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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。14番細川幸男

君。 

   〔14番細川幸男君登壇〕 

○14番（細川幸男君）  一人寂しく頑張ってま

す。無会派の細川幸男でございます。一般質問

に入る前に、さきの10号台風の被害に遭われま

した皆様に心よりお悔やみ申し上げます。 
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 それでは、一般質問に入らせていただきます。 

 通告に従い一般質問を行います。 

 今回の質問は、我が遠野市の農村景観とクレ

ソン導入の検討状態やさらにクレソンの販路環

境についてお尋ねするわけですが、以前から市

に計画があったわけではなく、遠野の農業振興

に対応すべき努力していることは大変理解する

ものの、農家の実際の現状は、市でも示してい

るように大半が高齢者であります。 

 農業認定者や担い手の方々は、経営安定を目

指し、大規模化や法人化が求められ、設備に悩

まされている現状と聞いております。 

 数年前の震災後、天皇様・皇后様が遠野に御

来遠くださった際に、市内の堤防から沿道の草

刈りが行き届いた様子を見るに、農村景観の本

来のすばらしさを実感いたしました。 

 ことしは、間もなく岩手国体が開催され、県

民そろって、全国の選手や関係者をお迎えし、

花いっぱい運動もいいでしょう。 

 前述したとおり、日本の原風景をうたう遠野

市は、農地の景観形成をさらに輝かせるために、

市民が青空のもとに元気いっぱい働く姿を大切

にしたいものです。 

 質問趣旨から少し離れましたがもとに戻し、

いわゆる約９割の農家が小規模であり、高齢者

農家になりました。高齢化が寂しいばかりでは

なく、むしろ、その人たちを主役にする農業を

推進し、生きがいを持たせ、農家の人口を守る

ことは、農村景観を守ることにつながり、遠野

市を守ることにもなります。 

 これまでも、農家支援策として、たばこ耕作

廃農者や転身者へ声かけし、ピーマン、アスパ

ラ生産に取り組み、そして一定の成果を上げて

いると聞いております。 

 ６月議会で述べましたクレソン、再度の質問

になりましたが、クレソン栽培は農業を目指す

初心者、特にも定年退職者の高齢者の導入作物

として最適な天からの贈り物だと私は思ってお

ります。 

 さらに、遠野は栽培候補地が多く存在し、耕

作地が不整備でもよく、町の空き倉庫やビニー

ルハウスなどでは、年間を通し理想な栽培が可

能になります。 

 しかも、栽培経験は不要、男女問わず、年齢

問わず、高齢者でも簡単にできる、軽くて簡単

作業、生活時間を無駄にせず、最も重要なのは、

みんなが恐れているがん予防に効果的な植物で

あるということであります。 

 ぜんそくや愛煙家の肺がん予防、髪の毛を守

る、女性の肌を美しく、体重も下げてくれる、

高齢者を若返らせるなどなど、よいことだらけ

な世界最強のすばらしい栄養野菜栽培が誰でも

栽培可能になるのです。 

 海外では、地球最大の貴重な野菜であっても、

日本に初上陸したのは、明治初期、キリスト教

の外国人宣教師が日本に持ち込んだものが始ま

りとされ、当時の日本は仏教が主流でしたが、

仏教とキリスト教との対立があったか、今では

知る由もありません。 

 しかし、現在でも日本ではクレソンは雑草に

分類されていると聞いています。野菜と雑草で

は、商品としてのイメージが大きく異なるでし

ょうが、世界で一番栄養価が高い貴重な野菜、

しかも国によっては薬草扱いの貴重品なのに、

日本国ではいまだに雑草扱いされています。 

 このような日本の環境のもとで、西洋生まれ

のクレソンの販路拡大は思うように進まず、数

年前に栽培に取り組んでいた地元有志の人たち

も、販路に苦しみ、栽培を断念したと話は聞い

たことがあります。 

 思い起こせば、宮守ワサビなどがよい例で、

地域資源を有効活用し、さらに冬場の収入源と

してビニールハウスを設置したところまでは、

先見の明がありすばらしい取り組みと成功を願

っていました。 

 後に経過を尋ねると、販売開拓や搬送方法の

計画が後手になり、販売に生産者は大変苦労し

たと聞いております。何事も計画どおりに進め

ばよいのですが、謙虚な反省がなければ進歩も

ないことでしょう。いわゆる何の事業でも経営

安定が事業を継続する重要な手段の一つです。 

 販売を全て農家任せでは荷が重く、特産物に



－ 61 － 

育ちません。ＪＡもさることながら、行政がそ

のリーダーシップをとり、指導する必要がある

と考えていますが、いかがでしょうか。 

 話がそれましたが、2014年６月、アメリカ疾

病予防管理センターの発表によると、健康に重

要とされるカリウム・植物繊維・タンパク質・

カルシウム・チアミン・リボフラビン・ナイア

シン・葉酸・亜鉛・ビタミンａ・ｄ６・ｄ１

２・ｃ・ｄ・ｅ・ｋの17の栄養素の含有量をも

とに、食品がスコア化された結果、地上最強の

栄養野菜はクレソン。 

 参考までに述べますが、次に栄養価が高いの

は、チンゲンサイ、白菜、フダンソウ、ビーツ

の葉、ホウレンソウ、チコリになっているそう

です。私は、自分がホウレンソウを栽培してい

たものですから、ホウレンソウが世界一と思っ

ていましたが、私の認識不足でした。 

 アメリカはじめ、肉食が主食の国々では、食

事の際は、常時、野菜の植物繊維が必要となり、

活性酸素を無害にするクレソンを食するために、

外国からクレソンを輸入していると聞いていま

す。 

 何にしろ、何でもそろう大国アメリカ、近代

農業国家でもあるアメリカにクレソンを輸出で

きるのも夢ではなく、遠野産クレソンを世界に

向けて、グローバル遠野に変身できます。 

 前口上が長く、調子に乗り、長くなりました。

１回目の質問は、通告に従い、将来の遠野農村

景観について、クレソン販売開拓状況について、

行政の役割などを一括してお尋ねします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  細川幸男議員の一般質

問にお答えいたします。 

 農村景観、これは非常に遠野にとっても、遠

野らしさ、遠野ならではという部分におきまし

ては、大事な大事な景観という部分と、それが、

よく私が使ってる言葉の中で、遠野の自然・歴

史・文化・風土、この２文字の４つが遠野らし

さ、遠野ならではということにつながるという

話をよく話するわけでありますけども、そうい

った意味におきましては、この農村景観という

中におきまして、遠野の遺産認定条例といった

ようなものが、全国の市町村からかなり関心を

持って注目されております。 

 遠野遺産認定、これが今、149カ所に認定さ

れてる中で、それぞれが地域住民の皆様の力に

よって、それがよみがえり環境整備がされてる

中に、いうところの農村景観といったものがそ

こに見出すことができるということになってい

るわけであります。 

 この耕作放棄地の問題を含め、農業を取り巻

く、あるいは山を取り巻く、森林を取り巻く状

況も大変厳しいものがあり、さまざま多くで農

業、林業に、さらにはさまざまな形でビニール

ハウスも含めながら、ホウレンソウ、これは細

川議員も取り組んでるわけでありますけども、

そういったものに、あるいはピーマンなどを含

めながら、懸命に頑張っている姿が、一つの農

村景観といったものにつながっていくんではな

いのかなと。 

 収益性といったものは、もちろん一番大事で

ありますし、収量というのも、これまた大事に

しなければならない。 

 しかし、一方においては、景観あるいは自然

というものとのバランスもとっていかなければ

ならないという、これをどのように保っていく

のかということが、ある意味では人間の知恵が

問われていることにもなるのかなというように

思ったりいたしまして、ただいまの御質問を聞

いたところであります。 

 そういった中で、農村景観という部分におき

ましては、これは、きょうの質問の中から、ち

ょっと本題からずれるわけでありますけども、

クレソンの問題、あるいはそういったものの販

路の問題ということにつながるわけであります

けども、そのような中でさまざまな農産物、あ

るいは、まさに命の産業と言われる農業にどの

ように向かっていくかという部分におきまして

は、農村景観というものが一つの背景にきちん

とあるんだということにもなるんではないかな

と思っております。 
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 そういった、里山という山の景観も守ってい

かなければなりません。山口集落、あるいは荒

川高原、こういったところは日本のいうところ

の重要文化的景観として位置づけられ、それが、

山口集落のほうであっては「おらほのながめ」

という一つの仕組みを地域住民の方々がつくり

上げたという、そういう力になっているわけで

あります。 

 国がつくったんじゃない「おらほのながめ」

だと、これを大事にしようという地域住民の力

が、国の重要文化的景観という一つのお墨つき

をもらったということになるわけでありますか

ら。 

 そのようなことも含め、農業遺産という一つ

の取り組みがあります。先般、農政局の担当者

が来て、いろいろ事前調査をしていきました。

農業遺産という一つの制度の中で、農村景観を

という部分は、今農水省が進めておりまして、

この部分にも、今数カ所候補地を上げながら、

農業遺産といったような切り口の中で国の一つ

の認定をいただきながら、遠野ならではという

部分を守ろうかという取り組みをいたしている

ところでございますので、そのこともあわせ御

報告を申して、具体的には答弁ということでは

ございませんけども、農村景観ということに触

れられておりましたので、そのようなことも申

し上げておきたいと思っております。 

 さて、クレソンの導入促進につきましては、

いろいろ質問に中で述べられておりました。 

 栄養価からすると、ホウレンソウよりもクレ

ソンがずっと高いという中で、取り組んでいる

細川議員としては、ちょっと残念だということ

でありますけども、ホウレンソウ、何のことは

ないポパイから見ると、ホウレンソウはすごい

パワーを出すという部分は、もうこれ実証済み

なわけでありますから、それにおいては、ホウ

レンソウの栽培にもなお力を入れていただけれ

ばなということも願わずにいられないというこ

とであります。 

 そういった中で、遠野市のクレソンの状況に

つきまして、これはいろいろ取り組んでいると

いうことで、ただいま申し上げましたけども、

クレソン、非常に注目されている、肉というも

のの中においての、クレソンというバランスの

ある食材、先ほど野菜と雑草という話もありま

すけど、いろんな意味で、まさに命の産業とし

てそのようなものが位置づけられておるという

中でございまして。 

 クレソンの、今、集落営農の中で２つの営農

組合がクレソン生産組合として１組合、個人で

の産直販売が数名。28年度は、地域おこし協力

隊が個人で10アールの栽培に挑戦しているとい

う、そのような状況でありまして、販路といた

しましても、東京都内、あるいは仙台市内のレ

ストラン、あるいは県内の市場への相対取引販

売ということになりますか、そのような中で取

り組んでいるということで、遠野クレソンとい

うネーミングで、パッケージには食べ方などを

記載し、販売をしているというように承知いた

しております。 

 栄養価が非常に高い、これは今、議員の質問

の中にもありました。そのようなことは、研究

成果も既に公表されておりますので、健康によ

い一つの野菜としてのクレソンは見直されてき

ている。その中で遠野クレソン、こういった一

つの中で知名度を上げながら、順次販路を拡大、

あるいは生産拡大といったことに、順次取り組

んでいる。 

 ただ、クレソンの販路開拓につきましては、

それぞれ取り組んでいるわけでありますけども、

県内の市場との小ロットでの販売契約となって

おりまして、これは前にも述べておりますけど

も、平成22年度からさまざまやっておりますけ

ども、その分の販路が拡大してこないという部

分も、一つの状況にあるということであります。 

 ただ、クレソンに限らず、生産する前に販路

があることが前提であるということを考えれば、

一定の販路を開拓していかなきゃならないとい

うことになるわけでありますから、この部分も、

よくいう川上川下という一つの流れの中で対応

していかなきゃならないという仕組みを大事に

していきたいと。 
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 これが、菊池巳喜男議員の、きのう、６次産

業といったような、あるいは農地の集約化問題

ということでいろいろ議論を交わしましたけど

も、そういった部分の中におきましても、やは

り生産基盤、販路、循環型、川上川下といった

ような、そのような流れをきちっとつくる。 

 その中に、小さいけれども挑戦している方々

がいるわけでありますから、それをきちんと捉

えて、その方々の確実な生産基盤と販路といっ

たものを後押しをしていくというのも、農業振

興あるいは６次産業、地産地消といった切り口

の中においても大事な仕組みの一つと捉えてい

るところでございますので、よろしくお願いい

たしまして答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  14番細川幸男君。 

   〔14番細川幸男君登壇〕 

○14番（細川幸男君）  再質問をさせていただ

きます。 

 通告もしなかったもんですから、たまたまア

メリカの輸出などということについて、私は全

然そういう方法などをわからないんで、ぜひ国

内販売もいいんでしょうけども、やはり輸出と

いう方向までも考えながら進めていきたいもの

だなと、それはぜひ、私どもにはそういう情報

もありませんし、職員などを派遣し、もっとも

っと遠野のクレソンを海外に輸出できるような

道を開いていってもらいたいと思うんですが、

市長のお考えはいかがなものでしょうか。 

 これからの農業は、やはり世界が、途上国と

か、後進国、食えない国も、農業、食料、それ

は日本の農業の技術を世界から求められる時代

が来ると思うんです。そういう時代に、日本の

農業が活躍できるようなスタイルにしていかな

いと、今後、若い人たちは農業に振り向いてく

れないというふうに感じますから、やっぱりこ

の際、本田市長の手によって、遠野が先手を切

って日本の農業を世界に振り向ける足がかりを

つくっていただきたいと思うんですが、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）  クレソンばっかりじゃ

なくて、何にでも言えるわけでありますけども、

販路という部分で、この本会議場の中でも、海

外への一つの販路開拓といったようなもの、あ

るいは遠野のさまざまなものを海外にもという

一つの取り組みはいかがなものかなという議論

も、いろいろされているということであります。

これも非常に大事な。 

 しかし、販路という中でやっても、それは安

心安全なものを安定的に一定量ということにな

ると、やはり生産基盤がしっかりしてなきゃな

らない。 

 アメリカのほうに、さまざまに肉食の、まさ

にアメリカ、食べているアメリカにクレソンと

いう部分は考え方としてはそのとおりでござい

ます。 

 だけども、基盤として、特に一定の市場で持

っていくとなると、一定量を安定的にという一

つの仕組みがなければ、取引は成立しないわけ

です。したがって、そういった部分をきちっと

する。 

 だから、これは全てのことに言える一つのこ

となんですけども、いろいろ打って出るという、

私もそういう言葉はよく使っています、打って

出る、前へ進もうという、進め進めといって、

後ろを見たらば、生産基盤がほとんどなかった

というようになれば、売るものがないというこ

とになるわけでございますから、やっぱり生産

基盤をしっかりするということが一つ、川上川

下という、先ほども答弁申し上げましたけど、

それが重要で。 

 ただ、クレソンという部分を、新たな一つの

遠野ならではの魅力のある一つの商品というか、

農産物にするということであれば、クレソンと

いう部分は、アメリカ市場の中でどのような、

アメリカ国民の中でどのように位置づけされて

るのかという部分も、もちろんいろいろデータ

として、というよりも現状調査することについ

ては全く、その部分についてはそのとおりなわ

けでありますけども、職員を派遣して、そのよ

うなところまで踏み込むというには、まだまだ、
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もう少し我々の足元を見なければならないんじ

ゃないのかなというように思っておりますから、

細川議員には、ホウレンソウだけじゃなくて、

クレソンをきちんと生産基盤として確立できる

ように、なお一層ひとつよろしくお願いをした

いと、この場を通じお願いをいたしまして答弁

といたします。 

○議長（新田勝見君）  次に進みます。10番荒

川栄悦君。 

   〔10番荒川栄悦君登壇〕 

○10番（荒川栄悦君）  市民クラブの荒川栄悦

です。通告に従い一般質問をいたします。 

 私は、堆肥センターのあり方、さらに、そこ

から始まる特色ある農業についてというとこに、

一問一答方式で質問を行いたいと思います。 

 はじめに、８月30日の10号台風により亡くな

られた方に哀悼の意をささげ、お悔やみを申し

上げますとともに、被災された方々に心よりお

見舞いを申し上げます。 

 また、遠野市にあっては、当局はいち早く対

策本部を立ち上げ、10号台風に備えたことは、

大変すばらしいことだなと思っております。 

 特にも土淵町にあっては、小鳥瀬川が大氾濫

という状況の中にあって、地元の消防団員、ま

た地域のリーダーたちはいろんな情報収集等、

それから作業等に奔走していました。 

 その中にあって、さらに早い見きわめの中で

避難所を開設、避難指示を即出すと、人命第一

ということにあっては、当局の対応ということ

に対しては、私は、一市民として、やはり緊急

時にあって、一部情報が錯綜したことがあった

としても、感謝をし、敬意を表するというふう

に思います。本当に、当局の職員の方、大変御

苦労さまでございました。 

 それでは、質問に入ります。 

 第１点目の笛吹牧場の件ですが、地元紙によ

ると、６月20日、23日の大雨により、笛吹公共

牧場の堆肥が流出し、釜石市橋野町の青ノ木川

に濁水が生じたという事故のことです。 

 担当課より説明を受け、私は現場を確認しま

したが、市が管理している公共牧場であるなら、

堆肥散布を事業者がしたのであれば、種子の播

種は市が行うべきではないのかというようなこ

と、また、和牛生産牧場で発生した堆肥の処理

を遠野堆肥センターが受け入れることができな

かった分ではないのかと、また、今後公共牧場

に堆肥の散布は行わないのか等の疑問点に説明

をいただきながら、この件について市長の認識

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）  荒川栄悦議員の一般質

問にお答えいたします。一問一答方式の質問で

ありますので、堆肥センターのことにつきまし

て、それぞれ事故の経過等について、４点ほど

上げての御質問でありました。 

 まず、質問にお答えする前に、ただいま８月

30日の台風襲来に伴いまして、対策本部の立ち

上げ、また避難準備、避難勧告、避難指示とい

ったような状況の中で、大きな被害に至らず、

また、犠牲者というのも出すことなく、無事乗

り切ったということにつきましては、ただいま

荒川議員にもありましたとおり、議員各位にも、

それぞれ地域で懸命な対応をしていただきまし

た。 

 さらには、消防団の皆様の活動も、非常に目

覚ましいものがありました。また一方、区長さ

ん、あるいは自治会長さん、自治防災組織の幹

部の方々、そして民生児童委員といったような

立場の方々が、それぞれの立場で、それぞれの

地域の中で、懸命に対応してくれたという中か

ら、大きな被害あるいは犠牲者、けが人という

ものを出さずに済んだという部分におきまして

は、市民の生命・財産・身体、安心安全という

中におきまして、市長の立場としても、多くの

市民の皆様に心から感謝と御礼を申し上げなき

ゃならないかというように思っておりますし。 

 もう一方におきましては、それぞれ、特に消

防団の方々の懸命な活動、土のうづくりまであ

らかじめ行っていただいたということが、被害

を何とか食いとめる、その力になったんだとい

うことを思えば、本当にありがたかったなとい
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うような思いでいっぱいでございますので、そ

ういった点では、先ほどの質問に先立ちまして

いただいたお話につきましては、私自身も、こ

れは、きのうもそれぞれの議員の皆様からそう

いうお言葉がいただいておりますけども、私も、

改めて今申し上げまして、教訓を生かそうと。 

 ９月４日の市の総合防災訓練、7,600名を超

える市民に皆様が参加して、約３割近い市民の

皆様が参加して、それも、言われたとおりじゃ

なくて、地域地域において、リーダーの方々が

地域住民に声をかけて防災訓練に当たってくれ

たということにつきましても、これも、ある意

味においては手応えを感じているということで

もありますので、そのこともあわせて答弁に先

立ちまして申し上げたいというように思ってい

るとこであります。 

 さて、質問でありますけども、それぞれ堆肥

センターのあり方という大項目の中におきまし

て、笛吹牧場の事故、そして今後の対応等につ

いて、市長の認識を伺いたいと。 

 議員各位にも現場等を見ていただいて、私も

現場を、足を運んでそれぞれ確認もいたしてお

ります。 

 そしてまた一方、迷惑をかけた鵜住居川の下

流域の住民の皆様、そこにも、副市長と、そし

て農林畜産部長、畜産振興課長等を派遣いたし

まして、地域住民の皆様との話し合い、あるい

は釜石市長、あるいは沿岸広域局長のほうにも、

私みずから出向きまして、謝罪をしながら、あ

るいは県本庁のほうにも、農政部長のほうにも

出向きまして、今般の事故に係る一つの対応に

つきまして、市といたしまして、それぞれ経過

説明と対応を行ってるところでございますので。 

 そのことも申し上げ、詳しい、それぞれ今御

質問があった中におきましては、これは事実経

過としてきちんとやっぱり議員の皆様にも申し

上げなきゃならないことがありますので、直接、

現場と、あるいは地域住民と交渉しております、

農林畜産部長のほうから、ただいまのそれぞれ

の事故の経過等につきまして、御答弁を通じ申

し上げますので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（新田勝見君）  農林畜産部長。 

   〔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）  命によりお答えいたします。 

 笛吹牧場の事故についてですが、繰り返しに

なりますが、８月23日の議員全員協議会でも御

報告したとおり、市内の農場からの、堆肥を散

布した際に、一部の装置で不均衡な散布が行わ

れ、大雨により濁水が釜石の青ノ木川に流出し

たものでございます。 

 笛吹牧場は、遠野市の所有の牧場でございま

すが、濁水が流れたことにより、下流域の釜石

の方々に多大な御迷惑と御心配をおかけしてい

る状況でございます。 

 新聞報道にあったとおり、風評被害により釣

り客が減少しているということで、地元漁協か

ら補償あるいは支援等を要望されており、対応

については、釜石市とも協議しながら慎重に進

めている状況でございます。 

 対応方針等につきましては、釣りシーズンが

終了し、決算が確定する10月以降になる見込み

と考えております。 

 それから、市が種子の播種を行うべきではな

いかという御質問の部分でございましたが、堆

肥を散布した業者が、不均衡な散布をした責任

を感じて、牧草の種の播種を申し入れていただ

きましたので、お願いすることで進めておりま

す。 

 それから、堆肥の処理を堆肥センターで受け

入れることはできなかったのではという部分で

すが、笛吹牧場に散布した堆肥は市の堆肥セン

ターで販売している堆肥と同等の品質、つまり

完熟堆肥ということで、堆肥センターへ受け入

れをする必要はなかったというものでございま

す。 

 なお、公共牧場再編整備事業により、笛吹牧

場を採草地として活用するために散布したもの

でございます。 

 それから、今後、公共牧場に堆肥の散布は行

わないのかという部分ですが、笛吹牧場に関し
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ては、今回の事案から、堆肥散布を行わないこ

