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   午前10時00分 開議   

○議長（新田勝見君）  おはようございます。

これより本日の会議を開きます。 

────────────────── 

   日程第１ 一般質問   

○議長（新田勝見君）  これより本日の議事日

程に入ります。 

 日程第１、一般質問を行います。順次質問を

許します。８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  おはようございます。

市民クラブの菊池巳喜男でございます。通告に

従い、一問一答方式で一般質問を進めてまいり

ます。 
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 今年も師走を迎え、広報とおのでは、年末恒

例の遠野の10大ニュースを大募集している記事

を見受けました。 

 商品には、ＴＫプロジェクトの実行委員会提

供の「とれたてホップ生」など合計50人に豪華

な商品がめじろ押しとなっているようです。詳

しくは広報とおのを見ていただければと思いま

す。 

 ところで、今年のニュースは、何といっても

46年ぶりに開催されました「希望郷いわて国

体」ではないでしょうか。スポーツが生み出す

感動を広く県民に、そして、遠野市民の心を揺

さぶり、熱狂させていただきました。 

 選手の皆様、そして、国体開催に御尽力いた

だいた関係者の御労苦に感謝を申し上げ、今後

の御活躍に御祈念を申し上げるところでござい

ます。 

 また、全国高校サッカー選手権岩手県大会で

は、遠野高校サッカー部が見事優勝し、来年１

月２日の午後２時10分から四国愛媛県代表の松

山北高校と初戦を迎えることになりました。 

 県大会４連覇の中で、伝統ある遠野高校の底

力を発揮し、初戦を突破して、市民に元気と感

動を与えてほしいものです。御活躍をお祈り申

し上げます。 

 では、この辺にいたしまして、最初の質問で

ある、これからの地区センターの責務と財政に

ついてなど３項目について、順次、市長に質問

を進めてまいります。 

 人口減少、少子高齢化の中で、各町単位の地

域づくりの取り組みがこれからは重要な一歩と

なるのではないかと感じております。 

 その中で、まちづくり実践ワークショップが

私の地元である小友地区センターで、「小友の

夢がたり」と題して先ごろ開催されました。 

 会のはじめに、岩手大学農学部の広田教授か

ら将来の小友の人口予測と、これははじめてじ

ゃなかったので、前回を振り返りながら感想が

話されました。 

 ワークショップで抜粋したカードから、わく

わくする、よい地域にしていけそう、小友の発

見ができた、時間が足りないくらい、たくさん

のアイデアが出たなど話されたものでした。そ

の後、早速、ワークショップに入りました。 

 この会には、町内の区長から若者まで多種多

様の町民が集い、地域の子どもが大人になり、

地域で家庭を持つ、そのようになる将来に、小

友がどんな地域になってほしいか。夢を語り合

う、そのために何をすればよいか、何をしたい

か。アイデアを出し合うとの目的に沿って少人

数の班をつくり、出席者一人ひとりがカードに

自分の意見を書き、出し合いながら、最後に、

その班でまとめて発表するというものでござい

ました。これから25年後、小友の人口は約半分

に予測される中、特にも若者の意見は、夢のあ

る発想に満ちたものでありました。 

 このワークショップは、地域のコミュニテ

ィーそのものと感じとられました。地域をいか

に活性していくかに通じるものであり、その中

心には、それぞれの地域住民が生活を営み、小

友地区は地区センターを核として動く形態が想

像できたところでもありました。 

 ところで、広く日本各地の取り組みを見ると、

いわゆる限界集落のような厳しい状況にありな

がら、行政からの補助金に頼らず、住民参加に

よる地道な取り組みによって活性化に成功して

いる鹿児島県の鹿屋市柳谷集落の通称「やねだ

ん」や、日本の村で一番人口の多い沖縄県読谷

村の結まーる福祉共生事業が全国の注目を集め

ております。 

 これらの例から、これからの地区センターを

中心とした拠点づくりの重要性について質問を

進めてまいります。 

 御存じのとおり、市内では11の地区センター

が現在ありますが、先ほど話したまちづくり実

践ワークショップのように開催している地区セ

ンターは、小友の以外には上郷と松崎の地区セ

ンターで行っていると把握しておりますが、こ

のように遠野市内の各地域づくりの現状ってい

うんですが、どうなっているものなのか、現状

をまず最初にお伺いいたします。 

○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）  菊池巳喜男議員の一般

質問にお答えいたします。 

 一問一答方式ということでの質問であります

ので、順次お答えをしてまいりますけれども、

質問の冒頭、明るいニュースがという中で、２

つほどの事例の中で紹介がありました。平成28

年も残り１カ月を切ったという中にございまし

て、台風10号の災害もあったものの、国体ある

いはサッカーの全国大会の４連覇といったよう

な中、さらには、小さな集落第９分団第２部上

宮守地区の消防団の方々がポンプ操法で全国大

会に遠野としては初という中で駒を進め、堂々

５位の入賞を果たしたというのも、これまた、

まさに今の御質問にあり、この地区のあり方、

地域のあり方、コミュニティーのあり方、それ

に大きな一石を投じたというように思っており

まして、そのような若い方々の動きが随所に出

てきているということにつきましては、私もこ

の手応えを感じているということも申し上げて

おきたいと思っております。 

 そのような地域でのいろんな活動が自主的に

行われていることは、まさに限界集落何するも

のぞというような、そのような気合の中で市民

の皆さんが取り組んでいるのではないのかなと

いうふうに思っておりまして、これまた手応え

と心強さを感じているということ申し上げたい

と思っております。 

 ただいま、この地区センターの中で小友町地

区のさまざまな取り組み、岩手大学の広田教授

の御指導のもとに、まさに25年後のあれをいろ

いろワークショップの中でわくわくする、その

ような手応えを感じたということもありました。 

 そういった中におきまして、この地区セン

ターの現状はどうなっているだろうかというこ

とでございますので、現状でありますから、市

民センター所長のほうからも答弁というように

も思ったわけでありますけれども、この地域の

コミュニティーという分につきましては、私も

この７月からそれぞれの自治会、行政区単位で

市長と語ろう会を行っているという中にござい

ます。 

 そういった中にございまして、ただいま菊池

巳喜男議員がお話ありまして、質問の中にお話

ありましたとおり、地域の皆様のまさに今だか

らこそ考えるんだと。ある団塊の世代の方が発

言いたしました。今我々はまだ考えることがで

きるんだと。また、動くことができるんだと。

だからこそ、今だからこそ、地域のあり方を変

えようじゃないかというような、そのような呼

びかけを語ろう会の際に発言していただきまし

て、本当に力強いものを感じたというのも今の

菊池巳喜男議員の小友の動きなどともまさに連

動する一つの市民の皆様の動きではないだろう

かと。今だからこそ考えるんだという中で、そ

して、また今だからこそやるんだという部分の、

そのような気持ちが、気持ちていうよりも市民

の皆様の動きが随所に出てきているということ

は、これはしっかりと受けとめなければならな

いというふうに思っているわけであります。 

 そのような中で、この11の地区センター、そ

の中で地域づくりといったようなものの中で取

り組むという中で、いろんな事例が御質問の中

にありましたけれども、この宮守地区センター

と上郷地区センターにこの11月保健師を試行と

いうことになりますけれども、配置をしたと。

そしてまさに地域づくり、そして、人づくり、

さらには、この介護予防も含め健康寿命の延伸

といったようなものをもう少し地域みずから、

地域の中で生み出そうという中における、この

健康づくりというキーワードの中で一つ形にし

たということにあるわけであります。 

 また、それぞれの取り組みの中におきまして

も、11の地区センターの中におきまして、それ

ぞれこの地域づくりビジョンと申しますか、ま

ちづくり計画を立てようという動きが出てきて

おりまして、この部分でもただいま申し上げま

したような小友の動きなどもそれに即応した、

この地区まちづくり計画がこれがワークショッ

プ等を通じながら開催されている、そういうふ

うな部分が一つひとつ形になっていくんじゃな

いのかなというふうに思っております。 
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 そういった中で、それこそ先ほど申し上げま

した、繰り返しになりますけれども、今だから

こそ考えるんだと。そして、今だからこそやる

んだと。みんなで考えようというような動きが

このように地区11地区で、この市長と語ろう会

の部分もあえて、あえてこれはきのうの答弁の

中で申し上げてますとおり、あえて私と地区セ

ンターの３人、所長以下３人と地域住民の方々

と向き合っているという部分は、やっぱり地区

センターに一定の求心力と、また、存在感をさ

らにきちんと示すと、市民の皆様に示すという

ことが最も大事じゃないのかなという中で、地

区センターの３人と私とで自治会、行政区単位

で向き合いながら、まさに今だからこそ考える、

今だからこそやるという、そのような一つの機

運の情勢を図って、11地区センターが、それぞ

れ地域の実情に応じて、あるいは特性に応じて

動けるような、そのような環境づくりといった

ものにさらに努力を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）  ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  それぞれの特性に応

じてやっていくんだということのようでござい

ます。 

 市長と語ろう会、私もちょっと参加をさせて

いただきましたけれども、まさに地区センター

の求心力と存在力を求められているんだなとい

うふうに感じました。 

 それで、これは皆さん既に御存じのとおりで

ございますけれども、昭和46年から市民セン

ター構想のもと、地域づくりと社会教育とが連

携し、行政運営を行い、各地区センターを設置

してきております。 

 近年の過疎化に伴う人口減少、少子高齢化の

進行の中で地域の運営を行ってまいりました。

そして、今後、遠野市といたしましては、一層

の効率的な行政運営が求められると考えますが、

市民センターと地区センターのこれからの運営

や課題をどう捉えているのか。例えば、地区住

民による自治、自主活動にゆだねていくという

考えもあるものなのかを次に伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま地域の11地区

の一つの中における地区センターの位置づけと、

そこをもう少しきちんと存在感と求心力を持た

せながらまちづくり計画もそれぞれ策定をしな

がらというようなお話を申し上げました。 

 ２つ目の質問として、市民センターとこの地

区センターのこの役割と課題はどのような状況

になっているだろうかという、そんなお話であ

りました。 

 この分につきましては、市民センターの所長

のところでその部分をいろいろ４月以降の動き

を対応しながら、いろいろ論点を整理しており

ますので、担当の市民センター所長のほうから

役割と、それこそ現状と課題という部分につき

まして御答弁を申し上げますので、よろしくお

願いをいたします。 

○議長（新田勝見君）  市民センター所長。 

   〔市民センター所長兼地域づくり担当部

長兼国体開催推進室長兼宮守総合支所

長鈴木惣喜君登壇〕 

○市民センター所長兼地域づくり担当部長兼国

体開催推進室長兼宮守総合支所長（鈴木惣喜

君）  命によりまして御答弁申し上げます。 

 今後の地域づくりの取り組みを進める上で必

要なことは、地域運営組織の強化と地域課題を

解決するための新たな事業の創出と、それに伴

う既存事業の見直しであると捉えております。 

 地区センターは、行政機関から住民支援に軸

足を置く機関にシフトし、これまで以上に地域

活動のサポート役に徹し、市民センターは地区

センターを包括的にサポートしていく役割にさ

らに注力していきたいと考えております。 

 地域づくりの課題は、住民自治を推進するた

めの地域運営体制をいかにスムーズに再構築し

ていくかであります。現在の地域づくり連絡協

議会の組織強化に加え、さまざまな事業を自主

運営する実動部隊を組織化していく必要がある

と考えております。 
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 また、持続可能な事業展開の構築が重要と考

え、有償ボランティアの仕組みや受益者負担等

の事業収益を得ながらの事業の組み立てを考え

ていかなければならないというふうに思ってお

ります。それに伴い現在の事業の廃止統合等の

見直しも必要と考えております。 

 地区センター及び市民センターの課題として

は、当面は先進事例からより多くの事業の仕組

みを学び、より多くの地区住民が参画できる話

し合いの場を設定していくことにより、市民協

働の地域づくりを進めてまいりたいというふう

に思っております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  今、市民センター所

長からいろいろ地区センター、市民センターの

あり方が話されました。 

 先ほど私も質問の中でちょっと鹿児島県の鹿

屋市の関係をお話いたしました。私もまだそこ

に行ったことがないので、ぜひ機会があれば行

きたいなと思っておりますが、どういうものか

ということを若干私も調べてきましたので、行

ったことのない人が言うのもなんですが、ちょ

っと紹介させていただきます。 

 ここにある集落は、300人ぐらいを住む集落

というようなことで、鹿児島ですので、サツマ

イモをその自治会でつくって焼酎とかいろいろ

なものを加工品をつくって販売して、集落独自

の財源を築いたというところのようでございま

して、何か話によると、全世帯122世帯のよう

ですけれども、ボーナスもその販売した集落の

財源の中から各世帯に出したというようなこと

で、紙上に記事が自分たちでやっているという

ようなところで何か公民館を中心といたしまし

た活動がすばらしいというようなことで出てお

ります。 

 それから、沖縄県の読谷村の結まーる福祉共

生事業ということでございますけれども、先ほ

ど来から言っている福祉活動をきちんといたし

まして、高齢者や身障者を対象とした公民館を

拠点とした触れ合い事業を行っているというこ

とでございまして、福祉の向上、啓蒙、啓発活

動を積極的に行っている地域だというようなこ

とのようでございます。沖縄のほうにも行って

みたいものだなと思っているところでもありま

す。 

 このような形で、来年度、平成29年度の新年

度に向いまして、各地区センターをどのように

構築していくのかというようなことで、ちょっ

と大げさになりますが、その先ほど来から、求

心力とか、そういうお話をしていただいており

ますけれども、責務と、そういう財源というん

ですか、財政をどのように、その辺を含めなが

ら考えているのか、お聞きいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この地区センターのあ

り方、地域の一つの活性化と。特にもうこの限

界集落であるとか、消滅集落という言葉まで飛

び交ったという中で、この台風10号の一つの教

訓としても、大きくこのコミュニティーをいか

にきちんと維持するかということが安心・安全

な地域社会につながるのかということが、そこ

まで大きな課題を浮き彫りにしたのが先般の台

風10号でもあったわけであります。 

 そういった点では、この11地区をいかに小さ

な集落を、小さな拠点を外のネットワークと構

築するという部分につきましては、総論的なこ

とは第１問目でお答えいたしました。 

 ひとつの２問目として、市民センターと、そ

して地区センターのあり方という中で論点２つ

あるという中で、市民センター所長のほうから

も御答弁申し上げました。 

 そういったであれば、29年度に向けて読谷村

の例など、そのような形で今御質問あったわけ

でありますけれども、ただ、まちづくり計画を

立てればそれでいいって。ワークショップをし

たからわくわくすれば、それでいい。やっぱり

形にしていかなきゃならない、あるいは一つひ

とつの仕組みにしていかなきゃならない、ある

いは、システムとして持っていかなきゃならな
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いとなれば、やっぱりそこには、責任と権限と

財源という問題が出てくるということは、これ

はおのずと明らかなわけであります。 

 したがいまして、今、29年度に向けまして、

この地区センターに収益事業とか、いろんな手

法もあります。あるいは、まさにＮＰＯという

ような方式の中で将来を持っていくという、そ

のような方法もあります。いろんな手法あると

思います。しかし、そのためには、しっかりと

した、いわゆる足元をきちんとしなきゃならな

い。足場を築かなきゃならない。ここ一、二年

は、あるいは３年ぐらいは、地区センターがき

ちんと機能するためには、やっぱり１年、２年

というような、そのような一つの中で足場が築

かれていくんじゃないのかなというふうに思っ

ておりますので、今この１年目が勝負でありま

す。 

 じゃ２年目ていうふうになれば、今盛んに財

政当局にも指示しておりますし、また、市民セ

ンターのほうにもその旨検討するようにという

ことを言っておりますけれども、まさにどうす

れば自主的な財源が確保できるのかという一方、

もう少し行政として後押しをする。その部分に

おいて何らかの形での財源を新たな財源を見つ

けるということは、極めて今やりくりの面にお

いても極めて難しいというよりも厳しい状況で

あります。しかし、それは、市長の判断であり、

市の行政としてそれをやるんであれば、思い切

ってどこかから財源を持ってきて、市民地区セ

ンターに向けるという方法もあるかと思います

けれども、まずそれをする前に、ちょっとやり

くりしながら、従来的な手法でありますけれど

も、スクラップ・アンド・ビルドという中で、

財源の再配分という中で、地区センターが少し

でも自主的に動けるような、そのような財源の

確保と、その配分の仕組みを検討するようにと

いう中における指示も行っているところであり

まして、財政当局と市民センターのほうと地区

センターの所長等とのいろんな連携の中で、さ

まざま今協議中でありますので、29年度の当初

予算に何らかの形でそれを数字として、という

よりも予算として計上できるように頑張ってみ

たいというように思っているところでございま

すので、その方針を申し上げまして答弁といた

します。 

○議長（新田勝見君）  ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  29年度予算計上いた

だきながら、自主的に動ける体制を構築してい

くんだということでございますので、その辺を

きちんとやっていただくようにお願いをして、

通告の２番目に入ります。 

 この通告の２番では、高齢者による交通事故

に対する課題と対策についてでございます。こ

の質問は、昨日、同僚議員が、そして、この後

も同僚議員が質問する予定でございます。この

ように、今関心のある問題ということだと逆に

思います。 

 さて、今日、日本各地で高齢者による痛まし

い交通事故が多発しているニュースが連日のよ

うに飛び込んできております。 

 車がない生活は、遠野では考えられないとい

う方々が多いと思います。現に、私もその一人

でありますが、誰もが確実に高齢者になってい

く近未来においては、車が運転できない、足を

どうすればいいのか、どのような生活体系をし

ていけばいいのかと不安がよぎるところもある

と思います。 

 近ごろ、車の自動運転技術システムが向上し、

将来、自動運転が日常的に車社会に導入されて

いる明るい未来も到来するかもしれませんが、

今の社会を考えるとき、行政としてどのような

対応をしていくべきでしょうか。 

 国土交通省では、少子高齢化が進む中山間地

域で、自動運転サービスの実証実験を始める方

針を固めた旨が新聞のニュースで紹介されてお

ります。 

 車を運転できない高齢者の移動を支援するの

がねらいであり、道の駅に拠点を整備し、道と

集落を自動運転で結ぶようであります。 

 実験では、食料品などが集積している道の駅

に自動運転車駐車スペースのステーションを整
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備し、利用者は携帯電話等で自宅に車を呼び出

し、道の駅に移動して買い物をして、再び自動

運転車で帰るイメージなそうです。 

 そこで、このように、来年度以降、官民が連

携し、複数地域で実施ビジネスモデルの創出に

つなげようとしているようですが、遠野市にも

この情報とか、ビジネスモデルのお誘いはなか

ったのか、まず、お伺いいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この確実に近づいてい

るというよりも、現実にもうそういう社会に入

っているわけでありますけれども、高齢社会と

いう中で、この今議員から御質問がありました

遠野にとっては車はまさに足だと。公共交通機

関が張りめぐらされている都市部と違いまして、

市内ではやはり買い物にしても通院にしても、

あるいは通学にしても、さまざまな部分の中で、

車は絶対必要なものとして位置づけられている

わけであります。 

 しかし、一方には、確実に高齢社会という中

で、お年寄りの方々がふえてきているという中

で、一部では高齢者の免許の返上運動なども加

速しているというような動きになっています。 

 また一方、ただいまの御質問がありましたと

おり、この技術革新という中で、自動運転とい

ったようなシステムもメーカーがまさに本腰を

入れ始めている。このメーカーが本腰を入れ始

めているというのは、やっぱり高齢社会ていう

等の中にあって、そういった足を確保するとい

う安心・安全といった世の中における取り組み

として、やっぱり必然的なものとして、そのよ

うな動きが出てきたのではないのかなというよ

うに思うわけであります。 

 この語ろう会でも、多くの地域の皆様から買

い物は大変だと。それでこのデマンドバスとい

うようなものを持っているんだけれども、やっ

てるんだけれども、やはり病院に行ったらば買

い物もしなきゃならない。そうすれば、１週間

分、半月分の買い物をするとなれば、両手に大

きな荷物を持って大変だと。したがって、しか

し、一方では、自分もそろそろ運転がもう難し

くなってきているんだというような、そのよう

な切実な声も寄せられているという中で、この

辺もどのように対応していったらいいのかとい

うのも、これまた市政の大きな課題として位置

づけなければならないかというように思ってお

ります。 

 今のこの国交省の動きの中で、この中山間地

等で自動運転サービスの実証実験事業について

情報は得てるのかというような、そういうよう

な御質問だったように承知いたしましたけども、

これは11月24日にそのような動きが出たという

ことで国交省が公表したということも承知して

おりますし、これは実は、私、全国道の駅の会

長という職をいただいておりまして、この全国

道の駅の関係でも、やっぱりこのような今御質

問ありましたように、どのようにつないんでい

くのかって。足としての車っていう中で、特に

中山間地域、あるいは、いうところの過疎地、

まさに遠野、地方の置かれている状況の中で、

この部分をどのようにするのかということにつ

いては、ようやくて言えばちょっと言葉はあれ

でございますけれども、公共交通機関というも

のと連動しながら、このようなものをどのよう

にシステムとして構築していくかということに

ついて、国も本腰を入れて、地域での新たな交

通システムを構築しようという動きが出てきて

いるということで、大変興味深く、また関心を

持ってこの動きについて情報を収集しておるし、

また、それに呼応した、何らかの形での遠野市

としての動きをまた示していかなきゃならない

んじゃ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、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（新田勝見君）  ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  私もあと７年たつと

