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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。 

 本日は東日本大震災の月命日に当たりますの

で、開会に先立ち、黙祷をささげたいと思いま

す。皆様、御起立願います。黙祷。 

   〔黙祷〕 

○議長（新田勝見君）  お直りください。あり

がとうございました。着席願います。 

 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。３番萩野幸弘君。 

   〔３番萩野幸弘君登壇〕 
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○３番（萩野幸弘君）  改めまして、私からも

おはようございます。 

 会派「躍進とおの」所属の萩野幸弘でござい

ます。お疲れさまでございます。 

 質問を始める前に一言申し上げます。 

 市民をはじめとする多くの皆様が待ち望んで

おりました市役所の新庁舎が、今月３日に落成

し、８日には新庁舎初の市議会本会議を迎える

ことができました。私も皆様と同様に、心から

のお慶びを申し上げる次第でございます。 

 また、冒頭で黙祷がございましたが、この新

庁舎建設のきっかけとなりました東日本大震災

の発災から、本日でちょうど６年６カ月という

節目を迎えました。ここに改めて犠牲者の御霊

に哀悼の意を表し、被災された方々に心からの

お見舞いを申し上げる次第でございます。 

 思い起こせば震災直前の３月議会で、私は当

選後初の一般質問をさせていただき、遠野ショ

ッピングセンター「とぴあ」の空きスペース対

策として、市役所機能を入居させてはいかがか

と訴えたことを思い起こしております。 

 これに対して当局は、当時は店舗誘致を優先

する旨の御答弁で、私の提案は事実上否定され

ましたが、その直後の震災によって具現化され

ようとは、まさに青天のへきれきでございまし

た。 

 本来、自分の主張が通ることはうれしいもの

ですけれども、きっかけが震災ということで、

何とも複雑な心境だったことを今でも覚えてお

ります。 

 あれから６年半経過した現在も、とぴあ庁舎

は引き続き市役所機能を維持していますが、こ

れからは新庁舎とつながり、その機能をさらに

充実させようとしております。 

 私も市議会議員の一員として、同僚議員とと

もに議員力をさらに充実させ、この新しい議場

に命を吹き込み、市民の皆様の負託にお応えし

ていかなければならないと、改めて強く心に刻

んでおります。 

 以上、決意の一端を申し述べさせていただき

ながら、ただいまより通告に従い、一問一答方

式にて一般質問をさせていただきます。 

 まずはじめに、道の駅遠野風の丘の現状と今

後の展望についてと題し、質問してまいります。 

 冒頭に述べました東日本大震災は、本市の交

通インフラ整備をはじめ、市政発展の未来展望

を語る上でも多大な影響を及ぼしました。 

 東北横断自動車道・釜石秋田線いわゆる釜石

自動車道は、当初、遠野インターが事実上の終

点で市街地におり、遠野バイパスを経由し、上

郷町内の遠野住田インターから再び釜石自動車

道に入るコースがとられ、このインター間は当

面直結しないものと見られておりました。 

 ところが、東日本大震災の発災により、沿岸

地域の経済再生が急務となったことで、釜石自

動車道など未開通区間を復興道路として整備す

る計画が急浮上しました。 

 この中には、長年にわたり陳情しつつも、な

かなか実現のめどが立たなかった立丸峠のトン

ネル化も含まれ、平成30年の全線開通に向け、

現在も工事が急ピッチで進められていることは、

皆様、御周知のとおりであります。 

 このような本市を取り巻く交通インフラの整

備に関しては、市長もこれまで国や県の行政機

関をはじめ、各方面、広範囲にわたってさまざ

まな働きかけを実践しながら、本市発展に向け

努力を重ねてこられたと思っております。 

 この機会に改めて、その内容や成果等につい

て、御紹介できるものがありましたらお聞かせ

ください。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  萩野幸弘議員の一般質

問にお答えいたします。 

 一問一答方式でありますので、順次お答えを

申し上げますけれども、ただいまこの高速イン

フラ整備、命をつなぎ、そしてまた連携と交流

をしっかりと深めるためにも、この道路交通ネ

ットワークは必要不可欠な一つの大きな市政課

題であるという認識のもとに、ただいま御質問

の中にありましたとおり、これまでさまざまな

活動を展開してまいりました。 
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 釜石自動車道整備期成同盟会といったものを