ととしましたが、他の公共牧場については、今

後も堆肥は適正に散布するという予定でござい

ます。 

○議長（新田勝見君）  10番荒川栄悦君。 

   〔10番荒川栄悦君登壇〕 

○10番（荒川栄悦君）  るる説明を受けました

が、やはり遠野市が管理している公共牧場であ

るなら、５月中に散布が完了したわけですから、

担当課は、その状況を確認しに行かなきゃなら

なかったんじゃないかと、不均衡な散布とかい

う答弁がありましたが、やはりここに関しても、

その状況を確認しておれば、これはもっと散ら

さなきゃだめだよというようなことが指摘でき

たんじゃないかと、それがなかったからこそ、

雨が降って流れた。その結果、こういう事態に

なったということになってると思います。 

 堆肥化なったものだとはいいますし、また、

事業者のほうの中でも、当然、そういう堆肥化

の作業はしてるとは、私も、現地も見てわかっ

てますけども、ただ、それが完熟っていうか、

いい形になってるかどうかは、正直な話、これ

わからないと思います。 

 やはり降って流れて、やっぱり色が出て汚れ

るというのは、そこそこやっぱりそんなに堆肥

化になってなかったものじゃないかなという気

もしてますし、その辺のとこを理解した上で、

この事故における遠野市の責任のありようとい

うことを、特に釜石に対する対応の早さは、こ

れは、私は評価します。当然よかったと思いま

す。 

 だけども、最終的にどういう形で、今、賠償

の話も出ましたが、責任をとられていくのかと

いうとこを伺っていきます。 

○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）  ただいま笛吹牧場の堆

肥の散布に伴っての下流域での汚濁という一つ

の被害を及ぼしたことにつきましては、それぞ

れ、私からも、あるいは今、担当部長からも、

この経緯等について御答弁を申し上げました。 

 それぞれ最終的にはどのようなということに

なれば、笛吹牧場は、場所は釜石の地区にある

わけですけども、遠野市が所有している笛吹牧

場だということで、そこに散布をしていいとい

う、一つのいうなれば許可というよりも、それ

を認めてるわけでありますから、最終的には、

遠野市側としても、やっぱり責任はあるという

認識の中で、釜石市にも、あるいは、汚濁を受

けて影響を受けた鵜住居川の漁協の皆様、ある

いは地域住民の皆様にも、その旨についてはき

ちんと伝えてある。 

 ただ、この部分で、どのようにとなれば、今

度は事業主とのかかわりもありますし、散布し

た業者とのかかわりもありますし、その辺をき

ちんと整理をしながら、しかし一方においては、

だからそっちに責任があるじゃなくて、最終的

には、それを認めた市にも一定の責任があると。 

 一定の責任ということは、人ごとじゃなくて、

まさに当事者としての責任があるというように、

私自身も認識しているとこでございますので、

その認識に立ちまして、関係者と誠意のある交

渉をしていきたいというように捉えているとこ

ろでございますので。 

 また、その交渉結果につきましては、その都

度、議員各位にも御報告申し上げたいというよ

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）  10番荒川栄悦君。 

   〔10番荒川栄悦君登壇〕 

○10番（荒川栄悦君）  わかりました。いずれ

今の市長の答弁で十分理解できました。 

 いずれこういう事故があったということ、特

に堆肥に関してですから、私は、生産牧場等の

堆肥、ふん尿処理も、要は堆肥センターが今の

遠野の堆肥センターが受け入れて堆肥化してる

んだというようなことを、当時、ＪＡから譲渡

を受けた時点での話の中でも、そういう話も出

てました。 

 結局、堆肥センターの生産能力が低いことが

一番の原因だったんじゃないかなと、それが、

最終的に今回のこのような事故を起こしたと。 



－ 67 － 

 また、事故が起きたから考えなきゃならない

ということでもないわけですけども、そこに行

き着くかなと思います。 

 遠野の堆肥センターは、年間4,000トンの生

産能力しかないということで、大量のふん尿の

受け入れは難しいということが現実です。 

 最近でありますけども、耕種農家の需要に追

いつかないのではないかと、私は思います。耕

種農家にとって化学肥料の効果と価格を考えた

とき、堆肥による地力を上げるほうが農作物に

とってより有効であるということが認識されて

いることも、堆肥に対する需要が伸びてきてい

る一因だと思います。 

 堆肥の生産量を上げたくても、現状では人材

不足、ストックヤードが狭い等の理由で難しい

という形で、私は認識していますけども、市長

は、現状の堆肥センターをどう認識しているか

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）  議員御案内のとおり、

畜産振興を柱にし、耕畜連携という中で、遠野

型の農業振興を図ろうという中で、さまざま議

員の皆様からの御指導もいただきながら、耕畜

連携という、そして、それは畜産振興も柱にし

ながらという取り組みを行っているところなわ

けでありますから。 

 ただいま御質問の中にありましたとおり、こ

のストックヤードも含めて、堆肥センターと申

しますか、堆肥づくりと申しますか、この部分

をもっとしっかりした仕組みにしなければなら

ないんじゃないのかと、市長の見解をという、

一つの御質問であったわけでありますけども。 

 今、御質問の中にありましたとおり、これは、

さきの６月議会でも、一般質問で答えてるとこ

でありますけども、27年度における堆肥セン

ターでの家畜排せつ物の受け入れ数量は、3,26

0トンという数字になっておりまして、堆肥の

生産量は2,760トンという、そのような数字と

なっております。 

 生産可能量は、現在の施設規模から、御質問

にありましたけど、4,000トンと見込んでいる

わけでありますけども、ストックヤードや需要

期、需要期があるわけです、やっぱりどうして

も必要な時期、需要期、これは御案内のとおり

だと思いますけども、それに合わせた生産をす

るためには、やはり生産をするために2,200ト

ンから2,700トンで推移をしている、生産量で

すが、そういうような状況になっております。 

 そしてまた一方、市内には、土づくりセン

ターとして、堆肥センターがそれぞれ５カ所あ

るわけでありますけども、これがなかなか、稼

働率が低下している。六角牛土づくりセンター

といったようなものは、これを市の堆肥セン

ターと連携をとりながらという仕組みの中で対

応しておりますけども、５カ所の堆肥センター

の計画生産量と現状生産量を見ると、稼働率が、

遠野市の市営堆肥センターは稼働率は67％、こ

の稼働率が計画生産量と現状生産量を見た場合

の稼働率でありますけども、67％。 

 大野平と六角牛が、それぞれ14、15という数

字であります。そして、鷹鳥屋は83％という、

大変高い、駒木、栃内も非常に、113、105とい

う、計画に対して順調というよりも、極めて有

効に活用してるとこでありますが、この部分の

数字をきちんと受けとめながら、市営堆肥セン

ターのさらなる増強なり、六角牛堆肥センター

なり、大野平堆肥センターなりをどのように稼

働率を上げていくかということについても、さ

らに、それこそ加速させて対応していかなきゃ

ならないという課題が、これで見えてくるんじ

ゃないのかなというように思ってるところでご

ざいますから、それをもって答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  10番荒川栄悦君。 

   〔10番荒川栄悦君登壇〕 

○10番（荒川栄悦君）  土づくりセンターも遠

野市にあります。それらと連携しながら、トー

タルの堆肥センターという考えになるというこ

とでしたが、私も、当局に確認したんですが、

市内で発生する牛や豚等の家畜ふん尿の発生量

は、年間13万トンにも及ぶというふうな捉え方

をされている。 
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 そうしたときに、言ったとおり、年間4,000

トンの受け入れ、生産量もその程度というので

あれば、これは、発生量の５％にも満たない処

理量じゃないかと。 

 また、これからの機能以来でもあるし、ずっ

と遠野市の一つの課題としては、農業生産、１

次産業をどう振興していくかということは、ず

っといろんな形で悩んできてるわけだし、これ

からも悩み続けなきゃないんだろうと、いけい

けで後ろを見ても生産基盤ができてないという

ような、さっきの表現もありましたが、そうい

った中の一番の根本の根本がここの堆肥部分と

いう部分に行き着くんじゃないかと、農業の基

本は土づくりであるということを考えれば、そ

こに行き着くんじゃないかと。 

 そういったときに、遠野市にせっかく発生す

る貴重な土づくりのもととなる堆肥、それが生

産数量が小さいということ、そこをとても心も

とないというふうに思いますし、遠野市が策定

したタフ・ビジョンⅡにおいても、耕畜連携の

推進として、堆肥センターの拡充、整備を上げ

ておりますが、どの程度の整備構想を持ってい

るのか伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  これの部分につきまし

ても、やはりきちんと、いうところの分析をし

ながら、マッチングのないように、需要と供給

との部分の中における対応をしていかなきゃな

らない。先ほど答弁の中におきましても、その

時期もある、生産量との部分、どのように扱う

と。 

 それでまた、既に立ち上げてる土づくりセン

ター、どういう堆肥センターをどのように機能

を充実させるかということもきちんと考えてい

かなければならない。 

 いろいろ今、御質問の中にも触れられており

ましたけども、これは、ことしの春であります

けども、市内の営農組合から大量の注文があっ

たと、例年供給している農家等への販売ができ

なくなることから、希望数量に対する対応がで

きなかったという事例もあったということを聞

いておりまして。 

 やっぱりその辺は、厳しく市の堆肥センター

を運営しているわけでありますから、それぞれ

の土づくりセンターの５カ所の部分とどう連携

を図りながら、こういったものにきちんと対応

できるというものが、あらかじめ計画と生産量、

稼働状況、それを見ながら、まさに臨機応変に

と申しますか、この部分ではもっと、あるいは

市営堆肥センターでもってちゃんと受け入れる

というような部分の、ネットワークでの一つの

連携が、現状は、それを物語ってるんじゃない

のかなというように思っておりますので。 

 今回の笛吹牧場の一つの事案をきちんと深刻

に受けとめながら、これらの部分をどのように

ネットワークとして構築しながら、そういった

需要に応じるような供給体制。 

 特に、その需要に応じる供給体制ということ

の中に、背景にあるのは、牧場から出る、ある

いは、それぞれの畜産農家の方から出てくる家

畜排せつ物は、これはこういう対応だから、需

要に応じられないから出すなというわけにはい

かないわけで、必ず毎日出てくるものでありま

すから、その辺のきちんとした仕組みをやっぱ

りつくっていかなければならない。 

 何事もそうだけども、入り口の議論も大事だ

けど、出口の議論も大事だと、この部分は、あ

る意味では出口の議論をもっとしっかりしろと

いうことを、まず我々に改めて問いかけたので

はないのかなというように承知しておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  10番荒川栄悦君。 

   〔10番荒川栄悦君登壇〕 

○10番（荒川栄悦君）  次に、３点目ですが、

今の土づくりセンターの話も出ました。今回、

大野平にキャトルセンターができたことによっ

ては、大野平の土づくりセンターはキャトルセ

ンターで発生するふん尿処理というものに十分

対応できると、またそれが大野平の土地に散布

できるというようなことも、これは聞きますし、

当然そういう有効利用というのはなされるべき
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だと思います。 

 それぞれセンター、今の堆肥センター、あと

は和牛生産牧場で行われてる堆肥づくりという

ようなのもありますけども、トータルで、今言

った個人の農家で消費的に処理されてるのは、

半分近くあるのかなという思いもあります。 

 日々出てくるものですから、これをどうする

かということになると思うし、これからの耕畜

連携を柱に据えた循環型農業を目指すのであれ

ば、堆肥センターの能力も、少なくとも13万ト

ンの半分の処理能力、６万トンとか７万トンを

年間処理し、生産できる堆肥センターを整備す

るべきじゃないかなというふうに思いますが、

市長のお考えを伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  生産量という中におき

まして、需要と供給の中においた、そういった

新たな堆肥センターのような設置もという、一

つの御質問でありました。 

 先ほどの答弁で申し上げましたとおり、この

問題は、畜産振興を大きな柱に位置づけ、キャ

トルセンターも、そしてまた、夏山冬里方式と

いう遠野ならではの畜産振興という中で、例の

福島原発に伴った除染作業も、大変な労力とエ

ネルギーを使い、また経費を使い、除染をしな

がら、ようやく放牧できるように、ことしの４

月からなったという、そこでまた打って出ると

いう部分、そして、増頭運動も展開しながら、

畜産振興を柱にしようということにしてるわけ

でございますから。 

 そういった一連の流れの中で、今まで繰り返

し答弁してきておりますけども、市の堆肥セン

ター、あるいは５カ所ある土づくりセンターも

含めて、それらをうまく連携を図りながらとな

れば、そこに出てくる答えが、やっぱりもうち

ょっときちんとした堆肥センターを、あるいは、

今の市の堆肥センターをさらに増強するとかっ

て、いろんな選択肢が出てくると思いますので、

その方向で、いろいろ検討を加えてまいりたい

というように思ってるとこでございますので、

御了承いただければと思います。 

○議長（新田勝見君）  10番荒川栄悦君。 

   〔10番荒川栄悦君登壇〕 

○10番（荒川栄悦君）  私は、今の耕畜連携、

循環型農業、これをきちっとした基盤整備の中

に、堆肥センターも新しい堆肥センターをつく

る、あってこそそれができるというふうに思う

から、しつこく質問するわけですが。 

 新しい堆肥処理センターを整備するためにも、

今まであったかとは思いますけども、市内の畜

産農家、あと堆肥を利用する耕種農家、団体も

組合もあります。それから、大規模の和牛生産

組織、それから、市も一緒になった組織をつく

り、国県の補助を得て整備することが大事じゃ

ないかなというふうに思っております。 

 それぞれが耕畜連携の当事者としての意識と

責任を持つこと、ここがやはり次に進むための

第一歩になるんじゃないかなと、ぜひとも堆肥

センター整備にあっては、こういう協議会組織

をつくった上で進むべきというふうに思います

けども、市長のお考えを伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  今の御質問のとおりだ

というように承知いたしております。耕種連携

という仕組みの中で、荒川議員からもお話があ

りました。 

 耕種農家、それから畜産農家、しかし、その

部分は、連携連携といっても、その辺となれば、

やはり関係者がやっぱりそれぞれの立場の中で

知恵を出し合いながら、それぞれがそれぞれの

主張をするんじゃなくて、同じテーブルの中で、

じゃどうすればいいかということを話し合うと

いうことが極めて大事なわけでありますから、

そのような組織も既に立ち上がって機能してい

るわけでありますから、そういったところの中

でこの問題をきちんと、なぜこういう事案が起

きたのか、そこにはどういう背景があったのか、

そしてまた、それに伴う今の現状はどうなのか

ということを整理し、であればどうするかとい

うことを、それぞれの関係者の皆様からの意見
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を聞きながら、やっぱり共通のテーブルの中で

話し合って、そのためにはやっぱり組織を一つ

また、今のある組織を利用するのか、ある意味、

もう一つの何か分科会的なものというか、専門

部会のものなのか、そのようなものも立ち上げ

るのかといったようなことも、ちょっと担当の

ほうに検討させますので、御了承いただければ

と思っております。 

○議長（新田勝見君）  10番荒川栄悦君。 

   〔10番荒川栄悦君登壇〕 

○10番（荒川栄悦君）  新しい堆肥処理セン

ターがもし整備されたとなれば、畜産農家の抱

えていたふん尿の処理負担が大幅に軽減される。

そのことにより、畜産農家にとっては、良質の

和牛生産、そこに力を入れることができる。当

然、生産者の高齢化とか、いろいろありますけ

ども、やはり一つの作業がどっか軽くなった分

だけはやはり力が入るんじゃないかなというふ

うに思います。 

 そのことによって良質の和牛が生産できる。

これこそが、最終的には遠野牛ブランドに進ん

でいくんじゃないかと、遠野牛ブランドづくり

にも弾みがつくのではないかと思います。 

 また、去年でしたか、遠野バイパスに遠野牛

の加工販売を整備する話もあったように聞いて

おりますが、話を変えて、ここで、現在の遠野

牛ブランドの推進の状況について伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  畜産振興、そして今、

キャトルセンターの一つのプロジェクトも始め、

放牧場としての牧場の話も、ただいま質問の中

でいろいろやりとりをしてまいりました。 

 そういった中にございまして、ただいまの御

質問は、遠野牛というブランドの一つの部分を

どのように考えているのかという御質問と承っ

たわけでありますけども、これはやっぱり推進

しなきゃなりません。 

 いわて遠野牛として年間1,200頭出荷し、主

に首都圏の大手スーパーで販売されているとい

う数字に今なっております。 

 需要もあり、それから増産も要望されてる状

況でございますから、遠野市としても、これは

しっかりと後押しをしなきゃならないし、その

環境づくりもしてかなきゃならないということ

は、これは言わずもがなだというように思って

おります。 

 いわて遠野牛を生産してる市内の肥育農家の

方々で、増産の取り決めとして、公共牧場を利

用した肥育素牛の確保に取り組んでいると、現

在、キャトルセンターへは127頭、それから放

牧は68頭の利用となっているという、一つの数

字として今捉えているところであります。 

 それぞれキャトルセンターの預託頭数も順調

にといっても、これは何をもって順調にという

ことを言うかということも、いろいろ捉え方が

あるわけでございますけども、報告を私も受け

て、こないだも現場のほうに行ってみましたけ

ども、懸命に関係者の皆さん頑張ってるなとい

うことがよくわかってきておりましたので。 

 こういったことをきちっとフォローしながら、

いわて遠野牛という一つのものに、需要がある

わけでありますから、それにちゃんと応えるよ

うな、となれば、またこれに応えるような環境

づくりの中には、先ほど来やりとりしておりま

す堆肥センターのようなものをきちんと位置づ

けて対応していかなければ、そっちばかりよく

ても、今度こっちの出口のほうがまたおかしく

なるわけでございますから、そういった点で、

こっちもこのような現状だということももって

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。 

   午前10時57分 休憩   

────────────────── 

   午前11時07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。 

 10番荒川栄悦君。 

   〔10番荒川栄悦君登壇〕 

○10番（荒川栄悦君）  先ほどは、遠野牛ブラ

ンドの現状ということを確認いたしました。 

 結局、私は、堆肥センターがしっかりしたも
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のになることによって、そこから当然生まれる

畜産農家の生産、それから耕種農家の生産、こ

こに行き着くものとして確認をしてますので、

よろしく御理解のほどお願いします。 

 遠野牛ブランドに関して、遠野市とエスフー

ズとイトーヨーカドーとの三者協定というのが

ありまして、これによって遠野牛ブランドの推

進が図られたというふうに理解しておりますが、

そこに、さらに地元の和牛生産者を加えた４者

の協議会を設定し、抱えている問題解決を踏ま

えて、遠野牛ブランドの生産体制の確立を急ぐ

べきと思いますが。 

 今現在1,200頭が出荷されていると、でも、

私、どっかで聞いていたと思うんですが、約4,

000頭ぐらいは最低でも出荷していきたいとい

うふうな考えがあるというふうに思っています

し、また、そこに行き着くための工程表がある

と思うんですが、今回出たタフ・ビジョンのと

おりで、そこが行き着くのか、そうじゃなくて、

市長がいつも言う、スピードとタイミングを逃

さない、今回、堆肥処理センターを例えば整備

するというような方向を出しながら、ここにき

ちっと工程表づくりを再検討するべきじゃない

かなと。 

 そこに三者協定プラス畜産農家なり生産者の

部分を入れるべき、そういう協議会をつくって

やってくべきということと思うんですが、市長

の考えを伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  生産体制の確立という

部分においては、よく私も使ってるわけであり

ますけども、スピードとタイミングを失しては

ならないぞという部分、タフ・ビジョンという

中で、ある程度の一つの工程表と仕組みは立ち

上げてるわけでありますけども、やはり今、御

質問にありましたとおり、三者協定、平成23年

の10月に、イトーヨーカドーとエスフーズと遠

野市の中で三者協定を、そしてその三者協定の

中から、一定の遠野牛という部分が少しずつ形

が見えてきたということになってるわけであり

ますから。 

 先ほど、1,600頭近くも出荷してるというこ

とを言ったわけでありますから、この部分で、

非常にいろんな意味で安心安全という食、そし

てまた一方においては、遠野ならではという部

分の、これも情報発信であるとか、遠野の知名

度、いろんな部分できのうからも各議員から御

質問をいただきながら、それぞれ底力を発揮で

きるような遠野のまちづくりのために、いろん

な切り口から取り組めという話の御質問をいた

だいてるわけでありますけども。 

 この三者協定の中におけるいわて遠野牛とい

ったようなものも、その一つとして位置づけら

れるんじゃないかなと思っておりますから、先

ほどの答弁の繰り返しになるわけでありますけ

ども、川上から川下という部分の中にあっては、

川下部分のこの堆肥センターのような一つのプ

ロジェクトにきちっと位置づけながら、生産に

当たる方々、安心して生産に励むような、そう

いうような環境をつくり、つくったものが今度

は確実にブランドとしても、いうなれば、高く

売れるという部分がなれば、後継者も出てくる

し、まさに耕畜連携といった仕組みにつながっ

てくると。 

 それがなかなかそこにいかなくて、皆もがい

てる状況なわけでありますけども、やることは

わかってる、だったらやったらいいじゃないか

ということになるわけでありますから、その辺

のところをまた改めて考えながら、スピードと

タイミングを失しないように。 

 それから、今、いろいろ組み立てをさせてお

りますけども、ふるさと納税の部分にも、返礼

品といったものも、全国的に話題になっている

わけでありますけども、そう言いながらも、こ

ういった部分もきちんと位置づけるということ

も、また一つの選択肢があって、その中で、ふ

るさと納税制度の生きたものに持っていくとい

う部分に組み込まなきゃならないのかなという

ように承知いたしております。 

○議長（新田勝見君）  10番荒川栄悦君。 

   〔10番荒川栄悦君登壇〕 
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○10番（荒川栄悦君）  遠野牛ブランド、畜産

の部分ということでやりましたけども、もう一

つタフ・ビジョンⅡの中で、農林水産業の目指

すべき姿と実現のためのビジョンというところ

がありまして、目指すべき姿の４（生産）とい

うことで、地域の特性を生かしたブランド化が

進むまちということも標榜しております。 

 タフ・ビジョンを引用しますと、これはちょ

っと長いんですけども、時間が余裕ありますの

で引用します。 

 地域特性を生かしたブランド化が進むま

ちとして、地域特性を生かした生産物の進

出が高まり、生産量もふえ、遠野ブランド

が定着していますという表現もしておりま

す。 

 本市農業生産の基盤である米については、

経営所得安定対策制度を活用し、コスト削

減や大規模化、多角経営を推進し、所得の

確保を図ります。また、盆地特有の寒暖の

差や豊富な水、中山間地域という本市の地

域特性を生かし、野菜や花木、工芸作物、

特産品、特用林産物の項目ごとに重点品目

を定め、その支援策を講じ生産振興を図り

ます。 

 また、米や野菜、工芸作物の耕種と、和

牛繁殖や酪農という畜産との小規模複合農

家が多いのが本市の特徴であり、耕種農家

と畜産農家が連携し、相互に堆肥と牧草や

稲わらを供給・利用する仕組みが定着して

いることから、耕畜連携を柱に据えた循環

型農業を強力に推進します。 

 ブランド化の推進については、消費者や

市場が求める農産物の生産が強く求められ

ていることから、生産する品目や品種を常

に検証し、情報を生かした生産活動を強化

します。 

 さらに、品質の高いものを大量に生産す

る必要があることから、特定品目の生産拡

大を推進します。 

 和牛の繁殖・肥育や養豚の分野では、企

業が大規模な生産に取り組んでいることか

ら、地域と一体となったブランド化を推進

します。 

と、タフ・ビジョンに述べられています。 

 こうした展望を打ち出しているからには、遠

野牛のブランド化はもちろん、耕種作物のブラ

ンド化も急ぐべきと思います。ワサビ等はもう

ブランド化になってるというふうに思いますけ

ども、生産規模の拡大はもちろん、堆肥を利用

した環境保全型農業、有機農業等に言われる安

心安全な農作物という、高付加価値作物の生産

が遠野ブランドへの近道と思いますが、市長の

見解を伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  先ほど、いわて遠野牛

のブランド化等についての三者協定を含めての

スピードとタイミングを失しないように取り組

むべきじゃないかというような御質問がありま

した。 

 今の御質問は、まさに耕種という部分、そし

てタフ・ビジョンで書き込まれてることについ

て、それぞれその中で位置づけられたことにつ

きまして紹介があったわけで、全くそのとおり

なわけでありまして。 

 安心安全という農作物が多くの消費者の皆様

に求められている。そこは、先ほどの細川議員

のほうで、農村景観という話がありました。そ

うった農村景観ということも含めれば、それが

安心安全という農作物につながっていくことに

なるわけであります。 

 これは質問からちょっとあれでございますけ

ども、先般、奇跡のフォーラムというのがあり

ました。スーパー公務員と言われる高野さん、

そして奇跡のリンゴの木村さん、中山間地の中

で山地酪農を進めている中洞さんという３人の

方が、それぞれの思いを述べておりました。 

 私も、対策本部のほうの用務があったもんで

ございますから、最後まで全部聞けなくて残念

でありましたけども、極めて、今、時代が求め

ているものは何なのか、そしてまた、その中で

果敢に挑戦して、その奇跡のフォーラムのタイ
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トルが、成功するまで失敗し続けた男たちとい