70歳の古希ということでございますが、現在、

市内で70歳以上のドライバーというのは人口の

割合からどのぐらいになっているものなのか、

伺いたいと思います。運転技術の対策、安心・
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安全の面から対策を行政としてどう取り組んで

いるのかを含めながらお伺いをしたいと思いま

す。 

 実は、ちょっとこの前ＮＨＫのニュースを見

ていたら、友好都市である宮崎県の西米良村の

村長さんが画面に出ておりまして、黒木村長の、

それをちょっと御紹介いたしますが、高齢ドラ

イバーの事故が全国で相次ぐ中、宮崎県西米良

村は運転をやめたお年寄りに何と14万4,000円

のタクシー券を渡すことになったということで、

きょうは最初の一人の女性に券が手渡されたと

いうニュースでございました。 

 私も２年ぐらい前でしたか、教育民生常任委

員会でこの村を訪れてきましたが、黒木さんと

いう、あそこは黒木さんという名字が多いよう

ですけれども、黒木ミツコさんという方が黒木

村長からタクシー券が入った袋を受け取ってい

た、それこそ映像でございました。 

 あそこも村内と他のところとはかなりの距離

があるということで、スーパーや診療所などに

ある村に中心部に行くのに平均で3,000円かか

るというようことで、１カ月に２往復、年間24

往復できる14万4,000円を設定したということ

のようでございます。 

 これはちょっと西米良村だからこそやれるこ

となんだかもしれませんけれども、そういう例

を紹介しながらお伺いいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいまこの高齢社会

における一つのこの国の動きなどについての御

質問あったわけでありますけれども、じゃ市内

のこの70歳以上ですね。この高齢者のこのドラ

イバーの現状はどのようになっているだろうか

という形での御質問だったように受けとめまし

たので、この現状等につきまして、具体的な数

字をもちまして担当の市民センター所長のほう

から御答弁申し上げますので御了承いただきた

いと思っています。 

○議長（新田勝見君）  市民センター所長。 

   〔市民センター所長兼地域づくり担当部

長兼国体開催推進室長兼宮守総合支所

長鈴木惣喜君登壇〕 

○市民センター所長兼地域づくり担当部長兼国

体開催推進室長兼宮守総合支所長（鈴木惣喜

君）  命によりまして答弁させていただきます。 

 市内70歳以上のドライバー人口はどのくらい

かという御質問でありますが、遠野市内のドラ

イバー人口は、平成28年８月末現在で１万8,04

0人、うち70歳以上のドライバー人口が2,881人

であり、全体の約16％を占めております。 

 この数年の市内の高齢者ドライバー人口の割

合は、ほぼ横ばいに推移している現状でござい

ます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  時間もなくなってま

いりましたので、遠野市は、先ほど来から面積

が広大でありますので、先ほど答弁でもありま

したとおり、公共交通機関が十分と言えないと

いうことの中で、生活の足場として車がなくて

はならない実情でもあります。 

 高齢者の運転とあわせまして、歩行中での事

故も時々聞くということで、高齢者の認知症と

か、徘回行動も交通事故につながる可能性も大

きいと考えております。 

 このことから、歩行者については、夜間反射

材など積極的な対応など対策が必要ではないの

かなということでございますけれども、最後に、

この高齢者の交通対策の中でお聞きいたします

が、遠野市としてのこの辺、対策は周知徹底を

どのように考えているのかをお聞きいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この安全対策といった

ようなものも非常に重要な、連日、新聞、テレ

ビでも高齢者の事故といったものが報じられて

おります。 

 そういった中で市内におけるこの状況をちょ

っと数字的に申し上げますと、高齢者がかかわ

る人身事故件数が年々増加という中にありまし
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て、27年は全体の約８割が高齢者がかかわる事

故ということになっております。参考のために

ちょっと内訳を申し上げますと、この遠野市に

おける人身事故のこの状況をちょっと見てみま

すと、平成25年では、発生件数が52件あったと。

そのうち高齢者のこのかかわる事故が24件で、

率にいたしますと46％、26年は42件発生し、高

齢者の方が23件かかわり、この割合が54％てい

う数字になって、昨年が先ほど８割という数字

言いました。27年は34件発生し、そのうちの27

件は高齢者の方々がかかわっている事故として

79.4％という数字になって８割。これは年々、

46が54になり79になっているという数字の中に

あっても、今申し上げたとおり、この対策が急

がれるということにこれはなってくるというこ

とは、これおのずとこの数字が示しているとい

うことになろうかというように思っております。 

 そしてまた、これも極めて残念なことであり

ますけれども、28年の交通事故死亡者数は、既

に市内でも４人発生しておるという状況であり

まして、前年が３人であったのが、既にことし

は４人となっておりますので、この方々全員高

齢者であったということも厳しく受けとめなけ

ればならないかというように思っております。 

 したがって、このような数字があったという

部分の中におきまして、今、当市においても、

高齢者の事故防止が大きな課題として位置づけ

ているということでありまして、この悲惨な交

通事故を抑止するために、国県が推奨するいろ

んな交通安全運動と連動しながら、毎月17日を

シルバー交通安全運動と、この交通安全指導の

日と位置づけまして、17日ですね。それから、

毎年10月を推進月間として位置づけながら街頭

指導や広報活動、特に、交通安全協会あるいは

交通安全指導員の皆様ですね。そういった方々

にも大変なボランティアとしていろいろ活動い

ただいているということなわけでございますの

で、そういった方々と連携をとりながら、また、

この中においては、先ほどから出ております地

域の、まさに地区センターもそういった一つの

大きな役割を果たすという部分もその中に求め

られざるを得ないんじゃないのかなというよう

に思っておるところでございますので、そうい

った対策をきちんと、それこそ充実した方向で、

それまた市民一丸となってという部分で取り組

んでいくということが大事ではないのかなと思

っておりますので、よろしくお願いをいたしま

す。 

○議長（新田勝見君）  ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  それでは、最後の通

告である安心・安全な地域づくりを構築してい

く上で、情報伝達の重要性について質問をさせ

ていただきます。 

 今年、８月30日、岩手県に台風10号が上陸い

たしまして、記録的な暴風雨が襲いかかりまし

た。 

 岩手県では、岩泉町乙茂の高齢者グループ

ホームで男女９人の遺体が見つかるなど、同町

で10人、久慈市で１人の計11人の死亡が確認さ

れ、県によると、岩泉町で２人が依然行方不明

だということのようでございます。 

 同町は、死者が出た地区には、避難勧告・指

示が出していなかったことが報道されておりま

した。 

 土砂崩れによる道路の寸断や冠水も相次ぎ、

一時約700人が孤立状態に陥りまして、台風10

号の上陸から一夜明けて甚大な被害となったこ

とが明らかになりました。 

 遠野市でも幸いにして死者は出なかったんで

すけれども、道路や河川の被害が大きく、農産

物にも被害が及び、被害が55億6,000万となる

大きな被害となっております。 

 台風が遠野に近づき通過していった際は、昼

の時間帯でもあり、遠野市の防災行政無線、Ｉ

Ｐ告知端末、遠野テレビ画面等がフル活躍をい

たしておりました。このことが幸いして、より

市民の防災レベルも向上して、早期の対策や避

難が素早く行動することができたと感じている

ところであります。 

 しかし、このことは、電源があればこそ可能

であり、電源がオフになった場合の、電源が全
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くなくなった場合の情報伝達の対策は確立して

いるものなのか、検証をしていきたいと思うと

ころであります。 

 最初に、今回の「台風10号東日本豪雨災害対

応について」と題して検証結果報告書が遠野市

災害対策本部検証チームにより議員にも報告が

ございました。改めて台風10号の情報伝達につ

いての現状をお伺いいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  台風10号の情報伝達の

この現状についてということで御質問がありま

した。これはきのうの佐々木大三郎議員の質問

の中でもいろいろやりとりした一つの課題でも

あったわけでありますけれども、特にこの情報

伝達の現状、これはすごく大事であります。タ

イムラインという一つの考え方がと、いかに市

民に周知をするかという部分が、これはまさに

命を守るためにおいては絶対的な条件でありま

して、そういったこともありまして、８月30日

以降９月15日付でもって検証チームを立ち上げ

て、いろいろ検証をしております。 

 この情報伝達の現状の中で、当時、どのよう

な状況であったのかということにつきまして、

検証チームのチーム長を務めました担当の総務

部長のほうからこの現状について御答弁申し上

げますので御了承いただきたいと思っておりま

す。 

○議長（新田勝見君）  総務部長。 

   〔総務部長兼防災危機管理課長荻野優君

登壇〕 

○総務部長兼防災危機管理課長（荻野優君）  

命によりまして、台風10号の情報伝達について

の現状について答弁いたします。 

  台風10号の災害対応に当たっては、本市は

タイムライン（防災行動計画）の考え方に沿っ

て体制の早期構築を図ったところでございます。 

 台風10号の接近に伴い、８月27日に消防本部

会議、臨時庁議を開催、29日には防災会議を開

催し、関係機関・団体の連絡調整を行い、午後

５時には遠野市災害対策本部を設置し、台風10

号の対応について情報共有を行ったところであ

ります。 

 情報伝達については、29日午前中から夕方に

かけて、台風接近の注意喚起放送を実施し、30

日の９時40分には市内全域に避難準備情報を発

令し、早期の避難を呼びかけたところでござい

ます。 

 同じく、30日、気象台からの土砂災害警戒情

報発令の40分前の午後２時には、市内全域に避

難勧告を発令しました。 

 さらに、小烏瀬川の水門決壊と堤防の越水近

いとの消防団情報に基づいて、30日午後４時45

分、土淵町８区、94世帯、294人に避難指示を

発令、さらに午後４時50分には土淵町９区、95

世帯、283人に避難指示を発令したところであ

ります。 

 これらの情報は、防災行政無線・音声告知放

送・ケーブルテレビ・Ｌ字テロップ・エリア

メール・いわてモバイルメールにより市民への

情報提供を行ったところでございます。 

 以上、答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  いろいろな情報伝達

につきまして、今、答弁がございました。しか

し、これは、市長と語ろう会でもちょっとある、

その場で出た問題でございますけれども、電源

が全くなくなった場合、オフの状態では、この

情報伝達の方法をどのようにしているのかとい

うことで次にお尋ねをしたいと思います。 

 当然、防災行政無線、バッテリーで２日ぐら

いはつなげるというような話でしたが、家庭に

あるＩＰ告知端末・遠野テレビという画面は、

全面的に機能が停止するわけでございます。 

 さらに、今は携帯電話の世界ですから、携帯

電話も携帯中継局も電源がオフになると、バッ

テリーで時間的にはどのぐらいなんでしょうか。

電源は蓄電されていると思いますけれども、い

ずれ通話が不能に陥るわけでございます。 

 今、部長のほうから述べられた台風10号の検

証結果報告書には、その辺に関しては、何も述
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べられておりません。どうすればいいのかとい

うことになろうかと思います。 

 非常時の優先度は、常に言われております自

分をまず守る自助、そして、集落を守る共助、

そして、公助ということになろうかと思います。 

 災害時には、通信の問題が大きくのしかかっ

ております。災害時には、送電線や電話線は寸

断されて停電、電話が不通になることが大いに

予想されます。 

 携帯電話は中継アンテナ基地がダウンしたり、

通話が集中することにより、パンク状態でつな

がらなくなることと思われます。このような場

合、シンプルな無線通信が最も信頼性が高く、

有効な手段と考えております。 

 しかし、災害時には、警察無線・消防無線・

防災無線等だけでは、きめ細かな広域に配置す

ることができないと思われます。とても必要な

通信量をこなせないと考えております。 

 とりわけ各地区同士の助け合い情報や救助要

請、被害拡大防止情報など発信や、逆に地区に

行政等からの情報伝達は期待ができないものと

思っております。 

 シンプルな無線通信であるアマチュア無線は

電波法の中において運用がされております。そ

の電波法第52条では、目的外使用の禁止につい

て規定がされておりますが、非常通信として地

震や台風時の人命救助、災害救助、交通通信の

確保維持などに行われる通信について例外であ

る旨がうたわれております。 

 また、電波を管理監督する総務省では、地震、

台風、洪水、これから起こるであろうか、雪の

害の非常事態が発生した場合、非常通信の円滑

な運用を図ることを目的に、非常通信協議会を

昭和26年に設立しているようであります。 

 これを受けて、都市部でございますけれども、

横浜市では横浜市アマチュア無線非常通信協会

を横浜市役所内総務局災害対策室に事務局を置

き設立しているところのようでございます。 

 会員は、アマチュア無線を開設している市民

とし、この協会と横浜市が災害時非常無線通信

の協力に関する協定を結び、非常時の協力体制

を構築している例もあるということでございま

す。 

 遠野市内では、現在、アマチュア無線局が25

7局、257名が遠野アマチュア無線クラブという

ことであるようでありますが、遠野市と先日、

武蔵野市との間で通信、アマチュア無線の通信

が途絶えた場合を想定してアマチュア無線クラ

ブが交信実験をしております。 

 今後、それ以外の交流都市とも交信実験をし

ていく予定でもありますけれども、このような

例を挙げながら、電源オフの状態の中で情報伝

達をどのようにしていくかということで、残念

ながら今回の検証結果報告書には、その辺、電

源オフになった場合は、どのようにするんだと

いうことが載ってないのではないのかなと思っ

ておりますし、同僚でもアマチュア無線の資格

をとってる方々とも話した際にも、やはりその

辺が危惧されるんじゃないのかなということで

ございますが、その辺をちょっとお聞きしたい

と思っております。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  災害発生時、もしくは

災害が想定される場合の情報伝達、あるいは周

知といったことは極めて、これは命というもの

にかかわる一つの課題であるわけでありますか

ら、やっぱりあらゆる手を尽くして住民の皆様

に情報を伝達及び周知をするということの手だ

ては、これは万全を期しなければならないとい

うことは、言わずもがなであろうかというよう

に思っております。 

 そういった中で、この台風10号に伴いまして

も、いろいろ私どもも検証する課題といったも

のを浮き彫りになったということは、これまで

もさまざまな形で御報告申し上げてる中で、お

のずと明らかになってるわけでありますけれど

も、今、この状況の中で、ちょっと申し上げた

いというふうに思っておりますけれども、アマ

チュア無線の話もいろいろ出ました。これも極

めて大事な一つの手段であるわけでありますけ

れども、今この防災行政無線の基地局が高清水
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と寺沢のほうに設けられてあると。ここには、

非常用発電設備が設置されておりまして、停電

時には自動的に電源オフの状態とお話ありまし

たけれども、停電時には、自動的に起動し、動

き出して、そして、72時間、３日間、これをき

ちんと電源を確保するというのは一つの手だて

を講じてるということが一つであります。 

 それから、この子局と申しますか、放送塔に

は、72時間の停電に対応できるようバッテリー

が内蔵されていると。バッテリーは、定期的に

交換もしているという一つの状況にあるわけで

あります。 

 それから、災害時における情報伝達手段を複

数の情報媒体を整備してという部分も、これも

今いろいろ御質問があったとおり、極めて大事

なことなわけでございますので、他の通信手段

を、伝達手段を補完する一つの仕組みを構築し

なければならないのかなというようにも思って

おりまして、そのためには、いうところの、こ

れまでお話ありましたとおり、防災行政無線あ

るいは携帯、先ほど総務部長から答弁いたしま

しりけれども、この携帯電話のエリアメール、

あるいはこの防災モバイルメールといったよう

なものを活用するほかに、お話ありましたこの

アマチュア無線のようなもののネットワークも

また活用していかなきゃならない。 

 遠野の消防のほうから報告を受けますと、ア

マチュア無線の方々が遠野の防災センターに集

まって、随時かなりの検証を行っているという

ことも報告受けておりますので、そういうネッ

トワークも極めて大事な一つの手段になってい

くんではないか。 

 無線ということになれば、これも極めて大事

な通信手段というか、情報伝達手段になるんで

はないのかなというふうに思っておりまして、

そのような対応も考えていかなきゃいけない。

災害時に開局しながら、情報を収集するという

このアマチュア無線の活用といったようなもの

も大事だと。 

 それから、もう一つは、各地区センターに分

団本部が入り、地区センター、今の中で地区セ

ンターのあり方についてもいろいろ議論を交わ

しているわけでありますけれども、この各地区

センターに分団が入り、分団本部が入り、消防

救急デジタル無線によりまして、情報伝達が可

能となってくれます。これも一つの仕組みであ

ります。 

 また、この消防団車両の巡回広報車による情

報伝達発信と、自主防災組織によるこの組織を

共有するというのも、これも一つの伝達手段と

しては大事じゃないのかなと。 

 また、さらには、この130カ所でありますけ

れども、地区集会所やコミュニティ消防セン

ターに、それぞれこの特設公衆電話といったよ

うなものも市内130カ所に整備を行っていると

いうこともありますので、これでよしというわ

けにはいかないわけでありますけれども、やっ

ぱり限られた財源の中でという部分になれば、

やっぱり繰り返しでありますけれども、それに

あの手この手というものを使いながらも、一方

においては、やっぱりフェース・ツー・フェー

スの中における地域がきちんと、あそこはひと

り暮らしだと、あそこは、足の不自由なお年寄

りの方がいるというような情報をきちんととる。

そこに対する地域でまさに自助であり共助であ

るという部分を、そしてまた、この伝達も流せ

ばいいというものじゃなくして、それをきちん

とするためには、消防の巡回広報車が回るとか、

自主防災組織の方々が回るとかっていうような、

そのような伝達もすごく大事ではないのかなと

いうふうに思っておりますので、デジタルとア

ナログということになろうかと思っております

けれども、そのようなことを組み合わせしなが

ら、そしてまた、再度でありますけれども、こ

の電源オフ、停電時では、このアマチュア無線

のネットワークなども大いに活用できるんじゃ

ないのかなというようにも思っているところで

ありますので、そのような情報伝達網の、特に、

望楼は、聞こえにくいという話がもういっぱい

いただいておりますから、それこそ語ろう会に

おいても、その辺の話がいっぱい出てきており

ますので、そのようなものをどのように限られ
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た財源の中で、どのように整備をしていくのか。