組織しながら、花巻、そして遠野、それを釜石

までつなぐという、この横断高速道路としての

整備につきましては、大変な労力と、またエネ

ルギーを費やしながら、また議員各位の御理解

のもとに、国、県への要望活動を積極的に展開

をし、その中におきましては、沿線市町村、花

巻、奥州、北上も含め、そして遠野、住田、釜

石といった沿線市町村、そういった方々の連携

とそれぞれの自治体の議員の皆様、議長の皆様

ともども組織を立ち上げながら、要望活動を展

開してきたというそのような経緯があります。 

 また、さらには、この高速インフラ整備の中

にありましては、国道340号期成同盟会を組織

いたしまして、私もその会長という職につきま

して、立丸峠のトンネル化ということを本当に

何度も何度もお願いをしてきた。 

 しかし、なかなかそのトンネル化という部分

における壁は厚いものがありました。何度もそ

の要望活動をするたびに、無理だと、通行量、

交通量が少ないというそのような中で、悔しい

思いを何度もしてまいりました。 

 これは国道340号だけではありません。釜石

自動車道につきましては、１日、通行車両が3,

000台でなければ整備をしないというような、

そのような厚い壁がありました。 

 そういった中におきまして、何度も、今、萩

野幸弘議員から言いましたけれども、何度も足

を運びながら、要望活動あるいは陳情活動、あ

らゆる手を活動してきたと、しかし、なかなか

それがきちんと計画とし続けれない、予算化も

なかなか進まない。 

 ここは本会議場でありますので、軽率な言葉

は避けなければなりませんけれども、要望活動

をした際に、「市長、ここは何台車が走るん

だ」と、「800台から1,000台くらいですかね」

って言ったら、無理、無理、無理というような、

そのような話をいただいたことも何度もありま

した。 

 そういった中に、あの東日本大震災が起きた

わけであります。そういった中におきまして復

興支援道路として位置づけられ、釜石自動車道

が一気に整備が進むという方向になりました。 

 そして、無理だろうと思っておった国道340

号、立丸峠、これがトンネル化と、立丸第一ト

ンネル、第二トンネル、約２キロと４キロ近い

トンネルでありますけれども、これが県の工事

として進むことがなり、去る９月１日、立丸第

一トンネルの貫通式もあったという中で、いよ

いよカウントダウンが始まり、平成30年度には、

この２つの道路が整備されるということになっ

たわけでございますので、そういった点では、

今、そのような形で何度も陳情、要望活動をし

てきたという一つの歩みがあるわけでございま

すけれども、これには議会ともども積極的に働

きかけ、そしてまた、地元県議も含めてしっか

りそれはタッグを組みながら活動を行ってきた

という部分の中における成果ではないかなと、

そしてまた、東日本大震災という大きな震災が

その背景にあるということをしっかりと受けと

めなければならないかというように思っている

ところであります。 

 以上をもって答弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  ３番萩野幸弘君。 

   〔３番萩野幸弘君登壇〕 

○３番（萩野幸弘君）  市長の日ごろのお言葉

をかりれば、粘り強く、愚直にという表現かな

と思いますし、まさにそういったリーダーシッ

プをとりながら、しかもワンマンではなく周辺

自治体と一緒に連動し、あるいは工藤県議と、

地元県議と連動してというようなことで、私も

常にその部分はひしひしと感じておりましたが、

その活動の成果や実績というのは、その都度公

表されればそれにこしたことはないんですが、

実際はなかなかそういった機会が少ないだろう

なということで、私も確認の意味で、あえて、

今、質問させていただいたわけでございます。

わかりました。 

 現在の釜石自動車道は、さきに述べたとおり、

車両が市街地を通過することによる地元への経

済的恩恵が見込まれるほか、地元から内陸や沿

岸に向かう際にも、自動車道の恩恵が受けられ



－ 10 － 

ますが、全線開通後は本市が終着点から通過点

に変わると、交流人口の減少やストロー現象に

よる人口流出あるいは経済停滞、さらには土木

等、公共事業の著しい減少による企業倒産とい

ったような景気の減退が不安視されていること

も上げられます。 

 これらに対しては、例えばですが、遠野を目

的地化させる観光プランを開発する、あるいは

リニアコライダー関連の研究都市として本市も

名乗りを上げるとか、例えばですけれども、さ

まざまな具体的な対策を明示して、人口流出防

止あるいは移住・定住の促進対策を全庁横断的

に連携しながら推進する必要があると思います

が、その点どうお考えかお伺いいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいまこのコスト効

果と申しますか、道路整備が懸案でありました

高速道路としての釜石自動車道路が間もなく貫

通をすると、これは高速道路という言葉を使っ

ているわけでありますけれども、高規格自動車

専用道路という中で、対面通行を行う一つの高

規格の自動車専用道路であるということであり

ますので、それにしても、これが整備されると

いうことは非常に大きな、それから宮古と広域

的に結ぶこの立丸にトンネルが２つあけるとい

うことも、これもある。しかし、一方、御指摘

のありましたとおり、それをどう生かすかとい

うことが、やっぱり非常に大事なことではない

かなというように思っておりまして、ただいま

御質問の中にありましたとおり、これをどのよ

うな中で、通過ではなくて、この道路効果をど

う生かすかとなれば、私はやっぱり今よく言う

産業振興、そして観光振興、そして、人ともの

の交流がしっかりと、この遠野を結節点としな

がら、より広域的に連携し合うという部分にお

ける遠野の役割といったものが、観光産業、そ

して交流人口の拡大、さらにはいうところのイ

ンバウンドといったような受け皿として、遠野

が非常に大きな優位性を持っているということ

に改めてしっかり着目をしながら、その魅力づ

くりを行い、遠野を経由しながら、沿岸から遠

野を経由し内陸に、内陸から遠野を経由し、そ

して沿岸にといったような、そのようなネット

ワークのハブ機能としての、あるいは中継機能

としての遠野の役割といったものをその中に見

出す、これはやっぱり観光産業、宮古のほうに

室蘭から定期フェリーが入ってくるというその

ようなことが、これもカウントダウンが始まっ

ているわけでございますから、そのような定期

フェリーを利活用しながら、ものと人の交流の

一つの結節点として遠野を位置づけるという部

分が、やっぱり今のうちからしっかりと準備し

なければならないかというように思っておりま

すので、ただいまの御質問の御指摘を踏まえな

がら、特にも医療あるいは福祉、さらには移

住・定住も含めながらの観光といったものも含

めながらの遠野の魅力づくりに、さらにさらに

この部分に力を入れていかなければならないと

いう、そのようなカウントダウンが始まってい

るということをしっかりと受けとめながら、対

応を進め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）  ３番萩野幸弘君。 

   〔３番萩野幸弘君登壇〕 

○３番（萩野幸弘君）  このような地元におけ

る自動車道全通後の課題点については、以前か

ら一般質問等で何度も取り上げられ、議論を交

わしてきました。 

 その都度、私の記憶ですが、負けてたまるか

とか、努力するとか、そういった精神論での御

答弁がほとんどで、具体的な対策については不

明瞭だなと感じていましたので、このような質

問をさせていただきました。 

 やはりトンネルの出口を示すといいますか、

明確な目標を持って、そこを目指すんだという

ところがないと、モチベーションが上がってこ

ないのかなと思いますので、今、具体的に、具

体的といいますか、産業振興あるいは観光振興

等と上げられましたが、それをさらにもっと突

っ込んで、具体的には何かというのを早々に示

していただければありがたいと思います。 
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 釜石道については、この後、同僚議員も取り