う、そのようなタイトルでありました。 

 成功するまで失敗し続けた、この失敗し続け

たという部分に、やっぱり我々の一つの大きな

取り組まなきゃならない一つの重さというもの

はそこにあったんではないのか。失敗すれば、

それでもうやめてしまうんじゃなくて、失敗し

続けることに、成功というとこに持っていくと

いう部分を、だから私は、奇跡のフォーラムに

ついては、職員研修の位置づけではどうか、何

もそういう方向にすぐ行くということはないん

だと、ただ、いろんな可能性に挑戦しながらや

ってきたという、あの部分の中で、我々が取り

組むべき大きなヒントがそこにあるんではない

だろうかというような。 

 したがいまして、ただいま農業、いわゆる耕

種農家という部分の中においての遠野のブラン

ド化っていったようなものも、こっちがあれば

こう。 

 だから、私、今の御質問聞いてて、ちょっと

自分でも思ったわけでありますけども、一方に

おいては、愚直にという取り組みも私含めて大

事にしなければならないんじゃないのかな、遠

野といったときに、よく私も言われるんです。

何なんだっていう話をよく言われたことがあり

ます。 

 その辺のところを含めれば、その中で失敗事

例もあるだろうと、しかし、その失敗事例もあ

るだろうけども、それをまた乗り越えるために

はどうしたら、なぜ失敗したのかということを

繰り返しながらやっていくと、それが遠野ブラ

ンドという成功というものにつながっていくと

いうことに、もう少ししつこく取り組むという

姿勢もあってもいいんじゃないのかなというこ

とを、先般のフォーラムの中で私も学んだとい

うことを申し上げて、答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  10番荒川栄悦君。 

   〔10番荒川栄悦君登壇〕 

○10番（荒川栄悦君）  私もそのフォーラムは

聞きに行きましたけども、ここにいる議員の何

人かも聞いたはずですけども、やはり従来の農

業生産、これにやっぱ飽き足らない、また、さ

っきから言われている安心安全、環境保全型、

耕畜連携、さまざまな形で、やはり消費者が望

んでいるものは逆に何なのかということもある

と思うんです。 

 また、そういったことを考えればこそ、やは

りそういう方向を一回突き詰めていくものがあ

っていいんじゃないかというふうにも思います。 

 また話は戻りますけども、ちょっとここは言

い忘れたことなんですが、堆肥センターの整備

をするにおいては、やっぱり現地の小さな拡充

整備よりも、新たなタイプの高品質な堆肥を生

産できる堆肥センターがあればいいのかなと、

これは、きのうの朝日新聞にもちょっとは載っ

てましたけども、やっぱり家庭の生ごみも例え

ばそこに持ってきて、一緒にまぜて堆肥として

生産できると、そういうシステムもあるという

ことが述べられて、新聞記事になってました。 

 やはりこういうところが、これからやっぱり

望まれるところなのかなと、やはり生ごみを全

部北上まで運ぶんじゃなくて、ここで堆肥化で

きるんであれば、これに越したことはないとい

うふうにも思いました。 

 であれば、やっぱり場所も変えて、広いとこ

ろにきちっとした整備をする。じゃ今のとこは

どうするんだとなれば、これは当然ストック

ヤードというような捉え方でいいんじゃないか

と思いますけども、その辺の市長の考えをお伺

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）  この御質問につきまし

ては、これまでも答弁申し上げてきている一つ

の流れの中にあるわけでありますけども、本当

にこれ、繰り返しになりますけども、こういっ

た環境をどう整えるか、需要と供給もよくバラ

ンスを考えなきゃならないという部分で対応し

ていかなきゃなりませんし、一つのこういった

畜産振興という部分の追い風といったよりも、

今の市場価格などを見ると、安心安全といった

ようなもの、それから、これからの和食ブーム



－ 74 － 

という中においての和牛といった部分もという

ことを考えれば、非常に一つの追い風が、じゃ

これをきちんと受けとめる体制をつくるという

部分においては、ただいま言われましたとおり、

新たな堆肥センターといったようなものも、そ

の中に見えてくるんではないのかなと。 

 これについては、これも繰り返しの答弁にな

りますけども、需要と供給を考えながら、その

中で、やっぱりどうしても、増頭し、生産体制

も確立し、いわて遠野牛といったものもやって

いかなければならない、やはり子牛市場にもき

ちんと対応していかなきゃならない、畜産農家

の方も頑張っているということになれば、やっ

ぱりそのような部分をきちんと環境整備しなき

ゃならないという、一つのプロジェクトがその

中で位置づけられる。 

 それからもう一つは、肥育を取り組んでいる

方が、みずからの力でもって堆肥センターを設

置しながら、それを販売するというような動き

も出てきますから、そういった動きは、今度は

我々の立場とすれば、全面的にサポートすると

いうような、その中で仕組みをつくっていきた

いというように思ってるとこでございますから、

一つよろしく、御指導もまたいただければとい

うことを申し上げて、答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  10番荒川栄悦君。 

   〔10番荒川栄悦君登壇〕 

○10番（荒川栄悦君）  そうした堆肥を利用し

た耕種農家による生産ということが、一つのこ

とになるということは、土づくりということが

非常に大事だというふうに思います。 

 私もちょっと考えたんですけども、例えば遠

野緑峰高校に、土づくりに必要な土壌分析試験

の機能、さらにはそれによって得られたデータ

から考えられる施肥設計の機能等を持たせては

どうかなというふうに思いました。 

 そういう設備とか器具は遠野市が整備をし、

耕種農家の堆肥利用がどんどん進むということ、

ここを高校と一緒になってやっていけるという

ことによって、やっぱり緑峰高校の存在価値も

増す、今の学校再編の話もある、そういったと

ころにも何か、ここに緑峰高校が残れるヒント

があるんじゃないかなという気もして述べてる

わけですけども。 

 それでなくても、我々が産建の常任委員会で

青森県の東北町に研修をしたとき、ここは町で

す。町で単独で、青森県も有機ということを打

ち出してて、その分で、東北町では有機の里と

いうのを打ち出して、町として、自前の土壌分

析センターを立ち上げていると、そうやって取

り組む姿勢がどんどん前に行ってるという。 

 またここでは、さっきのアメリカの話も出ま

したけども、長芋をやはりアメリカに輸出して

いるというようなことがあります。 

 やはりそこら辺が、取り組む姿勢の大事な部

分じゃないかなということで、緑峰高校にそう

いう機能があれば、リアルタイムで農家からの

依頼に対応することができるということがある

と思うんですが、その辺の市長の認識を伺いま

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）  今、スピードとタイミ

ングという話をしながら答弁をしてるわけであ

りますけども、今度はリアルタイムという中で

の一つの切り口で質問を承りました。 

 遠野緑峰高校、大きな課題を背負っておりま

す。そのために、先般も、遠野緑峰高校の生徒

諸君が東北大会で優勝し、全国大会に駒を進め

るという大変な快挙をもって報告にまいりまし

た。その中で、懸命に生徒たちは頑張っている。 

 そういった中で、今の問題なども、事例も紹

介があったわけでありますけども、土壌をいろ

いろな分析をしながら、それをリアルタイムで

農家の方々にデータを出しながらさまざまやっ

ていく、そういうのもやはり緑峰高校の一つの

役目として、地元密着型とすれば、そういう役

目というものも、私はあってもいいんじゃない

のかなと。 

 ただ、その中で、そこは県立高校だからとか、

いろいろまた、そこにいろんな壁が立ちはだか

るわけであります。だから、その辺をどう乗り
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越えるかっていう、そこが、今何でもそうなん

です、全てのあれがそうなんですけども、それ

は市町村だ、それは県だ、それは国だというも

のがみんな立ちはだかるわけであります。 

 だから、今の御質問などもきちんと前向きに

捉えて、そういったような中で、地元密着の中

で、地元に役立つ一つの高等教育機関だと、そ

のためには、そのような設備をすれば、生徒た

ちもそういったノウハウを身につけながら、遠

野の農業といったものの実情をそこで知ること

ができると、まさに生きた教育になるわけです。 

 だから、そのような今の御提案などは、やっ

ぱりいろいろ検討に値する一つの提案ではない

のかなというように受けとめましたので、ひと

つその辺について、いろいろ事例もあるようで

ございますから、そのことを踏まえての対応な

どもちょっと検討してみたいというように思っ

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  10番荒川栄悦君。 

   〔10番荒川栄悦君登壇〕 

○10番（荒川栄悦君）  私の原稿では最後にな

っておりますけども、今までるる述べてきまし

た。ダブるかとは思いますけども、やはりこの

堆肥センターをきっかけに、今のような流れの

中で、耕種農家、畜産農家とも生きていける、

遠野で農業ができる、１次産業振興ということ

に進む、その仕掛けが大事かなと思いますし、

やはり農産物を遠野ブランドにするために、市

と県とＪＡという仕組みは今できておりますけ

ども、さらにもやっぱり耕種農家、畜産農家関

係者による協議会もあるとは思いますけども、

ここらをもっともっと効果的な会議を十分発揮

させて、前に進む仕組み、スピード、タイミン

グ、リアルタイムであれ、どんどんいくってい

うことが大事だと思うし。 

 さっき、こないだの奇跡のフォーラムの部分、

市長にも言われましたけども、私もそこを感じ

て、この３人が共通して言った言葉が一つあり

ました。これ何かというと、農家の一つの大き

な問題は価格の決定権がない、全部よそに決め

られている。ここに日本の農業の大きな問題点

があるんだと、だから、自分たちで価格を決め

る仕組みを早く持つべきだと、こういうことを

言っていました。 

 ここは、市長も話し出したり、幾らか理解も

してくれてると思って述べてますが、こうした

ことにより、１次産業における安心安全な遠野

ブランドのストーリーができ、そういう生産を

することによって、自分たちで価格を決め、販

売をできると、農家もよくもち、農家の生産も

伸びる。 

 また、そこにこそ、ストーリーができたこと

によって、遠野ブランド、要するに遠野の農産

物は安心安全だよと、ここが一番のブランドの

大きなものになるという、ここが大事だと思い

ます。 

 ストーリーがあればこそ、やはり化学肥料は

余り使ってないよ、農薬も余り使ってないよ、

安心安全だよと、牛に対しても、例えば抗生物

質なんかばんばんやってる部分もあるんだろう

と思うけども、そうでないよと、ちゃんと堆肥

にしても、十分いい形で出てますよということ

を、そういった安心安全な部分がきちっと強調

されることによって、遠野ブランドが確立にな

る。 

 やはり遠野に行って、どこの店で買っても、

個人農家から買っても、遠野の野菜は、遠野の

米は、遠野の肉は安心安全だと、これがやはり

大事で、であればこそ、わざわざ遠野に来て買

ってくれる。価格も、申しわけないけども、

スーパーでいえば、例えば100円だろうけども、

うちは150円じゃないと売れないんだよという

ような話もできるんだと思うんです。遠野ブラ

ンドというのはそこにあるんだと思います。 

 要は、おいしさとかなんかじゃなくて、おい

しさというのは、じゃよそより何倍おいしいと

かなんか、そういうのは誰にもわからないわけ

です。 

 そうじゃなくて、やっぱり目に見える形で評

価される部分というのは、安心安全な部分にど

れだけ取り組んでいるか、遠野はやっぱり永遠

の日本のふるさと遠野を標榜している中で、自
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然環境、遠野の農業の持つ多様性を生かした自

然環境を保全してる、そういう中で安心安全な

つくり方をしてる、ここが、遠野に人が来る、

遠野から物を買ってくれる、ここにあるんだと

思います。 

 ぜひとも、農家の収入も上がるということに

なると思うし、最後の質問にしますが、改めて

伺います、市長の考えを。 

○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）  笛吹牧場に散布した一

つの堆肥が下流域を汚濁させたという一つの事

案の案件から含めて、それぞれ堆肥というのを

どのように捉えたらいいだろうと、それに伴っ

て、安心安全の農林畜産物というよりも、農産

物、あるいは畜産振興、それが耕畜連携といっ

たものの中に、そのためにどのような環境整備

をしていったら、じゃ堆肥センターをどうする

んだと。 

 あるいはエスフーズ、イトーヨーカドーとい

うような三者協定をどう生かすんだという、そ

してまた一方においては、ただいま御質問あり

ましたとおり、遠野としての一つの安心安全と

いうキーワード、遠野という中における、ブラ

ンドといったものの中における、さらなる足腰

の強い農業振興に持っていくという部分で、い

ろいろの議論を交わしてまいったところであり

ます。 

 そういった中にございまして、直接国の中に

おきまして、環境保全型直接支払交付金という

制度があるんです。環境保全型直接支払交付金

制度、これが遠野市、１組織、これに取り組ん

でいるという、この制度は、地球温暖化、ある

いは生物各種の多様性の保全に効果の高い営農

活動に取り組む、いわゆる生物多様性保全に効

果の高いという、いうなれば自然を守ろうとい

うことです、言いかえれば。 

 そのような中で、その中にはエコファーマー

という一つの取り組みの中で、有機農業の取り

組みを実施しながら、対象した作物を販売する

エコファーマーであるといったことが要件であ

るというようなものを、動きとして出てきてま

すから。 

 これは、国も、そのようなことの必要性をき

ちんと認めているということの一つのあかしで

あるわけでありますから、我々が、今、遠野が

取り組んでいるということに対して、方向性、

全く間違っていない。 

 そういったものとうまく連携を図りながらと

なれば、先ほど申しましたとおり、議論してお

ります堆肥センターの問題など、そういうふう

にきちっと位置づければ、安心安全。 

 安心安全という２文字の中で付加価値が高ま

り、それだけ所得が上がってくる、所得が上が

ることによって収入もふえ、後継者の問題も、

これはいいことばっかり言ってるわけでありま

すけども、そのような、何とかそこに持ってい

くということに近づけなきゃいけない。 

 そのためにはいっぱいいろんな失敗事例もあ

るだろうと、しかし、失敗し続ければ、成功と

いう２文字に近づくんだ、そして、あるいは奇

跡も起きるんだというような。 

 ちょっとこういう本会議場で、そのようなこ

とを言うのもちょっとあれなのかもしれないけ

ど、そのような気概でやっぱりこの農業問題は

取り組んでいかなきゃならないということを、

こうしてこういったものが物語ってんじゃない

のかなというように思っておりますので。 

 環境保全型直接支払交付金につきまして、若

い方々が取り組んで、さまざまないろんなこう

いったものについて、いろんな動きが出てきて

るということを聞いておりますから、そのよう

なところをきちんと、アンテナを高くしながら

受けとめ、そういった動きの個人、あるいはそ

ういった農家の方、あるいは組織の方々、ある

いはそういったＮＰＯの方々に対して、行政と

してどのような形でタッグを組めるのか、ある

いはＪＡといったような組織とどのように連携

を図るのかというようなことを、さらにこの事

案を一つの大きなきっかけといたしまして、加

速させていきたい、あるいはスピードアップを

図っていきたいというように考えているところ
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でございますので。 

 大きく方針転換ということまでしなくても、

今まで、タフ・ビジョンを前に進めるために、

今のような問題、愚直に前に進めながら、一方

においては、何かの形できちんとした、そこに

くさびを打つというようなことも、あるいは求

められてくるかもしれませんので、その辺のと

ころはまた、改めて議会のほうとも相談させて

いただきますので、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）  次に進みます。12番瀧

澤征幸君。 

   〔12番瀧澤征幸君登壇〕 

○12番（瀧澤征幸君）  ３.11の大震災から５

年半たとうとしていますけども、まだ復興も、

本当に道半ばの中で、８月30日には台風10号が

岩手県内を襲いまして、大変大きな被害が出て

しまいました。 

 その中で、亡くなられた方もいらっしゃいま

すし、それから大きな被害、遠野においても、

土淵町を中心に、甚大な被害が起きたわけです

けけれども、亡くなられた方々には、本当に御

冥福をお祈りいたしますし、いまだに避難され

てる方々も大勢いらっしゃいます。お見舞い申

し上げたいと思います。 

 さて、躍進とおのの瀧澤征幸でございます。

紹介がおくれました。通告に従いまして一般質

問を行ってまいりたいと。 

 大項目が３つございます。新たな地域コミュ

ニティーづくりについて。遠野の教育について。

改正公選法のもとでの本市の取り組みについて

ということでございます。 

 まず、大項目、新たな地域コミュニティーづ

くりについて、６項目ございます。それぞれ、

この部分で、区切りながら一問一答してまいり

たいと思います。 

 まず最初に、行政区長の役割について確認し

ていきたいと思います。 

 遠野市区長設置規則の第４条では、区長の職

務について規定されており、市民への伝達に関

すること。文書、広報その他印刷物の配布に関

することなど、８項目が明記されてございます。 

 しかし、遠野市内においては、行政区と自治

会の範囲、及び中身が同一的な地区がそのほと

んどを占めており、このことが、行政を含めて

地域づくりにおける市民の誤解が生じているの

ではないでしょうか。 

 以上のことを踏まえ、改めて遠野市として、

行政区長の役割をこれまでどう捉えてこられた

のかについてお伺いいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  瀧澤征幸議員の一般質

問にお答えいたします。一問一答方式での御質

問でありますので、それぞれ御質問にお答えを

申し上げたいと思っておりますけども、今、大

きな遠野市のこの市民センターが大規模改修を

行いまして、市民協働という大きな拠点ができ

ました。 

 そして、大きな拠点、40年以上経過している

市民センターであります。市民協働という仕組

みの中で。 

 これまでの10年を、これからの10年、それま

た次の10年というものに持って行くというため

に、これまでの第１次遠野市総合計画を見直し

をし、第２次遠野市総合計画と位置づけ、前期

５カ年、後期５カ年っていう中で一つの仕組み

づくりをし、そういった一方においては、市民

センターの中で小さな拠点という、一つの位置

づけの中で、地区センターをという、この小さ

な拠点で地区センターを拠点にというのになれ

ば、やっぱりマンパワーをどのように協力をい

ただくかということに尽きるわけでありまして、

この中におきます行政区長さんの役割っていう

のは、極めて大事でありますし、本当に献身的

に活動をいただいておると。 

 この行政区長の設置条例の中に、それぞれ役

割がきちんと示されてるわけであります。行政

区長設置規則第４条の中に、それぞれ御質問あ

りましたとおり８項目にわたって、その役割は

示されているということでありますので、少子

化、一方では高齢化、さらにはこれは私はあん
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まり使いたくない言葉なんですけど、限界集落

とか、消滅集落っていう言葉も使われ、それが

ある意味においては使いたくないっていいなが

らも、現実身を帯びてきているというその実態

になるわけでありますから、さらにこの区長さ

ん方の外の役割っていう中で、コミュニティー

をいかに守っていくのかっていう一つの大きな

役割、ただその中に、自治会という組織との重

なる部分もありますから、自治会組織と、特に

行政区長さんが自治会長を兼ねてる事例も結構

ありますので、この一元的な運営による地域づ

くりをという一つの姿が現場にあるわけでござ

いますので、それをきちっと踏まえた中で自治

会長も一つの兼務、そのあたりリーダーとして

どう役割を果たすかということにつきましては、

区長協議会の皆様もさまざま問題提起をし、ま

たいろんな課題も提起してきておりますから、

そこといろいろ話し合いをしながら、新たな区

長像というのもそのかわりつくっていくという

のが、これからの一つの大きな一つの役目であ

り、また、やらなきゃならない課題ではないか

というように位置づけているところでございま

すから、それをもって答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  12番瀧澤征幸君。 

   〔12番瀧澤征幸君登壇〕 

○12番（瀧澤征幸君）  確かにそのとおりだと

思います。これまでの区長さんの区長としての

職務の概念というのがそのような形できたとい

うことは間違いないのでございます。 

 ここで次に入りたいと思いますが、私は、自

治会や行政区のあり方等についての一般質問は、

今回で６回目となります。平成28年度からの第

２次遠野市総合計画が策定されましてから、こ

れまでの市長答弁をもとにお聞きしてまいりた

いと思います。 

 と申しますのも、前回の私の一般質問におい

て、市長は、行政区のあり方等については、行

政区長との懇談会での意見交換や進化まちづく

り検証委員会での検証結果等をもとに、幅広く

市民の意見を集約しながら、さらなる検討を加

えていく。その上で、平成28年度からの次期遠

野市総合計画に反映させていくと答弁されてい

るからであります。 

 そこで、これまでの経過の中から、地域コミ

ュニティーをどう捉えるべきかについて、どの

ような意見等を集約され、どう検討を加え、ど

う今後に反映させていこうとお考えかお聞きし

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）  これまでこの部分につ

いては、６回質問してきたという、今、質問の

中で。そのたびに、この行政区、あるいは地域

コミュニティーっていったもののあり方につき

まして、さまざまこの議場においてもいろいろ

な議論を返してきた、しかし一方においては、

それぞれ進化まちづくり検証委員会の中におけ

る、さらには市長と語ろう会の中における、さ

らにはさまざまな形で地域に入り、いろんな、

あるいはイベントも通じながら市民の皆様の意

見をいろいろ聞きながら取り組んできたという

ことになって、それが第２次総合計画につなが

っていき、それが市民協働の第２ステージとい

う舞台に移行していったと、第２ステージに移

行していったことによって、先ほどの答弁の繰

り返しになりますけれども、小さな拠点をネッ

トワークにという中で、市内11地区にというこ

とは、鱒沢地区にも、達曽部地区にも、地区セ

ンターを設置しようと、少ない職員をやりくり

しながら、そこにマンパワーとして所長と、そ

れから職員と、所長も再任用、あるいは民間登

用っていう一つの仕組みをつくりながら、正規

職員を１人配置し、各活動専門員といったよう

な職員もそこに配置をしていったという中で、

もう４月、５、６、７、８と５カ月経過してる

わけであります。 

 その中で、これまでのいろんな議論を、ある

いはこの６回目の質問だということを先ほど言

われておったわけでありますけれども、そのよ

うなものが今もこの第２ステージ、あるいは第

２次総合計画、さらにはまち・ひと・しごと総

合戦略、遠野市政の総合発展総合戦略っていっ
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た一つのプロジェクトにも結びついていったと