特に、高齢社会でありますから、そういった部

分に対するきめ細かい対応も一気にはできませ

んので、ただ、こういった部分につきましては、

やはり私はいつも思うんですけども、もう少し

安心・安全というんであれば、やっぱり国のほ

うにおきましても、きちんとした財源を手当し

て、そういうネットワークを構築できるような

必要な財源をいわゆる地方にもきちんと予算化

すると申しますか、財源を手だてするという部

分もやっぱりあっていいんじゃないかなという

ふうに思っておりますので、こういった声も県

市長会であるとか、東北市長会であるとか、そ

ういうようなことを通じまして訴えてまいりた

いというふうに思っておりますので、御了承い

ただければと思っております。 

○議長（新田勝見君）  ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  ただいまいろいろと

説明がございました。市民の安心・安全、そし

て、何よりもこういう災害のときは情報が一番

大切なわけでございます。 

 これで私最後の質問といたしますけれども、

先ほど来から言っております、やはり市内には

260人ほどの市内各地にアマチュア無線のやっ

ている方々がおるわけでございますので、財源

がどうのこうのというわけでもないですし、消

防署にはきちんとアマチュア無線の設備もある

わけですから、やはり横浜市に倣うような形で、

災害時の非常無線通信の協力に関する協定をア

マチュア無線クラブと結んで、幾らか少しでも

安心・安全の一翼を担っていただいてはいかが

なものかなと。せっかくある通信網を利用する

ということですので、その辺を考えていただけ

ればなというふうに思うわけですが、これを聞

いて最後の質問といたします。 

○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）  繰り返しになりますけ

ども、災害時におけるこの情報伝達も含め、タ

イムラインという考え方の概念もきちっと入れ

ながら、それにあの手この手という部分と、そ

れから、まさに自助、共助、公助という部分の

中におきましては、周辺の市町村、そしてまた、

この災害っていうのは、そこに集中するってい

うことになれば、やっぱりある程度この遠距離

の中における一つの部分という部分であれば、

例えば、東日本でなったときに西日本がってい

うのは、一つのになってますが、そういった意

味においても、市町村間のこの水平連携といっ

たようなものをまたさらに我々も強めていかな

きゃならない。お互い、やっぱり助け合おうと。

足らざるところを補い、特性を生かすという部

分の中におきまして、思い出すわけであります

けれども、４月の15日の熊本地震の際に、武蔵

野市も大府市も菊池市とは縁がなかったわけで

ありますけれども、友達の友達は友達だという

一つのキーワードの中から、あの扱いというか

救援物資を菊池市に届けてくれたという部分も、

やっぱりこのような部分もまた我々はもっとも

っと大事にしていかなきゃならないんじゃない

のかなと、今改めて情報伝達、それから、命を

守るという一つの仕組みの中におきまして、そ

のようなもう一方の仕組みも大事にしていかな

きゃならないかというふうに思っておるところ

でございますので、今後とも御支援と御理解を

いただければということをお願いいたしまして

答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  ただいまの質問は、ア

マチュア無線の組織をうまく活用できないかと

いう質問でございました。本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  これは、ですから、そ

の部分におきましては、もう無線のほうもやっ

ぱり今言ったとおり、話の中でそのことは触れ

ませんでしたけれども、そういうなのもやっぱ

り協定の一つの中に位置づけていかなきゃなら

ない、また考えていかなきゃならないというふ

うに思っておりますので、よろしくお願いいた

します。 

○８番（菊池巳喜男君）  これで終わります。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 
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   午前11時04分 休憩   

────────────────── 

   午前11時14分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 次に、進みます。15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  政和クラブ所属の浅沼

幸雄でございます。通告に従いまして一般質問

を行います。 

 私からは、遠野市公共施設等総合管理計画に

ついてと、第三セクターへの支援について、そ

して、遠野ケアイノベーション会議についての

大項目３点について順次質問してまいります。 

 それでは、まず第１点目であります。 

 本年３月に、当市における公共施設の現状を

把握し、適正な規模とあり方を見直しするとと

もに、長期的な視点をもって施設の更新、統廃

合、長寿命化などを計画的に実施していくこと

により、よりよい行政サービスの提供を持続し

つつ、次世代への負担を残さない、効率的な、

そして、効果的な公共施設維持管理を推進する

ための基本方針についてまとめた遠野市公共施

設等総合管理計画が示されました。 

 それを受けて各部署では、施設累計別計画を

策定中であると思われますが、まずはその進み

ぐあいについてお伺いいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま策定中の施設

別個別計画と申しますが、公共施設のこの管理

計画、３月議会で策定と、その後の進捗状況は

ということでありました。 

 その後、いろいろ作業を進めておりますので、

進捗状況ではございますので、この分につきま

しては、今の状況につきまして担当部長の経営

企画部長のほうから、この進捗状況について御

答弁申し上げますので御了承願います。 

○議長（新田勝見君）  経営企画部長。 

   〔経営企画部長兼地域経営改革担当部長

菊池文正君登壇〕 

○経営企画部長兼地域経営改革担当部長（菊池

文正君）  命によりまして、私のほうから答弁

をさせていただきます。 

 公共施設等総合管理計画は、市が保有する公

共施設の約４割が築40年を経過しております。

今後、維持管理または改修等の費用が増加して

いくことが見込まれることから、次世代に大き

な負担を残すことなく、よりよい行政サービス

の提供を維持しながら、効率的かつ効果的な公

共施設の維持管理を推進、維持していくために、

管理の基本方針をまとめたところでございます。 

 計画の策定に当たりましては、昨年11月には

全員協議会に、そして、ことし３月には遠野市

公共施設等総合管理計画書を公表したところで

ございます。 

 今年度は、施設類型別計画、いわゆる個別計

画でございますが、その策定に向けまして、対

象施設282施設の具体的方針の調査や解体等対

象建築物調査の結果をもとに、その集約に入っ

ているところでございます。 

 個別計画は、公共施設等総合管理計画を円滑、

着実に推進するため、より具体的 に施設ごと

の更新、長寿命化及び統合、廃止等の方針や、

長寿命化の工事の実施時期などを定める個別の

施設計画として策定するものでございまして、

総合計画実施計画、さらには、新年度の当初予

算との整合性を図りながら、今年度内の策定に

向けて取り組んでいるところでございます。 

 なお、現在、県内の市町村33市町村のうち、

この方針を定めているところが遠野市を含め５

市町村となっておりまして、残る28市町村につ

いては、今年度内の策定となっております。 

 さらに個別計画に関しては、国では平成32年

度の策定目標としておりますので、遠野市は、

さらに前倒しで取り組んでまいりたいというふ

うに考えております。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  個別の計画は、28年度

中にでき上がる見通しだという答弁ございまし

た。それ以降、その計画に沿っていろいろな政
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策を展開していくことになると思うんですけれ

ども、実際、計画を立てるのも大変だとは思う

んですが、私はその計画を実施していくのがま

たさらに大変なのではないかなと。それは、高

度経済成長期にどんどんどんどん、俗に言う箱

物をつくれる時代、そういうときには、あまり

住民の方々も反対もないでしょうし、結構、潤

沢な予算の中で執行できたものというふうに想

像できるんですけれども、逆に、この管理計画

を進めていくときに、総論は賛成だけれども、

個々の計画、各論になった場合に、それぞれの

住民のこの利害関係もしくは利便性、不便なこ

とが出てくるとか、そういうふうな問題が実際

に進めてくるときに出てくるんじゃないかなと

いう危惧されるわけなんですけれども、そうい

う点も含めて29年度以降、大体28年度からで10

年の計画のようでございますけれども、今後、

どのようにして政策を展開していく考えなのか

についてお伺いします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  先ほど経営企画部長か

ら御答弁申し上げましたとおり、計画を策定中

だと。個別計画と。この個別計画を策定すれば、

それでもってよしじゃなくして、であれば、ど

のようにという部分で解体なのか、あるいは再

利用なのか、あるいは補修するのかという部分

で順次にやっぱりやっていかなきゃならない。

その中でやれば、やっぱり総合計画のこの前期

５カ年計画、さらには、健全財政５カ年計画等

も整合性を図りながら、個別にそれぞれ個別計

画の分をどう具体化していくという作業に今度

は入ってくるということになりますので、先ほ

ど申し上げましたとおり、個別計画がまとまっ

た時点で、まとまった時点で、この施設別累計

計画、これは、言うなれば個別計画になるわけ

でありますけれども、この活用としては繰り返

しになりますけれども、それぞれの維持補修な

り、あるいはこの更新にかかる費用といったよ

うなものを、これもよく見える化という言葉を

使っているわけでありますけど、そうして、お

示ししながら、その中で計画的にその作業を進

めていくということになるのではないかなと。

進行管理が極めて大事だと。進行管理も、ただ

進行管理すればいいんじゃなくて、やっぱりみ

んな形にしていかなきゃならないわけでありま

すから、財源がその中に裏づけがなければなら

ない。 

 ちなみに、これでございますけれども、施設

の除去という、解体といったことを考えた場合

に、この地方債の発行が想定されております。

今年度は、八幡市営住宅の解体費約2,000万円

ほどが活用できる予定にもなっておりますので、

そのような部分を取り入れながら、一つひとつ

この個別計画に基づいての対応を順次進めてい

くということになろうかというふうに思ってお

りますので、ひとつ御理解と御協力、またお願

いできればなというふうに思っている次第であ

ります。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  個別計画は、多分各部

署で立てておるものと思います。 

 来年度以降、今答弁ありましたように、例え

ば、更新とか修繕、除去、こういうものを住民

に説明しながら実施していくのは、やはりそれ

ぞれの部署が行っていくものなのか、それとも

市として一括でそういうふうなものを進めてい

くというやり方になるのか。今の時点でわかる

範囲で結構ですので答弁をお願いします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  まさに今お話があった

とおりの対応になろうかというふうに思ってお

りますので、これ実はかなりの数に上るんです

ね、この個別計画の中に基づくどうにかしなき

ゃならない、再利用あるいは解体、そのような

ものの中で、かなりの数に上りますから、やは

りよほど厳しく計画を精査しながら、優先順位

を持ちながら、やっぱり順次対応していくとい

うひとつのこの取り組みになるんじゃないのか

なというふうに思っておりますので、この部分
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におきましては、この利用可能な施設について

は、これはやっぱり利用可能ておくにいかなき

ゃならないだろうし、あるいは売却という方向

の中で一定の財源を、それが要るということを

また必要な、その売却といった場合に、でもや

っぱり解体し、更地にして売却ていうふうな方

向に持っていかなきゃならないんで、いろいろ

ケース・バイ・ケースの中で対応していかなき

ゃなりませんので、やっぱり個別計画を持った

から、それでよしじゃなくして、実はその後の

作業が、またこれ大変だなというように思って

いるところでございますから、答弁にならない

かもしれませんけど、それでもって答弁とさせ

ていただければと思っております。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  先ほどの私の質問でも

若干触れたんですけれども、どんどんどんどん

ものをつくるときと比べて、やはりいろんなも

のを除去したり、あるいは統合したりしていく

という今の時代に市政を預かる人達というのは

非常に大変な部分があるんじゃないのかなと。 

 ただ、やはりこれから向かう、あるいは向か

っている人口減少社会、当然、人口減ってきま

すので、そういう施設等も統廃合あるいは除去

していかなければならなくなるというのは、誰

が考えてもそういうことになるんですけれども、

そのそういうときにその住民の不便さも一緒に

生まれてくるわけなんですけれども、そこのと

ころはぜひ毅然とした市の考え方、それを住民

に示して、あるいは説明して、住民が納得いく

中でそういうふうな進めにくい施策を進めてい

ただきたいなというふうに思うんですけれども、

その点についてのお考えをお聞きしたいと思い

ます。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  今、納得づくでという

話もありました。この部分においては、本当に

廃止、廃止なり、この将来どのようにあれする

のかというふうになれば、市民の皆様のまさに

合意と申しますか、説明責任も入りますし、い

うところのきちんとした手順を踏んで、やっぱ

り合意形成をしながら進んでいかなきゃならな

い。個別計画を持ったから、それでもってあと

我々が進めればいいんじゃなくて、やっぱりそ

こには丁寧な市民合意といったものをその中で

得ながらとなれば、我々も丁寧な説明をその中

でもやっていかなきゃならない。説明責任もそ

の中にあるということになるわけでございます

ので、そのような市民の考え方、まさに市民と

情報を共有しながら、個別計画をそれぞれ形に

持っていくという部分の丁寧さとわかりやすさ

と、これまた見える化ということになろうと思

っておりますけれども、それに十分留意した対

応をしてまいりたいというように思っておりま

す。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  29年度から実際実施に

移していくということになると思いますので、

議会にかかる物件も出てくるでしょうし、ある

いは議会にかからなくても、いろんな場面で説

明を受けたりする議会側としても場面もあると

思いますので、是々非々の立場で、私たちも市

と住民に理解していただきながら進めるれるよ

うにして、議会としてもしていきたいなという

ふうに思っております。 

 続きまして、第２点目、第三セクターへの支

援についてであります。 

 本年９月定例会での私の一般質問に対しまし

て、市長は第三セクターの経営強化のために10

月１日から外部専門家を配置する旨の答弁をさ

れました。 

 そして、実際に10月１日付で第三セクター支

援担当部長へ辞令が交付されました。それから

まだ２カ月と日は浅いですけれども、第三セク

ター支援担当部長の役割をどのように考えてい

るのかについて、まずお伺いします。 

○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）  この第三セクターの問
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題につきましては、本議会でもさまざまいろい

ろ議論が交わされているところであります。 

 そしてまた、時代が大きく変わり、そしてま

た、一方遠野を取り巻く高速インフラをはじめ、

高速釜石自動車道あるいは立丸峠のトンネル化

といったものが相次いで、もう目前にカウント

ダウンが始まっているという中で、第三セク

ター等をどのように充実、強化をするのか。そ

して、それをもって打って出る迎え打つという

ような環境をどうつくるのかという分におきま

しては、これ大きな市政課題の一つであるとい

う認識のもとに、どうしても、やはり数字的に、

あるいは経営的にという一つの視点で分析する

必要があるということを私も痛感しております。 

 市長という職の中にありまして、例えば、ふ

るさと公社の理事長、畜産振興公社理事長とい

う仕事も持っております。しかし、これは言い

わけみたいな言い方になりますけれども、なか

なか目が届かないという部分も正直あるわけで

す。 

 かといって、その職にあって、目が届かない

というのは、非常に言い方とすれば、無責任な

言い方になりかねない言葉なわけでございます

けれども、現状はそういう一つの面もあるとい

うことをやっぱり私は率直に認めざるを得ない

という部分あるわけでございます。 

 そういった中で、やはり経営というものの中

で数字をどう見ながら、じゃ何を改善しなきゃ

ならないかという中で、やっぱりどうしても専

門的な目から分析する必要があるなという中で、

協定を結んでおる東北銀行のほうにお話をいた

しまして、中小企業診断士の資格を持つ現職の

支店長を１年半ということで30年３月までとい

う期限でもって遠野市職員として採用、出向し

てもらうことにいたしました。それがただいま

申し上げました第三セクター支援担当部長とし

ての方なわけであります。 

 その中で、やはり中小企業診断士の資格を持

ってるという部分もありまして、いろいろ第三

セクターのヒアリング等をみずから行っていた

だいておりまして、かなり精力的に活動してい

ただいております。 

 先般、ちょうど２週間ほど前でありましたけ

れども、１カ月半の状況の中で、それぞれの各

関係団体機関の状況につきまして、それぞれ分

析したのを報告受けました。約２時間ほどであ

りましたけれども、いろいろ報告受けて、改め

てああなるほどという部分と、ああそうかとい

う部分と、あっ何だといったような部分が次々

と明らかに、数字的に明らかになっておりまし

て、であれば、ここはこうすればいいんだ、こ

うすれば改善できるんだな、こうすればもっと

よくなるんだなということが少しずつ見えてき

ているということもありますので、ことし３月

までにはそれぞれ現場のヒアリングを中心に、

問題点を洗い出ししていただきながら、次の29

年のさまざまな改善見直しの方向に持っていく

一つのたたき台というよりも、資料にきちんと

位置づけたいというふうに考えているところで

ございますので、今のところと言えば言い方が

あれでございますけれども、非常に有効に論点

を整理していただいているという部分で、結果

的には思い切ってそういった専門的な方を導入

してよかったなという、そのような今形でいる

ということでもって御報告とさせていただけれ

ばと思っております。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  ただいまの答弁の冒頭

のほうで、その第三者というか、他者に市長が

やらなければならないことを振るというのはと

いう答弁あったんですけれども、私は、私考え

るに、今回のその専門家の配置は非常に有効で

はないのかなと。幾ら優秀な市長とはいえ、全

部の分野を専門家並みあるいは専門家以上に理

解し、進めていくというのは、神がかり的じゃ

ないのかなと、逆に。そういう点では、そうい

う外部の有識者、専門家の方々の力というのは、

どんどん手伝ってもらって、最終決断は、政治

的な最終決断はもちろん市長がなされることで

しょうし、言い過ぎかもしれませんけれども、

責任も市長がとられるということであれば、ど
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んどんどんどんそういう外部の専門家、有識者

の力を借りていったほうがいいのではないのか

なと、私個人としてはそう考えております。 

 それはそれとして、１年半という期限、内容

でございますけれども、そういう中で、第三セ

クターは、市のほうで複数抱えているわけなん

ですけれども、抱えてるというか、あるわけな

んですけれども、その全ての第三セクターにつ

いて、そういうふうな分析とか、あるいは指導

助言を予定しているのかについてお伺いします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  第三セクターの場合に

おきましては、これは本当に大きな課題であり

ます。やはり遠野とすれば、前にもこの本会議

場でいろいろ議論をしていますとおり、遠野に

身の丈の中にあれば、この第三セクターあるい

はそれぞれのパートナーと市の機関団体とどう

きちんとしたスクラムを組みながら、お互い役

割をはたしていくかとなれば、やはり行政だけ

がいろいろやってもなかなかやっぱりきちんと

そこタッグを組んでいかなきゃならない。 

 その中におきまして、特に、ふるさと公社、

まさに６次産業という部分の中におきましても、

ふるさと公社をどのような体質として、体質と

いうよりも経営体として強化していくかという

ことが大きな課題、６次産業６次産業というこ

とを言っておっても、これもちょっと言いわけ

みたいな言い方になりますけれども、市役所の

場合は、どうしても人事異動の中で対応してい

かなきゃならないとなれば、やっぱりある程度

のセミプロと申しますか、きちんとしたものを

つくっていかなきゃならない。詳しい方、ある

いはいろんな人脈を持っている方というのをつ

くっていかなきゃならないとなれば、やっぱり

第三セクターの位置づけが極めて重要だという

中で、この改善、これも進化まちづくり検証委

員会の中で、いろいろ第三セクターのほうにつ

きましても、いろいろメスを入れてきてますけ

ども、これをさらにアクセルを踏んで、この第

三セクター支援担当部長の情報を得ながら、少

しそのアクセルの踏み方、これをぐっと踏み込

む方向に持っていくひとつのタイミングではな

いのかなというふうに思っておりますから、議

員のひとつ御協力もひとつお願いできればなと

いうふうに思っているところでございますので、

よろしくお願いをいたします。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  前の答弁の中で、今現

在第三セクターへのヒアリングを実施している

ということでしたけれども、私も聞き及んでい

るところによりますと、ふるさと公社さん、今

やられているのかなと。 

 そのほかに、年度内にヒアリング予定されて

いる第三セクター、今の時点でわかる範囲で結

構ですので、それについてお伺いします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ふるさと公社そのもの

については、ただいま答弁申し上げましたとお

り、やっぱりこれは急がなければ。いろんな経

営体として、ちょっと申し上げますけれども、

きょう本会議場でありますから、個別的なこと

は予算委員会等で議論していただくことになろ

うかと思っておりますけど、ふるさと公社も、

まさに抱えている一つの水光園、伝承園、ふる

さと村あるいは風の丘、結いの市、そのような

ことを考えると、本当に皆それぞれがそれぞれ

の中でやっている。それを一つの公社というの

は、そこに６次産業のようなもの。ですから、

その経営分析も含めて、やっぱりこれは収益の

形で持っていくものなのか、いややっぱりこれ

は公的支援の中で対応していかなきゃならない

ものなのかということをやっぱり経営分析の中

から一つひとつ整理しながら、よく私も職員に

は言ってるんですけれども、因数分解をしなけ

れば、Ｘが出てこないという部分で、やっぱり

そのような作業を言うなれば行うことによって、

我々なりの一つのＸという一つの目指すべき方

向が、そこで見出すことができるんじゃないの

かなと思ってますから、経営分析も含めながら。 
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 やっぱりなかなか経営分析という部分につき

ましては、私自身もちょうどじれったい思いの

中にあったということも、そのとおりでござい

ますから、繰り返しの答弁になりますけども、

こういう専門的な視点の中における分析能力の

ある方を迎えたという部分におきましては、こ

れは、絶対一つ形にしていかなきゃならないと

いう強い決意で臨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）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  ふるさと公社に関して

