教職員の時間外勤務が、小学校の教

職員の２倍余りという結果となっておりますが、

これは、土曜日、日曜日に実施した部活動の指

導に関する時間が含まれていることが大きな要

因として上げられます。 

 文部科学省では、教員の長時間勤務の改善と

いう課題を解決するために、次世代の学校指導
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体制にふさわしい教職員のあり方と業務改善に

ついて検討する内部組織を立ち上げ、学校現場

における業務の適正化に向けた検討を進め、本

年６月に報告を取りまとめ公表しているところ

です。 

 その報告の中では、一つ、教員の担うべき業

務に専念できる環境を確保すること、二つ、部

活動の負担を軽減すること、三つ、長時間労働

という働き方そのものの価値観の転換と見直し

を図ること、四つ、国・教育委員会の支援体制

の強化を図ること、以上４つをその大きな柱と

して掲げております。 

 このような国の動きを受け、岩手県教育委員

会においてもこの報告を踏まえ、今後の取り組

みのあり方について検討していくという考えを

市町村の教育委員会に示しております。 

 遠野市教育委員会としても、今、衛生委員会、

衛生推進者の設置を進めているところです。こ

の衛生委員会は、校長と衛生管理者、産業医あ

るいは学校医で構成するもので、長時間にわた

る労働による教職員の健康障害の防止対策など

について、調査審議を行うこととされています。

うまく機能する組織としたいというふうに思っ

ているところです。 

 市教委としても、国や県の動向を見ながら、

教職員が教育活動に専念できる、適切な職場に

向けた取り組みを進めていきたいと思っており

ます。 

 また、部活動の指導のあり方についても、議

員、御指摘のように、国会でも問題になってい

るところであります。 

 遠野市では、平成19年３月、小中学校多忙化

問題検討委員会から提言が出され、多忙化解消

のための取り組みを進めてきました。部活動に

関しては、月２回の部活動休養日の徹底のほか、

できるだけ教員が得意とする部活動を担当させ

るほか、２人体制とすることで交互に休養をと

ることができるよう工夫しています。 

 部活動の時間延長については、生徒や保護者

等の要望により、限られた期間のみ実施するこ

ととし、必要のない延長をすることのないよう

にしています。 

 また、平成25年５月に文部科学省から出され

た運動部活動での指導のガイドラインを学校に

通知するとともに、毎年５月に徹底を促す通知

を出し確認をしています。その結果、徐々に改

善されてはきているものの、依然として部活動

の指導は各校の取り組みに任され、教員の得意

不得意や保護者の意向により左右される面もあ

ります。 

 ２点目の御質問への答弁の際に説明いたしま

したとおり、本年６月に公表された文部科学省

内における検討の報告の中でも、部活動の負担

の大幅な軽減は、学校現場における業務の適正

化の大きな柱の一つとして掲げられており、さ

らに、５点の具体的な取り組みも上げられてお

ります。一つ目が、毎年度の調査を活用し、各

中学校の休養日の設定状況を把握し改善を徹底

する、二つ目が、総合的な実態調査、スポーツ

医科学等の観点から練習時間や休養日等の調査

研究、三つ目が、運動部活動に関する総合的な

ガイドラインの設定、四つ目が、中総体等の大

会規定の見直し、五つ目が、部活動指導員の制

度化・配置促進等です。 

 今後、国として部活動の指導の負担の軽減に

向けて、大きくかじを切るとの方針が示されて

います。市としても、生徒の多様な体験の充実、

家庭学習との両立、健全な成長の促進の観点か

ら、また教職員の多忙化解消の取り組みとして

も、部活動の適正化に取り組んでいかなければ

ならないと考えています。 

○議長（新田勝見君）  13番小松大成君。 

   〔13番小松大成君登壇〕 

○13番（小松大成君）  再質問をさせていただ

きます。一応、再質問をするということだけは

通知しておりましたので、その分でお願いした

いと思います。 

 いずれ、今、るる説明がありました。それ相

当に努力はされているということはお聞きしま

した。しかし、私は、過重労働の実態というも

のを、きちんと、誰が見てもそうだといったよ

うな体制の構築が必要だと、私は思っています。 
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 今の状況は、あくまでも管理職の目視、それ