いうことになるわけでございますので、まさに

今言ったようなことがそれぞれ、特に、こうい

った議員全員聞くような場の中においてのいろ

んな議論もありましたし、それから区長さん方

との懇談会も行いましたし、それからこの新た

なコミュニティーという部分におきましては、

この進化まちづくり検証委員会の検討結果など

も踏まえながら、広報の臨時号でもさまざま市

民周知も図ったという一つの、その中において

一環しているのは、コミュニティーを、これを

崩壊させてはならないと、だから限界、消滅っ

てことはないんだぞというようなところをみん

なでそこを確認してみて助け合おうと、共助と

いう一つの仕組みをそこらコミュニティーとつ

くっていこうというそのような一つの思いの中

から効率性と、その社会資本整備の効率性を考

えれば、必要最小限で安心安全を図るっていう

んであれば、文字どおりコンパクトシティーっ

ていう言葉が、その概念に入るかどうかわから

ない、そこまであれなんですけど１カ所に集中

したほうが社会資本整備については非常に効率

的にいけるわけですね。道路網、あるいはさま

ざま情報通信も、そしてまた医療機関もという

中においてる医療もというふうになれば、集め

て拠点化を図ればいいと、しかし、それが本当

に住んでる方々にとっては、それは本当に望む

ことなのとなれば、違うんだと、やっぱりその

地域をきちんと守るっていうためには、今、ネ

ットワークを構築するのは守れるんだ。それで、

地域コミュニティーというものがきちんとそれ

に位置づけるんだと、それで、伝統も文化もい

ろんな郷土芸能も守り伝えることができるんだ

というそのような思いの中でこのコミュニテ

ィーを位置づけているということがございます

ので、今までの流れの延長線上の中にあって、

一つの新たな第２ステージができ、そしてまた

一つの第２次総合計画って中において、その姿

に少しでも近づくためになけなしの予算もやり

くりしようというそのような知恵と工夫が問わ

れてるという今の状況なんじゃないのかなとい

うふうに思っているところであります。 

○議長（新田勝見君）  12番瀧澤征幸君。 

   〔12番瀧澤征幸君登壇〕 

○12番（瀧澤征幸君）  おっしゃるとおりだと

思います。やはり、地域コミュニティー、うち

は崩壊させるわけにはいきません。いかに効率

的にこういった時代になってどうするのか、こ

ういうことで考えていかなければならない。 

 それで、次の質問ですけども、ここで別の角

度からお聞きしたいと思います。 

 遠野市の人口推計と将来展望において、遠野

スタイル創造・発展総合戦略が示されました。

そこでは重点プロジェクトが示され、まち・ひ

と・しごとの各施策により重要業績評価指標に

基づいてその目標を達成していこうというもの

で、出生率を1.94と仮定して、人口減少に歯ど

めをかけようとしておりますが、特にも日本創

成会議で示した2040年の人口予想よりも2,400

人も多く将来展望を掲げております。 

 遠野市の政策誘導による効果としては、かな

り大胆な展望であり、心強い限りでもあります。 

 しかし、基礎自治体としての政策だけではか

なわない部分も相当あり、その分野はかなり広

いのではないかとも考えます。 

 日本創成会議では、日本の人口減少の中で顕

著なこととして、若年女性が激減して半減して

いくということが示されました。 

 岩手県などでは60％以上も減少するとのこと

のようです。このことから、女性が生き生きと

活躍でき、結婚、そして子育てしやすい環境を

整備していくことが人口減少に歯どめをかける

ための重要ポイントと考えますが、今後、遠野

市の行政施策の独自性を発揮する中で、具体で

はどのような対策を講じていこうとされている

のかお聞きいたしたいと思います。 

○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）  先ほども地域コミュニ

ティーの一つの位置づけと、その提言の中で御

答弁申し上げたところでありますけども、そう

いった中におきまして、やっぱり人口減少とい
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う一つの避けて通れない課題にどう立ち向かう

かということが、極めて大事なことであります。 

 そういったことをもちまして、遠野市も一つ

の人口問題調査研究所が発表した数字に対して、

遠野市はどのような展望を見い出せるかという

ことで、ただいま御質問があったような数字を

私ども持ったと、2,000名以上は押し返すこと

ができるぞという数字を持った、それは大胆と

いうことでは、大胆、あるかもしれませんけど、

やはり、それぞれ地域が、私持論でありますけ

ども、市民、町民、村民は県民なわけでありま

すから、市が、町が、村が頑張らなければ、県

は幾ら頑張ったって数字は持つことができない

わけでありますから、だからある県の幹部に言

いました、なぜ我々市町村にもっと頑張れ、頑

張れっていう中におけるものとしていろいろ背

中を押してくれないんだと、市町村が頑張らな

ければ、幾ら県が頑張ったって数字はならない

よという話をしたわけでありますけれども、県

は、みずからの数字の中でいろいろシミュレー

ションをしているという状況でありまして、そ

このなかなかうまくマッチングしていないとい

う、相当苛立ちは思っております。 

 ただ、そうは言いながらも、市町村は頑張ら

なければならないっていう中で、今、申し上げ

たような数字を、子育てするなら遠野っていう

ものを標榜をいたしまして、その前にわらすっ

こ条例、議員の皆様の多大な理解をいただいて、

わらすっこ条例も制定をし、ただそれだけでは

だめだと、わらすっこプラン、プランも絵に描

いた餅にするわけいかないという中でわらすっ

こ基金というところで持ち込んだっていう中で、

何とかもがきながらそこまでたどり着いたと、

そこに、子育てというキーワードが国が大きく

打ち出してきたということになるわけでありま

すから、今は、そういった中の一つの風を受け

とめながら、子育て総合支援センター、子育て

するならば遠野という中で、女性が産み育てる

という一つの中において、どのような職場環境

を、どういう子育て環境をっていうことをきち

んと、そうすることによって女性が活躍すると

いうその図式が見えてくる。その図式が見えて

くれば、子どもを１人でも、２人でもっていう

部分がその中に数字として出てくると、人口減

少にも歯どめがかかってくる。これは、ある意

味では、分析も必要なければ、ごく当たり前の

図式なわけでありますから、それをきちんと子

育てするなら遠野推進本部の中で、いわゆるフ

ァミリーサポート事業というのはこれ10月１日

からスタートさせることにしております。 

 これも、何度も何度もそういう一つのはやり

に乗ってどうなんだっていうことを言いながら

も、職員、スタッフ、あるいは関係者、子育て

中のお母さん方が、やっぱりそのようなことを

やろうっていうことで今度は動き出した。今度

は、それを取り巻くかつての子育てが終わった

方々がそれをサポートするという状況には形が

どんどん見えてきておりますから、そのような

ものをきちんとしたものとして、市としても全

面的にバックアップするというそのようなもの

によって、ただいまの人口減少問題などに対し

ても、一定の遠野市としての答えをその中から

見出すことができるのではないか、また見出さ

なければならないというふうに思っているとこ

ろでございますから、この子育てするなら遠野

市推進本部の機能が、それぞれ動き出してきて

いるという私も手応えを感じておりますので、

それきちんとサポートし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）  12番瀧澤征幸君。 

   〔12番瀧澤征幸君登壇〕 

○12番（瀧澤征幸君）  やはり、そのとおりだ

と思います。 

 ようやくファミサポのほうも動き出して、そ

の推進本部のほうも動き出してる、わかります。

やっぱり女性がどのように活躍しているか、遠

野市は女性参画という部分ではかなり頑張って

きておりますけれども、この辺がこれから大き

な課題になるんじゃないかと思います。 

 次ですけれども、各町にある地域づくり連絡

協議会のこれの位置づけや役割についてはどう

お考えでしょうか。 
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 これからの地域づくり・地域コミュニティー

は、自助、共助、市民協働といったキーワード

から、自分たちの地域をみずからよくしていこ

うと行動する遠野スタイルを推し進めるもので

あってほしいと願っておりますが、平成28年度

から職員体制等一新された感のある地区セン

ターです。我が上郷地区センターにおいても、

新任の所長と地域活動専門員が配属され、いち

早く地域に溶け込もうと、町民と一緒になって

地域づくりをしようと頑張っております。 

 そこで、今後の新たな地域コミュニティーづ

くりに向けて地連協、地区センターの位置づけ

とその役割についてどうあるべきかを伺いいた

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）  これまで議論を交わし

てきた中にありまして、この第２ステージで入

ったという中で、さまざまな地域コミュニテ

ィーをという、その中で、今、御質問ありまし

たとおりマンパワーだな、区長さんの役割は大

事だなと、自治会長さんの役割も大事だなとい

う、そのような御答弁を申し上げてきてるわけ

でありますけども、その一つの集合体として地

連協という組織がある。そこで遠野、いわゆる

地区センターがそこでどういう役割を果たすか

ということになるわけでありますから、個々に

点と点だけの議論にしてはならない。やっぱり

一つの集合体をつくりながら、そこでお互いの

課題を共有し合うとなれば、地連協というこの

組織も地域づくり連絡協議会というこの組織も、

極めて大事な組織になってきてるし、またなっ

てもらわなければならない。 

 そこで、この地連協という組織をきちんと再

度再構築っていうよりも、私は再構築っていう

よりも、今の延長線ででも十分機能するんじゃ

ないのかなというふうに思っているところであ

りますけども、新たに地区センターも機能はそ

こどうかみ合うのか、またかみ合わせなければ

ならないという部分で一ついろんな部分に挑戦

してみようと、地連協はどうなんだろうと、さ

まざまないろんな防犯隊の支部であるとか、い

ろんな交通安全協会の支部だとか、体育協会の

支部だとか、いろんな市民の皆様のさまざまの

組織もそこにある。そういった方々をどう連携

をとるのかという中で、地区を、地域を守って

いかなきゃならん、その地区センターがという

中で、今度の９月補正にもちょっとわずかな額

でありますけれども、上郷地区を一つのモデル

にしてちょっとやってみようかと、安心安全、

上郷地区にはふれあいホームもありますし、民

間がやってますグループホームもありますし、

一つのいろんな団体もさまざまな中で自発的な、

自主的な活動を展開する地域でありますから、

そこのところを一つの事例にしながら、はっき

り言えばやっぱりやってみたけどうまくいかな

かった。やっぱりうまくいったというようなモ

デル事例をつくる。 

 あるいはこういった分はなかなかまた検証し

ても、少し、もう少し、もっともっと議論をし

なきゃならないやつをそこから見出そうという

中で、一つこの地連協のあり方、あるいは地区

のセンター位置づけといったものをさらに明確

に具体的にするために、上郷地区センターの中

から、それを見出そうという中で、活動費をモ

デル事業として位置づけたということで、御提

案を申し上げているところでございますので、

よろしく御審議をいただければということを申

し上げまして、答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  午後１時まで休憩とし

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）  休憩前に引き続き一般

質問を行います。 

 12番瀧澤征幸君。 

   〔12番瀧澤征幸君登壇〕 

○12番（瀧澤征幸君）  午前中に引き続きまし

て、質問をしてまいりたいと思います。 

 午前中は、地連協、地区センターの役割とい

うことで確認しましたけども、やはりこの分に
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ついては、きちっと議論を深めるという作業を

していかないと、これからの課題に対して大き

な問題になってくると思います。体制だけつく

ればいいというとこではないのはもちろんその

とおりなんですが、これからが正念場だと思っ

ています。 

 次の質問に入ります。 

 地域コミュニティー再構築への行政の役割は

ということですね。 

 遠野市の行政区統廃合の推移ですが、昭和51

年以降、実に40年間行政区の変更は行われてお

りません。 

 現状を見ますと、行政区における課題として、

地域での役職の重複、各種役職における多忙化

等の中、地域における住民の協働意識の醸成を

図り、住民みずからが参加し、取り組む地域づ

くり、まさに遠野スタイルを推進しなければな

らないと考えます。 

 自治会と行政区はある意味全く別物でありま

す。 

 しかるに、現状においては、行政区長を通し

て地域を把握してきた遠野市として、これから

新たな手法や考え方を編み出していかなければ

ならないと考えます。 

 そこで、私の提案ですが、現遠野市条例規則

にはない自治会というものを、その名称等は別

としても、まずはしっかり条例等で位置づける

べきだと考えます。 

 遠野市内には行政区単位、あるいは、行政区

範囲とは別の自治会がありますが、とりあえず

はこれまでの行政区単位の自治会について、そ

のまま市条例で位置づけ・認定するという報告

でいいかと思います。 

 その上で、市認定の自治会には、その自治会

の判断によりみずからの統廃合について、独自

判断できるようにするというものであります。 

 例えば、２つとか３つの行政区単位の自治会

で１つの区長を選出する、あるいは逆に１つの

行政区単位の自治会を２つに分けるなどであり

ます。 

 そのことにより自治会の自主性をより高め、

自分たちのコミュニティーは自分たちで運営す

るという契機や意識の醸成にもつながりますし、

特にも世帯数の少ない自治会同士が統合して、

区長等を選出することにより、地域コミュニテ

ィーとしてのさまざまな負担が半減すると考え

られるからであります。 

 また、各行政区にこれまで遠野市が支援して

きたさまざまな支援、予算などを各地区セン

ター、あるいは場合によっては、直接自治会に

できるだけ一括的に委託し、ある程度の自由裁

量の中で有効にその支援金等を地域づくりに使

えるようにするというものであります。 

 また、自治会を統括する組織としては、現在

の各町にある地域づくり連絡協議会をその母体

とし、遠野市地域づくり連絡協議会が全市を総

括するという形にしてはどうかと考えます。 

 もちろん、第２次進化まちづくり検証委員会

報告にあるように、例えばＮＰＯなどに、その

任を委ねることも有力な案となります。 

 遠野市内は幸い認定特定非営利活動法人があ

り、そこでは、これまでもさまざまな地域づく

り事業を行ってきた実績もあります。 

 ＮＰＯに委託することにより、より一層活発

で広範なＮＰＯ活動が展開できると期待できま

す。 

 こういったＮＰＯによる地域づくりは、今、

全国的に広がりを見せており、例えば山形県の、

ＮＰＯ法人きらりよしじまネットワークなどは、

まさにその典型と言えると思います。 

 第２次遠野市進化まちづくり検証委員会最終

報告では、これまで行政が主導してきた面が大

きく、地域づくりの仕組みが硬直化してきたと

の指摘がありますが、今こそ行政区統合を働き

かけることこそが行政責任ではないかと私は考

えますがいかがでしょうか。 

 各行政区の状況について、どういう状況にあ

るかは既に調査済みであると思います。新たな

地域コミュニティーづくりに向けた基礎データ

により、その行政区の統合や分合を行政の判断

に基づいて該当行政区に強く働きかけることこ

そが必要と考えますがいかがでしょうか。 
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 しかもこれは直ちに市として対応すべきこと

と思われます。市民の中には、変化に抵抗があ

る、あるいはこのままでいいといった考え方が

根底にある限り、理想の地域コミュニティーづ

くりはなかなか思うように進まないと考えます。 

 以上、私見を交えて地域コミュニティーづく

りについて、質問してまいりましたが、地域コ

ミュニティーづくりの新たなステージを構築す

るために、行政が今こそ行動し、実践されるこ

とを期待しておりますがどうでしょうか。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  これも行政区のあり方、

そしてさらにはこの地域コミュニティーという

中における、言葉とすれば再構築ということに

なろうかと思っておりますけども、この先ほど

来御答弁申し上げてますとおり、一つのこの昭

和29年、30年の昭和の合併以降、計今10年たっ

て、旧遠野市、旧宮守村っていう表現はいかが

なものかと思うわけでありますけど、いずれそ

れぞれの地域が一つの行政区をあれしながら、

自治会をつけながら、それで節目、節目の中で

対応してきたと、しかしこの昭和40年以降、こ

の行政区そのもの、あれ40年以降行政区そのも

のについては余り見直しを行われていないと、

こういった中で第２ステージという部分の中で

いろんなさまざま検証しながら11地区に地区セ

ンターをという一つのことに踏み込んだと、そ

れを言葉をかえて言えば１町10カ村というそこ

の言葉としてコミュニティーをまとめ上げるこ

とができる。 

 しかしその地域１町10カ村っていうコミュニ

ティーをまとめるようなことができるけども、

その中にある行政区なり、自治会などは、世帯

数人口もいろいろやっぱり、しかし面積といっ

たものを考えると、世帯数、人口だけでは捉え

るわけにはいかないというようなそのような、

まさに地方ならではの悩みがそこにあるわけで

あります。 

 しかし、そこに小さい人口が少ないから、世

帯が少ないから、それはいいんだと、こっちの

ほうに合併すればいいんだ、あるいは吸収すれ

ばいいんだと、機械的にするわけにいかない、

そうなってくると自治会機能といったものをど

れに生かしていくかということをうまくかみあ

わせなければならない、行政区長は最初の質問

にありましたとおり、市の設定規則の中で８つ

の役目として行政区長さんは役割は持ってるわ

けです。 

 これは、住民と市の行政の橋渡し役という一

つの仕事を育てていた、行っていただいている。 

 本当に貴重で、今度の災害のときも、さまざ

まな形で機能したっていう部分は、すぐに行政

区長様たる姿になるわけでありますけど、しか

し地域のそれの対応が、そうするとやっぱり基

本ということになれば、自治会組織をどのよう

にそこでうまくかみあわせるかっていうことが、

また一方においては大事になってくるんじゃな

いかなというふうに思っております。 

 そこをうまく組み合わせることによって、行

政区の再編、遠野の姿が、皆地域住民の皆様の

合意のもとに、少しでも見えてくるんじゃない

のかなと思っておりまして、その辺のところを

今、いろいろこの分についても午前中の質問で

私申し上げましたけども、瀧澤議員のほうから

もこのコミュニティーの大切さ、あるいはコミ

ュニティーの再構築、地連協もあり、地区セン

ター等について６回にわたって今までの質問し

てきたという話をいただいた。これを単なる行

ってきたで終わるんじゃなくて、その中でいろ

いろ議論を交わしたかことをどう生かしていく

かということを今度はやっていかなきゃ、その

実行の段階でもう既に入っているということな

わけでありまして、そのような認識のもとにこ

としの、今年度の市長と語ろう会は、地区単位

っていうよりも、自治会単位で少し生の声を聞

いてみようと、ただ、生の声で自治会単位に入

って、私以下市の幹部がだっとそろってしまう

と、ある市民の方から言われたんです、なかな

か言いたいこと言えないんだよなって話もされ

たこともありまして、そこで、思い切っていろ

いろ庁内でもいろいろ意見がありましたけども、
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地区センターの所長とその担当主事と、活動専

門員と３人がそれならスタンバイすると、セッ

ティングすると、そしてそこに私が行って、そ

の地区センターの所長以下３人のスタッフと市

長とでもって、自治会、あるいは行政区単位で

語ろう会をやっていろいろ住民も皆さんに意見

を聞こうかっていうそのような、それは今まで

やってきた議論というものをかみ合わせながら、

実は地域はこういう実情。 

 これはちょっと市長という立場の中で、ちょ

っとでございますけれども、宮守の塚沢地域に

入ったとき、私も語ろう会で初めて入ったわけ

でありますけども、今まで向き合ったことがな

い市民の方が、かなりの数来ておりました。 

 本当に切実な問題提起をいただきました。 

 その中で、自治会長さん、行政区長さんがい

かに苦労してるかっていうことも、本当に肌で

感じたっていうこともありますので、それをま

た大事にしながら、感じたからそれでいいんじ

ゃなくて、感じたことをどのように、それを形

にするかということを、これが再構築というこ

とになるんではないのかなというのを思ってお

ります。 

 ある地域では、もう１つの字名というか、地

域名で今まで我々はやってきたんだから、そこ

を何区だ何区だって分けないで、一緒にやろう

じゃないかと、そのほうがいいよと、そうすれ

ば２つの行政区が１つになる、そういうことも

一つどんどん出てきておりますから、そうなっ

てくるとこのただいまの御質問の趣旨にありま

したとおり、地域コミュニティーの再構築って

いったようなものも、大きな地区センターって

いうくくり、１町10カ村っていうくくりの中に

おけるものが、今度はその中で地域を支え、集

落を支えるという自治会、行政区がどのように

あればいいかということがおのずと見えてくる、

この部分は、特にもこれは瀧澤議員からも日ご

ろから指摘され、また本会議中でも指摘されて

ることでありますけども、やっぱり自治会機能

っていうのは尊重しなければならない、役所都

合だけでやるわけにはいかないということにな

れば、自治会の中でどうリーダーシップを発揮

できるリーダーをどのように、いうなれば見出

していくのか、またこれも本当に繰り返しこの

本会議場で、今回も答弁申し上げておりますけ

ども、区長さんや自治会長さんや、消防団の

方々がこの台風10号に伴う対応につきましては、

本当に素早く動いていただいたっていうことで、

大きな被害でももちろんつながらなかったんだ

けども、その背景には、そういった地域住民の

皆様の日ごろのネットワークと、そのさまざま

地域は我々の地域として守るんだというような

そのような動きが市内随所であったということ

を重く受けとめながら、それをきちんと再構築

するっていうことで、実はきのうの本会議おわ

ったあと、幹部職員と確認したんですけれども、

土淵町に入ったからそれでいいということじゃ

なくして、各避難所を配置しながら、地区セン

ターを中心に生命、財産、身体を守るっていう

この災害対応については、地域がどう動いたか

ということについて、また、あるいは団本部か

ら、消防団が、あるいは対策本部からどのよう

に情報がということを今のうちに検証しようと

いうことで、４班編成をつくりまして、そして

そこには市の幹部職員が、そして消防職員が、

それから市民センターの職員が、地区センター

の職員が入って、とにかく今回どのようなこと

が起きて、どのような行動をとり、その中で検

証しなきゃならないのはどのようなものがある

かということを、この９月中の早い時期に聞き

取りをしようと、それをすぐ対策に生かそうと、

地域がいろんな課題をもってる、その課題をき

ちんと吸い上げ、それを対策に生かすというこ

とを間髪入れずにやろうということで４班編成

をし、市の幹部職員が手分けをして、その地域

に入って、まさに地域コミュニティーに入る、

区長さん方、自治会長さん、消防団の分団長さ

ん、部長さん、あるいは民生児童委員協議会の

開催時、自主防災会の一つの自主防災のリー

ダーの方々、その方々を中心に、特にアイオ

ン・カスリン台風、あるいは56災害を経験した

お年寄りの方々もやっぱりこうだったよという
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ことを今のうちにきちんと対策に生かしてほし

いという高齢者の方々も大分多いということも

我々の耳には入っておりますので、そのように

今度の災害も生かしながら、このコミュニテ

ィーっていったものを一つその中できちんとマ

ッチングさせるという、そのような取り組みの

中で、これが御質問の趣旨でありましたとおり、

再構築につながってるんではないのかなという

ふうに思っているところでございますので、よ

ろしくお願いし答弁とします。 

○議長（新田勝見君）  12番瀧澤征幸君。 

   〔12番瀧澤征幸君登壇〕 

○12番（瀧澤征幸君）  コミュニティーをどう

捉えるかということは、非常に難しい部分があ

ります。 

 自治会同士の、あるいは自治会の中でのさま

ざまな部分的な兼ね合わせ、これをどういうふ

うにしていくか、それからこの行政を住民がど

うつながっていくかと、この部分、これはやっ

ぱり自治会という存在が確かにこれまで支援し

てきた部分とか、行政区、区長を通じての連携、

あるいは情報提供、わかるんですけど、それが

やっぱり中途半端なというか、いまいちしっく

り、市民が、あるいは区長さん方が納得できな

い部分も多かったんじゃないかな。 

 そこをやはりきちっと整理していくべきだと、

その中から自治会同士の兼ね合わせとか、いろ

んなことをやっていく、ただそこには、基本的

には遠野市職員の皆様方お一人ひとりの遠野市

民の一人としての選手として、新たなまちづく

りへの選手としていらっしゃるんだよというと

ころは御理解いただきたいと思います。 

 次、地域おこし協力隊のことについてお伺い

しますけれども、私は常々、地域づくりには

リーダーが必要であると主張してまいりました。

そこで、地域おこし協力隊についてお尋ねいた

します。 

 地域おこし協力隊は、総務省事業であり、人

口減少や高齢化等の進行が著しい地方において、

地域外の人材を積極的に誘致・採用し、その定

住・定着を図ることで地域力の維持・強化を図

っていくことを目的とする取り組みとなってお

りますが、具体的には地方自治体が都市住民を

受け入れ、地域おこし協力隊員として委嘱し、

一定期間以上地域協力活動に従事していただき、

当該地域への定住・定着を図っていくものと理

解しております。その期間は、おおむね１年か

ら３年以下となっております。 

 本市における地域おこし協力隊は、ホップな

どの農業への取り組みやビールプロジェクトを

はじめとする遠野ローカルベンチャースクール

など、大変な活躍をされておりますことは、も

う市民の皆さんは御存じのことであります。 

 そこで、彼ら協力隊が期間終了後に、ここ遠

野市に本当に永住していただくことが可能なの

でしょうか。この現状や環境下で今後結婚し、

子を育て、生活していくことができるのでしょ

うか。補助金がある間だけ、彼らに頑張っても

らうだけでは遠野市の将来はないと思っており

ます。 

 すばらしい活動を展開して、活躍されている

彼らを何とかここ遠野市に永住させたい、一緒

に地域コミュニティーづくりに参画して欲しい

と願うのは私だけでしょうか。彼らの永住のた

めに、今後遠野市はどんな対策を講じていかれ

ようとしているのかについてお伺いいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  地域おこし協力隊への