は、理解いたしました。 

 その後、例えば畜産公社、先ほど答弁にもあ

りましたけれども、畜産公社等にも、そのよう

なヒアリングとかを実施していくものなのかに

ついて確認します。 

○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）  ふるさと公社の話を申

し上げましたけども、畜産振興公社も同様の中

で対応していかなければならない。畜産振興公

社も、いうところの放牧部門、馬のソフト部門

という中で、対応しておりますから、なかなか

その部分においての。やっぱりもともと畜産振

興公社の原点に立てばとなれば、じゃあ、馬の

里事業をどうするのかっていう、そのようなも

のも整備をしていかなきゃならないということ

は、おのずと当然だというように思っておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  わかりました。 

 １年半という今の予定なようでございますけ

れども、その成果が出たときに、１年半過ぎた

後、同じ方になるのか、あるいは違う方になる

のかはわからないんですけれども、同様のよう

な支援策、第三セクターへの支援策というのも

あり得るんでしょうか。それとも、１年半で打

ち切るんでしょうか、について確認します。 

○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）  第三セクターとの部分

の中で、いうとこの１年６カ月という中で、担

当部長の中でしますけども、やっぱりただずる

ずるというわけには、これ、いきませんですよ

ね。やっぱりきちんとした中で、そこで濃縮し

た、そして、また先でという言い方あれですけ

ども、論点は、課題は、これまでの議論の中で

も見えてきてるわけでありますから。 

 ですから、したがって、であればどうすれば

いいかっていう中における一つのポイントと、

改善点をきちんと整理しながら、どのように持

っていくかとなれば、１年６カ月という中で、

一つの見通しといったようなものを示さなけれ

ば、ただ専門的な分析をして終わってしまった

んであれば、議員の皆様にも、あるいは市民の

皆様にも、何だっていうことになりかねません

ので、その中で、一つの方向性をきちんと見出

すという、やはり強い決意で臨まなければなら

ないし、また、そうしたいという。この問題も、

ずっと第三セクターの問題については、思えば、

昨年の９月議会でも、公社の指定管理料の問題

等について、大変厳しい議論も交わされたとい

うことも、まだ、それこそ私も生々しく覚えて

おりますので、そういった部分の中で、やっぱ

り対応をしていくという部分で、１年６カ月と、

あえてそのような一つのプレッシャーをかけた

ということも、ひとつ御理解いただければと思

っております。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  １年半という、私から

見ると短いと感じるんですけれども、そこに市

長の決意をかけたというふうにとりました。 

 先ほど、役割の質問に対する答弁のところで

も若干触れてたように思うんですが、第三セク

ターの支援担当部長を置くことを、その役割は

確認したんですけれども、野暮な質問になるか

もしれませんけれども、置いたことによって期

待される効果というのは、どのように捉えてい

らっしゃるのかについてお伺いします。 
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○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  期待される効果という

ことになると、やっぱり繰り返して申し上げま

すけども、やはり経営体としての、いわゆる入

るお金と出るお金というような中で、健全経営

をとっていかなきゃならない。これは、我々行

政の立場も同じなんですけども、特に第三セク

ターとなれば、よく言われるとおり、あとは役

所が何とかしてくれる、あとは行政が何とかし

てくれるとなったんでは、それこそ第三セク

ターとしてのその特性を生かせない。やっぱり

経営体として成り立ってもらわなきゃ、なるわ

けでございますから、やっぱりそういう効果を

目指し、そして、収益性のあるものについては

きちんと位置づける。あとは、公的支援の中で、

きちんと共存・共栄しなきゃならないのは、そ

れは、経営体の同意もいただきながら、指定管

理料っていう中においてきちんと対応するって

いうような、そのような一つのすみ分けをやは

り厳しくしていかなきゃならないんじゃないの

か。それが効果ではないのかなと。また、そう

いうものを見出していかなきゃならない、その

ように思ってるところでございますので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  効果、期待する効果に

ついては理解しました。 

 加えて、第三セクターの職員の方々が、給料

も上がる、賞与もいっぱいもらえる。それは、

第三セクターの努力によって、そのようなこと

が可能になるように、ぜひ、そうなっていただ

きたいなというふうに思っております。 

 続きまして、３点目、遠野ケアイノベーショ

ン会議についてであります。 

 本年10月19日付の地元紙に、「遠野ケア若手

先導」の大見出しで、介護や福祉の仕事に携わ

る遠野市内の若手職員が、職場の枠を越えた組

織、遠野ケアイノベーション会議を立ち上げ、

活動に乗り出した旨の記事が掲載され、そして、

11月24日付の同地元紙には、「介護、福祉に深

まる理解、若手従事者ら初イベント」の見出し

で11月23日に初めて開催されたイベントの記事

が掲載されました。 

 これにつきましては、昨日の同僚議員からの

質問ではないんですけれども、前置きの部分で

ありましたけれども、同じものでございます。 

 私は、この２つの記事を読んで、掛け値なし

に遠野の若い方々の積極性と、チャレンジ精神

を感じましたし、これからの地域づくりや遠野

の産業の活性化のためのヒントになるのではと

思いました。 

 この若い方々の取り組みについて、市長はど

のように捉えておられるのかについてお伺いし

ます。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  今回の一般質問でも、

市内随所で若い方々の動きが、非常に活発にな

っており、手応えと心強さを感じてるというこ

とをちょっと申し上げておりますけども、ただ

いまお話しされました地域ケアイノベーション

会議というこの組織も、非常にまさに若手の

方々の動きで、議員から今お話がありましたと

おり、地元紙にも大きく取り上げられておると。

地域ケアイノベーション会議という中で、その

人にも注目された記事も出ておるという部分で、

まさに手応え、そして、心強さというものを感

じたというのもあるわけでございますけども、

この中におきまして、この会議も、あるいは福

祉の仕事に従事する若者、約20人が職場を越え

て、あるいは、それぞれ集まって、介護、福祉

をこれからも何とかこの中に、介護・福祉業界

をもっと元気にという一つの切り口なわけです。 

 私も、ケア会議の皆さんが取り組んでいる会

場にもちょっとのぞいてみたわけでありますけ

ども、まさに介護かと、発想かと、用具とか何

とかもいろいろあるわけでございますけど、み

んな明るく、それこそ堂々と胸を張って、明る

く声をかけてるという姿に接しまして、まさに

もっと元気にという中で、介護問題も、あるい
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は高齢社会という中の問題に対しても、若さと

いう中で取り組んでいるっていう中で、まさに

仕方がないんだと、そういう方向に行くのかと

いうだけではなくて、それがどうしたという部

分の中で、こういう若い方々がチャレンジして

るというこの言葉、特にも繰り返しになります

けど、介護・福祉業界をもっと元気にというこ

とは、介護職員というか、人材不足などにも一

定の効果を上げる一つの仕組みではないのかな、

というよりも、取り組みではないのかな。仕組

みというよりも、取り組みではないのかなとい

うように思っておりまして、高く評価し、ぜひ、

こういった方々を行政の立場としても応援して

いきたい。 

 ただ、応援といっても、行政がいろいろ口出

しをするんじゃなくして、頑張ってくれってい

う中における応援をしてまいりたいというよう

に思っているとこであります。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  10月19日付の地元紙を

引用しますと、今の市長の答弁にあったように、

３つあるんですけれども、活動目的に、１つ目、

研修や会議を通じて仲間となり、明るく働ける

労働基盤をつくる、２つ目、介護・福祉の魅力

を広く発信して、人材不足に歯どめをかける、

３つ目、遠野で地域包括ケアシステムを具現化

させる。この３つの目標を掲げて、月に１回会

議を開いて、事業交換や議論を重ねているとい

う記事でございましたけれども、本当に、こう

いうふうに活動の目標がはっきりしてる団体と

いうのは、多分、やることもどんどん前向きに

捉えていくんじゃないのかなと。失礼な言い方

になるかもしれませんけれども、何となくつく

った団体、会議というものよりは、本当に、先

ほどもお話ししたんですけれども、積極的にい

ろんなことにチャレンジできる方々、状況じゃ

ないのかなというふうに思います。 

 市長も、今の答弁の中で、市もかかわって応

援していくんだけれども、出過ぎた応援じゃな

くというようなニュアンスの答弁があったと思

うんですけれども、私も、同感でございます。

ヒアリングのときに、担当者と話したんですけ

れども、この会議立ち上げるのを、ことしの４

月に話されたと。予算が間に合わなかったとい

う話されたんで、お金要らないんじゃないのか。

必要なときには、必要な措置は講じる必要はあ

るんだろうけども、自分たちがそうやって立ち

上げてるんだから、何も市のほうでお金の心配

するよりは、違うバックアップの仕方あるんじ

ゃないのかなという話をしたんですけれども、

これから先、いろんなイノベーション会議とい

ろんなつき合いをしていく中で、先ほどの市長

の答弁と重複するところもあるかもしれません

けれども、やはり市がどのようにかかわってい

くのかということは、非常に大事な問題じゃな

いのかなと思うんで、そこのところをもう一回、

市長の考え方をお聞きしたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  今、浅沼議員から、３

つの目標を定めながら、地域ケアイノベーショ

ン会議の若い方々は活動しているという、その

ような御紹介もありました。まさに目的をしっ

かりと。よく、イノベーション、イノベーショ

ンという方からの言葉が交わされるわけであり

ますけども、イノベーション、新たな価値を生

み出す仕組みという一つの言いかえれば、その

ような言葉になるわけであります。 

 新たな価値を生み出す仕組み、まさに市政の

流れ、あるいは前例主義、さらには前からこの

ようにやってきてるんだから、だからこうすれ

ばいいんだというだけではない。新しい価値を

その中に見出すという、介護というその中に新

しい価値を見出しながら、そして、さらにはそ

れにもっと元気をという、そのような言葉をつ

け加えてるという部分に、やっぱり大きな意味

合いがあるんではないのかなというように思っ

ております。 

 したがいまして、地域ケアイノベーション会

議の皆様とも、いつか、機会があったならば、

ぜひ、それこそ市長と語ろう会のようなものも
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企画しながら、まさに私自身も、新しい価値を

見出す発見といったものにつながるような、そ

のような中で、この高齢社会における少子高齢

化社会にある遠野市の新たな仕組みを、新たな

価値を、どのような仕組みで持っていったら、

もっともっと元気になるのかなというような部

分を、彼ら、彼女らから、まさにいろいろヒン

トを得てみたいなというようなことも思ってる

とこでございますから。 

 先ほども、２問目の答弁にありましたとおり、

申し上げましたとおり、やっぱり、本当に繰り

返しになりますけども、どうしても、マンネリ

という言葉があります。そしてまた、その前か

らやってきたんだから、それをやればいいんだ

というような中で、それが一番穏やかなやり方

にもなるということは、そのとおりなんですけ

ども、もう一つは、新たな価値を見出すという

切り口が、イノベーションという言葉が、もう

あちこちに飛び交っておりますけども、まさに

遠野ならではのそういったイノベーションって

いったようなものを形にするためには、この

方々の動きっていうものは、非常に注目される

んじゃないのかなというように、改めてその思

ってることを申し上げまして、答弁とさせてい

ただければというように思っております。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  イノベーションの意味

については、今、市長から答弁ありましたけれ

ども、加えて新機軸、新しい機軸という意味も

あるようでございますけれども、遠野ケアイノ

ベーション会議を、今、立ち上がったこの会議、

これを参考にして、他の業界、あるいは業種、

もしくは市役所の中の課を取り払った、若い人、

若くなくてもいいんですけれども、そういうい

ろんな水平展開が考えられるんじゃないかなと。 

 それをもう一つの、遠野市の地域づくりとか、

そういうものを進める一つの手がかりになるん

じゃないかなという感じしてるので、ぜひ、こ

れの部分、庁舎内で議論していただいて、でき

ればいろんな水平展開のほうまで持っていただ

きたいものだなと思うんですけれども、その点

についてのお考えをお願いします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま、浅沼議員か

らお話が、御質問の中にありましたとおり、こ

れは、介護という、福祉という分野ももちろん

でありますけども、地域っていったものをどの

ようにという部分の中における、大きな一石を

投じる取り組みとして、若い方々の職場を越え

たっていう部分の中において、これはやっぱり

今進めている地域づくりをもっともっと活性化

するという部分の中においても、やっぱり考え

方、あるいは取り組みが、それこそ大きな一石

を投じることにもなるんだろうというように期

待もいたしておりますし、また、そのように持

てっていかなきゃと。 

 地区センターを中心とした地域づくりにも、

やっぱりもうイノベーションという新たな価値

を見出す仕組みといったものを盛んに見出して

いかなきゃならないかというように思っており

ますので、正直なところ、はっきり言えば、若

い方々にやられたなという感じは、私も思って

いるとこでございますんで、正直に申し上げま

して、そのような認識を持っているということ

を踏まえて、答弁といたしたいと思っておりま

す。 

○15番（浅沼幸雄君）  これで一般質問を終わ

ります。 

○議長（新田勝見君）  午後１時まで休憩いた

します。 

   午前11時58分 休憩   

────────────────── 

   午後１時00分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 次に進みます。４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  市民クラブ所属の瀧本

孝一です。事前通告に従い、１つ目には、前回

９月議会の質問への答弁の再確認の意味で、
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「行政組織再編の時期と延期の影響について」、

２つ目に、全国で多発する高齢者が絡む交通事

故に関し、「高齢者の運転免許証の自主返納の

施策について」と題し、市長に一問一答形式で

質問をいたします。 

 本格的な冬を前に、ことしも残り少なくなり

ましたが、先般、同盟国アメリカの次期大統領

に、大方の予想を裏切って、女性蔑視、人種差

別や移民阻止、ＴＰＰ離脱発言など、過激な発

言で話題となった共和党の候補が当選いたしま

した。 

 お隣韓国でも、現職大統領の知人の一般女性

の不適切な政治介入や取り巻き幹部らの問題で、

辞任か弾劾かと大揺れの状態ですが、１人の国

民として、今後の我が国との関係や影響におい

て、大いに関心のあるところであります。 

 ところで、我が遠野市には、神楽や鹿踊りを

はじめとする伝統芸能・民俗舞踊が数多く存在

し、それぞれの地区の皆様の献身的な努力と活

動によって、今に伝えられています。 

 その中で、先月の13日の日曜日に、私の地元

であります達曽部の湧水・白石地区に、市内で

は唯一、県内でも珍しいとされる太鼓系の鹿踊

りである行山流鹿踊が、発祥から430年ほどの

歴史を持ち、本家である奥州市江刺区梁川の久

田地区から伝わって、湧水鹿踊として150年を

迎えたということで、この季節には珍しいほど

暖かく、雲一つない晴天のもと、地区センター

の駐車場で、相伝式という伝承の儀式と舞が執

り行われ、その後、関係者120名ほどが集い、

盛大に祝賀会も催され、翌日の地元新聞の地域

版や全国紙の県内版にも大きく掲載されました。 

 市長は、当日、台湾に出発する日と重なった

ということで、御臨席いただけなかったことが

誠に残念でありましたが、行山流湧水鹿踊のこ

れまでの歩みを紹介する立派な記念誌も配布さ

れました。この記念誌は、保存会と編集に携わ

った関係者の御努力により製作されたもので、

宴席で編集委員のある方から、「瀧本さん、こ

の記念誌や式典が順調にできたのは、達曽部の

地区センターが大きく機能してくれた。できて

本当によかった」と言われ、従前より地区セン

ターの必要性を訴えてきた私は、我がことのよ

うにうれしくなりました。地区センターを設置

していただいた当局に、そして、所長をはじめ

とする関係者の皆様の御尽力に、改めて感謝と

御礼を申し上げます。 

 さて、質問に入らせていただきます。 

 市長はお忘れかもしれませんが、ある席で、

「瀧本さん、毎回一般質問をするけど、たまに

は休んでもいいのでは」というお言葉を市長か

ら言われたことがありますが、覚えておいでで

しょうか。（笑声）もちろん、私は、冗談だと

は受けとめましたが、市長は本気で、あるいは

いつも決まったような顔ぶれではなく、たまに

は遠慮して先輩方に場を譲り、時には別の方々

の一般質問を受けてみたいと期待をする意味で

言われたのかもしれないと、都合のいいように

解釈をいたしておりますが、いろいろな考え方

がある中で、私としては、年にたった４回の貴

重な定例議会に、市長と向き合い、さまざまな

課題や疑問に自分の考えを述べることができる

大切な機会と捉え、少しでも議員としての使

命・職責を果たせることができたらと、今回も

敢えてこの場に立った次第であります。 

 最初のテーマは、再度、行政組織再編に関し、

時期の確認と延期になる場合の地域経営改革等

への影響について、前回の一般質問に関連して

見解をお尋ねするものです。 

 東日本大震災・大津波から間もなく５年９カ

月を迎えますが、とぴあ庁舎の隣を見ますと、

あの地震の揺れの影響での挫屈全壊判定により

解体された西館庁舎にかわり、新しい庁舎の工

事がことしの夏から始まって、着々と進みつつ

あり、現在、１階部分が施工中と認識をしてい

ます。 

 震災特別復興交付金の財源も確保しながら、

当初は来春の完成で、６月議会から使用可能と

いう触れ込みでしたが、６月末の完成に変更さ

れ、先般の議員全員協議会では、さらに延びて

７月末の完成という報告がなされました。 

 これから本格的な降雪や厳寒の時期を迎える
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こととなるわけですが、庁舎機能としての最大

限の安心・安全、堅牢性と、施工品質の最重要

性を求めるならば、今の進捗状況や天候次第で

は、来年７月末の完成もクエスチョンマークが

付される懸念があるのではないかと思っていま

す。 

 さて、前回９月の一般質問では、来春の庁舎

完成を予想して、大幅な機構改革があると想像

されたことから、４月の人事異動に合わせ、地

域経営改革の一環として実行されるであろう行

政組織再編の内容や方向性とあり方についてと

いうことで、質問をさせていただきました。 

 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

中とのことであり、先般の議員全員協議会には、

地域経営改革の取り組みの状況の一定の方向性

の説明と、今議会に再編関係条例の改正議案が

上程される予定と伺っておりましたが、それが

実行されない、見当たらないということは、前

回の私の一般質問に対する市長の答弁に齟齬が

生じることになります。 

 市政運営の責任者として説明責任があると思

われますので、この３カ月の間で、状況は大き

く変動したのか、機構改革、組織再編は断念し

たのか、あるいは延期になるのかなど、以下、

順次お尋ねをいたします。 

 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、最善の市民サービスの

提供と、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であるという認識に変わ

りはありません。現段階における再編案の進捗

状況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）  瀧本孝一議員の一般質

問にお答えいたします。 

 一問一答方式ということで、大項目では、組

織再編の問題、それから、高齢者の免許問題と

いう２つの項目の中で、それぞれ御質問をとい

うようなお話を承りました。 

 質問の冒頭、湧水鹿踊の150年という式典が、

11月13日行われたという中で、私も、記念誌を

読ませていただきました。大変、企画というよ

りもレベルの高い記念誌として、そこが、達曽

部地区センターが、その中で大きな役割を果た

したというお話をただいまお聞きいたしまして、

それぞれの地域の底力、郷土芸能、地域住民の

力、歴史と伝統、そういったものをきちっと構

えながら、それを地域の活力に持っていくとい

う部分の中におけるものを、あのような式典と

祝賀会であらわしてくれたんではないのかなと

いうように思っておりまして、本当に心から敬

意を表し、また、これが他の地域にも、いい意

味での刺激になっていただきながら、それらの

地域が、地域のこだわりの中で底力を発揮する

ような、活力を見出すような、そのようなもの

になっていただければ、「小さな拠点がネット

ワークに」という中における遠野市の活力を中

に見出すことができるんじゃないのかなという

ようにも思っているところであります。 

 先般、達曽部地区の中斉地区に、市長と語ろ

う会でお邪魔いたしました。かなり多くの方々

が参加して、まさに地域ならではの課題が出た

わけでありますけども、その中で、やはり稲荷

穴の水をもっともっと活用しようじゃないかっ

ていうような、そのような力強い発言も出たり

いたしまして、まさに地区センターが一定の機

能を発揮し始めたなという部分が、その中でも

感じたということも申し上げて、ただいまの質

問の冒頭にありました話に対する私の一つの認

識の御披露を申し上げたいというように思って

る次第であります。 

 さて、現段階における組織再編という中で、

かなりきつめに話をされました。そしてまた、

答弁を部長等に振らずに、市長みずからきちん

と答弁をするべきではないかというような、そ

のような一つの機先を制されたとこでございま

すので、私のほうから、それこそ説明責任を果

たすような中におけるきちんとした答弁を申し

上げておきたいというように思っております。 
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 組織再編につきましては、御指摘のとおりで