上げておりますので、私はこの程度にとどめて、

道の駅遠野風の丘についての質問に移らせてい

ただきますが、以後、名称は「風の丘」と略し

て呼ばせていただきたいと思います。 

 風の丘は、釜石自動車道における道路利用者

の休憩施設として、あるいは地元の買い物等の

経済活性化施設、さらには防災面での拠点とし

て重要な位置づけにあります。 

 この風の丘の運営は、本市の第三セクターで

あります一般社団法人遠野ふるさと公社が担当

しております。これも、以後は「ふるさと公

社」と略させていただきます。 

 皆様、御周知のとおり、ふるさと公社は今か

ら約２年前、前年度決算が過去最大となる4,00

0万円の赤字を計上しました。 

 時期を同じくして、遠野市がふるさと公社へ

の施設管理委託料を見直すという名目で、3,50

0万円ほどの委託料を支払うという案が議会に

提案され、さまざまな議論というか、激論が交

わされた経緯がございます。 

 結果的に、風の丘は、農業経営者など多数の

一般市民もかかわっているために、仮に議会で

委託料を否決した場合に、地元経済に及ぼす負

の影響ははかり知れないとの判断や配慮から、

必ず黒字転換させるという当局答弁を信じて、

上程案を可決したものと私は捉えております。 

 市では、その後、中小企業診断士の資格を有

する人材を、経営企画部・地域経営改革担当部

長として外部より招聘し、ふるさと公社の経営

安定化を図るための任を委ねていらっしゃいま

す。 

 そこで、次の質問でございますが、市当局内

部の人材ではなく、わざわざ外部から招聘する

こと自体、定員管理計画上も逆行する考え方だ

と感じますが、あえてそれを実行に移したのに

は相応の理由、目的があったからだと思います

が、改めてその意図、目的をお聞かせください。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  今、道路整備に相まっ

てどのような魅力づくりを行うのか、あるいは

遠野の役割をどのようにきちんと構築していく

のかという、一つの一定の危機感のもとから、

対応していかなければならないという部分は、

前の２つの質問の中で、ある程度浮かび出たの

ではないかなというように思っております。 

 そういった中にございまして、特にもこの風

の丘、それ、ふるさと公社というそのような中

で、今、御質問があったわけでございますけれ

ども、本議会でもちまして大変厳しいやりとり

をしながら、ふるさと公社の位置づけ、さらに

基づく風の丘の一つの役割といったものにつき

まして、大変な議論を重ねながら進めてきたと

いう経緯、それはただいまの御質問の中にあり

ました。 

 私も、あの議論は非常にいい議論であったな

というように思っております。我々も当局側と

しての一定の緊張感を持ち、また、特にも公社

職員が、自分らの役割は何なのかということを

しっかりと受けとめながらの対応を進めるとい

う一つの大きなきっかけになったのではないか

なというように思っております。 

 そういった中にございまして、ただいま御質

問ありましたとおり、外部から地域経営改革担

当という一つの人材を招聘したという部分の中

にありまして、これはやはり待ったなし、そし

てよく言うスピードとタイミングを失しない形

での対応を急がなければならない。 

 よく言う対策本部というようなことをよく立

ち上げるわけでありますけれども、それじゃな

くして、いかに、どこに課題があり、どこに問

題があり、そこにどういう改革をしなければな

らないかとなれば、やはり中小企業診断士とい

う一つの資格を持ちながら、ふるさと公社も含

めてのいろんな経営体をどのように改革をし、

改善をしていくという場合にあっては、やはり

そういう人材が遠野にも必要ではないかなと思

いまして、あえて中小企業診断士を持つ銀行の

人材を経営改革担当部長としてお迎えしながら、

さまざまな形での経営改革に取り組んでいると

いう、そのような一つの危機感のあらわれが、
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その中の招聘というところにあったというよう

に受けとめていただければというように思って

おります。 

 座して待つわけにはいかない、やっぱり先手

先手と手を打って、いろんな、まさに経営改革

を進めていかなきゃならない、そのような認識

での対応であったということであります。 

○議長（新田勝見君）  ３番萩野幸弘君。 

   〔３番萩野幸弘君登壇〕 

○３番（萩野幸弘君）  ならば、ずばりお伺い

しますが、ふるさと公社さんの経営状態、その

後どのように推移しているか、把握しているこ

とをお答えください。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ふるさと公社の経営改

革は、まさにこれは待ったなしという中にあり

まして、地域経営担当部長のほうから、鋭くさ

まざまな角度からメスを入れていただきました。 

 そして、やっぱりオール遠野という取り組み

の中で、公社の果たす役割という中で、地域商

社というような一つの切り口の中で位置づけし

ながら、この公社が持つハード・ソフトのノウ

ハウ、そしてまた抱える人材をいかに生かすの

かという部分の中において、さまざまな形で見

直しを進めてまいりまして、その部分におきま

しては、一つの経営改革の指針といったものを

示すことができまして、今はそれに向かって関

係者一丸となって、それを単なる、よく言う

「絵に描いた餅」じゃなくして、一つ一つ実践

していこうと、また一つ一つ形にしていこうと

いうことで、懸命に関係者一丸となって頑張っ

ていると、その一つの道筋を経営改革担当部長

の一つの専門的な知識の中からそれを位置づけ

しながら、関係職員一丸となってそれを形にす

るために、今は全力を挙げて取り組んでいると

いうそのような状況であります。 

○議長（新田勝見君）  ３番萩野幸弘君。 

   〔３番萩野幸弘君登壇〕 

○３番（萩野幸弘君）  その改革を進めている

中で、ずばりスムーズに行っていることはいい

と思いますが、課題点とか感じていることがあ

れば、問題点、課題点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）  具体的にということで

ありますけれども、経営状況そのものにつきま

しては、いろんな面で数値的にもさまざま、い

い形での数字が見えてきているのではないのか

なというように思っておりまして、今、ふるさ

と村、あるいは水光園、風の丘、伝承園、４施

設の入り込み数などを見ますと、平成22年度と

比較しますと、22年度が122万人、それが平成2

8年度には103万人と、これは実は17％の減少に

なってきている。 

 しかし、それをただ座して待つわけにはいか

ないという中で、特にも、この落ち込みが激し

いところについては、何がそこに原因があるの

かということも調べながら、入園料金あるいは

利用料金、さらには食堂やお土産の売り上げの

状況などを合わせながら、今、実際、合わせま

すと約9,000万円ほどの減収になっているとい

うような状況になっているということは、数字

的には見えております。 

 そして、このふるさと公社の各施設、それを

それぞれ見ますと、それぞれいい面もあれば悪

い面もある、これをうまく連携をとらなきゃな

らないという中で、よく言う、ただ手をこまね

いているだけではない、いかにして連携をとり

ながら、ふるさと公社そのもの、全体の一つの

経営改革を進めていくとなれば、それぞれの施

設のよさ、強み、弱みといったものをしっかり

と位置づけしながら、いうところの地域商社と

しての役割を果たすというところにもっていく

ということが、急がれるんじゃないのかなとい

うように思っているところでございまして、こ

の人口減少と、それから観光振興も東日本大震

災の影響がまだ出てきております。 

 ただ、台湾も含め、インバウンドという部分

につきましては、確実に数字になってあらわれ

てきておりますから、これ、しっかりと受けと
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めるようなやっぱり視点で、よく言う目的化と