この取り組みにつきましては、昨日の浅沼幸雄

議員との中においての質問の中でも、その制度

の概要及び10人、この９月１日で辞令を交付し、

いよいよスタートをきったと、でも一つの３年

間の中でローカルベンチャー事業という切り口

の中で、それぞれの業起こしを行いながら地域

の活性化、さらにはその３年の中で取り組んだ

ことが永住につながるっていう中で、全国の総

務省事業の中で2,400名近い地域おこし協力隊

員が活躍してるわけでありますけども、約６割

近い数字が永住ということにつながってるとい

う一つの手応えがその中にあるわけであります。 

 ただこれは、ただいま御質問ありましたとお
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り、ただ地域おこし協力隊を委嘱したからそれ

がイコール永住につながるってなりません。そ

んなことがありまして、先般、９月１日に辞令

交付するにあたりましても、ただ私が辞令を交

付する、そして訓示を述べればいいということ

ではない、やはりこれはきちんというところの

人と人のつながりをきちっとつくっておかなけ

れば、いうところのコミュニケーションですね。

それがなければ地域おこし協力隊の方々もただ

辞令をもらっただけではない、もちろん志は高

いわけであります。ものすごい高いものを持っ

ておるわけであります。 

 そのものすごい志を、まさに遠野の中で一つ

の形に持っていくというためには、これはすご

く大事だということで災害対策もありましたん

で、５時半から臨時部課長会議を招集しており

ましたので、その臨時部課長会議の場で、地域

おこし協力隊10人の皆様が、10人といっても２

人ほどちょっと都合があって欠席でありました

から、８人の地域おこし協力隊の方々がきょう

こうして辞令をもらい、遠野市で活動しますと

いうことで、市の部課長の前で自己紹介を行わ

せた。 

 やっぱりそういうことがすごく私大事だとい

うふうに思っておるんですよ。本来であれば、

それだけの制度の中で３年間頑張れという、お

許しをいただければ、この場で議員の皆さんも

応援してるぞと、だから皆さん高い志の中で遠

野に活性化を一つがんばってくださいという部

分で、みんなで後押しをするというようなそう

いう場を本当は使わなければならない。使うの

が私の役目だというふうに思っておりますけれ

ども、本当はそれが大事だというふうに思って

るわけでありますけども、いずれそこまでもっ

ていけなかったもんですから、部課長たちにそ

れぞれ引き合わせをしながらお互い頑張ろうと

いうそのような体制を取ったということであり

ます。 

 これが、次のになってきますと、それぞれが

あの方は地域おこし協力隊としてこういうテー

マの中で活動してるんだなということの市民周

知と認知をきちんと図るような、そのような手

立てを行政としてバックアップしていかなきゃ

ならない、辞令を出したからそれで終わりでは

ないわけで。その中でどのようにフォロー体制

を組んでいくかということと、これはきのうの

浅沼幸雄議員との中でもちょっとお答えの中で

申し上げてますけど、いろいろホップなり、

ビールなり、発酵なり、そのデザインなり、あ

るいはいろんな空き家対策なりっていう、いろ

んな分野別にテーマを持っているわけですね、

隊員の方々が、そういった方々の一つの志をま

さに泥臭く、そして地道に、あるいは愚直に取

り組んでいる地元の方々にもきちんと理解をし

てもらうような働きかけと、その中における一

つのコミュニケーションを図っていかなければ

ならない、そのことが私はすごく大事だという

ふうに思っておりますので、それにはこれから

も努力し、その努力が積み重なれば今の御質問

にありましたとおり、永住という一つの数字を

その中から見出すことが６割どころか、７割、

８割というのが永住につながるっていうことに

なっていもらいたいし、またそのように持って

いきたいものだなというような願いを込めての

答弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  12番瀧澤征幸君。 

   〔12番瀧澤征幸君登壇〕 

○12番（瀧澤征幸君）  今、市長から大変暖か

い、心強い言葉をいただきました。やはり、地

域おこし協力隊、緑のふるさと協力隊もそうな

んですけど、やはり遠野に永住していただくと、

これ並大抵のことではないと思う。しかし、市

長の、今の気持ちが伝わってきましたので、や

はりなんていうんですか、彼らの立ち位置とい

うか、あるいは居住地区とか、あるいは組織化

とか、そういったものをきちっと構築する中で、

仮に６割の方が定住したとしても、あとの４割

の方々が交流人口として常に遠野を交流してる

と、回ってるというふうな形でもよろしいでし

ょうし、いずれにしても、彼らの能力、力って

いうんですか、存在感、そういったものを我々

も感じ取りながら彼らに頑張ってもらう、その
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ことがいわゆる遠野の将来につながると思うの

で、私は非常に期待したいと思います。 

 次に、遠野の教育についてというタイトルに

なります。 

 ３項目ございます。 

 まず、高校統廃合への対応と課題ということ

ですが、昨年11月遠野市に衝撃が走りました。

県教育委員会が生徒数の減少を理由に、市内の

遠野緑峰高校と遠野高校を統合するというもの

でした。 

 いわゆる、校舎制を導入し、学校の最小規模

は１学年２学級とし、通学困難地域は１学級で

も特例で存続させ、５年かけて県全体で39学級、

３校を削減するものでした。 

 遠野においては、両校を統合し、商業系学科

を廃止して既存校舎活用、大学のキャンパスの

ように生徒や教師が行き来する校舎制を導入し

た新設校とする案でございました。 

 直ちに、単なる数合わせの統合は許さないと

いうことから、遠野市としては人口減少対策と

して子育て支援に力を入れていることや、市総

合計画などに両校存続に向けた支援対策を盛り

込んでいることを主張、両校の存続を正式に要

請しております。 

 さらには、ことし３月６日、高校再編を考え

る市民会議を設立し、同月９日には遠野市長、

遠野市議会議長、遠野市教育長らとともに県、

県議会、県教育委員会に要望書を提出していま

す。その後、市民ぐるみのシンポジウムを開く

など運動を展開してまいりました。 

 その結果、新たな県立高等学校再編計画が示

されましたが、その内容は、地域の取り組みや

平成30年度までの入学者の状況などを検証して

から検討するというものでありました。 

 遠野緑峰高校は、農業系と商業系の実業校と

して、また、遠野高校は文武両道の進学校とし

て、それぞれ異なる特色を有しており、これま

で多くの成果、実績をつくってきた両校でござ

います。 

 地域とともに歩んできた両校の伝統と歴史が

閉ざされ、遠野の誇りが失われてしまいかねま

せん。 

 遠野緑峰高校は、就職率100％でうち市内就

職は50％以上であります。ホップ生産量日本一

の遠野において、緑峰高校がホップの廃材であ

る、つる、から和紙を生産、ホップ農家や地域

を支援し、被災地支援にまでつなげてしまいま

した。遠野の名を全国にとどろかせたわけでご

ざいます。 

 また、遠野高校の就職率も100％、進学率は

過去５年ほどで見ると75％以上であり、毎年30

人前後は国公立大学に進学しており、すばらし

い進学校となっております。 

 また、サッカー全国選手権には、25回出場し、

昭和36年には準優勝、平成18年にはベスト４、

平成20年にはベスト８、昭和43年の福井国体で

準優勝など数々の輝かしい実績を誇る高校であ

ります。 

 このように、２校あることからこそ特色ある

学校づくりが展開されるものであり、このまま

ですと地元中学生の選択肢を奪い、地域を担う

人材育成に暗い影を落とすことになると考えま

す。 

 そこで、遠野市教育委員会としては、魅力あ

る高校づくり応援事業に直ちに着手して、実行

あるのみと活動を積極的に行ってきております。 

 例えば、この応援事業のアクションプランづ

くりを同時進行させながら、市内中学生の地元

校進学率向上へのさまざまな事業の展開、市

外・県外からの入学生確保対策、両校の魅力ア

ップにつながる事業等です。 

 しかし、この２校について、市民、中学生の

保護者、生徒自身の考えや気持ちはどうなので

しょうか。また、市外の高校からは市内中学校

に勧誘の活動が盛んになされていると聞き及ん

でいますが、他校、市内２つの高校からの中学

生への入学の働きかけはどのような状況なので

しょうか。 

 以上のことを踏まえ、これまでの応援事業を

展開されての手応えや現状における課題につい

てお伺いいたします。 

○議長（新田勝見君）  中浜教育長。 
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   〔教育長中浜艶子君登壇〕 

○教育長（中浜艶子君）  瀧澤征幸議員の質問

にお答えします。 

 岩手県の高校再編計画は、遠野高校と遠野緑

峰高校の２校を廃止し、１校を新設するという

ものですが、これに対する市の意見は、遠野高

校、遠野緑峰高校２校の存続です。 

 両校を存続させるには、高校再編を考える市

民会議を中心に、オール遠野で行動していかな

ければ達成できないと考えています。 

 中高連携サポート室が事業展開している、魅

力ある高校づくり応援事業につきましては、６

月の市議会定例会において、菊池美也議員から

の一般質問の中で、取り組みの内容や、今後実

施を予定していることについてお答えしており

ますので、その後の状況についてお話をさせて

いただきます。 

 ここ数年、市内の中学を卒業した生徒の約３

分の１が、市外の高校に進学していることから、

今年度の現状把握のため、６月下旬に現在の中

学３年生と２年生、そして保護者にアンケート

調査を実施いたしました。 

 ７月１日の総合教育会議での報告、８月21日

付の岩手日報にも掲載されましたので、御存じ

かと思いますが、ことしの中学３年生の約４割

が市外の高校進学を希望しているという結果が

出ました。 

 ただし、このアンケートは高校説明会や三者

面談、地元高校の１日体験入学を実施する前に

行ったものですから、今後の取り組みによって

は数字が大きく変わる可能性もあります。 

 高校説明会を前倒しして、早期に実施する狙

いは、高校説明会から１日体験入学へ、そして

鍋城祭、緑峰祭、高校生の出前講座につなげて、

より保護者と生徒に高校の存在感と高校の魅力

を伝える機会をふやすことにありました。 

 高校説明会は、受験を控えた中学３年生と保

護者を対象に、６月27日、30日、７月12日と市

内３校で開催しました。 

 高校説明会では、それぞれの高校紹介のパン

フレットの配布とプレゼンテーションが行われ、

少子化が進む中、どの高校も生徒確保に向けて

それぞれの高校の特色と魅力をアピールしてお

りました。 

 その中で、遠野高校、遠野緑峰高校は、サ

ポート室政策の各校ごとに、歴史や魅力ある活

動を盛り込んだプロモーションビデオを活用し

たプレゼンテーションを実施しました。 

 遠野高校においては校長が、緑峰高校におい

ては副校長が説明者としてプレゼンテーション

を行っております。 

 特にも著名私立高校のプレゼンテーションは、

配布された資料や説明の補足に使われた映像等

が、公立高校とは比較にならない充実したもの

で、私立と公立の入学者確保に対する意識の違

いがプレゼンテーションを見て感じられました。 

 そういった意味では、公立高校においてもさ

らに改善の余地があることを認識しました。 

 また、７月20日には、夏休み前の三者面談の

時期に合わせて高校再編を考える市民会議の役

員の皆様が独自の判断で市内３中学校を訪問し、

地元高校進学率向上の取り組みについての要望

活動を展開していただきましたことを御紹介さ

せていただきます。 

 夏休み期間中の７月28、29日開催の、地元高

校の１日体験入学に向け、中高連携サポート室

では、各中学校に市外の高校を希望している生

徒にも地元高校に必ず足を運んで、自分が行き

たい高校との違いについて十分考えるように、

学校を通じ、働きかけたほか、スクールバスの

特別運行による送迎を行い、地元高校への体験

入学の参加を啓発いたしました。 

 学校説明会を前倒しして、１日体験入学につ

なげる取り組みの１つの成果として、遠野緑峰

高校では、昨年度の1.6倍の87名の中学生が１

日体験入学に参加しております。 

 高校の大きな魅力の一つである部活動におい

ても、地元の指導者や高校の協力により、空手

部、もしくは同好会の創設に向けて、最後の調

整に入っており、そのほかにも生徒たちが希望

するスポーツや文化活動などの意向を踏まえ、

充実した部活動の環境づくりを進めてまいりま
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す。 

 地元高校の魅力ある学校づくりを推進するた

めのアンケート調査については、地元高校生に

実施し、現在集計中です。 

 さらに、高校生の保護者に対しても実施する

予定で進めております。課題としては、地元の

高校というだけでは高校選択の優位性が弱く、

高校の特徴や魅力どころか、高校生の頑張りな

どの情報が今まで中学生や保護者、市民の皆さ

んに十分伝わってこなかった現状にあると思い

ます。 

 例えば、８月25、26日に開催された第67回日

本学校農業クラブ東北連盟大会プロジェクト発

表において、遠野緑峰高校生産技術科の草花研

究班は、ホップのつるを加工して、和紙の生産

につなげた取り組みを発表し、他の農業高校と

比べて断トツの成績で最優秀賞を受賞し、10月

に大阪で行われる全国大会に東北ブロック代表

として出場いたします。 

 このホップ和紙のプロジェクトは、以前から

注目を集めており、平成26年度の全国大会では

文部科学大臣賞を受賞しています。 

 また、遠野緑峰高校情報処理科では、３年生

２人が日本商工会議所の簿記２級検定の資格を

取得しました。 

 この資格は、高校生の合格率が10％という難

関で、遠野緑峰高校初の快挙であり、後輩たち

の励みとなり、目標となっています。 

 このようにみずからの目標を立てて努力を積

み重ねれば、地元の少人数高校でも立派な成績

を残せるのだということを高校生たちは証明し

ています。 

 先日の遠野高校文化祭では、広報とおの、遠

野テレビ出演、文化祭チラシの新聞折り込み広

告、中学校へのチラシ配布などのＰＲを支援し

ました。 

 鍋城祭の一般来場者は、524名で、昨年度よ

りも約３割の来場者数の増を図ることができま

した。 

 10月29日、30日開催の緑峰祭においても同様

の支援をいたします。 

 さらに、現役高校生による中学校を訪問して

の学校紹介を、10月に行うなど、中学生と高校

生が交流する機会を多くつくってまいります。 

 また、９月末には、２校応援ホームページの

開設や、両校のプロモーションビデオ第２弾を

作成する予定になっており、学習風景やクラブ

活動の魅力発信はもちろん、各種アンケート結

果の公表を含めた事業や支援の実績、これから

行う支援情報など、地元高校の魅力アップに向

けた活動を、高校と連携して広く紹介してまい

ります。 

 このような取り組みを通じて、市内はもとよ

り、市内、県内の中学生や保護者に向けてさら

に情報発信する機会を設け、入学者数をふやし

ていく努力をしてまいります。 

 さらに、８月４日の岩手県知事への統一要望

においては、高校再編に関わる２点について要

望しております。 

 １点目は、特色と魅力を持った高等学校の整

備にかかる取り組みについて、高校の学科の名

称とカリキュラムについて、地域産業の特性を

考慮した特色ある名称と内容になるよう、地域

の意向を踏まえた柔軟な対応を図ること。 

 ２点目は、学区外入学の条件緩和について、

特色ある部活動や課外活動は、高校の魅力の一

つであり、本市特有の地域資源や環境にあこが

れて県外から入学を希望する生徒に対し、学区

外入学の規制緩和を図ることを要望いたしまし

た。 

 この要望の実現に向け、地域における魅力あ

る高校応援事業の推進とあわせて、根気強く継

続して取り組んでまいります。 

○議長（新田勝見君）  12番瀧澤征幸君。 

   〔12番瀧澤征幸君登壇〕 

○12番（瀧澤征幸君）  始まったばかりといえ

ば、始まったばかりの統廃合への挑戦なんです

けれども、ぜひ、このオール遠野ということで

今お話ありましたし、その地元の高校の魅力と

いうものをしっかりとやっぱり、子どもたちに、

あるいは保護者の皆さん、遠野市民の皆様方に

も機会を捉えて周知していくと、これしかない
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のかなという気もしますけれども、いずれにし

てもそういった前向きの方向で取り組んでいた

だければいいのかなと思っております。 

 次に、中学生の学力向上について質問してお

ります。 

 遠野の教育、平成28年度版、これを見ますと

遠野市内小中学校の児童生徒の勉強・学力に対

する状況を垣間見ることができます。 

 また、８月25日に開催された遠野市総合教育

会議を傍聴させていただきましたが、やはり同

じような課題が浮き彫りとなっております。 

 遠野市教育委員会、遠野市教育研究所の説明

では、遠野市立学校の学力向上対策の推進にお

いては、知・徳・体のバランスのとれた人間形

成を掲げており、確かな学力、豊かな心、そし

て健やかな体を育むとしております。 

 そして、子育てするなら遠野のスローガンの

もと、遠野わらすっこファミリーサポートセン

ター事業や遠野市放課後子ども総合プランを策

定し、子どもたちの安心安全な放課後の居場所

づくりを行っております。 

 また、学校教育においては、学力向上に向け

たカリキュラムを組み、絶えず授業のあり方の

改善を図ってきました。その結果、先生方の既

成意識を変えるなど、児童生徒の授業の態度や

理解度が高まってきております。今後、大いに

期待されるところであります。 

 しかしながら、遠野市の小中学校の学力につ

いて、平成22年から26年度、２年を見ますと、

全国標準学力調査ＮＲＴによる全実施教科の平

均偏差値は、小学校においては53前後を推移し、

中学校においては48前後となっております。 

 また、県の学習定着度状況調査においては、

中学生は県平均よりも常に下位に位置しており

ます。 

 一方では、平成26年度の学習定着度状況調査

において、授業の内容がよくわかると回答した

中学生は、よくわかるが32.4％、大体わかるが

49.8％、82％の生徒が授業をわかると回答して

おります。 

 また一方では、平成26年度の中学生の１日に

どのくらい勉強しますかとの問いには、３時間

以上がわずか３％、２時間以上が６％、１時間

以上が21％、30分以上が56％、30分未満が13％、

ほとんどしないが2％となっております。 

 つまり２時間未満の生徒が90％を占めること

になります。 

 また、中学生が自宅で１日どれくらいの時間、

テレビ等を見たり聞いたりしますかとの問いに

は、３時間以上と答えた割合は39.1％、県より

も６ポイント、全国より7.6ポイント多い状況

です。 

 以上の状況を簡単に説明すれば、自宅に帰っ

てからはテレビやスマホ等に熱中し、勉強は１

時間程度しかしていないということになります。

幾ら学校において授業内容がわかるからといっ

て、自宅での勉強がなされなければ、どうして

も偏差値が下がってしまうのは当たり前のこと

と思われます。 

 もちろん、このことについては遠野市総合教

育会議の中でも取り上げられ、生徒の毎日の生

活の中でどう自主学習を進めるか説明がござい

ましたが、私は、１時間以上勉強する生徒を２

時間以上に引き上げるだけで、このことだけで

偏差値は平均よりも上にいくと考えますし、偏

差値の上位を目指さなくても、偏差値50を超え

れば、それがきっかけとなって自然に全体の偏

差値も向上するのではないかと考えます。 

 遠野市総合教育会議の中で、学力を伸ばすに

は健全育成がベースであり、一番大切であると

の説明がありましたが、それを否定するものは

ありません。 

 しかし、家庭学習の習慣化にもう少し力点を

おいた教育も必要ではないかと思いますが、中

学生の学力向上について、教育長はどのように

お考えでしょうか。 

○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）  学力向上は、学校、

家庭、行政の３者が連携して取り組む事で効果

が生まれます。学校は授業改善に取り組んで、

授業の質を上げていくとともに、児童生徒に学
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び方を教えていくことが必要です。 

 家庭は、学校の方針を理解し、子どもの家庭

学習に向き合う時間を持つことが大切です。 

 ８月25日に開催した、遠野市総合教育会議で

も話題となりましたが、中学生の家庭学習の取

り組み状況について、課題があると捉えていま

す。 

 このことは、各中学校でも課題として捉え、

今までの取り組みの改善に動き始めました。 

 以前の家庭学習の中心は、家庭学習ノートに

自分で何かを勉強するという形で、学年に応じ

て１日何ページとノルマが決められていました。 

 しかし、学習の内容を見ると、ただページを

埋めるという状況が多く、何時間やろうが、何

ページやろうが、効果が薄いことは明白です。 

 こういった状況から、力になる家庭学習へと

質の転換に取り組んでいます。 

 具体的には、授業において、一人ひとりがわ

かり、できるをより実感させ、さらにやってみ

たい、調べてみたいという知的好奇心を高めて

いくことが大切であると考えています。 

 そのことをどのように家庭学習で行うか、学

び方を指導することが大切であります。 

 例えば、学んだことを思い出し、整理し、大

切なポイントを理解すること、習ったことを何

度も復習してできるようになること、興味ある

ことをさらに深く勉強することなどがあります。 

 各中学校では、この学び方を教えることに取

り組み始めています。 

 例えば、家庭学習と授業をつなげ、家庭学習

の有用感を持ったり、提出した家庭学習ノート

にコメントを書き、励ましたりすることを通し

て、子どもたちがやりがいを持ち、成果が感じ

られるように工夫しています。 

 また、学校が身につけさせたい項目を、家庭

と共有するまなびフェストを通して、家庭と協

力しながらテレビ時間等の縮小を、家庭学習時

間の確保に取り組んでいます。 

 教育委員会では、授業と家庭学習が連動し、

サイクル化する中で、質と量の向上を目指し、

家庭と協力して行う学校の取り組みを学校訪問

により状況を確認し、課題について助言するな

どの支援をすることで、学力の向上を進めてい

きたいと考えています。 

○議長（新田勝見君）  12番瀧澤征幸君。 

   〔12番瀧澤征幸君登壇〕 

○12番（瀧澤征幸君）  よくわかりました。こ

れから本当に家庭とのつながりを深める中で、

学力向上のために御尽力いただければと思いま

す。 

 最後になりますけども、遠野の教育について、

どう取り組まれるか。 

 高校再編については、オール遠野だと、それ

から中学生の学力向上については、わずか３年

間です。この３年間をいかに集中的に勉学に励

んでいただくか、ここにかかっていると思いま

す。 

 遠野わらすっこ条例の前文では、子どもは自

分の権利について学び、気づき、身につけてい

く中で他の人の権利を大切にし、お互いに権利

を尊重し、耐える力をつけていき、自分や他の

人の命のとうとさを知ることができるようにと

あります。 

 遠野の将来を担う児童生徒に私たちはその信

頼の中で未来を託すことができると考えます。

遠野の教育に今後どう取り組んで行かれるのか

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）  今後の遠野の教育へ

の取り組みについて、重点事項を挙げて説明い

たします。 

 重点の１つ目は、学力向上の推進です。 

 学力向上は、遠野の教育の最重要課題として

いるところです。 

 平成25年度から実施している中学校区単位で

の学力向上の取り組みについて、それぞれの中

学校区で２つの視点を定め、授業力を向上する

ことを通して、学力向上につなげております。 

 中学校再編を機会にスタートしたこの仕組み

は４年目を迎え、成果も実感できることから継

続して取り組みを進めてまいります。 
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 課題は、先ほども申し上げましたが、家庭学