から現状認識と、それとあとは職員がそれぞれ

記入することによる時間調整だと聞いておりま

した。これは、恣意的なものが入ってくる可能

性は否定できません。これは文部省も認めてお

ります。ですから、文部省においても、客観的

な労働時間の把握が必要だと、前の文部科学大

臣もこのように述べております。 

 ですから、私も客観、誰が見てもそうだとい

った中で、文部科学省が出したこの検討チーム

の資料なんですけれども、報告書の中で部活動

で休養日を確保する指針を策定するとともに、

長時間労働については自己申告ではなく、タイ

ムカードの導入など労働時間を適切に把握記録

することを強調しているというような内容なん

だそうです。 

 私は、これは大変大事なことだと思います。

ほとんどの企業では、タイムカードで人事管理

をしているわけなんですけれども、学校現場に

おいては、形態、依然として管理職、それから

自己申告、このような状態になっているのは余

りにも科学的な状況ではないと、私自身、言わ

ざるを得ません。この辺についてお聞きしたい

と思います。 

 それから、クラブ活動の自粛、これ大変厳し

い問題を含んでいます。これは学校でやろうと

しても父兄との話し合いの中で、大変こじれる

場面があるということで、実は私も中学校の卓

球部の父母会の会長をやっていました。私の基

本とするところは、運動部だからいつまでやっ

てもいいわけじゃないと、土日に遠征があった

場合は、月曜か火曜日休みにせろというのが私

の方針でした。これが父母会の中で、大変な議

論を呼んで、あんなのに父母会長を任せてられ

ないというような話まで出たような状況です。

それだけ、これは大変難しい問題を含んでいる。

それから多面的に、これはそんなことしたらば、

とてもじゃないが勝てないといったような父兄、

父母会の方々もいらっしゃいます。 

 これの参考になるのは長野県が参考になりま

す。これは、一つの学校だけでやろうとしても

無理だ、ですから、県全体でやろうと、そうす

れば平等になるということなんです。そこで長

野県でも、それなりに反発はあったんですけれ

ども、全県一斉に、中学校であれば２日間の休

養をとるんだと徹底されたことによって、不平

等感がなくなる。そして、今では学習にも力が

入るようになった。長野県の学習意欲というの

はすごいですよね、全国的に見ても。 

 ですから、私はそういう面でも、これは遠野

市のみならず、県に対してもこういうような方

針で取り組んでくれといった要望を、遠野市で

も、もちろん遠野市でも努力してほしいですよ。

しかし、県としてもやってほしいというような

ことを申し上げるといいますか進言するといい

ますか、そういうことをやっていただければな

と思っております。 

 この２点について、再度、教育長にお聞きし

たいと思います。 

○議長（新田勝見君）  中浜教育長。 

   〔教育長中浜艶子君登壇〕 

○教育長（中浜艶子君）  １点目の超過勤務時

間の把握ということですが、現在は県教委から

示されている様式で、しかも、その申告する業

務区分についても示された形で、それぞれ職員

が自己申告ということでの報告になっておりま

す。人事管理という部分については、確かに今

後、検討が必要になってくるかというふうに思

います。 

 それから、部活動についても、これは、議員、

御指摘のとおりだっていうふうに思います。県

中学校体育連盟では、県下一斉に第２、第４日

曜日はクラブ活動をしない日と定めて、県下一

斉に中学校で取り組んでいるところであります。

ただ、どうしてもその日に休めないという日も

ございますので、その日は月のうちに２回は休

みの日を設けるということで、各学校対応して

いるところです。 

 それから、クラブ活動については、それぞれ

親の思いもあります。関係者の思いもあります。

学校だけでは対応できない部分もありますので、

関係者が集まって協議する場、意見交換する場
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の設定も必要だと考えているところです。 

○議長（新田勝見君）  13番小松大成君。 

   〔13番小松大成君登壇〕 

○13番（小松大成君）  前向きな答弁をいただ

きましたので、これで終わりとしたいと思いま

す。 

 ただ、子どもの健全育成ということに深くか

かわる問題ですから、今後もしっかりやってい

ただきたいと、そのことを申し上げまして、私

の一般質問を終わります。 

 以上です。 

────────────────── 

   散  会   

○議長（新田勝見君）  お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、散会いたし

たいと思います。これに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新田勝見君）  御異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれにて散会とします。御苦

労さまでした。 

   午後３時43分 散会   
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