いうそのような形での対応と、環境整備を急が

なければならないかというように考えていると

ころであります。 

○議長（新田勝見君）  ３番萩野幸弘君。 

   〔３番萩野幸弘君登壇〕 

○３番（萩野幸弘君）  わかりました。 

 ここは一般質問の場でありますから、細かな

数字等は差し控えさせていただきますが、いず

れ、今後の経営見込みについてどうなのか、今

の答弁を受けてちょっと心配な部分もあります

が、いや、そうではないと、大丈夫だろうと言

うのか、ある程度とんとんでいくのか、その辺

の、大まかで結構ですから、今後の見込みにつ

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）  今後の見込みというこ

とでありますけれども、ただいま何度も申し上

げておりますとおり、本年４月末実績によりま

すと、先ほど述べましたけれども、売り上げを

伸ばしている部門がある一方、やっぱり天候不

順や、あるいはさらには市内全体の観光客がや

っぱりまだ必ずしも伸びていない、回復はして

いるけれども伸びてないということを踏まえる

と、全体としては減収傾向にあるということは、

これは今の７月末現在でもそのような数字にな

っております。 

 したがって、それをきちんと対応するために

も、今後、それぞれどのような形で受け皿と観

光客をとなれば、経費節減も含めながら、やは

りいろんな形での対応をしていかなきゃならな

い。 

 ただ、今の時点で、これは決算委員会の後で

も多分いろいろ議論になろうかというように、

今、思っているところでありますけれども、今

の時点ではおおむね今年度の計画に近い形で決

算をすることができるんではないのかなという

ことで、今、関係者一丸となって取り組んでお

りますので、その実現に向けて、それに近づく

ように、あるいはそれに達するように、関係者

一丸となって頑張りたいというように考えてい

るところでございますので、よろしく御指導い

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）  ３番萩野幸弘君。 

   〔３番萩野幸弘君登壇〕 

○３番（萩野幸弘君）  わかりました。 

 ふるさと公社に関しても、同僚議員が、この

後、質問を通告されておりますので、私はこの

程度にとどめ、詳細は、先ほど市長も申し上げ

たとおり、委員会等で議論をさせていただけれ

ばと思います。 

 新たに就任された竹内部長、あえて個人のお

名前ですが、できればここで答弁をしてほしか

ったわけですけれども、ヒアリングの際もその

旨は伝えておったんですが、市長のほうからお

伺いしましたので、いずれ、民間企業で鍛えら

れた経験と知識を駆使して、ふるさと公社さん

が、極端な話ですが、指定管理料を含まずとも、

継続して黒字経営できるのが理想だと思います

ので、ぜひ導くよう努力していただければと思

います。 

 そこで、私からもエールの意味で、先日、道

の駅に関するテレビ番組が放送されまして、そ

の内容が当風の丘の活性化のヒントになるなと、

私ちょっと感じましたので、３点ほどですが御

紹介をさせていただきたいと思います。 

 １つ目は、人口4,300人が暮らす山合いの町

の岐阜県山岡町にございます道の駅「おばあち

ゃん市・山岡」というところの事例です。 

 ここの食堂メニューには、「おふくろの味定

食」というのが、地元でとれた山菜の天ぷら、

フキの煮物など、品数が豊富に組み合わさって

おり、見ばえもよくて、おいしくて、ヘルシー

でありながら、750円というお財布にも優しい

郷土料理で、多いときには１日300食以上を売

り上げるそうです。 

 材料持ち込みも、料理をつくっているのも、

地元の高齢者の方々、生きがい、やりがいを感

じ、しかもお金もうけができるよと笑顔で話し

ていたのが印象的でした。 



－ 14 － 

 また、産直コーナーで人気の１袋500円で売

っている「きねつき餅」というのがあるそうな

んですが、それは夫77歳、奥様は73歳の御高齢

の夫婦がつくっておりまして、年収はなんと1,

000万を超えるというお話です。 

 このように高齢者がつくったものを高齢者が

調理して、高齢者が販売するというのが、この

道の駅の基本コンセプトとのことです。 

 ２つ目ですが、人口6,000人余りの千葉県神

崎町にある道の駅「発酵の里こうざき」という

ようなんですが、全国から集められた600種類

もの発酵食品が人気で、年間来場者が65万人、

売り上げは６億2,800万円に上るそうです。 

 もともとこの神崎町には発酵文化が根づいて

おりまして、この道の駅も１カ所で、この１カ

所で全国、あるいは世界各地の発酵食品が手に

入るということで評判で、発酵食品が好きなお

客様にとっては目的地化しているということで

す。 

 一般的には、ご当地商品や物産というものを

メーンに扱う道の駅がほとんどだと思いますが、

このような常識破りの戦略を仕掛けたのは、32

歳という若い店長さんで、仕入れも担当してい

るそうですが、珍しい発酵食品の情報を耳にす

れば全国どこへでもはせ参じると、テレビの中

では、宮崎県の椎葉村に車で向かっているシー

ンがありました。 

 椎葉村といえば、本市と友好都市である菊池

市が縁で交流がある宮崎県西米良村に隣接した

秘境の村であります。そこには水分を抜いたか

たい豆腐を昆布とガーゼでくるんで、自家製の

ネギミソに漬け込んで冷蔵庫の中に１年間寝か

せた、この地の人しか知らないという幻の発酵

食品があると、それを目指して行ったわけです

が、それはウニのような味とチーズのような濃

厚な風味が特徴で、ご飯と一緒でも、そのまま

食べてもおいしいとのことです。 

 その道の駅の店長さんは、早速試食をしまし

て、味に納得をして、その場ですぐ製造会社の

社長さん、女性の若い社長さんのようですが、

買い付け契約を結んで、その後、道の駅に戻っ

て、届いた商品を実際に店頭に並べて、お客様

に試食をしていただいたところ、１瓶80グラム、

それで850円と、決してお安くないというもの

でも、商品は飛ぶように売れて、その場で追加

発注をしているというような状況でした。 

 ちなみに、この商品、私もちょっと興味があ

りまして、インターネットで調べましたが、そ