習です。 

 中学校だけではなく、小学校についても取り

組むよう強化してまいります。 

 重点の２つ目は、特別支援教育の充実です。 

 各学校には支援を必要とする子どもたちがい

ます。現在、市内小中学校には、16名の特別支

援教育支援員を配置し、特別な支援が必要な児

童生徒の支援を行っています。 

 特別支援教育支援の質的向上のために、さら

に研修の機会の充実を図っていくことも必要と

考えています。 

 また、多様化するニーズに対応するために、

特別支援教育支援員の拡充についても検討して

まいります。 

 重点の３つ目は、豊かな心を育む教育の推進

です。 

 今議会でも取り上げられておりますが、子ど

もたちの心の育成がますます重要になってきて

おります。 

 市教委では、遠野わらすっこ夢の教室に取り

組んでおります。これは、公益財団法人日本サ

ッカー協会との協定に基づき、子どもたちにフ

ェアプレー精神や、夢を持つことのすばらしさ、

それに向かって努力することの大切さを伝える

取り組みです。 

 この取り組みを継続して実施し、子どもの心

の育成と、キャリア教育の充実につなげてまい

ります。 

 また、いじめ防止については、昨年度作成し

た遠野市いじめ防止基本方針に基づき、学校地

域、行政が一体となって、未然防止に努めてま

いります。 

 また、不登校対策につきましては、スクール

カウンセラーや、教育相談員を有効に活用し、

解消に努めます。 

 重点の４つ目は、特色ある学校づくりです。 

 各学校では、各地域地域の特色があり、それ

を生かした学校づくりを進めることが大切です。 

 各地域に伝承されている文化や風習に児童生

徒が触れ、生まれ育った地域への誇りを持てる

よう。地域特定に応じた取り組みを継続し、地

域に開かれた学校づくりを展開してまいります。 

 重点の５つ目は、学校経営の組織的向上です。 

 それぞれの学校では、学校経営に組織的に取

り組む必要があります。各学校で、年度当初に

学びフェストを作成し、取り組んでいます。 

 年度末には学校評価実施し、経営の向上を図

っているところです。 

 そして、年度末には、地域教育協議会でも公

表し、御意見をいただく機会を設けています。 

 また、校長から学校経営についての聞き取り

を行ったり、授業参観をしたりする教育委員会

による学校訪問を計画的に実施してまいります。 

 学校教育については、知・徳・体のバランス

のとれた人間形成の実現に向け、今後とも学校

と教育委員会が連動して、子どもたちの生きる

力の育成、中でも確かな学力の向上に向けて鋭

意努力してまいります。 

○議長（新田勝見君）  12番瀧澤征幸君。 

   〔12番瀧澤征幸君登壇〕 

○12番（瀧澤征幸君）  遠野教育について今後

どう取り組まれるかということで、５つの重点

目標を立てて頑張るということでございました。 

 今後とも、遠野教育のために御尽力をいただ

きますよう、お願い申し上げたいと思います。 

 大項目の３つ目に移りたいと思います。 

 改正公選法のもとでの本市の取り組みについ

てということで、３項目ございます。 

 最初ですが、選挙権年齢の変更は、昭和20年

に25歳以上の男子から、二十以上の男女となり、

年齢引き下げと女性の参政権が認められて以来、

70年ぶりに選挙権年齢を二十以上から18歳以上

に引き下げる改正が可決成立しました。 

 このことにより、日本も国際標準に追いつく

形になり、遠野市選挙管理委員会として、この

法改正によるさまざまな活動、情報提供、働き

かけ等が行われたとマスコミに報道されており

ます。その詳細について、まずはお聞きしたい

と思います。 

○議長（新田勝見君）  藤村選挙管理委員会委

員長。 
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   〔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）  瀧澤征幸議

員の質問にお答えいたします。 

 公職選挙法が改正され、７月第24回参議院議

員通常選挙から適用されたことから、当選挙管

理委員会でもこれまで行ってきた啓発活動に加

え、さまざまな活動を行いました。 

 まず、ことしの２月に遠野高校及び遠野緑峰

高校を訪問し、現在の選挙に関する授業の状況

を伺ったほか、明るい選挙啓発事業などにかか

るお知らせと提案を行いました。 

 緑峰高校からの依頼を受け、５月には明るい

選挙推進協議会と共催で、２年生及び３年生を

対象として、啓発授業を実施しました。 

 この啓発授業では、クイズを交えながら選挙

制度概要の学習、模擬投票及びワークショップ

を行いました。 

 アンケート調査結果を見ると、選挙への興味

があるという生徒は20人から53人に、選挙が大

切だと思う生徒が41人から65人に、投票に必ず

行くという生徒は15人から30人に、それぞれ増

加しており、啓発事業は効果的であったと考え

ます。 

 選挙の前日には、両校の３年生向けに参院選

のお知らせチラシを配布しました。そのチラシ

の中には入場券の様式、投票用紙の書き方及び

投票立会人募集のお知らせなどを入れ、周知を

図ったところです。 

 さらに、他市町村から市内の高校に入学して

いる生徒に向けたチラシを作成し、不在者投票

の流れや、方法をお知らせしました。 

 期日前投票期間中は、延べ４人の高校生に期

日前投票時の投票立会人として従事してもらい

ました。 

 この高校での啓発事業の取り組みと、高校生

の投票立会人については、マスコミにも取り上

げていただいたことから、広く周知できたので

はないかと考えています。 

 例年、選挙時には、遠野テレビで選挙啓発番

組を放送していますが、ことしは、高校生と初

めて投票する社会人の方に協力してもらい、番

組を作成しました。 

 これらの取り組みは、高校や事業者の多大な

協力もあって実現したものであり、感謝してい

るところであります。 

 なお、社会人に向けては６月２日の新しい勤

労者少年の集い、参加者に選挙啓発冊子を配付

し、ＰＲを行いました。 

 以上のように、ことしは高校生を中心とした

啓発に力を入れて取り組みを実施したところで

す。 

○議長（新田勝見君）  12番瀧澤征幸君。 

   〔12番瀧澤征幸君登壇〕 

○12番（瀧澤征幸君）  了解いたしました。本

当に、70年度ぶりっていう改正の中で、選管自

身も大変だったろうと思います。 

 次ですが、この夏の参議院選から18歳以上の

投票ができるようになったわけですけれども、

全国的には新たに選挙権を得る18歳から19歳の

方々は約240万人と言われています。有権者の

約２％ということになっております。 

 各種選挙においては、これまで20代の投票率

の低さは際立っておりまして、今回の選挙権年

齢の引き下げに伴い、18歳から19歳の有権者の

皆様の投票状況を含めて、この法改正による課

題も出てきたのではないかと推測されます。 

 例えば、ある高校では、投票率が余りにも高

いということで警察署の調査が入ったとの報道

もございました。というのも、学校はそもそも

は連絡の場であり、いやしくも選挙運動をする

ところではないからであります。 

 確かに、今回の法律改正により選挙運動が認

められましたし、少年法との絡みもあって、大

変デリケートな部分を包含しているからだと思

われます。 

 したがいまして、特にも18歳高校生の選挙に

かかる課題についての市選挙管理委員会として

のお考えをお聞かせください。 

○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）  高校生の選
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挙運動については、文部科学省から平成27年10

月29日付で高等学校における政治的教育等の生

徒による政治的活動についてが通知されていま

す。 

 この中では、高等学校等における政治的教養

の教育と高等学校等の生徒による政治的活動等

についての留意事項が示されています。 

 高校に訪問した際、副校長先生や、公民の先

生の話を伺いましたが、政治的中立性の確保や、

生徒の選挙運動にについて、慎重に対応してい

ることが伺えましたし、高校で選挙運動につい

て問題になるようなことがあったとは聞いてお

りません。 

 報道によれば、全国的にも20歳未満による選

挙違反の疑いは確認されていないということで

す。 

 次に、高校生の選挙にかかる課題についてで

すが、選挙前は同じ３年生の中で選挙権を有す

る生徒、そうでない生徒が混在することによる

学校現場の混乱を多少心配していましたが、今

回の選挙の状況を見ると余り心配することはな

いのではないかと思っているところです。 

○議長（新田勝見君）  残り時間が１分となり

ます。12番瀧澤征幸君。 

   〔12番瀧澤征幸君登壇〕 

○12番（瀧澤征幸君）  学校の市選管として投

票率の向上に向けてどのように対応していくか

ということでございます。 

 今回の参議院選挙につきましては、投票率が

男62.07、女性が60.30の平均では、61.14％と

前回より1.04ポイントアップとなりましたが、

18歳から二十未満までの遠野市における投票率

の状況を含めて、投票率向上に向け、市選挙管

理委員会として今後どのような働きかけや対応

をされるのかをお伺いいたして、最後の質問と

いたします。 

○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）  今回の参院

選における遠野市の18歳から20歳未満の投票率

は、471人の有権者のうち、投票者が200人で42.

46％という結果で、全体の投票率の61.14％よ

りは低い結果となりました。 

 なお、18歳の投票率は47.67％、19歳は36.1

5％と、県の平均である18歳の47.97％、19歳の

37.74％と、ほぼ同様となりました。 

 今後の投票率の向上に向けてはこれまで実施

してきた成人式、はたちのつどいでの啓発活動、

選挙時の広報及び防災行政無線でのお知らせを

引き続き実施いたします。 

 選挙時には、今回と同様、各校の御理解と御

協力をいただきながらことし実施したような啓

発授業の実施をはじめとした、さまざまな活動

を進めてまいります。 

 社会人に向けては、市の商工観光課とも連携

を図り、企業への働きかけや、新しい勤労青少

年の集いなど、さまざまな機会を利用して、啓

発を行ってまいります。 

 このほか、小中及び高校生に対する明るい選

挙啓発ポスターコンクール、作品応募の呼びか

けや、児童会及び生徒会選挙の際に投票箱など

選挙物品を貸し出しすることにより、選挙につ

いての関心を高めてもらえるような取り組みも

強化していきたいと考えています。 

 いずれにしても若年層の投票率向上に向けて

は、地道は活動を続けていくことが必要と考え

ています。 

 これだけの取り組みを継続しながら、新たな

啓発活動も模索していくとともに、今後も明る

い選挙推進協議会をはじめとする関係機関と連

携を図りながら投票率の向上に向けて努力して

まいります。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後２時08分 休憩   

────────────────── 

   午後２時17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。 

 ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 
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○４番（瀧本孝一君）  市民クラブ所属の瀧本

孝一です。お疲れのところではありますが、も

う少し辛抱をお願いします。 

 事前通告に従い、今定例会の最終質問者とし

て、市長には行政組織再編の内容や方向性とあ

り方について、そして、ふるさと納税の取り組

みの推進、進捗状況や課題について、さらには

皇后陛下御歌碑建立計画の内容についてと題し

３つの項目を、教育長には障がい者に対する偏

見、差別解消と教育の重要性についての１項目

を今回は都合４つのテーマを一問一答形式で質

問をいたします。 

 質問に先立ち、先月30日岩手県を直撃した台

風10号に関し、発生以降迷走を続けて前例のな

いコースをたどり、観測史上はじめて東北地方

の太平洋岸に上陸して本県や北海道などに甚大

な被害をもたらしましたが、改めて自然の猛威

の前には人間は無力に近いことを認識させられ

ました。この場を借り私からも岩泉町や久慈市

をはじめ、不運にも亡くなられた方々の御冥福

をお祈り申し上げますとともに、被害に遭われ

た多くの皆様に心より御見舞いを申し上げます。 

 また、本市においても河川の氾濫や土砂崩

れ・道路の損壊など、土淵町地域をはじめとし

て多くの被害が発生しましたが、住宅等の床

上・床下浸水などで被災された市民の皆様に心

より御見舞いを申し上げます。そしてあの激し

い風雨や濁流の中、災害対応に当たられた市職

員・消防署員・消防団員、あるいは避難所開設

や避難者の支援対応などに当たられた地区セン

ターや福祉団体の職員など、多くの関係者の皆

様の献身的な御尽力に対し、重ねて敬意と感謝

を申し上げる次第です。御苦労さまでした。 

 きょうも北海道では50年に一度という記録的

な雨が降っているところもあるようで、被害を

これ以上拡大させないことを祈りながら、それ

では最初のテーマ、行政組織の再編の内容や方

向性とあり方についての質問に入ります。 

 現在、我が遠野市では、行政と関係機関団体

及び地域住民が一体的に取り組み、効率的で効

果的な遠野市ならではの新しい公共のスタイル

を構築することで、地域総合力を最大限に発揮

することを目的として、３つの視点と７つの実

行項目を柱に、地域経営改革の取り組みの具体

案の協議を進めている最中であると、先般の議

員全員協議会で説明がありました。 

 ３つの視点とは、１つ目に行政内部の体制と

業務の見直し、２つ目に第三セクター等の経営

体強化、３つ目に人づくりをベースとして、そ

の中にそれぞれ２ないし３つの計７つの実行項

目を掲げ、きのうの一般質問でもの浅沼幸雄議

員からは地域経営改革について、佐々木大三郎

議員からは第三セクター経営改革について質問

がなされ、議論が交わされたところであります。 

 今回私は、地域経営改革の中の一つ目の視点

である行政内部の体制と業務の見直しに関し、

特にも来年４月の新庁舎の完成に合わせ、行政

組織の再編・見直しが検討されているとのこと

であり、大規模な機構改革が予想されますので、

その中身や方向性について順次質問を進めてま

いります。 

 はじめに、自治体経営管理の中枢である行政

組織の再編・見直しは、時の情勢や課題対応へ

のマッチングのために必要な機構改革と認識を

いたしますが、地域経営改革の取り組みの中に

おいて、どのような意味と位置づけを持ち、ど

のような理念・方針を持って取り組むのかにつ

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）  瀧本孝一議員の一般質

問にお答えいたします。 

 私のほうには大綱別に見ますと３つ、地域経

営における行政改革のあるべき姿、方向性、さ

らにはふるさと納税への取り組み、皇后陛下の

御歌碑の建立のその一連の経過ということで、

３つの項目が示されました。一問一答方式であ

りますので、順次答弁してまいりたいというふ

うに思っております。 

 答弁に先立ちまして、今一般質問の中でも各

議員から、先般の８月30日の台風10号襲来に伴

う対応、さらには岩泉町、久慈市を中心とする
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県北沿岸地域のあの悲惨な状況、犠牲者まで出

たという大変な状況であるわけでありますけど

も、御見舞いと御冥福をという言葉がありまし

た。まさに人ごとではないという中におきまし

て、御冥福を、そしてまた御見舞いを申し上げ

たいと思っております。 

 先ほど、きょう午前中連絡が入りましたけど

も、遠野市からも保健師を岩泉町のほうに派遣

をするというそのような今体制で、もう既に準

備に入っておるということでございますので、

避難所、そういった中におけるお年寄りやら、

あるいは赤ちゃんを抱えたお母さん、健康管理

ということは極めて大事なわけでございますの

で、遠野市の保健師もその支援という中におき

まして、その中に参加するという方向でもう準

備が整ったということでございますので、こう

いったような既に緊急消防援助隊も既に活動し

ているわけでございますから、これからどのよ

うな状況になるかっていうことをよく見きわめ

ながら、お互い連携を取りながら遠野市として

の対応も最善を尽くしてまいりたいというふう

に考えていることも御報告も申し上げたいとい

うふうに思っている次第であります。 

 さて、この行政改革、見直しとそれからその

方向性ということであります。 

 この行政組織の再編、見直し、これも避けて

通れない大きな課題であります。２万8,000人

台まで人口が落ち込んでいる、その中において

小さな拠点という一つの集落を、昭和の村とい

う一つの定義であえて申し上げているわけでご

ざいますけども、これをコミュニティをしっか

りと守り安心安全を確保しながら、やはり遠野

に生まれ住んでよかったっていうそのような環

境をつくっていかなきゃなりません。そして人

口が減るということは職員も減るというそのよ

うなつながりの中で、我々はそういう状況に置

かれているわけでありますから、いかに効率よ

く、そしてまた市民にわかりやすい行政組織に

するかということは、これもう避けて通れない

大きな課題であるということで、今盛んに地域

経営会議という一つの場におきましてそのある

べき姿について議論をしておると、ただ議論す

るばっかりじゃない、関係機関という中でおき

まして、第三セクターなり、あるいは関係団体

といかに有機的連携を図るかということも一方

においては構築していかなきゃならない、全て

市役所があれもこれもそれもというわけにはい

かない、まさにお互い役割分担をしながらそれ

ぞれの独自性を発揮し、そしてまた主体性の中

で有機的連携を図っていくということが今求め

られて、いうところのネットワークであります。 

 これを踏まえながら、であれば、市役所の組

織をどうしたらいいかということにつきまして、

一方においては行政組織の見直し、どうあれば

いいか、窓口の一本化も含めて、これも議会で

もいろいろ交わされました。そういった窓口の

一本化、あるいはもう少し市民にわかりやすい、

そしてさらには本庁舎と市民センターと健康福

祉の里という一つの３大拠点の中でネットワー

クを構築するわけでございますから、その役割

分担もしっかりとしていかなきゃならないって

いうことになろうかと思っておりますので、そ

のような視点の中で今さまざまな議論を重ねて

いるということであります。 

 そしてまた一方、本庁舎の建設が着々と進ん

でおりますので、来年の遅くとも６月、7月に

は本庁舎が姿をあらわすということになるわけ

でありますから、そこにまた機能を再編しなけ

ればならない。それから再編しようっていって

もこれ間に合わないわけでありますから、まさ

にスピードとタイミングという話も交わされま

したけども、そのような意味におきましては、

この行政組織の見直しと再編を急がなければな

らない。そういった中で地域経営会議の中にお

きまして、いろんな多方面から議論を重ね、第

三セクターと関係機関団体連携懇談会の中にお

きましてもそれを重ね、そしてもう一方におい

て地域経営会議のほうには参与いう形で学識経

験者の方にも小野寺さんと吉野さんという２人

の進化まちづくり検証委員会にはずっとかかわ

ってきた岩手大学と県立大学の先生方にも入っ

ていただくようになっておりますのでそのよう
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な視点、さらにはさまざまな面では全員協議会

というような場を通じながらも、あるいは市政

調査会という場も通じながら、議員の皆様の意

見もきちんと聞きながら、そのようなことを丁

寧に行いながら、この12月市議会には一つの条

例といったものを位置づけなければなりません

ので、それにできれば間に合わせたいというよ

うな作業で今急いでる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）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  人口規模に合わせた職

員体制という中で進めているということであり

ますけども、まず現在かなり踏み込んで協議さ

れていると思われます。具体案の骨格は今市長

が申し上げましたけれども、本年11月の議員全

員協議会に地域経営改革の取り組み状況の報告

が示され、12月の定例議会で改正条例案の提案

がされるという予定のことと伺っております。

これまでにさまざまな協議がなされてきたと推

察をいたしますが、現段階における再編案の庁

内協議の推移や進捗状況をお示しできるんであ

ればお願いをいたします。 

○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）  この進捗状況につきま

しては、先ほどの質問の中でもちょっと触れさ

せて、答弁の中で触れさせていただいたという

ことになるわけでありますけども、この11月の

全員協議会、そして12月の定例市議会には一つ

ゴールをという一つの形で今作業を進めておる。

ただ、さまざまな形でやっぱり庁内にもいろん

な意見があります。これやっぱり丁寧にやはり

きちんと掘り起こしをしながら、特にもこれか

らの市役所を支える中堅職員、若手職員にこの

作業を通じて市政課題は何なのか、市役所職員

としてどういう義務と責務を負っているのかと

いうことをある意味によっては自覚もしてもら

わなきゃならない、もちろん自覚してますから

一生懸命頑張ってるということになるわけであ

りますけども、やはり時代が刻一刻変わってき

ております。そしてまたいろんな社会経済情勢

もそのとおり、まさに１日変われば世の中が変

わっているというまでは大げさでございますけ

ども、そのぐらいスピード感、スピードの中に

世の中が動いているということになるわけでご

ざいますので、全国のこの市町村も文字どおり

生き残りをかけてさまざまな角度からあるべき

姿というのを模索しているわけでありますから、

そのような情報もきちんと把握しながら遠野市

として望ましい姿をということをその中で見出

していきたい。 

 しかし、これは完全な組織というものの中に

持って行くことについては、やっぱりなかなか

難しい点はないだろうか。しかし、できるだけ

望ましい姿に近づくというそのような一つの意

味で取り組んでまいりたいというふうに思って

おりますので、これまた議員各位に答弁を通じ

てお願い申し上げますけども、さまざまな地域

住民の皆様の声、あるは市民の皆様の一つの率

直な声といったようなものも私どもに情報とし

て提示をしていただければ、それをきっちり踏

まえながら、それを踏まえた作業を進めてまい

りたいというふうに思っているところでござい

ますので、よろしくまた、これまたお願いを申

し上げたいと思っております。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  望ましい姿を目指して、

今庁内で盛んに協議が行われているということ

がわかりました。 

 私は思うには、現在の組織体制は、12部署や

行政委員会事務局と、46課での業務体制である

と認識をしておりますが、こらからの時代、人

口減少や限られた職員数の中で、定員のさらな

る削減・業務の見直し・スリム化など、多種多

様な要因から組織体制の縮小や統廃合などの予

想はされます。 

 再編後はどのような組織体制を目指そうとす

るのか、規模や中身も含めて示していただけれ

ばありがたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 
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   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  これも検討の中身とい