あります。今年度の、28年度の当初予算を審査

する当初議会、３月議会におきましても、私も、

そのような表明をいたしました。この12月には、

何とか組織の再編といったものを目指して上程

をするっていうような方向でいきたいという、

一つの考え方と方針を明らかにしてることは、

御指摘のとおりであります。 

 その後の全員協議会等におきましても、12月

議会をめどに組織の再編をというお話も申し上

げたことも、そのとおりであります。 

 そういった意味においては、いつこの３カ月

の間に、どのような状況が変わったんだという

部分の御指摘も、またこれは、受けて当然だと

いうように思っております。 

 そういった中における議会へも、あるいは市

民の皆様へも、説明責任ということが当然ある

わけでございますので、そういった点では、い

い質問と答弁の機会をいただいたなというよう

に、私も認識をいたしているところであります。 

 本庁舎の供用開始を前に、この12月を目途に、

来年の組織再編の大幅な見直しを提案したいと

いう中における発言はしておったということは、

そのとおりであります。そして、この９月議会

の定例会におきましても、全員協議会でも、11

月の全員協議会で、この再編案の説明と、12月

定例会への、今、この定例会、開いてるわけで

ございますけども、定例会への上程も一つ目指

しながら作業を進めているということも申し上

げた、そのとおりであります。いずれも質問の

中に、そのとおり述べられておりました。 

 このことから、この４月稼働に向け、29年４

月稼働に向け、組織の再編を目指しながら、言

葉としては片仮名語でありますけども、シンプ

ルに、スリムに、さらにはフラットという一つ

の言葉の中で、よくいうラインとフラットとい

う言葉があるわけでありますけども、少ない職

員の中で総合力を発揮するためには、スタッフ

制というラインの、そのような職制もやっぱり

導入すべきじゃないか。 

 それからやっぱり、一にも二にも、市民の皆

さんにわかりやすい、組織としてわかりやすい

という部分、これは、私のほうから申し上げる

のは、ちょっとある意味においては自己矛盾に

もなるかもしれませんし、言い方によっては言

いわけに聞こえるかもしれませんけども、その

時々のプロジェクトに対応するため、急がなき

ゃならないために、組織をいろいろ立ち上げて

きました。 

 そういったようなものも、整理もしなきゃな

らない。一体、産業振興っていうんだけど、６

次産業と商工観光にどのように、そのような問

題も整理をしなきゃならない。子育てをするな

らばって言うんだけども、健康福祉部のほうの

保健医療課と、こちらのほうの子育てするなら、

総合支援課のほうとどういうふうな整合性をと

るのかということも議論していかなきゃならな

い。 

 いろんなものをいわゆるシンプル化、スリム

化という中で、市民の皆様に何が、一番大事な

のは、わかりやすい組織だなと、ああ、そうい

う組織でやってるんだなということを示さなき

ゃならないという一つの大きな課題を、シンプ

ル化、スリム化、フラット化という中で形にし

なければならないという部分は、一つの大きな

課題であったわけであります。 

 そして、その中で、第２次遠野市総合計画の

中で、２つの優先課題というのを打ち出しまし

た。そして、その２つの優先課題は、雇用の確

保と産業振興であります。もう一つ、２つ目は、

少子化と子育て環境の、これを２つの緊急優先

課題として位置づけたとなれば、これは、やは

り組織の中においても、わかりやすい、見えや

すい組織として位置づけなければならないとい

う部分も、それも整理しなきゃならない。 

 あるべき組織といったものにつきまして、こ

れまで地域経営会議というものを立ち上げまし

て、そして、８回にわたって、向こう10年を見

据えた組織に持っていこうという中におきまし

て、これまで８回にわたっていろいろ議論をい

たしました。 

 しかし、やはりさまざまな中で、今度は市の
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組織をいじったとしても、今度はそこを担う人

事異動といったものともリンクさせていかなき

ゃなりません。やはり、立派な組織を立ち上げ

ても、そこで担う市職員を適材適所という中で、

能力をそれこそフルに発揮してもらうような、

そのような適材適所の人事も行っていかないと

ならない。 

 人事というものは、もともと60点とればいい

ほうだとよく言われてるわけでございますけど

も、しかし、そうはいいながら、やはり適材適

所の人事もやっていかないと、能力をフルに発

揮するというような、そのような組織配置に持

ってかなきゃならないという中で、いろいろ検

討した結果、一つは、拙速であってはならない

という部分をやっぱりもう一度、自分なりに判

断しなきゃならない、考えなきゃならない。 

 それからやはり、第２次遠野市総合計画とい

ったものの中で、まち・ひと・しごと総合戦略

というものを打ち立てる。その中で、いろんな

市政課題をきちんと位置づけたとなれば、それ

を前期５カ年計画でどう形にしていかなきゃな

らないのか。それを後期５カ年計画でどうして

いかなきゃならないか。前期５カ年計画も、３

年ローテーションの中で、ローリングの中で見

直しを進めていく。 

 そうした中で、実は、台風10号の災害に伴い

まして、県と市の管理分で、総額55億円の被害

も出ました。査定率が、災害救助法に基づいて、

査定率が93、95といったような、農業被害は97

ほど、土木、道路、河川は93％ほどの査定率と

なりまして、まずまずの査定の中で、復旧工事

を急ぐということにはなりましたけども、やは

り全てが、100％が国の財源で手当てするって

いうことにはならない。93％の査定率っていう

ことは、あと７％はとなれば、どうしても市の

財源を持ち出さざるを得ない。したがって、９

月補正の中におきましても、皆さんに御提案申

し上げ、この復旧工事を急ぐスピードとタイミ

ングを失しないという中で、補正予算を組ませ

ていただきました。去る11月21日には、９億5,

700万という予算を計上いたしまして、それで、

約10億円近い補正予算の中で、復旧工事を急ぐ

という一つの、第４号補正予算を提案し、全会

一致で可決もいただきました。 

 その中には、やはりどうしても一般財源を基

金取り崩しという中でやり繰りせざるを得なか

ったという部分も背景にありまして、この組織

再編の議論は、もう少しシンプルであり、スリ

ムであり、フラットだというんであれば、もう

少し議論しなければならないなという中で、先

般、12月議会を前に、11月の21日に全員協議会

が、それに先立ちまして、幹部職員には組織の

再編は、11月全員協議会、そしてまた、12月議

会での上程は見送るという、そのような方針を

幹部職員に示しまして、そして今、瀧本議員か

らそのようなお話を、質問をいただいてるとい

うことを踏まえて、ちょっとくどく、質問とダ

ブる点が結構ありましたけども、そのような経

緯の中で、一つは拙速さを避ける。 

 それから、職員がどんどん減っておりますの

で、その中で、一方においてはアウトソーシン

グというさまざまな第三セクター、関係機関・

団体とどのようなコラボレーションをしていっ

て、市民のニーズに応えるかということも、も

う少し整理整頓しなきゃならないという中で、

もう少し時間が欲しいということで、１年先送

りというような、そのような決断をしたという

ことでございますので、御質問の中身とかなり

ダブる点がありましたけども、ちょっとくどい

答弁になりましたけども、そのような経緯があ

ったということで御理解をいただければという

ように思ってるとこであります。 

○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）  １年先送りになるとい

うことで、そういうふうな状況になったという

ことですが、新庁舎の完成が来年４月末という

ことで、当初の計画から遅れることになったわ

けですけれども、それに伴ってもう少し議論を

して、組織再編をするということであります。 

 しからば、新庁舎が庁舎として機能を持ち、

市民サービスに対応できる確かな時期を明示し
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ていただきたいと思います。 

 また、組織再編が１年おくれるということに

なりましたので、そこはもう回答が出てしまい

ましたが、庁舎の完成時期と組織再編との相関

関係について、その辺の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、組織再編に

ついては、29年４月を１年先送りするという決

断をしたということを申し上げました。 

 シンプル化、スリム化、フラット化という中

で、市民によりわかりやすく、少ない職員を適

材適所という中において、フルにその能力を発

揮してもらう。そのためには、第３機関、関係

機関、第三セクターとの連携も、またさらに強

化していかなきゃならない。これは、アウト

ソーシングということになるわけでございます

けども、それはきちんとしていかないと、それ

が総合力になってくるということになるわけで

ございますから、そのような中で、拙速さを避

けるという話を申し上げました。 

 もう一つの要因が、ただいま２点目の質問に

ございました、新庁舎の完成時期との関係も、

その決断の背景にはあったということも、一つ、

２問目の中でお話がありましたので、この部分

についての経過についてもちょっと触れてみた

いというように思っております。 

 当初、新庁舎は、新庁舎の完成時期は、平成

29年、来年５月末という、そのような一つの予

定で工事を着工したということであります。 

 したがって、６月定例市議会には、新しい庁

舎の中でという部分を一つの想定をしながら、

工事といったものを進めてきたということを、

そのようなことであります。 

 そして、そういった中にございまして、先般

の全員協議会の場でも御報告申し上げたところ

でありますから、議員各位も御案内のとおりで

ありますけども、建設地内の物件の移転といっ

たものにも一定の時間を要したということが１

つ。それから、それに伴いまして、工事着工が

予定よりもちょっとずれ込んでしまったという

ことがありました。さらには、地下工事に当た

りまして、地下水の湧水、いわゆる湧き水が出

てきたという中で、これの処理にも一定の時間

を要したということが２つ目として挙げられま

す。 

 そのような中におきまして、施工業者及びこ

の工事監理業者との一つの協議の結果、これは、

単なる協議じゃない、緻密な協議の結果、やは

り５月末の完成は、これはちょっと難しいとい

う判断に立ちました。 

 これは、30年、40年、あるいは半世紀後の50

年を見据えた本格的な庁舎であります。したが

って、言葉としては、例えとしての言葉の中で

言うのは、ちょっと適正じゃないかもしれませ

んけども、保育園とか児童館をつくる建物とは

違う、本格的な工事であるということを考えれ

ば、やはりこの２カ月、３カ月といったような

一つの遅れというものはやむを得ないだろうと。

それも、これこれの理由でということなれば、

それを受けざるを得ない。 

 いや、何が何でも、これ、５月末って言った

んだから、やってくれという部分も、それも一

つの方法かもしれません。しかし、その中で、

工事がどこかに、それこそミスがあったんでは、

また手直しということにもなりかねないという

ことも、恐れなきゃなりません。 

 そのようなことも踏まえまして、これは、無

理をするわけにはいかないなということで、こ

の完成時期をおよそ２カ月から３カ月、遅れる

というような、そのような判断。したがって、

来年の７月から８月にかけての完成目途に工事

を進めてもらうという中で、あの請負業者のほ

うとの、あるいは施工監理業者とのほうとも協

議が整ったということもありましたので、これ

を私も、それを報告を受けて、やむなしという

判断に立ちまして、先般の全員協議会の場でも、

工事の延期ということを、完成のおくれといっ

たことを正式に公表したということにつながっ

たわけであります。 

 したがって、平成29年４月に、組織再編とい

ったものの中でリンクするというのも、一つの
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頭の、想定の中にあったわけであります。供用

開始になるなと、それに合わせて新しい組織と

いったソフト・ハードをうまくかみ合わせれば、

新しい遠野の姿がその中でまた見出せることが

できるなという部分が、頭の、想定の中にあっ

たわけでありますけども、この庁舎が、２カ月

から３カ月遅れるということになれば、組織も

再考させても、分散してる庁舎がそのままの状

態になるわけでございますから、この４月から

半年間は、新しい組織に持っていっても、今度

はまた、決裁ルートはどうするんだと、そのよ

うなことを考えると、職員がというよりも、ま

た市民が混乱してしまうことになりかねない。 

 であれば、きちんとした庁舎を完成させて、

それにきちんと見合う組織といったものも、そ

の中で連動させるという、そのような方向性の

ほうが、混乱を招かなくて済むんじゃないかな

ということと、その中においては、市長がその

ように公表したんだけれども、これは、見方に

よっては公約違反ですよと、見方というよりも、

公約違反ですよということになれば、これはや

はり、やむを得ずそのような方針変更にせざる

を得なかったということについて、説明責任の

中で御理解をいただくということになるのでは

ないのかなというように考えてるとこでござい

ますので、よろしく御理解をいただき、また、

御協力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）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  いろいろな事情で着工

がおくれ、完成時期は、庁舎の完成は７月か８

月ということで、庁舎の使用開始の時期は明示

されませんでしたが、９月あたりというふうに

私は捉えておりますけども、明示できるのであ

ればもう一回、次の答弁で含めていただければ

と思います。 

 ３つ目の質問ですが、少子超高齢社会の進展、

産業の振興、雇用の確保、子育て支援など、さ

まざまな課題が山積する中で、地域経営会議の

役割は大きいものがあると認められます。 

 市長がいつも言われるスピードとタイミング

の常套句が機能していない部分も見受けられま

す。返礼品の過渡競争などを理由に、時勢に乗

り遅れた感のあるふるさと納税の取り組みのタ

イミングが、まさしくそれに該当し、見本とな

る事例ではないかと思います。 

 庁舎完成時期と組織再編時期は、これまでの

地域経営改革案の中で、29年度当初の同時期の

実施を目指していたのではと思われ、それが実

現されれば最も効果が上がったと推察されます。 

 それらの遅れによるミスマッチは、庁舎完成

と組織再編を確実に、同じタイミングで実施し

ようとしていたならば、いついつまでにという

完成期限や、いつから使用するという開始時期

を徹底厳守することにより、そこから逆算すれ

ば、おのずと設計委託時期や入札、工事発注時

期の見当はつくはずだと思われます。 

 庁舎の完成と組織再編がマッチングしていれ

ば、効率性や内外への注目度も違ったのではな

いかと思われ、ある意味、残念でもあります。 

 常日ごろ、スピードとタイミングということ

を重視している市長らしからぬタイミングのず

れと言わざるを得ませんが、その認識はいかが

なものでしょうか。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  今、瀧本議員から、市

長が日ごろからスピードとタイミングというこ

とを言っている、そういったことを考えれば、

庁舎の完成時期の問題、さらには組織再編の問

題は、日ごろから言ってることとちょっと違う

のではないのかなというような御指摘。そして、

地域経営会議の中で、どのような議論をと。 

 地域経営会議という位置づけは、今まで庁議

の場、庁議というものがある。あるいは、政策

会議もＡ型、Ｂ型というのを設けながら、合意

形成する政策会議と、それから方針を決定する

政策会議といったものを位置づけながら、いろ

んな形を進めてきた。 

 そういった中で、やっぱりこれはスリム化し

ていかなきゃならない、もちろんシンプル化し
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て。会議ばっかり多くて、幹部が集まって会議

ばっかりしておったんでは、それこそ市民サー

ビスを、おろそかになってしまうっていう結果

にもなる。きょうも会議がそうだ、きょうは政

策がそうだという中におったんでは。 

 そこで、地域経営会議というのをことしの５

月に、政策会議を廃止し、地域経営会議に持っ

ていって、そこで合意形成と方針決定をしよう

という中で、スピードとタイミングを間違わな

いような、そのような合意形成のをつくろうと

いうことで、進めてきておった。組織再編も、

その中で８回も議論してきたという、そのよう

な経緯があります。 

 その中で、スピードとタイミングっていうこ

とを考えれば、先ほど、ふるさと納税の話も出

ました。これも、瀧本議員のほうから方針が変

わったのかという話もありましたけど、豪華な

返礼品だけで飛びつくんじゃなくて、遠野らし

さ、遠野ならではの中にこだわりながら、ふる

さと納税といったものに取り組もうという中で、

これも、いろいろ検討した結果、10月１日から

スタートするという方向に持ち込んだ。だから、

決してこれは、スピードとタイミングを間違っ

たんではないというように、私は、そのように

思っております。 

 それこそ、単なる高額な返礼品というんで、

この間、新聞を見て私も唖然といたしました。

東京都もふるさと納税を始める。じゃあ一体、

我々がふるさと納税という中で、地域をもっと

という中で、貴重な財源をそこから見出そうと

努力してるのに、東京都の23区がふるさと納税

を始めるっていう一つの動きが出てきたとなれ

ば、一体正直なところ、何が何だかさっぱりわ

からないというような、そのような状況も、あ

る意味でやけっぱちな言い方になりますけども、

そのような気持にもなるということを踏まえな

がら、やはりその状況を見ながら、やっぱりタ

イミングといったものを見ていかなきゃならな

い。 

 したがって、庁舎の問題、組織再編の問題は、

一にも二にも市民の皆様にわかりやすい。そし

て、本当に新しい庁舎もできてよかったと。あ

あ、そうか、それに伴って組織もこのとおりに

なったんだ、ああ、たらい回しにされないな、

あそこに行けばちゃんと用が足せるなというよ

うな、そのような。そしてまた、関係機関とも

連携を図りながら、情報を共有しながら、それ

ぞれの持ち場持ち場、立場だったら立場の中で、

市民の皆様のニーズにきちんと。それこそス

ピードとタイミングを間違わないような、その

ような受け答えができるような、そのような職

場環境といったものをつくっていくというため

には、このスピードとタイミングも、この１年

先送りも、決して日ごろから言っているスピー

ドとタイミングと矛盾はしない。強気な言い方

かもしれませんけども、私自身もそのように捉

えながら、拙速なことは進めずに、議員各位の

御理解もいただきながら、しっかりとした建物

と、その中にしっかりとした組織を、その中に

位置づけようというためには、この１年という

ものは、まさにスピードの範疇の中にある、あ

るいはタイミングの範疇の中にあるという御理

解をいただけるんじゃないのかなというように

思ってるとこでございますので、よろしくお願

い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）  いろいろ、物は言いよ

うといいますか、いろいろ慎重、慎重さを求め

ていけば、そういうふうになるということは確

かにわかります。 

 ふるさと納税に関しては、片山善博さんの記

事も見ました。今の制度ではなじまないといい

ますか、それ、廃止したほうがいいというよう

な意見の方もありますけれども、制度として、

国の制度としてきちっとあるもんですから、私

は、自主財源の確保とか、地域の産業の活性化

にということで、今まで申してきたわけであり

ます。 

 次に、本来なら新庁舎の完成と、組織再編が

マッチングできればベストでありましたけれど

も、ここに至ってさまざまな事情や要因で、庁
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舎の完成が遅れることは理解できなくもありま

せん。 

 しからば、１年遅くなると思われる機構改革、

組織再編をさらなるチャンスと捉え、これまで

の地域経営改革の中で議論され、まとめ上げら

れつつあった組織再編案について、年度途中の

庁舎入居による問題点の露出などにより、見直

しや変更を加えていく考えはあるのでしょうか。 

 一つ例を挙げれば、本年10月から始まり、順

調な滑り出しを見せたふるさと納税の取り組み

が、領収証発行に絡んで個人情報の流出という、

あってはならない事務ミスを招いてしまいまし

た。 

 しっかりとした取り組みを進める上でも、今

後の組織再編案に正式な担当部署を設け、職員

を配置するなどの必要性を感じますが、さらな

る見直し計画などがあるのかを、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）  ただいま、組織の再編