のテレビ放映の影響なのか、残念ながら売り切

れで買うことはできませんでした。 

 最後に、３つ目の事例は、栃木県宇都宮市の

郊外にある道の駅「うつのみや・ろまんちっく

村」です。 

 ここは東京ドーム10個分という広さ、年間14

2万人が訪れる、休日となれば1,000台以上とめ

られる駐車場が満車、もともとは第三セクター

が運営する農林公園だったものが、集客に苦戦

して経営が悪化したために、第三セクターを解

体して民間企業に経営を委託した経緯があるん

ですが、いずれ、風の丘とは地域事情も施設規

模も全く違いますけれども、私はこの施設で行

っているある一つの特徴に着目をしました。 

 それは、道の駅を発着点とした近隣ツアーを

展開しているということです。26種類もの体験

コースメニューがあるそうですが、中でも採石

場跡地をめぐって、地下にたまった雨水の池を

ゴムボートで進む、名づけて「地底湖探検ツ

アー」というのが、この道の駅の目玉なんだそ

うです。 

 所要時間は約３時間、料金は7,560円と結構

なお値段なんですけれども、子どもだけでなく

て大人の冒険心をもくすぐる、ここだけでしか

味わえない企画で大人気を博しているとのこと

です。 

 さらに、そのツアーを終えた客は、発着点が

道の駅ですから、最後に道の駅に戻ってお買い

物もしますので、探検ツアーで町全体が活性化

して潤った上に、道の駅もその利用料金とお土

産とダブルでもうかる仕組みとなっておりまし

て、遠野でもカッパ淵とかはもとより、今、み

んなに知られてない場所を探して、そういった

ツアーを組むのもいいのかなあなんて思いまし
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た。 

 以上、３つ御紹介しましたが、どうお感じに

なったでしょうか。 

 市長は、現在、全国道の駅連絡会の会長も務

められておりますので、ただいま御紹介した情

報も御存じかもしれませんし、もちろん全てで

はないにしても、本市で参考となる要素があれ

ば、ぜひ検討してはいかがかと思うんですが、

御見解をお伺いします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま道の駅のそれ

ぞれの全国展開、さらには非常に地域の魅力、

あるいは地域の顔として、特に若いスタッフが

懸命な努力を、あるいは高齢者の方々が豊富な

経験の中で、まさにその道の駅ならではの、あ

るいはその地域ならではのさまざまな工夫を重

ねているという事例を丁寧に御紹介をいただき

ました。 

 それぞれ一つ一つの紹介の中に、当道の駅風

の丘の、あるいは「ｍｍ１道の駅」の、それこ

そまた一方においては、小友の産直の「ともち

ゃん」なり、あるいは「夢産直かみごう」なり、

あるいは「めがね橋産直」なり、「風の丘産

直」も含めての、まさにそのあり方について大

きなヒントと参考事例が、今の御質問の中にそ

れぞれ御紹介があったのではないかというよう

に受けとめたところであります。 

 今、全国に2,117の道の駅があります。東京

とか神奈川県には、ほとんど道の駅がない。 

 じゃあ、その2,117の道の駅はとなれば、ほ

とんどが人口減少と過疎化に悩む地方にある。

それだけ魅力づくりをしながら、地産地消ある

いは交流人口の拡大、そしてまた道路のコスト

効果を生かしながら、ネットワークとしてとい

う道の駅の役割がその中に見出すことができる

わけであります。 

 今、東北では155の道の駅、岩手県では32の

道の駅といったものがありまして、先般、命を

つなぐ道の駅のシンポジウムを市民センター大

ホールで開催することができました。 

 700人以上の方々が集ってという、そのよう

な確認をし合ったわけでありますけれども、た

だいま御紹介がありましたようなさまざまなそ

の知恵と工夫を、やはりただそれをよかった、

よかった、成功事例でよかったですねというん

じゃなくして、それをみずからの地域にどう、

あるいはみずからの道の駅にどう取り込んで、

さらに、それを地域ならではの工夫の中で発展

させていくのかということが、今、求められて

いるのではないのかなと思っておりますので、

今は全国９ブロックでもって全国の道の駅が構

成されております。 

 今まで全国大会も遠野を皮切りに、佐賀県の

鹿島市、あるいは栃木県の那須町、和歌山県の

田辺市、昨年は北海道の弟子屈町、ことしは中

国、鳥取の倉吉、そして三朝町のほうで合同開

催という中で、全国のネットワークがきちんと

構築されてきておりますので、それを踏まえな

がら、ただいまの御質問で紹介されたそれぞれ

の道の駅のあるべき姿、あるいは懸命に努力し

ている姿、その中から、私どもも、ただ、よか

ったねじゃなくして、しっかりとその中で取り

組んでいるものに大きなヒントがある、また、

大いに参考にしなければならないと、そういう

一つの中で、みんなで情報を共有しながら対応

していきたいというように考えているところで

ございますので、よろしく、これからも御指導

をお願い申し上げたいと思っております。 

○議長（新田勝見君）  ３番萩野幸弘君。 

   〔３番萩野幸弘君登壇〕 

○３番（萩野幸弘君）  市長から御指摘ござい

ましたとおり、風の丘に限らず、市内にあるそ

のほかの道の駅、あるいは産直も視野に入れな

がらという御答弁、ありがたいなと思っており

ます。 

 一般質問、この質問では風の丘に絞って質問

しておりますが、まさにおっしゃるとおりだと

思います。 

 そこで、風の丘の機能を十分発揮するための

議論に移ってまいりたいと思いますが、これま

でもさまざま問題点が指摘されてきております
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この風の丘、改めてここでまた確認をしたいと

思いますが、例えば、位置の問題、遠野イン

ターから約1.4キロほど離れていると、釜石自

動車道にパーキングがないからといっても、わ

ざわざそこに立ち寄っていただけるかどうか、

もう少し自動車道寄りに移設してはといった議

論が過去にもございましたが、現在ではその点

どう捉えておりますか、お伺いします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  道の駅風の丘の地理的