うことになり、まさに人口減少という一つの避

けて通れない課題の中で、この中でいろいろま

さに一つ市民の皆様が、あるいは議員各位の皆

様が、関係機関の団体のの皆様がということを

丁寧にフォローしていかなきゃなりませんけど

も、一方においては我々内部も自覚と認識のも

とにこれの作業に当たらなきゃならなという中

で、この４月から、具体的には５月からであり

ますけども、毎月行っている部課長研修のとき

に課長級のそれぞれの課が何を課題を抱えてい

るのか、その課題を抱えているのであれば課長

としてどうすればいいのかということを発表さ

せる、発表させたことについて聞いた部課長が

署名入りでコメントをすると、全部その感想と、

それは非常にいいことだ、これはやるべきだ、

これはどうもちょっと疑問があるというような

ことを10行ほどの中でコメントしていただくと

いうことを繰り返し繰り返し今行っております。

これが非常に貴重な情報であります。ああ、な

るほどと。こういう課長がこういうプレゼンを

したけども、受けとめた部課長はこのように受

けとめたっていうことがその中で読み取れる、

これもこの行政改革の再編、見直しの中に生か

していきたいというような作業も行っていると

いうことを申しまして、答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  方向性まではいきませ

んでしたけれども、今職員の中では活発な議論

が交わされているということであります。 

 次に、私は議選監査委員という立場をいただ

いている関係で、定期監査をはじめいろいろな

監査で職員と対面することも多くあります。ど

の職員も一生懸命業務に向き合い、市民のため

に尽力している姿には敬意を表したいと思いま

す。 

 しかし、そこで感じるのは農業・林業・畜産

業部門・土木建築部門など、いわゆる現場に出

て直接市民と向き合い、課題を解決しなければ

ならない現業部門といわれる職員の不足実態が

あるように思われますが、その認識と、組織再

編後、特に本市の基盤産業である農林畜産など

の現業部門への職員の配置対応や、それらへの

専門性を有するプロの職員の育成配置について

の見解を伺いたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  よくいう管理部門と現

業部門という一つの仕分けの中で我々の行政組

織が成り立っているわけでありますけども、特

にこの現業部門、ただいま御指摘のありました

とおり、この農業、林業、あるいは畜産、ある

いは土木、建設といった部分のこの状況に見ま

すと、いま農林畜産部、それから環境整備部職

員はそれぞれ18人とそれから49人ということに

なり、農林畜産部のほうは18人、それから環境

整備部のほうは建設課、都市計画課とあります。

これ49人と。そういう中で消防を除いた、消防

は今53名でありますから、消防を除いた全ての

部において、職員定員管理計画に基づいてこの

職員数を削減してきているという状況である。

これは一つの流れでありますから、人口が減る

とどうしてもその人件費という部分があります

し、その部分をきちんとバランスを通じてやっ

ていかなきゃならないということもありますの

で、かなり厳しく定数管理を行っている。 

 しかし、この共通優先課題として位置づけて

おりますこの総合計画、第二次総合計画、ある

いはまち・ひと・しごと総合戦略、遠野スタイ

ル創造・発展総合戦略といったような中に、こ

の産業振興とそれから雇用の確保、さらには雇

用産業振興と雇用確保につきましては、やはり

農業、林業、畜産といった部門をやはり体制を

強化しなきゃならない。さまざまな政策を進め

るためにはやっぱりマンパワーということにな

るわけでありますから、これを共通優先課題と

いうことに位置づけたんであれば、優先方針と

位置づけたんであればそこをどうするのかとい

うことと、もう一つは、やっぱりアウトソーシ

ングといったような一つの部分で、管理部門を
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スリム化できるんであれば管理部門をスリム化

するっていっても、これもまたいろんな意味に

おきましてコンピューター化と申しますか、そ

こに張りついてなければなかなか仕事がという

部分の一つの現状もあるわけでございます。な

かなか現場に出たいといっても、やっぱりそう

いうものがある。その辺のところをどのように

整理整頓するかっていうのもこれも一つの課題

でありますので、このアウトソーシングを一層

進めるという一つの方針、そしてまたこの事務

事業の、これもありきたりの言葉でありますけ

ど、スクラップアンドビルドということもまた

これをかなり大胆に切り込まなければならない

んじゃないのかな、もうそこのところをどのよ

うにそれを踏み込むかっていう部分も、地域経

営会議なり、あるいはさまざまなこのみずから

の事務事業に見直しをしスクラップする、再編

する、ビルドするというようなありきたりのと

いうよりも当たり前の作業をさらに加速させな

ければならないんじゃないのかなというように

思っております。もちろん職員の健康管理、体

調管理、こういったことも十分意を用いらなけ

ればなりません。かなりの部分で頑張っている

という部分で、一つの超過勤務のあり方の問題、

私もいろいろ報告は受けておりますけども、大

分サービス残業も多くなっているんではないの

かというようなこともちょっと心配もしており

ますけども、そういったことも踏まえながら懸

命に頑張っていると、特にも土、日も含めての

イベントも多いわけでありますから、そのよう

なことも含めると、その適正な規模と、そして

また、となれば今言ったとおりの部分の見直し

ということになれば、それこそスクラップアン

ドビルド、アウトソーシングといったような一

つのカタカナ語でありますけども、これをまた

きちんと進めるというのも非常に大事なこと、

それによって現場といったものに対する配置の

定数も見出すことができるんじゃないのかな、

そしてその中で見出さなきゃならない、大変だ

からふやせばいいってことにはなかなかならな

いと、一番いいのはふやせばいいわけでありま

すけども、しかしそのためにはなかなかこの遠

野市の置かれている状況の中にあっては、かな

り厳しいということを踏まえながら、みずから

の内部努力、自助努力をさらに重ねるというこ

とになるんじゃないかと思っております。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  アウトソーシングやス

クラップアンドビルドも含めて進めていくとい

うことでありますけれども、私はやっぱりある

程度は現業部門に遠野の基盤産業をしっかりと

守っていくのであれば、ある一定の人間を現業

部門に張りつかせ、課題対応に当たっていかな

ければますます一次産業などはすたれていくの

ではないかなというふうに感じておりますので、

ぜひその部分も考慮していただきたいと思いま

す。 

 次に、再編後の宮守総合支所の位置づけなど

についてお尋ねをいたします。 

 伝聞情報では現在の市民センターの所管から

総務部傘下の所管となり、地域振興課の存続は

不透明であると聞きます。もし地域振興課がな

くなるような事態になると、地域生活環境の整

備や住民要望等への即時対応・各種イベントへ

のかかわりなどの部分で、極めて対応が希薄に

なると予想され、地域の活性化には相反する事

態になることが予想されます。このことへの認

識と新しい地域づくり構想のもと、今年度から

新設された２つの新しい地区センターへの、早

急な常勤職員の配置や支援体制についてどのよ

うに考えているのかについてお尋ねをいたしま

す。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この行政組織の見直し、

再編という一つのプログラム、その中に宮守総

合支所の位置づけも当然、鱒沢に地区センター

を、達曽部に地区センターを、じゃあ宮守地区

センターの中で総合支所機能はという部分はあ

るわけでありますけども、宮守総合支所の機能

は、やっぱり核があってそれがサテライトにな
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ってネットワークになるという部分があれば、

宮守総合支所の機能はどのように残すかという

ことを検討しながら、機能として残しながらサ

テライトとしての宮守地区センター、そして鱒

沢地区センター、達曽部地区センターという中

で宮守町といったようなパワーときちんとその

中につっていくという一つの形になるんではな

いか、またそうしなければならないかというよ

うに考えております。 

 この９月11日には達曽部地区センターは一部

改装いたしましていよいよオープンします。私

はこれ議会前にオープンしたほうがいいんじゃ

ないかな、なんて話をしておったんです。そう

しますと、やっぱりいろいろ考えて、職員がい

ろいろ考えているんだなというふうに思ってわ

けでありますけども、敬老会の達曽部地区の敬

老会に合わせましょうと。ああ、そうか、なる

ほどと。一番不安を持っているのはお年寄りの

方々は不安もってあります。身近なところに身

近な拠点ができるという部分においては、敬老

会に集まった地域住民の方々にも、こういうよ

りどころが確保しましたよと、職員も配置いた

しましたよということをその場でアプローチす

るということは極めて大事なことでありますの

で、それはいいと、じゃあ９月11日にやろうと

いうことになっているとこでございますので、

そのこともお知らせ申し上げたいと思っており

ます。 

 鱒沢地区センターとしても、これは今総合支

所の中に事務所を置いてますけども、これもし

かるべき場所、あるいは利活用ということにな

るか、どのようなのがいいか、それまた位置づ

けたいと思ってますし、今敬老会がいろいろ行

われておりまして、特にこの宮守町というエリ

アでいいますと、ちょっとあれでございますけ

ども、上鱒沢から鱒沢３区、５区、そして柏木

平と、迷岡、下郷、粡町、岩根橋、鹿込、上宮

守、塚沢、達曽部という、達曽部も中沢回って

ていうような中で敬老会が非常に地域コミュニ

ティ単位で行ってますから私もできるだけ出席

いたしまして、そしてこの地区センターの総合

支所の役割、鱒沢と、達曽部のほうにも地区セ

ンターを設けたその一つの理由なども、挨拶を

兼ねながら敬老会に集まった皆様に直接お話を

してるということも含めて、この総合支所の機

能のあり方について答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  まず、おかげさまで私

が従来から申し上げてきた地区センターの設置

について、達曽部地区にも設置をしていただい

たと、そして鱒沢地区にも設置をしていただい

たということについては大変感謝を申し上げる

次第でございます。そして支所との機能の振り

わけといいますか、そういったことをきちっと

していただいて、さらに支所の機能が充実して

いただけるのであれば、そこを願うところであ

ります。 

 次に、具体的な事例で伺いますけれども、町

村規模の自治体では議会事務局・監査事務局の

職員が、併任・兼任の形を取って２つの部署を

１つの事務局として運営されていることが多い

ということは承知をしております。人口規模で

は２万人台に落ち込んだ本市でありますけれど

も、再編により町村のような形態の事務局体制

へのシフトをするのではないかと懸念をしてい

ますが、その方向性はいかがなものかお尋ねを

いたします。 

 万が一、事務局長が１人となった場合、決算

委員会での答弁対応と、同時進行の議長の補佐

のあり方はどのようなものになるのか。議会で

は議長出張の随行をはじめとして、委員会研

修・他自治体の視察対応や、監査では日常の監

査業務が年間120日に及ぶ各種監査の対応進行

など、併任・兼任ではこなし切れないと思われ

る業務内容と、もっとも基本である議会業務と

監査業務における、外部執行機関としての事務

局の独立性の認識について見解をお尋ねいたし

ます。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  独立性の認識というこ
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とでありますので、監査委員会と議会事務局の

それぞれの果たす役割とその独立性については

十分認識しておりますし、またそのような制度

の中で成り立っているということでありますの

で、その分を踏まえながら現在検討しておりま

す地域経営会議、あるいはこれは議会事務局で

ありますから議員各位の御意見も聞かなきゃな

らない、監査委員会でありますから代表監査委

員等の意見も聞かなきゃならない、監査委員の

皆さんの意見もちゃんと聞かなきゃならない、

そういうような手順を踏まえて一定の方向性を

その中で見出していく。ほかの自治体がその方

向に行ってるから、だから横並びでという考え

じゃなくして、やっぱりこれ丁寧な議論と検討

を加えて一つの結論を見出すということになろ

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）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  今の答弁を聞いて若干

安心はいたしました。 

 先ほどの答弁にちょっと触れた部分もありま

すが、次の質問ですけれども、取り組みの実行

項目の１つに、事務事業の見直しによる外部委

託、いわゆるアウトソーシングが盛り込まれて

おりますが、現時点におけるその考え方や方向

性、アウトソーシングに移行しようとする中身

などについて、具体的に検討されているものが

あればお答えをお願いをいたします。 

○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）  このアウトソーシング

の状況につきましては、今議会でも取り上げら

れておりますけども、この事務事業の見直し、

民間のノウハウといった中で役割分担をしてい

かなきゃならないという部分におきましては、

これはやはりある程度というよりも積極的に進

めるという時代背景にあるんではないかという

ふうに承知いたしております。規制緩和という

部分を、それからまたその中には立ちはだかる

制度の壁っていうのもあるわけでございますけ

ども、それはやっぱりある意味においては我々

市町村という現場の中にあっては、それを取り

払いながら有機的連携という部分になればアウ

トソーシングという一つの言葉がその中に出て

くるとなるわけでございますから、この一定の

このアウトソーシングの作業はやはり積極的に

進めてまいりたいと。ただ当市は相当量のこの

アウトソーシングは進めてきているんではない

のかなというふうにも承知いたしております。

それが本当に適正なアウトソーシングの中、住

民のいろいろな考え方があります。いろんな受

けとめ方もあるわけでございますから、ただ１

つの視点とすれば、公共施設管理における指定

管理者制度のさらなる拡大、市民課窓口のこの

機能の見直し、人材育成、きのうの小林議員の

質問の中にありましたけども、国際交流なりさ

まざま進める場合においては窓口がもっと、連

携交流という分野においては、こういったそれ

ぞれの窓口の一本化なりスリム化、あるいはス

ポーツ健康事業のさらなるアウトソーシングと

いったものも含めて進めていく。さらには地区

まちづくりといったようなものにおきましても、

どのような市、地区センターの運営などもＮＰ

Ｏとうまく組んでいるところもあるんです。そ

の辺も含めれば、ある意味そういったことも一

つ考えていかなきゃならないというようなこと

も一つ考えながら、これはかなり加速をし、ま

た若干スピードも上げて進めていかなきゃなら

ない大きな市政課題の一つと承知しております

のでよろしくお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  私も本市はアウトソー

シングといいますか、外部関係団体に対してあ

る一定の業務はお願いをしてきているのでない

かなというふうに思いまし、今後も職員定数の

関係でそれがもう少し進んでいることを、でき

ることはそういうふうな方向でやっていただい

て結構だというふうに認識をいたしております。 

 最初の項目の最後の質問となりますけれども、

住民があっての役所であります。ともすれば役
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所の組織体制や、部や課の呼称・名称がわかり

にくいという声を耳にすることもよくあります。 

 市民や来客に混乱を招かないためにも、業務

内容が的確にイメージされ、簡素でわかりやす

い体制構築はもちろんのこと、親しみが感じら

れ、機能的な中にもしっかりとした責任体制が

肝要であると思われます。 

 市民からの意見の聴取なども含め、周知や説

明など、広報サービスの充実に努める必要があ

ると思われますが、市民への対応をどのように

図るとしている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）  市民の皆様への周知、

あるいは混乱を招かないような中における一つ

の説明といったものについては、これは極めて

大事なことである。今御質問を聞きながら、き

のう佐々木大三郎議員と唐突だということと公

表ということにつきまして、いやそうじゃない

という話で私も答弁というか、中で物を申しま

したけども、やはりこのような唐突だ、あるい

は公表してないという部分の中で大きな誤解を

招き、また困難を招くわけでありますから、よ

り丁寧に、まさにくどいと言われても丁寧に、

聞いたと言われてまたという部分と中における

ほど繰り返し行っていかなければならないんじ

ゃないのかなと。だから私も自戒を込めてなん

ですけども、公表したと、ホームページに載せ

た、インターネットで公表したと、これは公表

したという一つの我々のアリバイになる。しか

し、それはそうじゃない、やっぱりもう少し丁

寧にということをきちんと意を用いて、周知及

び説明を行うように職員を指導してまいりたい

というように思っておりますので、よろしくお

願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  認識の違いができるだ

けないような方向で努めることが必要ではない

かなというふうに思います。 

 次の質問に移ります。２番目のテーマはふる

さと納税の取り組みの進捗状況や課題について

と題し、お尋ねをいたします。 

 先般の６月定例議会において、歳入歳出それ

ぞれ３億2,439万円の補正予算第１号が可決成

立いたしました。この中で歳入16款の寄附金が

個人から6,000万円、企業から1,000万円の計7,

000万円の予算を見込み、歳出においては個人

からの寄附金を２款総務費の財政管理費の中で、

ふるさと応援推進事業費に3,600万円、企業か

らの1,000万円は７款商工費の中の観光費で、

伝統かやぶき屋根再生事業費の約6,000万円の

うちの全額の1,000万円を充当し、いずれも新

規事業として提案の上可決をされました。 

 この補正予算は、ふるさと納税制度にそれま

で消極的、いや否定的だった本市の取り組み姿

勢を大きく転換する予算計上であり、大きな衝

撃と同時に、平成26年６月議会の一般質質問や

委員会の場で、事あるごとに自主財源の確保と

特産品・地場産品の消費拡大や地域活性化など、

この制度への取り組みを訴えてきた自分として

は、何を今さらという複雑な思いに駆られたの

も事実であります。 

 しかし、私は、決まった以上はこの事業を積

極的かつ大きな目標をもって推進してほしいと

いう願う立場から、あるいは、遠野というブラ

ンドを生かした特産品・地場産品の消費拡大や

一次から六次までの全ての産業の振興と地域活

性化などを願う立場から、そして、最終的には

厳しい財政状況の中で自主財源確保の一助につ

ながってほしいという立場から、この制度の取

り組みの成功を強く願うわけですが、６月議会

の予算委員会での質疑の場には市長が不在だっ

たということもあり、改めてこのふるさと納税

制度の取り組みに関し、方針転換に至った経緯

や進捗状況、課題等について市長の口から直接

見解を伺いたいと思います。 

 まず、消極的だったとしか思われないふるさ

と納税制度の取り組み姿勢の方針転換に至った

経緯と、過剰な返礼品は当然論外ではあります

が、物品、いうところの物での返礼品のあり方

なのに否定的だったこれまでの答弁に対する整
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合性と、市長がいつも言われるスピードとタイ

ミングの点からしてもおくれたとしか思えない

取り組み時期の妥当性についてお尋ねをいたし

ます。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  このふるさと納税につ

きましては、ただいま瀧本議員からこれまでの

経路の中で方針転換、衝撃という言葉まで出て、

このふるさと納税に対する取り組みにつきまし

て何か変わったのかというようなそのような認

識で、それこそ認識での御質問と承ったわけで

ありますけども、変わったわけではない。この

ふるさと納税というものに対しての一つの認識

は、余りにも過熱しているあの返礼品の取り扱

いに果たしていかがなものかっていう中に疑問

を呈しておったということなわけであります。

遠野市はそういった中に、今のただいまの御質

問に一つ上げてございますけども、これまで

で・くらす遠野というような組織も立ち上げな

がら本当にささやかなあれですけれども遠野で

すよと断りながらふるさと市民という一つの制

度の中で、貴重な、そういう寄附などもいただ

きながら、浄財を寄せながら進めてきた。あの

浄財を寄せられる１万円、あるいは２万円、３

万円って送ってくる方々は、ふるさと遠野を大

事にしてくださいと、何もお礼は要りませんか

ら、礼状も受けませんからと、それよりも生ま

れ育った遠野を大事にしてくださいとう添え書

きもあるんです。そのようなことを思って、そ

れがある意味においては消極的だという一つの

認識に持って行かれたかなというように思って

いるわけでありますけども、決してそうではな

い。そしてその中でこれまで寄せられたふるさ

と納税は489件、総額１億5,683万円という数字

になっております。それを年間平均で見ますと

61件、約2,000万円っていう実績もこのふるさ

と、この返礼品というような加熱した部分じゃ

くてもこのような実績を遠野市は持っていると

いうことを、ある意味においては私は秘かに誇

りにしたいわけであります。 

 そのような中で、この６月定例市議会でお願

いいたしましたのは、まち・ひと・しごととい

う地方創生という新たな制度ができて、企業版

ふるさと納税という仕組みもできてきたと、そ

してその中で、特にも企業版ふるさと納税とい

うのはこれすごく大きいわけです。そのような

新たな制度も出てきて、その厳しい行財政事情

をそういうような中から見出すということが地

方の活力だよということに記事になってきた。

ある程度の仕組みは出てきた。であれば、我々

もで・くらす遠野っていう一つの仕組みの中で

これまでやってきたと。じゃあそれを踏まえて、

それこそ冷静にこの部分にアプローチしていこ

うかということで、６月補正という中でお願い

をしたという状況でありますので、決してこの

大きく方針を変えたということは、瀧本議員か

らもこの部分についてはやってみてはどうかと

いう話をした。私も今までそのような答弁をし

てきたと。しかし、それはただいま申し上げた

ような認識と背景の中でやってきたと。しかし、

この数字的に見ても遠野市はこのような一つの

実績を持っている。大きく返礼品をどんどん過

度なものに持って行って、どんどん、これも宮

崎県の都城市だとか、岩手県では北上市である

とか非常にもうかなりやっております。北上の

髙橋市長からも聞きました。結構いい反応です

よという話はしておりましたけども、そこをも

っと我々は冷静に物を組み立てていこうという

ことで、６月の市議会にお願いをしたという背

景になるということであります。 

 そしてこの県内の状況を見ますと、本市を含

めて４つの自治体、八幡平、田野畑、九戸村で

ふるさと納税の返礼品を送っていない。こうい

う一つの冷静に取り組んでいるこういう等を見

ますと、この八幡平市にしても田野畑村にして、

あるいは九戸村にしても結構小っちゃいけど頑

張っているとこなんです。田野畑村とかこの九

戸村なども。そのようなところに私は一つのヒ

ントがあるんじゃないなと思ったりもしてるん

です。しかし、そればっかり待っているわけに

は、そればかりじゃない、六次産業という一つ
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の大きな切り口もやろうとしているんだ、そこ

でいろんな商品開発もしなきゃならないんだ、

そこでそれは返礼品というものにつながってく

るんだと、なれば手づくりの返礼品をという中

で、心のこもった返礼品ということになれば、

このふるさと納税がますます生きたものになっ

てくるんではないのかなというふうに思ってい

るところでございますので、どうにかいたしま

してこの基本的なスタンスを崩すことなく遠野

らしいふるさと納税の一つの仕組みをきちんと

つくっていきたいというように思っております

ので、御理解と御支援をいただければと申し上

げて答弁といたします。 

○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）  休憩前言に引き続き会

議を再開いたします。 

 ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  先ほどは市長から答弁

をいただきましたが、方針転換ではないという

ふうなお話で、私からしてみればちょうど企業

版ふるさと納税ができたということを機会にま

た取り組もうとしたのかなという思いですけれ

ども、また県内では返礼品を出していないとこ

ろもあるというお話でしたが、私は日本人の感

情からすれば、いただいたものに関しては多少

のお礼を返すのが普通の心情ではないかなとい

うふうにも思われますけれども、そこはそれと

して27年度決算における寄附金の総額は2,500

万円というふうに私は認識をしておりますが、

これまではで・くらす遠野市民制度があるから、

この制度で返礼品に頼らない寄附誘導をしたい

という旨の答弁があったと理解しておりますが、

ふるさと納税では寄附金額の50％相当額の品物

を寄附した人に返礼品として送るということで

あります。今までので・くらす遠野への寄附や

特典との関係や整合性についてどのように捉え

ているのかについてお尋ねをいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  これまでの答弁で申し

上げておきましたけども、で・くらす遠野市民

制度、これもまさに繰り返し繰り返し進めてき

ているわけでありますけども、この制度で2,44

6人の方、これは28年３月末現在ということに

なっておりますけども、そういう制度に延べ、

ただこれ延べ会員数、延べ会員数、１年ごとの

更新という仕組みになっておりますから、１年

ごとに更新して、いうところで実会員というこ

とになると、これが27年度中に新規または継続

登録した会員数は312人ということに今なって

いるという、そういう制度であるということで

あります。したがって、この部分をきちんと踏

まえながら、あるいは内容を分析しながら、こ

のふるさと納税っていう部分で、結構このふる

さと納税という部分の中で、いや、応援するよ

と、自分らもふるさと納税の中の仕組みの中で

応援するよという部分の方もかなりの数に上っ

ておりますから、先ほど方針転換ではない、今

までの一つの仕組みを、これ言葉は果たしてそ

れで受け入れてもらえるかどうかちょっとあれ

でございますけども、進化させるというそのよ

うな一つの捉え方で一つ受けとめてもらえばい

いかなというふうに思っております。 

 で・くらす遠野市民制度、それからさらには

この日本ふるさと遠野応援寄附金というような

ものと、で・くらす遠野市民制度といったもの

がそれぞれ同じ制度であると誤解されている部

分があるわけでございます。それはやっぱり整

理しなきゃならない、この際整理しなきゃなら

ない、そういったようなわかりやすくＰＲを努

める必要があるんじゃないかなと思っておりま

して、先ほどのちょっと答弁の中で申し上げよ

うかと思っておったんですけども、このふるさ

と納税の中でかつて２番ではだめですかという

話がよくありましたね。そのようなことがマス

コミが盛んに使ったという時期がありましたけ

ども、どうしても１番目だとか２番目だとか、

あるいは遠野が１番だとか、いや２番だと、い
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や出てみたら５番目だったという話よくあって、