で、スピードとタイミングの一つの範疇の中で、

議員や市民の皆様の御理解もいただけるんでは

ないのかなというお話をいたしました。 

 その中で、ただいま御質問ありましたとおり、

新たなニーズが、やはりまさに次々と出てきて

るわけであります。子育ての問題も、どのよう

に保育協会と連携をとってったらいいのかと。

高齢化、高齢社会という中で、安心・安全。し

かし、その安心・安全の中においても、台風10

号が突きつけたいろんな課題。それも、どのよ

うな形で、ただ危機管理課があるからというだ

けにはいかない。地区センターとどのような連

携を図って、市民の皆様の安心・安全をより確

実なものに持っていくのかという部分も対応し

ていかなきゃならない。そのような、次々とい

ろんな課題が出てきてる部分を、そこをどのよ

うな組織の中でそれを受けて立つのかという部

分も、やっぱり考えていかないと。 

 そのためには、ある意味においては、またさ

らに議論を深める、一つのいろんなニーズが、

市民の皆様のニーズが出てきている。それから、

社会情勢、あるいは国の情勢といったようなも

のも、刻一刻と変わってきてるということもあ

りますから、それとも連動していかなきゃなら

ないという部分も考えていかないと。 

 だから、組織は生き物だとなれば、一旦、１

年間先送りしたら、議論をしながら、それでコ

ンプリートしてしまうとなっても、やっぱり常

にそれを深化させていかなきゃならないという

対応もしていかなきゃならない。それがスピー

ドとタイミング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。 

 ＴＰＰ問題も、それこそどうなるかわかんな

いというような状況に、私は、終始一貫反対と

いうことをずっと言い続けてきてるわけでござ

いますけども、これも、非常に雲行きがおかし

くなってきた。新たな枠組みができるとなれば、

農業振興の中でどういう遠野型の農業をつくっ

ていくのか。そのためには、今のアストの組織

をどのように持っていったらいいだろうかとい

うようなものは、文字どおり大きな課題として、

刻一刻と変わっていくということになります。 

 そういった中で、まさに組織は生き物だとい

う捉え方の中で、今、ふるさと納税のようなも

のをというようなお話もいただきました。これ

も、やはり検討しなければ大きな課題。 

 というのは、申し上げますのは、これも、議

員各位からの御理解もいただきまして、ふるさ

と納税にも本格的に遠野市も着手いたしました。

10月１日にスタートをいたしました。個人版ふ

るさと納税の寄附申し込み状況でありますけど

も、11月末現在で、約1,210件、1,776万3,000

円という一つの寄附申し込みをいただいており

ます。１日平均約20件の、そのような申し出が

あるということも踏まえれば、ふるさと納税の

これからの動きっていったようなものも、まさ

に市町村間の競争みたいになってきてるわけで

ございますけども、やはり競争するんであれば

負けるわけにはいかないという部分も、また一

方に持たなければならないわけでありますから、

遠野という知名度をそれこそフルに生かしなが
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ら、こういった部分ってなれば、やはりこの処

理体制にも間違いがあってはならない。 

 現在、正職員３名が分担してこの対応をして

るわけでございますけども、先般、御送付とい

う一つの個人情報の取り扱いにつきましても、

ちょっと処理に誤りがありまして、議員の皆様

にも陳謝を申し上げ、そしてまた市民の皆様に

御迷惑をかけた。それから、寄附した方々にも

御迷惑をかけたという部分で、事後対応をきち

んと行ってるとこでございますけども、やっぱ

りそのような反応があるからそれでよしじゃな

くして、反応があるからこそ間違ってはならな

い。そして、本当に誠意のある対応をしなけれ

ばならないとなれば、このような切り口の中で、

新たな歳入というか、財源を確保するという部

分において、一つ組織のありようといったよう

なのもその中に位置づけていくっていうことは、

ある意味では当然のことだというように思って

おりますので、御提案の趣旨を十分踏まえなが

ら、そのような一つの議論をさらに深めてまい

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）  ふるさと納税の寄附状

況まで答弁をしていただきましたが、１年、与

えられた１年をさらに再編にうまく利用してい

ただいて、しっかりとした組織をつくっていた

だきたいと思います。 

 新庁舎の完成が遅れることにより、組織再編

が１年遅くなることは、今までのやりとりで理

解をいたしました。 

 次に、その遅れに伴って、合同庁舎や木工団

地内の分散庁舎の統合の時期や、組織再編時の

再移動など、市民サービスへの影響の有無はど

のようなものでしょうか。 

 また、現在、２人体制もある地区体制の３人

体制への完全移行の実現も遅れていくのでしょ

うか。 

 さらには、第三セクターをはじめとする、こ

れからの遠野市を築いていく地域経営改革等へ

の影響の有無についても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）  組織再編が延期になる

という部分を含めて、市民サービス、あるいは

今の地域経営計画の中に影響が出、市民サービ

スのほうに何か影響はないのかというような中

における御質問と承りました。 

 そういった中でございまして、これが影響が

あってはなりません。したがいまして、この組

織再編も、完全に１年先送りでなくして、今、

いろいろ職員には、担当部長等には指示をし、

地域経営会議の中にも話をしてありますけども、

この４月に、１年後をめどに、４月にこういっ

たスピードとタイミングを間違わないような中

で、一部組織を見直しする部分がどこがあるの

か。ほっとくわけにはいかないだろうと、影響

が出たんでは、これ、大変なことになるよ。だ

から、その部分を１年後のスリム化あるいはシ

ンプル化、フラット化ということを目指し、も

う一方においてはアウトソーシング等を目指し

ながら、とり敢えずこの４月には、このような

組織としてちょっと先行させますよっていう部

分があってもいいんではないだろうかと。ただ、

その部分は、一つは考えてほしいと、それが一

体に何になるのかということをちょっと報告し

てほしいということで、指示をしてるところで

ございますので、年内には、12月中には、地域

経営会議の場に、この部分は若干前倒しってい

うよりは、前倒しっていうよりも、それを見据

えた一つの組織という部分の中に位置づけたい

と。 

 それが、中には、例えば、順調にスタートを

切ったふるさと納税のようなものも、きちんと

窓口としてという部分はあってもいいだろうと

いうような中で、今、検討してもらっておりま

すので、できれはその検討のたたき台がまとま

った時点で、議員各位にもそれこそ御説明申し

上げながら、また、いろいろ御意見をいただけ

ればということを考えているとこでございます

ので、よろしくお願いを申し上げたいと思って
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おります。 

 いずれ、行政内部のこの体制と事業の見直し、

それから第三セクターとの、経営体の強化とい

う。それは、きょう、浅沼幸雄議員との、質問

の中にもありましたとおり、第三セクター等支

援担当部長を、中小企業診断士の外部の方を入

れたというお話をいたしましたけども、そうい

ったものと連動しながら、経営体の強化と。 

 それから、やっぱり人づくり。職員も、減っ

てくるわけでございますから、人づくりという

中で、やっぱり職員個々の力も伸ばしていかな

きゃなりません。やっぱり、きちんとした企画

力があり、そして行動力があり、また文字どお

り発想力のある、先ほどのイノベーションって

いうことが出ましたけども、そのようなものも

市役所の中に持ち込んでいかなきゃならない。

若い人がやってるから、いいよいいよっていう

拍手ばかり起こって、我々も、まさにイノベー

ションっていう中で、体質を強化していかなき

ゃならないという部分をきちんと位置づけなが

ら、それこそタイミングを失しないような、一

つの見直しっていったものを進めてまいりたい

というように思っているところでございますの

で、ひとつ御理解をいただきたいと思っており

ますし。 

 再編にかかわる問題につきましては、またい

ろいろ機会をいただきまして、議員各位からも

さまざまな御意見、あるいは議員各位を通じま

して、市民の皆様の一つの考え、意向といった

ものも、またその中で把握しながら、それこそ

慎重かつ丁寧に作業を進めてまいりたいという

ように思ってるとこでございますから、よろし

くお願いをいたします。 

○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）  市民へのサービスが低

下することになってはだめだと思いますので、

そこら辺も十分考慮していただき、さらにパ

ワーアップした組織再編を目指していただきた

いと思います。 

 ２つ目の次の質問に移ります。 

 ２つ目のテーマは、「高齢者の運転免許証返

納への誘導施策や返納優遇制度等、環境整備の

取り組みについて」と題し、お尋ねをいたしま

す。 

 この質問に関しては、本日の最初の質問者で

あります菊池巳喜男議員からも、高齢者による

交通事故に対する課題と対策についてというこ

とで議論されているところであります。多少重

複する部分もあるかもしれませんが、御容赦を

願い、私なりの角度で質問をさせていただきま

す。 

 10月から11月にかけて、高齢者の運転する自

動車が原因と思われる悲惨な交通事故が、全国

各地で多発し、テレビ、新聞、週刊誌等、マス

コミで大きく報じられたことは記憶に新しいと

ころであります。 

 昨年10月28日に起きた宮崎市の駅前の道路で、

認知症で入院歴があった73歳の男性が運転する

軽乗用車が、歩道を700メートルも暴走し、２

人を死亡させ、４人が重軽傷を負った事故が、

一連の高齢者事故が社会的問題として注目を浴

びる契機になったのではないかと私は思ってい

ます。 

 １年後の同日の10月28日には、横浜市で軽ト

ラックが登校中の小学生の列に突っ込み、小学

１年の男子児童が死亡、ほか11人が負傷する事

故があり、運転していた87歳の男性は、前日に

ごみを出すために軽トラで出かけ、事故を起こ

すまでどこを走ったかよく覚えていない旨の供

述をしているとのことであります。 

 さらに、11月12日には、東京都立川市の国立

病院構内で、入院している夫の介護に来ていた

83歳の女性が運転する車が、駐車場の料金所か

ら歩道に突進し、30代の男女２人が亡くなりま

した。 

 県内でも、11月９日のお昼過ぎ、陸前高田市

のスーパーで、73歳の女性が運転する乗用車が

店内に突っ込み、20メートルも暴走したとのこ

とですが、負傷者が１名で済んだのは不幸中の

幸いと言えるのかもしれません。 

 その他、調べてみると、高齢者が絡む事故は
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大きく報道されない事故も含めて、全国各地で

続発している現状です。 

 昨年の統計では、65歳以上の全国の免許保有

者は、過去最高の1,710万人、今や５人に１人

が高齢者だと言われています。 

 警察庁は、免許の自主返納を促しているそう

ですが、実行したのは27万人にとどまっている

とのことであり、人口10万人当たりに占める事

故割合は、他の世代の倍以上の10.53という数

値に上がっている現状があります。 

 運転行動が専門の名城大学理工学部、中野倫

明教授によると、高齢者事故の原因として３つ

の要因があり、１つ目には視覚の衰え、２つ目

に信号や対向車など複数のものに対応する認知

判断の衰え、そして３つ目が、当人の意識の問

題で、高度経済成長期からバリバリ働き、長い

運転経歴の中で大きな事故を起こしていない高

齢者の場合、自分は大丈夫だと思いがちで、若

いころと同じ運転ができるという過信が事故に

つながっているという分析がなされていますが、

特に地方においては、公共交通機関が減り、高

齢者は車に頼らざるを得ない現実があります。 

 万が一事故を起こした場合、高齢者といえど

も加害者本人が責任を負うのが原則であり、禁

固刑や懲役刑のほかに、認知症などで責任能力

が認められなければ、家族が責任を追及される

こともあり、場合によっては、その金額は数千

万円から１億円を超える場合もあるとのことで

あります。 

 超高齢化が進み、老齢ドライバーは、今後、

増加の一途をたどります。安倍信三内閣は、11

月15日に緊急閣僚会議を開き、高齢者事故の問

題を喫緊の課題と位置づけ、今後の事故対策を

早急に講じるように命じました。 

 地方でこそ極めて大切な生活の足であり、買

い物や通院など、ほとんど自家用車に頼らざる

を得ない高齢者の免許自主返納の取り組みは、

重要であるとともに非常に難しい面を持ち合わ

せていますが、関連する優遇施策や対策とあわ

せ、以下、どのような見解をお持ちなのか、お

尋ねをいたします。 

 まず、全国各地で多発している高齢者が原因

と思われる悲惨な交通事故が毎日のように報道

されていますけれども、憂慮すべきその現状に

ついて、市長の認識や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）  高齢者の交通事故とい

う問題の中で、今、さまざまな全国の事例も紹

介の中で詳しく、この問題が大きな社会問題に

なって、政府も腰を上げざるを得ないというよ

うな状況になってるということについて、いろ

いろ触れられてありました。 

 それに対する市長の認識はというような御質

問であったわけでありますけども、午前中、菊

池巳喜男議員の御質問の中にもお答えしてます

とおり、それは、新聞等で報道されてる他の地

域のことだというわけにはいかない。遠野市も、

この問題がはっきり言えば深刻化してきている

という実態にあるということになるわけでござ

いまして、午前中の菊池巳喜男議員の御質問に

対する答弁とダブるところがありますけども、

あえてまた触れさせていただきますけども。 

 岩手県内においては、交通事故の死者80人と

いう数字の中で、47人が高齢者の方々、亡くな

った方々の約58％、６割近い方が高齢者の方々

が、その犠牲になっているという悲惨な事実で

あります。 

 市内におきましても、人身事故そのものは

年々減少してきてる。これは、関係者の皆様の

取り組みによって、事故そのものは、総数その

ものは減少してきているわけでありますけども、

高齢者がかかわる人身事故は、逆に増加をして

きているという状況の中で、平成27年度、約８

割、人身事故が34件発生いたしまして、そして、

そのうち27件、79％、正式に言いますと79.4％

は高齢者の方々がそのような。そしてまた、死

者のというよりも、事故で亡くなった方々が既

に４人発生してる、４人出ていると。いずれも

全員が高齢者の方々であったということも踏ま

えれば、深刻化してきてるという一つの状況の

中で、まさにこれをほっとくわけにはいかない
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という中で、行政も、あるいは警察も、さらに

は交通安全協会、交通指導員の皆様、それから

老人クラブの方々等も含め、まさにいろんな

方々でもって、どのような対策を講じたらいい

のか。はねられる、どうしても高齢化に伴いま

して、横断歩道などは、横断歩道あるいは横断

歩道でないとこを渡るときには、いろんな面で

一つの高齢化という一つの流れの中で、どうし

ても判断を誤ってしまって、はねられてしまう

ということにもなりかねない。あるいは、高速

道路が通ったんだけども、よくいう逆走という

ような事実も起きているということも踏まえる

と、それからさらには、ふえる一方の認知症と

いう問題に対しても、交通事故という問題が大

きくかかわってることにもなるわけでございま

すから、やはり、まさにこれも抽象的な物の言

い方になるというように思っておりますけども、

市役所が、行政がといっても、これは限界があ

ります。やはり多くの関係者、特にも交通安全

協会、交通安全協会の組織があります。それか

ら、私は、交通安全対策協議会の会長という、

そのような立場にもあります。 

 そのような中で、いろんな交通指導員の皆様

の力をお借りしながら、いろんな団体、社会福

祉協議会の皆様も参加していただきながら、や

はり、それぞれの立場で、まさに気をつけまし

ょうと、そのような運動を強化するという中で、

みずからの事故から、あるいは、被害者も加害

者もないわけでありますから、そのようなこと

をきちんと未然に防止をするという活動に、さ

らに力を入れてまいりたいというように考えて

いるとこであります。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  市内においても、高齢

者が関係する事故がふえているということであ

ります。午前中の菊池巳喜男議員の質問では、

交通事故のお年寄りとのかかわりの数値が出さ

れておりましたので、そこは割愛しますが、市

内高齢者の運転免許証の自主返納の実態がわか

っているのであれば、お知らせを願いたいと思

います。 

 市長も、テレビの前の市民の皆様も誤解をし

ないでいただきたいですけれども、高齢になっ

たら必ず運転免許証を返納すべきだということ

ではありません。視野や体力の衰え、運動機能

や有事対応能力の衰退、自信の喪失、健康不安、

認知症の疑いなどが現れ始めた方々が、車を運

転して、本人はもとより、相手や家族を巻き込

んで不幸な事態にならないようにと願う思いか

らの質問であることを申し添えます。 

○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）  免許の自主返納という

一つの御質問であります。これにつきましては、

全国各地でこのような運動が出ており、返納し

た方々には、何ていいますか、奨励金みたいな

ものも出すというような自治体も出てきている

というようなことが、新聞等でも報じられてお

りますけども、今、遠野市での状況を見ますと、

市内高齢者の運転免許自主返納件数といったこ

とで、ちょっと手元に資料がありますけども、

平成27年は70件、そして28、今申しましたよう

に27年は70件の返納があったと。それから、28

年は11月末現在で43件の返納があったというこ

とで、市内高齢者ドライバーが、数字的には2,

881人という数字で捉えておりますから、自主

返納の70件及び43件という数字を見ますと、高

齢者ドライバー2,881人に対し、1.5％の返納に

とどまっているという状況に今あるということ

であります。 

 ただこれは、この地方においては、御質問に

ありましたとおり、自動車は、日常の買い物や、

あるいは通院などに欠かせない一つの手段にな

っておるわけでありますから、それに代わる公

共交通機関なり、まさにいろいろ今回も質問出

ておりますけども、きちんとした手厚い、ある

いはきめ細かいネットワークがあれば、車に頼

らないでも、いわゆる自家用車に頼らなくても、

みずから運転しなくても足が確保できるという

ような、そのようなきめ細かい対策も、また一

層求められてきてるんだなということを痛感し
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ておりますので、そのことを申し添えて答弁と

いたします。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後１時58分 休憩   

────────────────── 

   午後２時09分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 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、市内の免許

返納者の数値が示されました。27年に70件、今

年度は43件ということですが、私は、感じでは

もう少し少ないのかなと思っていましたが、一

定の数値が出ているというふうに感じられまし

た。 

 さて、交通事故の抑止や高齢者の免許証自主

返納の取り組みには、警察や公安委員会だけで

は限界があると思われます。 

 衝突回避機能や運転ミス感知機能など、これ

まで以上の自動車メーカーの安全予防対策はも

とより、多くの人が免許証を持つ高齢社会の進

展で、安全で安心な自動車との共存社会を構築

していくためにも、遠野市として高齢者の免許

証自主返納を促していく誘導施策や、対象者へ

の啓蒙・喚起につながる取り組みの考え方があ

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）  高齢者の免許の自主返

納というのは、誘導策っていうか、促すってい

う方策も、これも避けて通れない一つの課題で

はないかなというように思ってるわけでありま

すけども、先ほどの御質問の中でちょっと申し

上げましたとおり、一つの通院なり買い物なり

の足になってるという部分も、これも現実なわ

けであります。 

 したがって、総合交通対策の中でどのような、

いわゆる公共交通っていうよりも、足を確保す

るのかっていう部分も、もう一方には、ちゃん

と環境整備しながら、したがって安全のために、

事故を起こさないために、免許証の自主返納と

いうところに行くっていう部分も、両方がうま

くかみ合ってこそ、自主返納という動きが現実

のものになってくるんではないのかなというよ

うに思っているところであります。 

 ただ、それを待っておっても、大きな事故等

が生じては大変だと。まさに、加害者も被害者

もないような事故、加害者も被害者も、それこ

そ混在するような大きな事故にならないように、

未然にっていうことになれば、自主返納という

一つの手だても大事な一つの対応ではないかな

というように思うわけでありますけども。 

 安全教室の中で、高齢者交通安全教室の中で、

動作や年齢を測定する機械等を使って、そして、

動作の素早さや正確さをチェックする、そのよ

うな一つのことを行って、交通安全身体機能の

変化を自覚してもらうということが、一方にお

いては大事な一つの手だてでもあると。 

 ちなみに、私もこのチェックを受けたことが

あります。ただ、そのチェックを受けた結果、

出てきたシートから出てきた結果については、

これは、個人情報につながりますので、公表は

申し上げませんけども。というような、そのよ

うなこともあったということも、やっぱり事実

としてあるということでございますので、この

ような中で自覚をしてもらうということは、や

っぱり一応大事な一つのことではないのかなと

思ってまして、このような対応も進めていくと。 

 警察のほうでも、交通安全協会などでも行っ

ております。あるいは遠野警察署のほうでも、

高齢者対策の高齢講習会なども行っております

ので、この制度をＰＲしながら、できれば自覚

し、自主返納という方向に持っていくという部

分と。 

 他の自治体では、自主返納した方々に、何と

申しますか、先ほどちょっと言いましたけども、

奨励金のようなものを交付してるというような

事例も出てきてるということでございますから、

事故を起こしてしまって大変な損害、賠償とい

うことになると大変なことになりますから、そ

れを未然に防ぐという手だての中で、もう少し
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知恵を絞らなければならないのかなというよう