な条件、遠野インターから1.4キロから６キロ

ほど離れているという場にあって、果たしてど

うだろうかという部分もあるかというように思

っておりますけれども、花巻・釜石間の自動車

道が全通いたしますと、総延長80キロという中

にサービスエリアがない。 

 そういった中で、国土交通省のほうから、北

海道・東北では唯一のモデル駅として道の駅の

指定をいただきまして、そのサービスエリアと

しての機能を拡張しながら、さらに魅力を高め、

そして、いわゆる目的地化をするという中で風

の丘を位置づけるという方向に、今、計画を持

っているわけであります。 

 ただ、これは計画があったから、ただそれを

計画に進めるんじゃなくして、やっぱり全通と

いうのを見越しながら、どのような車の移動の

流れがあるのか等を含めながら、やはり冷静に、

さらには客観的に、やっぱりそれを見据えなが

ら風の丘の機能充実といったものを、ただ、そ

の中においては、いろんな地勢的な土地利用上

のいろんな制約もあるとなれば、ただ無条件に

拡張すればいいということではない、その中で

どのように今の既存の組織というか、建物をど

のようにうまくリフォームしながら、あるいは

リニューアルしながら、一方においては魅力化

といったものを、そして目的地化ということに

なれば、特にもインバウンドを含め、観光振興

の大きな役割、中継地点となり、さらには発信

拠点となるということでありますから、そのよ

うなことを含めながら、一つの例でありますけ

れども、大型バスが例えば沿岸に向かう、ある

いは内陸に向かうといった場合においても、ま

ず風の丘に寄って食事をし、あるいは買い物を

しながらというような、そのような目的地化を

きちんと機能を果たせるような風の丘にもって

いきたいものだなというように考えて、今、い

ろいろ国、県、あるいは専門家の方々の意見を

踏まえながら、望ましいあるべき姿について、

議論を、検討を進めているということで、ひと

つ御理解をいただければというように思ってお

ります。 

○議長（新田勝見君）  ３番萩野幸弘君。 

   〔３番萩野幸弘君登壇〕 

○３番（萩野幸弘君）  釜石自動車道だけでは

なくて、107号線、396号線も含めて、やっぱり

風の丘の価値というのは、そこまで視野を広げ

なきゃいけないと思いますから、まさに今それ

を検討中ということですので、引き続き、そこ

はしっかりと検討を重ねていっていただきたい

と思います。 

 次に、拡張性でございます。 

 店舗はもとより駐車場も手狭と、広げたいの

はやまやまだけれども、鉄道と国道に挟まれた

小高い山の頂上に位置するために、これ以上広

げるにはちょっと地形上、厳しいなというとこ

ろもございますが、その点どのように拡張性に

ついてはお考えか、御見解を伺います。 

○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）  駐車場の拡張の問題な

どは、やはり道路のコスト効果ということを考

えれば非常に重要な、しかし、あそこの道の駅

風の丘の現状を見ますと、土地利用にもさまざ

まな制約があるということがありまして、その

辺を含めながら、であれば、どうすれば一番現

実的なのかという中で対応を進めているところ

でございますけれども、実は５月３日に利用者

の方々からアンケート調査を、やっぱり駐車場

が少ないというようなそのような、あるいは国

道からの出入りがちょっと不便だという、その

ようなアンケート結果も出ておりますから、こ
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れをしっかりと受けとめながら、であれば、直

ちにすぐできるかとなれば、ただ、その背景に

はいろいろありますとおり、交通量がどうなっ

てくるのかということも冷静に見きわめなきゃ

ならない。 

 それから、国道からの出入り口といっても、

国道管理者の県のほうともしっかりと協議をし

ていかなきゃならない。さらには、駐車場の拡

張といっても、直ちにその用地をといっても、

利用者の利便性を考えながらとなるので、具体

的などのような部分が一番魅力化になり、目的

地化を形にすることができるかということで、

実施設計を含めながら、今、さまざまな検討を

重ねているというところでございますので、特

に駐車場の問題は、やっぱり大きな一つの課題

ではないのかなというように捉えているところ

でございますから、それを十分踏まえて対応を

慎重に、かつ冷静に進めてまいりたいというよ

うに考えているところでございますから、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  ３番萩野幸弘君。 

   〔３番萩野幸弘君登壇〕 

○３番（萩野幸弘君）  市長のお言葉から利便

性と、今、拡張性の部分について質問しまして

利便性が出ましたので、ちょっとどきっとしま

したが、次はその利便性について突っ込んでち

ょっと質問しますが、今、御指摘ございました

駐車場のほかにも、店舗のほうもスペースの問

題、なかなか人がすれ違うにもちょっと手狭で

あるとか、レストランのメニューについてもい

ろいろな声も聞かれます。 

 そういった部分も含めては、道の駅魅力アッ

プ事業ということで、市も先般、議会に提示が

ございましたが、恐らくその辺の説明を伺うこ

とになるかもしれませんが、改めてその利便性

についての改善点をどう考えているか質問いた

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）  この利便性、これはや

はり車を利用する方々、言うなれば中継地点と

して、あるいは発信拠点としてということにな

れば、やはりこの利便性を第一義的に考えてい

かなきゃならないかというように思っておりま

すので、何が誰のためにとなれば、あそこで懸

命に頑張っている風の丘、産直の皆さん、ある

いはふるさと公社の道の駅の担当者の、観光振

興、さらには地産地消といったような一つのも

のを含めながら、オール遠野のその部分を発信

基地にもする、あるいは一つの来る方々のいろ

んな利便性を考えるということになれば、かな

り弾力的なものの発想と、そしてまた、どのよ

うな形で計画的にという部分が一番大事じゃな

いかなと思っておりますから、先ほど御質問が

あった全国の事例が紹介されました。懸命に頑

張っている、高齢者の方々が懸命に、若い方々

が思い切った発想をしながらという一つの丁寧

な御紹介がありましたので、そういったことも

きちんとまた踏まえながら、あるべき望ましい

姿といったものをその中で見出すように、努力

をしてまいりたいというように考えているとこ

ろであります。 

○議長（新田勝見君）  ３番萩野幸弘君。 

   〔３番萩野幸弘君登壇〕 

○３番（萩野幸弘君）  わかりました。突っ込

んだ質問は、後ほどのまた委員会でということ

になろうかと思います。 

 このように風の丘にはさまざまな問題点や課

題というものが指摘されまして、私も早急に改

善すべきとは思っていましたが、最近は現実も

直視して、今あるものを生かしながら、そうい

った取り組みが最優先されるべきではないかな

と、ちょっと考え方が変わってきました。 

 理想を掲げることは悪いことではないし、否

定はしません。ですが、逆に言えば、理想論だ

けで市が潤うほど行政は甘くないという現実は、

私も議員として、そういう職を通じて、これま

でたくさん目の当たりにしてきたことで、何事

においても行政ばかり責めるのではなくて、私

たち議員はもとより、市民の一人ひとりが当事

者意識を持ちながら、一致団結して取り組むこ

とが最重要であろうと思うようになってきたか
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らであります。 