何やってんだという話がよくあるわけでありま

すけども、実はこのふるさと納税制度によりま

して、寄附金総額が、この返礼品を送っている

自治体も含めて県内33自治体の中で26年度では

遠野市は第９位、そして27年度では17位という

一つの中にある。これは全然返礼品を送ってな

いという中でこのような位置をキープしている

っていう部分も、何だと、９位なのか、何17位

なのかっていう中で捉えるんじゃなくして、そ

こはまさに冷静に対応した結果でもこの数字だ。

だからそれをさらにとなれば、この個人版ふる

さと納税と企業版ふるさと納税をかみ合わせれ

ば、そして六次産業、あるいは新たな商品開発

っていうことを含めれば、まさに高価な返礼品

の競い合うという部分とはまた違った遠野とし

ての取り組みが可能ではないかということでの

挑戦であるということを、もう一度、ちょっと

くどくなりますけども申し上げたいというふう

に思っておりますし、今、で・くらす遠野市民

との関係でありましては、今のように、やっぱ

り新たに10月１日からこれをスタートさせるわ

けでありますから、こういった今の課題につき

ましては、やはりこれは一つ整理整頓もしてい

かなきゃならない一つの課題であるという認識

は持っているところであります。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  ふるさと応援制度とい

う応援の「応」が非常に難しい「應」を使って

いてその字についても議論したことを思い出さ

れますが、で・くらす遠野、その後はふるさと

応援制度、そして今度の度のふるさと納税とい

ろいろ制度をあるわけですけれども、その辺き

っちりと整理して進めていただきたいと思いま

す。 

 補正予算可決後、現段階におけるふるさと納

税制度の取り組みの進捗状況や、返礼品などを

提供していただく希望者を集めての説明会も開

催されたと認識をしておりますが、運営支援業

者の選定、参加希望者の意向・対応状況や返礼

品の供給体制の見通しと課題・問題点などの有

無についてお尋ねをいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この10月１日からス

タートという中で、６月定例市議会で審議をい

ただきスタートをさせているわけでありますけ

ども、ただいま御質問のありましたとおり、こ

の部分におきまして８月４日と８月18日の２回、

特産品等の出品希望者への説明会を２回にわた

って行っております。 

 この中ではおおむね30事業者80品目の返礼品

を用意することができるんではないかというよ

うな、そのような見込みをこの２回の説明会で

持つことができたという一つの報告も受けてい

るところでありますので、これも瀧本議員おわ

かりのことでありますけども、返礼品は寄附金

額のおおむね半額分を予定しているという一つ

の仕組みとしてございますから、この80品目、

30事業者、この方々とどのようにタックを組む

かというのが地域経済の活性化にもつながると

いう一つのこの制度の利点がそのように見出す

ことができるわけでございますので、この２回

の説明会でそのような感触を得ているという状

況であることを申し上げて答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  現在のところ30事業者

80品目のめどがついているというお話でござい

ました。 

 ふるさと納税制度には、個人が生まれ育った

ふるさとに恩返しの意味合いや、何らかの縁で

その自治体を応援したいという制度創設当初の

趣旨から、しかし実際にはそのほとんどが、自

治体の返礼品の魅力に釣られ、おいしい牛肉や

海産物が食べたいとか、気に入ったほしい品物

があるからなどの理由で、縁もゆかりにない自

治体に寄附がされている現状の個人版と、本年

度からは自治体の事業趣旨や取り組みに賛同し

て会社などから寄附を受ける企業版ふるさと納

税制度が創設されたと認識をしておりますが、
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その制度の違いや本市が取り組もうとする寄附

金の使い道について、その見解をお尋ねをいた

します。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この個人版と企業版と

いう一つの仕組みの中でこれが進まっていると

いうことで、これは違いが３つあるということ

で、１つは税法上の控除額の違い、１つ、それ

から返礼品の有無、有り無しが１つ、それから

国の認定の必要性といったものが求められてい

るということで３つあります。 

 個人版ふるさと納税は、2,000円を超える寄

附を行った場合、年収や家族構成に応じた上限

はあるものの、住民税のおおよそ２割を限度と

して住民税と所得税から税額控除されるという

仕組みであります。企業版ふるさと納税は、寄

附額の約６割が税金から引かれるという仕組み

として成り立っているということであります。 

 そしてこの返礼品については、個人版ふるさ

と納税では認められているが、企業版ふるさと

納税ではこれは認められていないと。そしてさ

らに企業版では寄附した事業者に対し公共工事

等で便宜を図ることのないよう一定の責任は課

せられていると、これも当たり前といえば当た

り前のことなわけでありますけども、そういう

ことになっていると。そしてこの企業版ふるさ

と納税に寄附のできる事業者は本市以外に本社

を置く事業者に限られており、寄附金を充当で

きる事業も国は認めたものに限定されると、や

っぱりかなりきちんと、そのように、やっぱり

これはこういうのって大事であります。やっぱ

りその辺が、特にも事業等に当たってはそうい

うことがということもこれも本当に大事なこと

でありますから、そういうようなきちんとした

ものが仕組みとしてあっての企業版ふるさと納

税であるということであります。 

 ただ、この企業版ふるさと納税は、８月２日

付で、さっき国が認めていることを言いました

けども、８月２日付で内閣総理大臣から遠野市

は認定されておりますので、これは東北では14

件、この中で企業版ふるさと納税で国から認定

されたのは、岩手県内では遠野市だけだという

ことにもなっておりますので、しかしそのよう

なことを含めてきちんとした対応を組んでいき

たい、中身をきちんと詰めていきたい、である

からこそきちんとした仕組みにしなければなら

ないという一つの新たな責任を負ってるという

ことになろうかと思っておりますので、そのよ

うな状況であるということであります。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  違いについてはある程

度理解できました。寄附をいただく企業と癒着

のないような関係でしっかりとしたこの事業推

進に賛同するという意味での寄附だと思われま

す。 

 私は、次に、使い道の一例を紹介したいと思

います。北海道上士幌町は帯広市の北側に位置

する、人口約4,900人、予算規模61億円ばかり

の小さな町であります。この町がこれまでふる

さと納税で10億円以上の寄附が集まりました。

その要因は十勝牛の牛肉に品数の多さに加え、

充実した地場産品の返礼品の種類の多さが魅力

であると言われております。そしてその集まっ

た寄附金は子育て、少子化対策事業への夢基金

として８億6,500万円余が積み立てられ、昨年

度は認定こども園保育料無料化や、こども園希

望の森づくり事業、小中学校パソコン整備事業、

子育て世代住宅支援事業、熱気球導入事業など、

夢基金の趣旨である子育て、少子化対策事業に

特化して使われ、29事業に２億2,900万円が充

当されています。市長にもぜひ一度上士幌町の

ふるさと納税サイトを閲覧していただきたいと

思います。 

 「子育てするなら遠野」を標榜する本市にお

いても、個人版寄附金をこのような特定の事業

に特化して有効に使用する道を模索する考えは

ないかをお尋ねいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいまの御質問の中



－ 107 － 

で北海道の自治体の事例が紹介されました。正

直4,500人、5,000人規模の、幾ら十勝牛という

一つのブランドがあったとしてもすごいお金を、

財源を確保したものだなというような一つの驚

きでもありますけども、やっぱりやればできる

んだなという部分もまた改めてこれも謙虚に素

直に受けとめなければならないかと思ってます

ので、早速サイトにアクセスいたしまして、状

況をきちんと把握しながら、これから遠野の取

り組みについても参考にしてまいりたいと思っ

ております。 

 この中で、使い道ということに特化した、そ

して有効にというようになれば、やはり子育て

するなら遠野という中でさまざまな取り組みな

きゃならない課題がいっぱいあります。それも

ちょっとした財源で環境づくりするということ

もできるわけでありますから、私は関係者にも

よく言ってるんですけども、幾ら一つの基金が

あったとしても、子育てでするんであれば、今

の子どもたちにそのお金を使わなくてどうする

んだという話をよく言うわけであります。留保

している、どうなるかわかんないって、その資

金を持っておっても動かさなかったならばその

子どもたちはどんどん大きくなっていくよ。そ

のうち子どもがいなくなるというようなそのよ

うな少子化っていう厳しい状況にあるんだよと。

であれば、その持っているお金を生かそうとい

う話をよく言うんですけども、なかなか制度と

いう中におきましてそういうわけにはいかない

といなれば、いかないっていうんじゃなくてそ

うしなければならないんだけども、このような

制度もそういった子育てというものに生かすと

いう方向に持って行くっていうことは、ある意

味によってはすごく、また寄附した方々もそれ

はすごく、ああ、そうなんだということになれ

ば喜んでもらえるんじゃないかなと思っており

ますから、北海道の事例なども参考にしながら

貴重な浄財をどのように生かすかっていうこと

については、まさに最近よく使っておりますけ

ども、謙虚に素直になれっていう言葉を使って

いるわけでありますけども、このような北海道

の事例もそういうようなスタンスの中で受けと

めながら対応してまいりたいと思っております。 

 なお、参考のために全国のふるさと納税総額

が、27年度発表されているわけでございますけ

ども、1,653億円に上ったということでありま

す。これが地方の自治体における地域経済の活

性化や自主財源の確保に大きな影響を及ぼした

というのは、先ほどの北海道の自治体の事例な

どもこの数字に入っているというふうに思って

ますけども、やっぱり大きいなというふうに思

っておりますから、そこをきちんとということ

をもう一度申し上げまして答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  ぜひ他の自治体も参考

にして取り組んでいただきたいと思います。 

 ふるさと納税も最後の質問ですが、一刻も早

くＷｅｂサイトを立ち上げて広く周知し、取り

組みを始める必要があると思われますが、あと

半年間で本年度の予算目標金額の達成は可能な

のでしょうか。次年度以降のふるさと納税のさ

らなる展開計画や目標値があったらお示しをお

願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）  ６月補正予算の中でこ

のような仕組みをして、８月には企業版ふるさ

の納税についても国の認定を受けたということ

で、それから先ほど申し上げましたとおり、説

明会を行いながら30事業、そして80品目といっ

たらもう少しは見えてきてと。その部分をふる

さと公社の中で一括しながらそれをコーディ

ネートするという仕組みの中で進めたいという

ふうに今は準備を進めているわけでありますけ

ども、この目標額は補正予算の第１号でも既に

示してますとおり、個人版については6,000万

円を目標としておる、それから企業版のほうに

ついては目標額を1,000万に置いてそれぞれ本

市ゆかりのある企業を中心に回っておるという

状況でありますので、何とかこの部分をそこに

目標達成ということにしながら次年度につない
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でいくというところで、誠心誠意取り組んでま

いりたいと思っておりますので、御支援とまた

御協力もいただければということを申し上げて

答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  ぜひ目標値をクリアし

て頑張っていただきたいと思います。 

 次は３つ目の質問に移ります。３つ目の質問

は、皇后陛下が詠まれた御歌の御歌碑建立計画

についてであります。冒頭が「ごかひ」と申し

上げたかもしれませんが、「みうたひ」という

ことなそうでございます。 

 先般、岩手国体の開会式に御出席されるため

天皇皇后両陛下が今月下旬に御来県されるとい

う記事が地元新聞に掲載されました。両陛下は

東日本大震災後の被災地や、厳しくつらい避難

生活を続ける被災者のために、御見舞いと元気

になってほしいというお心で、御高齢の身をお

して各地の避難所を回られる御行啓を続けてこ

られました。御多忙の中、宮守ホール、仮設住

宅希望の郷・絆、防災センターにもお立ち寄り

いただき、常に国民に寄り添い、国民とともに

歩まれようとする皇室の御姿を示されていたこ

とに、多くの市民はその思いをしっかりと受け

とめたのではないでしょうか。 

 遠野市は、沿岸被災地の後方支援拠点として

救援機関を多数受け入れ、市長を先頭に官民一

体となって支援を続けてきたわけですが、平成

25年７月に沿岸被災地を御訪問され、本市に立

ち寄られた際の印象を、皇后陛下が平成26年正

月の歌会始で「何処にか流れのあらむ尋ね来し

遠野静かに水の音する」とお詠みになられまし

た。 

 この皇后陛下が詠まれた御歌を、遠野の貴重

な財産として、御歌碑を建立する計画が静かに

進んでいるとのことですが、この際、広く市民

に知っていただくことも必要ではないかという

思いからお尋ねをいたします。 

 はじめに、御歌碑建立の目的・建立場所・時

期・予算等計画の内容や進捗状況についてお尋

ねをいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま天皇皇后両陛

下が東日本大震災の御見舞いと激励に本県を訪

れた際に、遠野の仮設住宅にもお立ち寄りにな

り、仮設住宅に避難されている避難の方々と直

接言葉を交わしながら激励をされたと。そして

また遠野の後方支援の活動についても非常に丁

寧にお聞き取りをいただく場もいただきまして、

私も両陛下に対しまして市長の立場で遠野市民

がどのようにこの東日本大震災に向き合ったか

ということをお話しする機会もいただきました。 

 また議長共々御出迎えっていうその名誉を賜

ったわけであります。 

 特にもこの東日本大震災で遠野市民が取り組

んださまざまな一つの取り組みにつきまして、

本当に丁寧に時間をオーバーしてお聞き取りを

いただき、私も受け答えをしながら大幅に時間

延長をしたという部分についてという部分があ

ったときに、同席されておった関係者の皆様か

ら両陛下は大変お喜びになりましたよという話

を聞いて、大幅に時間延長したことに対しての

一つのそのような一つの御心遣いといったもの

に対しまして、大変感激したということを覚え

ておるわけでありますけども、その皇后さまが

ただいま御紹介ありましたとおり、「何処にか

流れのあらむ尋ね来し遠野静かに水の音する」

とう御歌をお詠みになり、それが宮内庁から正

式に発表されたと、その御歌の演題は「遠野」

という一つの二文字だったわけであります。そ

のようなことを踏まえまして、遠野のまちづく

り、地域づくりという中において、この自然・

歴史・文化・風土といったものを大切にしてく

ださいというメッセージが私がその中にあった

んではないのかなと。そしてまた後方支援とい

う一つの活動の中に遠野市民は心を一つにして

向き合ったということに対する一つの思いと一

つの感謝の気持ちを私はその中にあったんでは

ないかなというふうに、新聞報道を見たとき驚

いたわけでありますけども、そういたことを受
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けまして、先般、発起委員会が立ち上がって、

今瀧本議員から御指摘がありましたとおり、こ

の御歌を後世に、遠野の一つの大きな財産とし

て残すべきではないとかというような市民の皆

様の組織が立ち上がりました。その中で発起人

委員会が組織され、あわせて実行委員会も組織

されて活動を始めているという状況にあります。 

 したがって、今後、これの場所、あるいはい

つまで、それからどれぐらいの事業費がかかる

かっていうことにつきましては、発起人の皆様

と実行委員会の皆様が協議をして進めるという

ことになるわけでございますし、その場合に発

起人の皆様からお聞きしているのは、やはり市

民の皆様の総意をその中に集めようというその

ような仕組みを持って行きたいということであ

りますから、市の立場といたしましては、その

作業を順調にとするようにサポートしていきた

い、そのような形でフォローしていきたいとい

うふうに考えているところでありますので、こ

の発起人会、あるいはこの実行委員会の皆様の

さまざまな自主的な、そしてかつ主体的な、新

たなこの御歌に込められた思いを次の世代にき

ちんと伝えていくという部分を、行政の立場と

しましてはきちんとその部分をフォローするよ

うな一つの体制を、市役所の総務部総務課のほ

うにきちんと位置づけまして連携を取るように

と、発起人の皆様と、あるいは実行委員会の皆

様ときちっと連携を取るようにという中で、市

役所の内部の中においては確認し合っていると

ころでございますので、その方向でひとつ持っ

て行きたいと思っております。 

 さらには、ただいま御質問のありましたとお

り、この10月岩手国体に既に両陛下も遠野にお

立ち寄りになると、これはお泊りじゃなくてお

立ち寄りになるというような御行啓の日程も組

まれておりますし、さらには皇族の皆様も手分

けして東日本大震災の被災地のほうを回られる。

またこの今度の台風10号のことがありますから、

その日程は、あるいはコースが変わるかもしれ

ませんけども、いずれお立ち寄りになるという

こともありますので、市民の皆様のそういった

ような取り組みについても、機会があれば両陛

下のほうにも直接お伝えする機会もあればなと

いうことも願いながら、発起人委員会と実行委

員会の皆様の動きをフォローしてまいりたいと

いうふうに考えているところであります。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  発起人委員会、実行委

員会が立ち上がって市はそのサポートをすると

いうお話の答弁でございました。 

 次の質問に、本市のかかわり度合いというこ

とをお尋ねしようと思ったんですが、今の市町

の質問で答弁等になったようでございますけれ

ども、一つだけ確認をいたしますが、この御歌

の建立計画を市民へもっと周知するためにはど

のような方策をするかということと、例えば浄

財、協賛金などの募金等の市民への協力がある

のかということについてお尋ねをいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  やはり発起人委員会が

立ち上がった、実行委員会が立ち上がった、だ

からもう進むんだじゃなくて、多くの市民の皆

様にそれをやっぱりきちんと周知をする、そこ

でどれがどのように事業費になってどこにどう

いうふう場所になるかということは、もちろん

いろんな面から角度から検討していかなきゃな

りませんので、さまざまな検討しなければなら

ない項目もある、それが発起人会の皆様と実行

委員会の皆様でもう少し見えてくると思います

ので、見えてきたという段階で市の広報、ある

いは遠野テレビというネットワーク、さらには

さまざまな一つの、文字どおりこの地区セン

ターのネットワークも機能させながら、市民周

知といったものを丁寧に、そしてまた慎重に取

り扱う課題ではないかなと思っておりますので、

その辺は、いうところのこれははしゃぎ過ぎる

ようなものがあったんでは大変失礼なことにな

るわけでございますから、慎重にきちんと、市

の立場としても連携を図りながら市民周知とい

ったものに意を用いてまいりたいというふうに
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考えているところであります。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  わかりました。この事

業が静かにそして厳かに進行することを願って、

最後４つ目のテーマは、教育長に障がい者に対

する偏見・差別解消、教育の重要性についてと

題し、最後の質問となります。最後は明るく楽

しい話題の質問で締めくくればいいのですが、

その逆の中身となることを御容赦願います。 

 ７月下旬、神奈川県の相模原市内の障がい者

入所施設で、１人の元職員による狂気に駆られ、

言葉で言いあらわせないほどの想像を絶する殺

人傷害事件が発生し、19人の方がお亡くなりに

なられ、26人の方が命だけは何とか取りとめら

れけがをされた衝撃の事件は記憶に新しいとこ

ろであります。 

 犯人は26歳のこの施設の元職員で、裕福な家

庭に育ち、大学在学中は父親と同じ教師を目指

していたらしく、教員実習では人気者で近所で

も評判も悪くはなかったらしいですが、その人

が自分では身動きの取れない人、手を差し伸べ

なければならない弱い人に対し、人を人とも思

わないような恐ろしい差別思想を持ち、何が彼

を犯罪史上例のないような、大量殺戮事件へと

向かわせたのでしょうか。 

 先日も埼玉県東松山市での集団リンチ事件に

よる殺人、青森県藤崎町の中学２年の女子生徒

が、いじめを受けてスマートフォンに遺書を残

して列車へ投身自殺した事件など、痛ましい報

道も続きました。これらに鑑み、教育に携わる

トップの見解をお伺いいたします。 

 本市においても、家族や施設の職員に支えら

れ、体の不自由な方々が暮らしている障がい者

入所施設が運営されている中で、相模原の事件

に対する教育長の捉え方や心情についてお尋ね

をいたします。 

○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）  この事例に関するニ

ュースや新聞の報道では、障がい者が社会にと

って必要のない存在であるといった強い偏見や

差別が要因と伝えられています。障がいを抱え

ながら毎日を懸命に生きている方々を標的にし

た許されざる行為であると強い憤りを感じてお

ります。 

 遠野市内にも複数の障がい者施設があります。

入所されている方々及びその御家族は、この事

件のことを知ったときに大変な衝撃を受けると

ともに、どれほど心を痛め憤りを感じたかしれ

ません。 

 事件の発生を受けて、翌日には全国手をつな

ぐ育成連合会では声明文を出していますので、

その一部を紹介いたします。「もし誰かが『障

がい者はいなくなればいい』なんて言っても、

私たち家族は全力でみなさんのことを守ります。

ですから、安心して堂々と生きてください」。

この声明では家族となっていますが、障がい者

の家族だけではなく地域を挙げてさまざまな障

がいを抱える方々を守り支えていくことが大切

であると思います。 

○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）  私の身内にも障がいを

抱えて生きている人がおります。本当にこの事

件には私も衝撃を受けて悲しい思いをいたしま

した。 

 次に、昨日の小林立栄議員の心のバリアフ

リー教育についての質問にも関連いたしますけ

れども、障がい者の方への偏見・差別の解消と、

一人ひとりの個性や命を尊重する学校教育、社

会教育の重要性についてお尋ねをいたします。 

○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）  平成28年４月に障が

いを理由とする差別の解消の推進に関する法律、

通称障害者差別解消法が施行されています。こ

の法律は、障がいのある人もない人も互いにそ

の人らしさを認め合いながら共に生きる社会を

つくることを目指すものです。 

 きのう小林立栄議員にもお答えしたところで

すが、障がい者への偏見や差別の解消など、心
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のバリアフリーを広く浸透させるには子どもの

ころから学校教育の中で取り組んでいく必要が

あると考えています。 

 学校では主に道徳の授業を通じて一人ひとり

が命の大切さを認識し、差別や偏見を抱くこと

なく思いやりのある心とそれを実践できる力を

育んでいます。命の尊さや思いやり、差別や偏

見を持たないことについては、小学校１年生か

ら中学校まで系統的に学んでいます。この道徳

については、現在の学習指導要領でも重視され

ており、平成30年度から小学校で、平成31年度

から中学校で特別な教科、道徳として位置づけ

られていることから、ますますその重要性が高

まってきています。 

 道徳教育は、道徳の時間だけで行われるもの

ではなく、全ての教育活動の中で行われなくて

はならないものです。教育委員会としては市内

の小中学校の教員がそのことを十分に意識し、

日々の生活のさまざまな場面でも道徳性の育成

を目指して取り組めるよう指導の充実を図って

まいります。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  あしたという日が突然

消えたり一変してしまうことを台風10号は残し

ていきました。あしたという日が普通にやって

きて、安心して生活ができる日常に感謝し、収

穫の秋に向かって穏やかな日々のもとで、本市

での少年サッカー大会をはじめ、県内各地で実

施される国体競技が成功することを願い、以上

で質問を終わります。 

○議長（新田勝見君）  これにて一般質問を終

了いたします。 

────────────────── 

   休会の議決   

 お諮りいたします。９月７日から14日までの

８日間は、委員会審査のため休会いたしたいと

思います。これに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新田勝見君）  御異議なしと認めます。 

 よって、９月７日から14日までの８日間は、

休会することに決しました。 

────────────────── 

   散  会   

○議長（新田勝見君）  以上で、本日の日程は

全部終了いたしました。 

 なお、明日は決算審査特別委員会ですが、10

月に開催される希望郷岩手国体の市民への周知

と全国から来遠される大会関係者をお迎えする

機運の醸成のため、議員、当局ともポロシャツ

を着用の上、出席願います。 

 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47分 散会   
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