に考えてるとこでございますので、よろしくお

願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  自覚することが大事で

はないのかなという答弁でしたが、市としても、

やっぱり広報とか、あるいは遠野テレビ、メデ

ィア等を使っての周知、啓蒙対策もあるのでは

ないのかなと思われますので、その辺について

もよろしくお願いいたします。 

 ２つ目の最後の質問になりますけれども、免

許証の返納を促すことは、一方において、その

人のバイクや自動車の足を奪うことになります。 

 地方においてこそ、老若男女を問わず、自動

車は非常に大事な交通手段であり、特に高齢者

の単身世帯や夫婦２人の世帯にとっては、買い

物、通院などを含め、死活問題にも直結すると

言っても過言ではありません。 

 経済的負担が軽減され、きめ細かな足の確保

や、何かしらの特典優遇制度が保障されれば、

ある程度返納も進むのではないでしょうか。 

 先ほどの市長の答弁にもありましたし、さき

の菊池巳喜男議員の質問でも触れていましたが、

友好自治体での西米良村の例にも見られるよう

に、高齢者の運転免許証自主返納者に対するバ

スやタクシーなどを利用する際の優遇制度の創

設の意向はあるのでしょうか。 

 それに加え、高齢者を含む交通弱者へのさら

なる交通機関利用のきめ細かい対応のあり方な

ど、昨日の小林立栄議員の地域公共交通の活性

化についてとの一般質問にも関連する部分でも

ありますけれども、これからの人口減少社会と

地方における高齢者交通対策の見解をお尋ねい

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）  高齢者ドライバーに対

する一つの対応の中で、これまでも御質問の中

でお答えを申し上げてきてますけども、ちなみ

に岩手県内の状況、今、西米良村の話も出てお

りました。西米良村のニュースも、全国ニュー

スで出たという中で、黒木村長さん、やってく

れたなというように思ったわけでありますけど

も、あそこも大変な、それこそいうなれば大変

な場所っていうか、車なくしては移動もできな

いような、そのような状況であるわけでござい

ますけども、自主返納という方向に大きく打ち

出したということもあるわけでございます。 

 県内も、自主返納に対する優遇策といった中

で、ちょっと県内の状況を見ますと、14市ある

中で、５市が実施してるという状況にあります。 

 その支援策の内容でありますけども、市営バ

ス料金の半額助成、あるいは地域ポイントカー

ドの発行代金の無料化及び加盟店サービスの提

供、１万円程度のバス・タクシーチケットの交

付、ただ、これ１回限りということになってま

すけども、そのような手だてを講じてる。これ

は、多分、これらの自治体の中におきましても、

やり繰りしてこのような一つの対応をせざるを

得ないという状況になったんではないのかなと

思っておりますから、当市におきましても、た

だいま、いろいろやりとりを議員と行いました

けども、高齢者、高齢社会、そしてまた集落を

大事にしながら、やっぱり住んでよかったって

いう地域を、地区センターをってなったときに、

地区まちづくり計画という中において、弱者と

言われる高齢者の方々の足をどのように確保す

るかとなれば、総合交通の体系の中で、デマン

ドあるいは路線バス、そういったものをどう組

み合わせをしながら、きめ細かく足を確保する

かっていうことが、一方においてはやはりきち

んと見直しをし、また改善をし、そして、新た

な仕組みをつくっていかなければならない、そ

のような状況に、この数字はなってるのかなと

いうことを改めて感じているところでございま

すので、市民センターのほうの一つの窓口を通

じまして、全庁的にこういった交通安全対策、

高齢者の方々の足の確保といったものに対する

一つの取り組みを、あらゆる角度から検討して

まいりたいと。 

 その中で、この優遇策等の問題についてもど
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う位置づけるかっていうことを、その中で議論

していきたいというように思ってるとこでござ

いますので、御了承いただきたいと思っており

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）  この３日の土曜日には、

福岡市で、運転手が高齢者の部類には入らない

までも、64歳のプロの運転するタクシーが、病

院のラウンジに突入し、見舞客の御夫婦など３

人が亡くなり、７人の重軽傷者が出た痛ましい

事故がありました。原因は、アクセルとブレー

キの踏み違いとか、ブレーキの異常とかではな

いかと大きく報道されていますが、突然の悲劇

に、加害者も被害者も無念の限りだと思われま

す。 

 また、おととい４日には、静岡県沼津市で、

85歳の女性の運転する乗用車が、運転を誤り、

商店街のシャッターに突っ込んだというニュー

スも続きました。 

 回りを見渡せば、家族の運転は大丈夫だろう

か、自分もいつまでちゃんとした運転ができる

のだろうかと再認識させられている毎日であり

ます。 

 市民の皆様が、ともに交通事故を起こさない、

交通事故に遭わない日々を過ごされ、穏やかな

年末と輝かしい新年を迎えられることを祈りな

がら、以上で私の質問を終わります。 

○議長（新田勝見君）  次に進みます。11番菊

池充君。 

   〔11番菊池充君登壇〕 

○11番（菊池充君）  遠野一新会所属の菊池充

であります。通告に従いまして、市長に対して、

大項目１点を一問一答方式にて、一般質問を行

ってまいります。 

 全国わさび生産者大会開催についてでござい

ます。 

 平成元年の６月９日に、当時の宮守村体育館

において、第23回全国わさび生産者大会及び第

４回の全国わさび品評会が開催されて以来、27

年が経過しております。 

 当時、この大会、品評会を契機に、ワサビ生

産環境が飛躍的に拡大するとともに、関連する

施設も整備されるなど、特産品としての評価を

確立してまいりました。 

 さらには、昨年、達曽部湧水集落でワサビの

栽培が行われて以来100年を迎え、生産者は新

たな100年に向けて、栽培の歴史がスタートし

てございます。 

 このような時期に、全国わさび生産者協議会

への誘致活動に取り組み、結果として、遠野市

において来年度開催が決定した第51回生産者大

会と、第32回わさび品評会への取り組みについ

て、当時の宮守大会の内容を参考にしながら、

質問を行ってまいります。 

 最初に、大会の開催を通じて、全国に何を発

信していこうとしているのか。 

 全国的に知名度の高い遠野市でありますが、

１次産業に限っては、全国に誇れるような産品

は少ない中にあって、日本食文化の代名詞でも

あるワサビの産地として、どのような発信をし

ていこうとしているのか、まず、お伺いいたし

ます。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  菊池充議員の一般質問

にお答えいたします。 

 一問一答方式で、テーマ、大きな項目はワサ

ビ栽培というか、遠野のブランドとしてのワサ

ビ栽培を通じて、全国大会も予定されてるとい

う部分の中で、何をどのように発信していくの

かという位置づけの一つの御質問がありました。 

 御質問の中でありましたとおり、ワサビ、全

国わさび生産者協議会岩手県大会という一つの

ものが、平成元年に、旧宮守村を会場に開催さ

れているという、28年前になります。もう本当

にそんなにたったのかなということになるわけ

でございますけども、当たり前といえば当たり

前、平成元年であれば、ことしは平成28年であ

りますから、28年前ということになるわけでご

ざいますけども、当時、660名もの方が集まっ

て、多くの村民のもとに、大変な盛り上がりの



－ 96 － 

中で盛会裏に開催されたということも、私も、

承知いたしております。 

 そしてまた、この中で、今ありましたとおり、

27年、遠野宮守わさび栽培100周年といったよ

うな記念事業が開催されました。100年、ワサ

ビ振興の歴史、あるいは生産者の歩み、そして、

中山間地域の中における先人が取り組んできた、

わずかでも換金率の高い作物をという中で、も

う100年前に決断をしながら取り組んだという

先人への思いをみんなで確認し合ったというこ

とになるわけであります。 

 それでもって、28年前の全国大会を一つ思い

起こしながら、来年の大会を文字どおり意義あ

るものに持っていかなきゃならない。そして、

その中で、先人への敬意を表し、それをまた新

たなステップアップをしながら、遠野ならでは、

あるいは宮守ならではっていう部分の中におけ

る特産品の新たな発信をしてかなきゃならない

という絶好の機会が、来年、全国大会という中

で、また位置づけられるんではないのかなとい

うように思っておりますので、100年前、さら

には今、地方創生という中で、地域の特性を生

かした地域づくりを、まちづくりをということ

を行ってるわけでございますので、そのような

中で、遠野の宮守わさび、湧水の中における特

有な特産品として、全国に大きくＰＲをしなが

ら、この大会を盛り上げていきたいというよう

に思っております。 

 よく400名近い参加者が見込まれるという、

そのような報告も受けておりますので、昨年の

島根大会では247名っていう数字だったようで

ございますから、今、400名近いとなれば、島

根大会の倍近い方々が、というよりも1.5倍近

い方々が遠野に参集するっていうことになるん

ではないかなと思ってますので、いうところの

全国への発信の絶好の機会として位置づけて、

市としても全面的にバックアップをしてまいり

たいというように考えております。 

○議長（新田勝見君）  11番菊池充君。 

   〔11番菊池充君登壇〕 

○11番（菊池充君）  具体的な発信の内容につ

いて、詳しくは触れられませんでしたけれども、

やはり全国から参加される皆様に、やっぱり、

何ていいますか、ワサビにこだわった形での発

信を期待をするわけでございますし、さらには、

やはり永遠の日本のふるさと遠野らしさを全面

的に出して発信する内容となるような、せっか

くの機会でありますので、充実した内容のもの

を資料として準備をいただくというのを期待を

しております。 

 それでは、次の質問に入ります。開催時期の

見通しと受入体制についてであります。 

 第23回宮守大会では、大会は今までは６月に

開催されてきましたけれども、以降は10月開催

が続いているということでございます。来年度

の開催時期の見通しと、大会を担う事務局体制、

さらには全国から来遠する関係者、生産者の受

入体制についての考えを伺いいたします。 

○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）  この全国大会の形での

見通しと受入体制はという２問目の質問であり

ました。 

 この時期は、10月５日から、平成29年の10月

５日から７日までの３日間というようになって

おりますけども、正式決定は、来年２月に開催

されます全国わさび生産者協議会役員会の議決

で正式に決まるということになってますから、

正式には来年の２月に、正式に決まるというこ

とになろうと思ってますけれども、内定はして

るということで、10月５日から７日まで。 

 受入体制につきましては、大会運営そのもの

は、岩手県わさび生産者協議会を中心に、農協、

県、関係市町村等で構成する実行委員会でもっ

てそれを、母体となるということで、これも決

定をしているっていうことであります。 

 そして、その場合におきましては、遠野市と

しても、いろんな団体、例えば観光協会、ある

いはふるさと公社といったような関係団体と連

携をしながらワサビ関連商品を開発し、販売を

するというような手だても今講じなければなら

ない。今も取り組んでるわけでございますけど
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も、それを絶好の機会と捉えて、そのような場

にも持ってかなきゃならない。 

 そして、この大会３日目の10月７日は、毎年

開催しております産業まつりの開催予定日にも

入っているということでもありますので、ワサ

ビ関連の特別ブースなども産業まつりの中に位

置づけながら、そういったとこと連動しながら、

まさに遠野市の総合力の中で、この全国大会で

もって集まってる皆様に、大きくワサビを通じ

ての発信と、そしてまた付加価値という中にお

ける、６次産業という位置づけの中における取

り組みとして、きちんとした形に持っていきた

いというように考えておるとこでございますの

で、この見通しという部分につきましては、所

要の、例えば大会に、運営に係るものにつきま

しても、29年度の当初予算、もしくは今年度の

３月補正等においても、何らかの手だてはやっ

ぱり講じなきゃならないんじゃないのかなとい

うように思ってるとこでございますので、それ

をつけ加えて答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  11番菊池充君。 

   〔11番菊池充君登壇〕 

○11番（菊池充君）  大会の決定は、来年２月

の全国役員会の決定で決まるという答弁をいた

だきました。 

 もっと早い時期の決定にはならないのかなと

いう感じをしておるわけでございますけれども、

宮守大会の際には、前年の、１年前の前年の長

野大会で、理事決定され、そして、準備を進め

てまいりましたので、翌日には直ちに役場庁舎

に横断幕を掲示して、設置して、それから開催

までの１年間、村内外にＰＲに努めてきたわけ

でございますけれども、まず、内々ということ

ですけども、これは、今後ＰＲしていくのに、

公の指示として、公といいますか、公としての

といいますか、もう確定したものとして、その

日にちが前に進んでいっていいかという部分に

ついて、まず確認したいんですが。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この全国大会という中

における位置づけなわけでありますから、やは

り早目早目と準備をしながら発信をしていかな

きゃ。もう来月が大会だという中から準備して

はだめなわけでありますから、やっぱりこうい

った全国大会が内定してるっていうんであれば、

例えば、正式決定を待って直ちに発信のＰＲを

するとか、そのような取り組みも順次、それこ

そスピードとタイミングを失しないようにやっ

ていかなきゃならないかというように思ってお

りますので、組合のほうとも十分連携を図りな

がら、市の６次産業あるいは農業振興課、そう

いった部分。 

 ただ、もう一つは根わさびばかりじゃなくし

て、やっぱり畑わさびのほうも、いろいろ栽培

面積を拡大して、関係者がふえてきております

から、そういった方々との連携もやっぱり図っ

ていかなければ、きちんとした受入体制にはな

らないんじゃないのかなというように思ってお

りますので、そういったところにもきちんと連

携を図っての準備、対応を抜かりなく進めてま

いりたいというように考えてるところでありま

す。 

○議長（新田勝見君）  11番菊池充君。 

   〔11番菊池充君登壇〕 

○11番（菊池充君）  あと、私ができるだけ早

く期日の決定をしていただきたいという部分と

いうのは、いわゆる内々のという部分になりま

すと、前回のことを話に出して大変恐縮でござ

いますけれども、やはり林野庁をはじめ多くの

来賓、そういう方々にやっぱり事前の日程調整

からさまざまな部分を取り組んでいかないと、

新年度なってからではこれしかないという形に

ならないんじゃないかというふうな感じしまし

た。 

 ですから、やっぱり内々の日程を正式にとい

うことができないんだろうと思いますけれども、

できるだけ前倒しでの決定ということは、全国

の協議会の中で、前倒しの決定では、これから

役員会とのがあるのかないのかわかりませんけ

ども、やっぱりそういったような形の要請もし

ていく必要があるんじゃないかなとはいうふう
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に思うんですけども、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）  この部分に、ただいま、

今の御質問に対しましては、まさにこの日程を

確定しながら、早目早目という部分の中で、市

民への周知、関係者の合意形成ということも、

もちろんやっていかなきゃなりませんし、何と

申しますか、いろんな、林野庁という話も今出

ましたけども、やっぱりそういった方々の、非

常に特産品として、かなり注目度が高い特産品

でありますから、やっぱりそういった方々、あ

るいはバイヤーの方々も含めて、いろいろＰＲ

していかなきゃならないというその中で、やっ

ぱり特にも来賓の関係などは、早目に御案内し

なければ、10月５日から７日っていうなれば、

結構イベントが集中する時期でもありますんで、

やっぱり関係省庁、あるいは関係団体、生産者

ばっかりじゃなくて、それを利用する。特にワ

サビっていう部分の中においては、それを和食

ブームでありますから、それを利用するってい

う部分の中におけるその関係業界の方々にも早

目に発信して、日程調整をするというような、

そのような対応は、それこそもう進めなければ

ならないんじゃないのかなと思ってますので、

担当課のほうにきちんとその旨を指示しながら、

連携を図って対応していきたいというように思

っておりますので、ひとつよろしくお願いをい

たします。 

○議長（新田勝見君）  11番菊池充君。 

   〔11番菊池充君登壇〕 

○11番（菊池充君）  全国の協議会の事務局と

も、十分に協議を進めながら取り組みをスピー

ドを上げて取り組んでいただきたいというふう

に思うわけですけれども、同僚議員の、去年３

月の委員会の中の質問で、取り組みの部分を聞

いている分はございますが、実行委員会は６月

に開催して、細部について改めてきちんとした

説明をするという話が、当時ありましたけれど

も、実行委員会は何回開催されて、どのような

形になってるんでしょうか。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  今、大会開催に向けて、

いろいろ準備をしてるっていう、実行委員会が

何度ほどやったのか、ちょっと手持ちの中には

資料がございませんので、また予算委員会等で、

担当課長等から聞いていただければというよう

に思っておりますけども、それぞれ抜かりなく

準備をしているというように報告を受けており

ますので。 

 というのは、予算も当然決めなきゃなりませ

ん。実行委員会となれば、予算も決めなきゃな

らない。予算も、まだ市のほうでは計上してお

りませんから、そういったことも含めながら、

きちんとした手順を間違わないように、そのよ

うな中における、先ほどの御質問の中にありま

すけども、あらかじめ日程をとなれば、開催企

画案のようなもの、あるいは開催の日程、例え

ば３日間となれば、どのような、式典だけなの

か、視察も入ってるのか、宿泊はどうするのか

というようなことも含めながら、やはり案内を

間違ってはなりません。 

 そのためには、やっぱり実行委員会の中で、

合意形成をしていかなきゃならないことに当然

なるわけでございますから、そのような準備は

抜かりなく対応してるというように承知してお

りますので、それをもって答弁とさせていただ

きます。 

○議長（新田勝見君）  11番菊池充君。 

   〔11番菊池充君登壇〕 

○11番（菊池充君）  大会の期日は10月５日か

ら７日までを予定してると、これは、確定に近

いんだかもしれませんけれども、この３日間の

中で、いわゆる７日は市の産業まつりというふ

うに市長から御答弁がありました。市の産業ま

つり、10月の７日は産業まつりだよと。いわゆ

る３日間の最終日は、産業まつりとセットにな

るような形で盛大にという考えがあるんでしょ

うし、相乗効果を期待するという部分があるん

でしょうけども。 

 そこで、実行委員会もまだ開催されてないん
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じゃないかと思うんですが、それはそれとして、

一番不安視されるのは、それをいわゆる体制づ

くりといいますか、一番は、実行委員会もそう

ですけども、いわゆる実戦部隊の部分が最も重

要な鍵を握るというふうに、私は理解してござ

います。 

 当時は、実戦部隊は60名の体制で臨んだわけ

でございますけれども、これは、県庁は畑作振

興課をはじめ、振興局の農政部、林務部、普及

センターあわせて、11人の応援をいただいてお

るはずでございます。それから、ＪＡは経済連、

それから地元ＪＡさんで６人の体制で協力をい

ただいていると。それから、村内のいわゆるい

ろんな関係者、それから村内の関係する部署、

43人という形で、60名体制で臨んできたという

ふうに理解してございます。 

 そうなりますと、何といいますか、産業まつ

りの前段が、恐らくは、次の質問で少し具体的

に書いてますけれども、産業まつりとダブる、

確かに相乗効果はあるんでしょうけども、それ

だけの体制がとれるのかってちょっと疑問があ

る。同じ日にっていうことは疑問があるんです

けども、その部分についてはどのように考えて

るのか。 

○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）  繰り返しの答弁になり

ますけども、全国大会で、また、400人規模の

関係者が一堂に会するってことでありますから、

やはり本当にいいイメージの中で発信をしてい

かなきゃならないとなれば、関係者がきちんと

合意形成をして、足並みをそろえていかなきゃ

ならない。これは、当たり前なわけでありまし

て、市とそれから県庁関係の、県関係も当然入

ってくるわけでありますし、そのような方々、

あるいはＪＡなどもその構成機関の１人になる

わけでございますから、そういった中で、やは

り合意形成をしながら、準備に抜かりなくとい

う体制の中で、一方においては、その中で規模、

あるいはこの視察がどういう視察になるのか、

また、顕彰のようなものを組みこむのかであれ

ば、県内の中で、まず畑わさびも含めて、関係

者がどのようになるのかというようなことを含

めて、一つの実行委員会を早目に立ち上げなけ

れば、やっぱり本当に繰り返しになりますけど、

全国大会でありますから、それも28年ぶりとい

うことになりますから、やっぱりもう既に行動

に移さなければならないっていう、そのような

タイミングであろうかというように思っており

ますので、私のほうからも、この準備態勢につ

いては、抜かりなく対応し、また必要な予算措

置などもそのタイミングを失しないような形で

措置をしながら、もう一方においては、関係機

関の協力も、まさに有形無形の協力もいただく

ように。 

 例えば、やっぱり負担金のようなものを、何

かちょっと聞くところによると、500万円規模

ぐらいの予算規模が考えられるということも聞

いておりますので、であれば、市としてどのよ

うな、そこに、負担金になるのか、協賛金にな

るのか、そのようなことも含めながら、やっぱ

り28年前を思い起こしながら、きちんとした組

織づくりに取り組んでまいるように、私のほう

からもきちんと指示をしておきたいというよう

に思っておりますので、よろしく御協力、御支

援をお願い申し上げたいと思ってます。 

○議長（新田勝見君）  11番菊池充君。 

   〔11番菊池充君登壇〕 

○11番（菊池充君）  大会には、400人ほど見

込んでるという市長の答弁がございました。そ

のうち、宿泊予定はどれぐらいの方の人数を見

込んでるのか、お聞きしたいと思いますが。

（発言する者あり） 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  400人規模でというこ

とになってますけども、宿泊部分はどの程度に

なるか、３日間で呼ばれますから、やっぱり県

内でも岩泉とか、そちらのほうからになれば、

やっぱり泊まるということになる。通いという

ことはかなり難しいわけでありますから、県内

の関係者も、宿泊ということが、かなり見込ま
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れるんじゃないか。もちろん県外から来る方々