 風の丘も、全国有数の集客力を誇る施設とし

て今後も維持していくためには、先ほどもあり

ましたが、堅実で慎重かつ大胆にスピード感を

持って、機能を充実してほしいものだと思って

おります。 

 そう思っているやさきに、気になる記事がち

ょっと目に飛び込んできましたので、次にその

件でちょっと質問したいと思います。 

 先月10日のある地方新聞で、「道の駅拡充計

画に疑問の声、巨額投入も効果薄？」といった

厳しい見出しで、本市が約10億7,300万円を投

じて、風の丘の機能を拡充する計画に、一部で

疑問の声が上がっているという内容の記事が掲

載されました。 

 特にも気になったのが、「最悪、数億円規模

の自己負担も見込まれている」という部分でご

ざいます。 

 確かに、議会には計画、示されましたが、原

資である国庫の交付金を含めて、あくまで構想

段階で、最悪、全て自己負担をしてでも必ず整

備するといったようなニュアンスの今の記事の

内容は、私とすれば、えっという、ちょっと唐

突な思いがいたしましたが、その辺の真意はど

うなんでしょうか、伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  今、いろいろこの高速

道路インフラ整備が加速度的に進んでいる中に

あって、持っているさまざまな魅力ある遠野に

するために、どのように対応していかなきゃな

らないかというような形での御質問を承りなが

ら、一問一答という中でお答えを申し上げてき

ているところなわけでありますけれども、ただ

いま、構想、そして計画、10億円ありきという

中で、そのような認識もあるぞというような、

そのような御指摘を御質問の中で承ったところ

であります。 

 もちろん、座して待つわけにはいかない、い

ろんな面で大胆に踏み込まなきゃならない、し

かし、それでもって遠野市の地域経営がおかし

くなるようなことがあったんでは、これは大変

なことになる。 

 だから、どのような中で、何が何でもどうし

ても市民の皆様の大変貴重な税金をつぎ込んで

までもやらなくちゃならないものなのか、それ

とも、これはもう少し議論をしなけりゃならな

いのか、もっともっと構想を温めなきゃならな

いものなのかということは、ちゃんと見きわめ

ながら慎重に判断をし、議会にお諮りをすると

いうことは、これ当然なことであり、その詰め

が誤ったのであれば、やはり議員の議会の承認、

可決もいただけないということに当然なるわけ

でありますから、その点は私もこの市長という

職を通じまして、しっかりとその点は自覚をし

ているつもりであります。 

 したがいまして、ただいまお話にあった件に

つきましては、構想としては３カ年から４カ年

計画でそのようなものを持つ、しかし、その財

源は国の社会資本総合整備交付金、これをうま

く取り込めないだろうか、これは国交省が持っ

ている一つの使い勝手のいい交付金だと、なれ

ば、地産地消あるいはインバウンドという中で、

もっと農水省あたりのお金を持ち込むことがで

きないだろうかと、あるいは地域おこし、ある

いは地域の活性化、人口減少に歯どめをという

中で、総務省関係が持っているさまざまな補助

金、交付金を持ち込めないだろうかということ

で、今、懸命に努力をしているわけであります。 

 それが見えれば、自己負担あるいは市の持ち

出しというものは極力抑えながら、今も言った

魅力化、目的地化といったものの形ができ上が

ってくるということになるわけでありますから、

その一つの対応に全国道の駅の会長という職も

いただいているところでございますから、その

ような一つの道の駅風の丘、あるいはふるさと

公社のあの道の駅の風の丘に、そのような交付

金あるいは補助金、さまざまなそのようなもの

がうまく組み立てることができるのかというこ

とで懸命に努力をしている。 

 これが、もしも、どうしてもハードルが高く

て、そういった財源が持ってこれないとなれば、
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やはり冷静に計画、構想そのものもしっかりと