は、いずれも宿泊。何とか、例えば盛岡に泊ま

って、通うということじゃなくして、遠野に泊

まってもらうという部分で、やはり遠野の経済

の、地域の活力にも生かしていただくという分

については、宿泊関係者との連携を図りながら、

やっぱり受入体制を整えて、400人のうち200人

でも300人泊まっていただくような手だてをそ

の中で講じていかなきゃならないんじゃないの

かなと。 

 具体的にどれぐらい見込んでいるかというこ

とについては、ちょっと資料として手元にはあ

りませんので、どれぐらい見込んで……、半分

ぐらい見込んでるのかどうなのかというところ

かもしれませんけども、ただ、繰り返しますけ

ども、県内の方々にもやっぱり泊まってもらう

というような方法で、やっぱりアプローチをし

ていくということが大事じゃないかなというよ

うに思っております。 

○議長（新田勝見君）  11番菊池充君。 

   〔11番菊池充君登壇〕 

○11番（菊池充君）  一度に質問する予定だっ

たんですが、市内の宿泊の使用の最大人数って

いうのは、どのぐらいが可能なんでしょうか。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  宿泊のキャパにつきま

しては、その後もいろんな形でふえてきてると

なりますけども、４人部屋に４人泊まってって

いう数字の中で、私、いつもそういう数字を使

ってるんですけども、やっぱりキャパとすれば、

800人から1,000人の中で、遠野の宿泊機能の施

設はあるんじゃないのかなというように承知し

ております。 

 通常は、対外的には800人という言葉を使っ

ているとこでございますけども、詳しい、その

後も何か施設もふえてるっていう分もあります

から、あるいは、もっとふえてるかもしれませ

んけども、一応、公式的には、対外的には、私

自身が使ってる数字は、遠野の宿泊のキャパは

約800人だという使い方をしておりますので、

それをもって答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  11番菊池充君。 

   〔11番菊池充君登壇〕 

○11番（菊池充君）  先ほどの市長の答弁で、

私は、次の質問をしようとしてる部分を答えて

いただいてるわけですけれども、大会の内容、

いわゆる初日は何で、２日目は何で、３日目は

何なのかと、どういうふうに予定しているのか

と。それから、それに係る予算はどの程度見込

んでるんだっていうことを再度質問しますので、

お答えいただければと思いますが。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  一問一答ということに

なりますと、どうしても関連しますから、質問

内容を先取りしたり、そのような答弁をしてし

まうということが、よく私も反省しなきゃなら

ないかと思って、どうしても関連してしまうか

ら、そこにへべ込んで答弁をしてしまうという

ことになるんですけども。 

 どうしてもこの大会の内容そのものにつきま

しては、先ほど申し上げましたとおり３日間と

いう中で400人規模、約、予算は、大会運営に

係る予算は500万円ほどの中で、規模として考

えてるということでありまして、それを実行委

員会を組織しながら、その実行委員会も、それ

ぞれ応分の負担をいただきながら対応するとな

れば、市としての役割っていうか、負担もその

中で見えてくるということになろうと思ってお

りますので、これは多分、１月ごろには確定し

なければ、やっぱり先ほど言いましたとおり、

いろんなインフォメーションと申しますか、案

内、あるいは宿泊施設の予約といったことを考

えれば、もう急がなければならない。一つの受

入体制にとっては、大事な一つのプログラムを

スタート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ので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  11番菊池充君。 

   〔11番菊池充君登壇〕 

○11番（菊池充君）  私、政務活動費を活用い
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たしましてからに、10月の20日、21日に、京都

で開催されました第50回の全国わさび生産者総

会、それから、第31回の全国わさび品評会に、

京都で開催しました。で、20日、21に参加をし

てまいりました。 

 総会には、約200名ぐらいの方々が参加をさ

れてございます。これは、総会ですので、３年

に１回の大会とは違いますので、そんなに多く

は参加されないわけですけども、200名ほどが

京都の青果市場の２階で開催された品評会と総

会に出席されていました。 

 全国わさび協議会の長であり、岩手県の会長

であります多田会長さんのはからいで、前日の

20日の全国品評会の審査会、それから、同時並

行して行われました全国の役員会、その後に情

報交換会がございまして、私は入る立場の者で

はなかったんですけれども、その情報交換会の

ほうに入らせていただきまして、全国の会長、

副会長とか、全国の審査員の方々、岩手県から

は林業技術センターの定席の方が、審査員とし

て出席されました。さらには市場関係者という

形の中で、情報交換する機会を得たわけでござ

いますけれども。 

 まず、率直に全国の会長さんに、会長さん以

外にもそうですけども、岩手大会に期待するも

のは何ですかというお話をさせていただきまし

た。そうしましたらば、３年に１度の生産者大

会ということで、岩手での盛大な開催をお願い

したいというお話でございました。 

 ただ、その前段では、台風10号による被害が

ある中で、来年度の開催をいわゆる引き受けて

いただいたことに感謝申し上げるというような、

お礼の言葉を受けたわけでございますけども、

そういうのがまず最初に、そのような感じで、

全国の会長さんとか副会長さんからお話をいた

だいたもんでございます。 

 さらにという部分では、やっぱり品評会であ

ると。技術の研さんだということで、やっぱり

品評会には、他県からもかなりのものを出すん

だけども、地元岩手からも多くのものを出品を

していただく努力をお願いしたいというのが一

つございましたし。 

 それからやはり、約30年前になりますので、

岩手で、宮守でやったのは、ですから、全国の

役員の方々も、生産者も、世代交代してしまっ

てるということで、やはり30年前、それ以降、

岩手、遠野、宮守の前回視察した状況は、今回

の方々というのは全然触れたことがないという

ことから、現地研修を重要視してるというお話

をされてまいりました。 

 当然、その内容については、この大会の中で

組み込んでいくんだろうというふうに思います

けれども、この３日間という日程、具体的なも

のはないようですが、具体的な、前回の、２年

前の島根大会ですと、初日はやっぱり品評会、

審査会、そして、２日目は品評会の全国からの

視察の対応、それから総会、大会、全国の品評

会の表彰式、研修会というのが２日目の流れと

いうふうに感じでございますから、同じような

スタイルでいくだろうというふうに思いますけ

れども、そして、３日目は現地研修というのが、

前回大会の島根の流れだったというふうにお聞

きしてございます。 

 ただ、私は、３日間を要するっていうのは、

ちょっと私はもう、大会のほうにはかかわって

ございませんので、わかりませんですけども、

３日間のスケジュールというのは本当に長いん

じゃないかと。全国から集まった方々というの

は、感じもするわけでございますけれども。 

 そうした中で、先ほどの前段でも申し上げま

したが、２日目のいわゆる６日の金曜日、２日

目になるわけですけども、今の予定でまいりま

すと。そうしますと、いわゆる全国の品評会、

大会、そのものがその６日に集中するわけでご

ざいますが、職員の対応、そして、６日は産業

まつりの前日で、会場等の準備に追われるとい

うようなことが、今までのストーリーですとそ

うなるわけですよね。いわゆる土日が遠野の産

業まつりですので、金曜日はまず準備に追われ

てしまうという。 

 それから、逆に大会の実戦部隊の方々は、大

会、本大会の部分に対応しなきゃならないと。



－ 102 － 

こういう状況で、果たして本当に可能なのかな

と。 

 それから、ことしの例を見ますと、前日、い

わゆる金曜日には、大府市、福崎町ですか──

の方々が遠野まつりの関係等で出品を含めて、

販売含めて、それから、首長さんとか議員の

方々が参りまして、私も、常任委員長としてそ

の懇談に入ったわけですけども、そのような状

況になりますと、私はとても、このようなスケ

ジュールでできるんであれば、対応できなくな

るんじゃないかというようなことが、先ほどの

２つ目の項目でもお話ししたわけですけども、

果たして本当にできるのか。 

 当然、市長は市長で、大会の交流会、どこで

おこなわれるかどうかわかりませんけども、そ

ういうものを、当然出席しなきゃならないし、

ほかの遠野産業まつりの対応もしなければなら

ない、職員もだということで、本当に果たして、

オール遠野で頑張るといっても限界があるんじ

ゃないかというふうに思うんですが、それでも、

それでもって言えばそれでいいんですけども、

やっぱりそういうふうなことも想定しながらも、

この時期で進めていくというふうなことで、確

認してよろしいでしょうか。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいまいろいろ、全

国大会の受け入れに当たってのいろんな課題、

そしてまた、日本のふるさと遠野まつりがあり、

産業まつりがあり、そういったものとうまく連

動しながら、この３日間の日程をどのように組

み込んでいくのか、その場合においては本当に

大丈夫かというような、そのような形での御質

問として承ったところであります。 

 今、私の手元にある一つのこの取り組みの内

容で、ちょっとあれでございますけども、一つ

は、この３日間、まず１日目はわさび審査会を

行うと、そしてまた２日目は、品評会を行うと。

そして、通常総会があり、そして、講演会とい

ったものが位置づけられ、そして、生産者交流

会を400人の規模で行う。これも、すごく大事

なことであります。 

 さらには、この３日目は、最終日として視

察・研修を入れると。先ほど、この視察・研修

の中に、産業まつりが10月７日ということで、

かぶさってくるわけで、５、６、７の３日目の

７日が産業まつりの日に当たるということにな

りますと、それとうまく連動させなければなら

ないっていう一つのプログラムとして予定され

ているわけでありますので、この辺は、28年前

といっても、文字どおり世代交代も進んでるわ

けでございますから、当時のことを覚えている

人も少なくなってきてるということも、生産者

の中においては、ちゃんと地元の方でいらっし

ゃるわけでありますけども、役所の関係者の中、

あるいはＪＡの方々でも、どんどん世代交代が

進んでるということもありますから、菊池議員

も当時の経験者のお一人として、よろしく御指

導と、またいろんなアドバイスもいただければ

ということをお願いを申し上げたいというよう

に思っているわけであります。 

 この部分におきましては、２日目は、ありま

すとおり、もうこれは、お隣の花巻祭りなども

岩手大会で、そのような、県内各地でもそのよ

うなお祭りが行われるとか、イベントが行われ

るわけでございますけども、かなりこの作業が

輻輳すると申しますか、その部分も懸念される

わけでありますし、全国大会、繰り返しになり

ますけども、今までの部分でも遠野市は、さま

ざまなイベントについてきちんと対応してきて

るという一つのノウハウを持ってますから、そ

のノウハウを生かせば、この全国大会も十分こ

なせる一つのマンパワーと、それこそ力は持っ

てるんじゃないのかというように思ってますの

で、それを信じながら、市といたしましても、

全面的にその部分における応援を、というより

も支援を行ってまいりたいというように思って

いるところでございます。 

 特には、このプログラムの組み方については

宿泊、あるいは講演会もどこで行うのか。宮守

ホールで十分対応できるのかっていっても、40

0人となれば、宮守ホールもキャパがちょっと



－ 103 － 

間に合わないということになりますから、そう

いった場合においてはどこでやるのかというこ

とも、早急に詰めなきゃならない。個々のもの、

それは皆早急に詰めていかなきゃならない。予

約もしていかなきゃならないということになる

わけでございますから、今、いろいろ懸念され

ることをさまざまお話をいただきましたけども、

それを一つ一つチェックをしながら、そしてま

た前に進んでいくという作業を加速させていき

たいというように思ってるとこでございますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  11番菊池充君。 

   〔11番菊池充君登壇〕 

○11番（菊池充君）  私の心配が心配事で終わ

ればいいんですが、内々ということですので、

まだ確定ではないということも含めて、それか

ら、やっぱり実行委員会を早く開催しながら、

今、私が質問してる内容なり、それから想定さ

れることを勘案しながら、もっと深く入り込ん

だ形の中で議論していかないと、市長はさまざ

まな大会を経験してノウハウがあるんだから、

大丈夫だとは言われましたから、それはそれで

いいんでしょうが、私としては、やっぱりもう

少し早目に実行委員会を開催して、そういった

さまざまな課題、当日３日間のという部分を十

分に詰め、そして、もし、もし難しい部分があ

れば、前か後ろに変更するということも、確定

したわけじゃないわけですから、全国の役員会

で、ですから、そういうことも含めて早急に対

応する必要があるのだというふうに思いますし。 

 いわゆる現地研修、バスの確保から、これ、

新幹線とか飛行機で来る方々も、宮守大会の場

合は100人以上いたわけで、バスの確保もしな

ければならない。現地案内のいろんな対応をし

なければならない。産業まつりが始まったって、

そういう形も、バスは大変だろうということを

危惧しましたことで、少し早目に実行委員会を

開催してほしいなと思います。 

 それじゃあ、最後の４点目に入らせていただ

きます。 

 大会を契機に、今後の振興策についてであり

ます。市の自然環境や生産環境に最も適してる

品目の一つであるワサビ、この大会を契機とし

てさらなる生産拡大への振興策について、お考

えがあればお聞きしたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  今、全国わさび大会の

受け入れに当たってのさまざまな準備状況も含

めながら、御質問を受けて、私も、いろいろ情

報を把握しながら、それこそタイミングを失し

ないように、手だてを講じていくっていうお話

を申し上げました。 

 10月の５日から７日っていうことになれば、

本当にいろんなイベントが集中する時期でもあ

りますので、足の確保をはじめ宿泊の確保、い

ろんなレセプションのいろんな位置づけ。レセ

プションも、単なるレセプションをやればいい

んじゃない。いかにして遠野というものを、さ

わやかに発信していくのかという部分も、みん

なの知恵をかりなきゃならないとなれば、文字

どおりこれからやらなきゃならない課題が、そ

れこそ山積しているという部分にあるわけでご

ざいますから、400人規模でもって云々という

ところで片づけるつもりは毛頭なく、重く受け

とめながら、準備に抜かりなく対応していきた

いというように思っておりまして。 

 この振興策ということになれば、これを単な

る全国大会があったから、400人が集まったっ

て、よかったよかったでは済まされない。やっ

ぱりこれを足場にしながら、一つのまさに遠野

の産業振興というとこに打って出なければなら

ないっていうことに、当然なるわけでございま

す。これも、言わずもがななわけでありまして、

遠野ならばという一つのワサビという生産者協

議会という、遠野わさび生産者協議会っていっ

たようなマンパワー集団と、どのように連携を

図りながら、遠野の産業振興ということになれ

ば、いうところの稲荷穴の一つの地域資源をど

う生かすのか。あるいは、淡水魚という中にお

いて、これも懸命に頑張ってるんですけども、

なかなかという中で、大洞とか、それから大野
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平地区には、淡水魚の試験圃場といったような

周辺の中で、この水源を利用しながら、ワサビ

の生産基盤の一つの準備に入りたいという動き

もありますから、これもまた加速させるという

方向に。これは、例の大洞、大野平の水資源を

うまく利用するっていう部分で、この栽培、根

わさびの栽培をもっとふやしていいんじゃない

かなっていうような、そのような準備を加速さ

せたい。 

 さらには、６次産業という中で、かつてはわ

さびエールという部分の特産品もあったわけで

ございますから、そういったことを思い起こし

ながら、新たな付加価値をつけるような商品開

発にも当然持っていかなきゃならないっていう

一つの取り組みも進めていかなきゃならない。

特にも６次産業という中における付加価値とい

う切り口は、すごく大事なわけでありますので、

これにもワサビにこだわった商品開発といった

ようなものも、その中で考えていくっていうこ

とも、当然のことながら位置づけていかなきゃ

ならないというような、そのような、いつも申

しておりますけども、一つの縦と横をうまく組

んで、分厚いワサビという一つの特産品の反物

をつくりながら、少々のことでは破けないぞと

いうような、厚みのある産業振興に持っていく

というその機会として、全国大会を位置づけた

いというように考えているとこでございますの

で、これまたよろしく御協力をいただきたいと

いうことを申し述べて、答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  11番菊池充君。 

   〔11番菊池充君登壇〕 

○11番（菊池充君）  さらなる生産拡大へとい

う分、それから６次産業という分の答弁を受け

ました。 

 先日、生産者の方々とちょっと意見交換した

んですが、バイオセンターでございます、バイ

オ。生産者の方々は、必要なときに必要な供給

本数が確保できないと。逆に、必要でないとき

ということは言いませんですけども、やっぱり

そうした部分は、生産拡大のものとなる部分な

わけでございますので、バイオセンターの機能

充実っていいますか、ないと、なかなか。 

 京都の今回のわさび品評会でも、メリクロン

苗がかなりの割合を占めてきてございます。で

すから、それの１代、２代と使われてきてござ

います。ですから、やはり特産振興上、ワサビ

振興上、重要な位置を占めてるのに、その体制

が間に合わない状況といいますか、生産者が必

要とするときに、その本数の確保ができてない

というようなことがあるんですけども、この分

についての今後のセンターの部分について、ど

のようにお考えなのかお聞きしたいんですが。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  先ほど、関係機関・団

体と密接な連携をという中で受入体制をという

お話を申し上げました。そういった中におきま

するここの関係機関・団体という中には、当然

のことながら、これは当事者としてわさびバイ

オセンターも、その中の一つの位置を担うとい

うことは、ごく当然な姿なわけでございますの

で、バイオセンターの栽培充実といったものに

つきまして、やはりさまざまなこれも課題抱え

ているようでございますから、いろんな、何て

いいますか、手だてを打ちながら、どのように

センターの機能を、栽培面積なり、あるいは付

加価値をつけた一つのしっかりとした生産基盤

といったものに、公社が、バイオセンターがど

う機能を果たすかということについて、やはり

これも、この全国大会を契機にきちんと位置づ

けて、そしてまた、見直すとこは見直しをしな

がら、そこにどういうマンパワーを抱えながら、

それをどう生かしていくかという部分について

も、当然のことながら、検証しながら、充実っ

ていう方向に持っていくことになるんではない

のかなというように認識しておりますので、そ

の認識をもって答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  11番菊池充君。 

   〔11番菊池充君登壇〕 

○11番（菊池充君）  振興策について、さまざ

まな考え方を答弁いただきました。 

 宮守大会が終了した後、それをステップとい
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うふうな形にしながら、本日出席しております

佐々木農業委員会会長、彼がチーフとなって、

白石湧水、中斉地区の方々の合意形成を得て、

そして、岩手県では、第１号となる中山間地域

の農村活性化総合整備事業を導入しました。 

 これは、やっぱりその資源を活用する、そし

て、当時も林野庁の方々が見えたわけですけれ

ども、国にも発信した、県にも発信したという

中で、それが後押し、押してくれた部分もある

んだろうと思います、その事業を推進していく

のに。岩手県第１号というこの事業で、公立の

補助のもと、平成７年の３月までに、ワサビ田

造成1.6ヘクタール、それから加工施設の整備

と、さらにはバイオセンターも始まったわけで

ございます。 

 そうした中で、これらを整備されたことで、

大きな飛躍が図られ現在に来てるということろ

なわけでございますので、やっぱりこの大会を

契機に、なかなか国の財政、県の財政も厳しい

わけでございますけれども、さりとて市の単独

だけではなかなか厳しい部分も、振興を図る上

ではあるだろうというふうに思いますので、こ

れからの新たな中山間地域の特産品の振興とい

う部分も含めて、大いに国のほうに働きかけを

していただきたいというふうに思ってございま

す。 

 まだ10カ月ある、いや、もう10カ月しかない、

その気持ち、もう10カ月しかないんだというよ

うな気持ちの中で、実行委員会の開催から含め

て、岩手の大会はすばらしい大会だというよう

な形になるように期待をして、私の一般質問を

終わります。 

○議長（新田勝見君）  これにて一般質問を終

了いたします。 

────────────────── 

   休会の議決   

○議長（新田勝見君）  お諮りいたします。12

月７日から８日までの２日間は、委員会審査の

ため休会いたしたいと思います。これに御異議

ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新田勝見君）  御異議なしと認めます。

よって、12月７日から８日までの２日間は休会

することに決しました。 

────────────────── 

   散  会   

○議長（新田勝見君）  以上で、本日の日程は

全部終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。御苦労さ

までした。 

   午後３時13分 散会   
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