見直ししながら、議員の皆様の納得のいただけ

るように、また、市民の納得のいただけるよう

な、一つの身の丈の構想にしっかりと位置づけ

るということも、当然考えていかなきゃならな

いという極めて弾力的な一つの位置づけの中で

検討しているということを、ひとつ御了解いた

だきたいというように思っております。 

 国の概算要求も大体見えてまいりました。や

っぱり地域おこし、地域の活性化、インバウン

ドも含めての環境づくり、特にもワールドカッ

プの、ラグビーのワールドカップは2019年です

ね、この間も会場に行ってまいりました。遠野

の果たす役割がということがその中に、その次

の年にはオリンピック・パラリンピックがある

となれば、遠野の果たす役割も何かあるんじゃ

ないかとなれば、やはり道の駅の魅力化、機能

充実といったものがその中に位置づけなければ

ならない。 

 そのために、何とか国の一つの財源、手当と

いったものを、その中でしっかりと見出すとい

うことがやっぱり大事じゃないのかなと思って

おりますので、それに全力を挙げながら、遠野

にふさわしい道の駅風の丘としての位置づけを、

皆様とともに、市民の皆様とともにつくってい

きたいというように考えているところでござい

ますから、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）  ３番萩野幸弘君。 

   〔３番萩野幸弘君登壇〕 

○３番（萩野幸弘君）  ならば、安心をいたし

ました。 

 今後もそういった計画を立てる際は、市民目

線に立ったわかりやすく丁寧な質問ということ

が必要だと思いますし、私たち議員も内容をき

ちんと精査をして、お互いにいい意味で対峙を

しながら、進めていかなければならないなと思

った次第であります。 

 持ち時間も少なくなってまいりました。 

 道の駅に関しては、いろいろと私の思いもご

ざいますが、それはまた改めてということで、

次の大項目２点目のふるさと納税対策について

の質問に移ります。 

 このふるさと納税とは、皆様、御周知のとお

り、出身地や応援したい自治体に寄附すると、

2,000円を超える額が個人住民税などから控除

される制度、例えば、10万円を寄附すると2,00

0円を除いた９万8,000円が翌年の住民税などか

ら控除されると、ほとんどの自治体は寄附に対

して返礼品を用意していますが、総務省の15年

度の調査では、返礼品を出す自治体は約９割、

事実上2,000円で返礼品がもらえる制度として

人気を集めています。 

 本市では、これまでも同僚議員から自主財源

確保あるいは地域特産品などを返礼品とするこ

とによる地域経済の発展手段として、ふるさと

納税制度を整備し、早急に進めるべきだという

提案が幾度となくございました。 

 これに対し、当局は、その都度、「本市を応

援してくれている方々は、見返りを求めている

ものではない」という内容の御答弁に終始して

いましたが、私からいえば、突然とも言える方

針転換で、昨年６月議会において補正予算を上

程して、10月１日から本市もふるさと納税制度

をスタートさせたと、繰り返しますが、まさに

突然、唐突といった方針転換で驚きましたし、

同僚議員もそれを受けて９月議会の一般質問で、

これまでの姿勢を転換したことへの真意と整合

性などを問いました。 

 その中で、当局は答弁として「方針が変わっ

たわけではなく、あまりにも過熱した返礼品の

あり方に疑問を呈した」、これは議会だよりの

47号の21ページに掲載されていますが、これは

従前の「見返りは求めていない」という御答弁

とどう整合性をとればいいのかと感じます。 

 否定当時は、返礼品には一言も触れておりま

せんでしたので、私からすれば返礼品のあり方

に当時から疑問があったのなら、なぜ、その見

返りを求めていないじゃなくて、その答弁をし

なかったのか、その辺を確認したいと思います。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午前10時58分 休憩   
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────────────────── 

   午前11時10分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  先ほど、ふるさと納税

の御質問を賜りました。 

 これにつきましては、唐突という形での御質

問もあったわけでありますし、その部分につい

ては、ああいうところの経過説明、あるいは背

景説明等について、十分ではなかった点もあっ

たんではないのかなというように思って、御質

問を承ったところでありますけれども、遠野市

は「で・くらす遠野」という市民制度を設けな

がら、言うなれば、このふるさと納税を先取り

するような一つの仕組みづくりを行ってきたと

いう一つの経緯があったわけであります。 

 それから、もう一つは、新たに企業版ふるさ

と納税といった仕組みがその中に打ち出されて

きたということを踏まえて、「で・くらす遠

野」市民制度とどのように整合性をとるのか、

さらには企業版ふるさと納税とどのような形で、

言うなれば、しっかりとした仕組みにするのか

ということを踏まえながら、ふるさと納税にも

取り組むという方向にもっていったということ

であります。 

 御質問にありましたとおり、本議場でもいろ

いろ議員の皆様から御質問を承ったということ

は十分承知しておりまして、そのような背景の

中で、このふるさと納税にも取り組むというこ

とになったわけでありますけれども、なかなか

この返礼品の取り扱いのあり方、あるいはこれ

は本当にふるさとへの思いが伝わってきたのに

対して、その思いに応えるための返礼品という

ことからヒートアップいたしまして、ちょっと

過熱をしてきているという部分で、全国的に大

きな課題にもなっているというような一つのふ

るさと納税制度も、ある意味では曲がり角とい

う部分の中に来ているのかなという認識も、ち

ょっと持っているところでございますから、さ

らに、きちんとしたこれまでの経緯を踏まえな

がら、であれば、遠野としてどうするのが一番

ベターなふるさと納税への取り組みなのかとい

うことにつきまして、きちんと議論をして検討

を重ねてまいりたいというように考えていると

ころであります。 

○議長（新田勝見君）  ３番萩野幸弘君。 

   〔３番萩野幸弘君登壇〕 

○３番（萩野幸弘君）  当時、いきなりでした

もんですから、今はちょっと説明が足りなかっ

たというところがありましたが、いずれ、私な

りには、総務省も通達として３割以下に返礼率

を抑えるようにとかありましたので、それがき

っかけとなって落ち着くのかなということで導

入したのかなあなんて勝手に思ったんですけれ

ども、いずれ、ある自治体の首長さんは、逆に

返礼品によって地域経済が潤えば税金にはね返

ってくるんで、返礼率が100％でも構わないん

だと言っている、持論を展開している首長さん

もございます。 

 そこで、総務省の通達、あるいは今のお話は

別として、一般論で結構ですが、本市の返礼率、

どの程度が妥当とお考えでしょうか。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  総務省も、いろいろ全

国的にヒートアップした返礼品の取り扱いにつ

いて、いろいろいかがなものかという方向にな

ってきているということは、御質問のあったと

おりでありまして、私もそのことは十分承知を

いたしております。 

 したがいまして、やはり３割なら３割という

部分の中で考えるというのが、私は妥当な対応

じゃないのかなというように思っておりまして、

やっぱり、今、御質問のありましたとおり、と

にかく税金がふえるんだから、あるいは地域経

済が活性化するんだからという部分で、どんど

んテンションが上がったり、そして過熱するの

はいかがなものかなと思っておりますから、や

っぱり３割という中で妥当な、そして本当にふ

るさとをよくしてくれ、地域をよくしてくれと
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いう気持ちに対する一つの感謝の気持ちだとい

う部分が、やっぱり根底にあるべきではないの

かな、経済が活性化するから何でもやればいい

んだ、税収がふえるから何でもやればいいんだ

という部分の中にあれば、やれるところとやれ

ないところがあるわけです。 

 そこのやっぱり格差がどんどんまた広がって

くるということのこの結果が、この仕組みがそ

ういう結果になって、また市町村の格差をどん

どん生み出す、地域の格差をどんどん生み出す

ということにもなりかねない、これはやっぱり

まずいというように私はちょっと思っていると

ころでございますから、そういった点では３割

という部分が妥当な一つの対応ではないのかな

というように考えております。 

○議長（新田勝見君）  ３番萩野幸弘君。 

   〔３番萩野幸弘君登壇〕 

○３番（萩野幸弘君）  ある程度の理性を持っ

てというところだと思いますが、それでは、次

に返礼率、今、３割をめどにということですが、

じゃあ、返礼品という中身、どちらに重点を置

かれていますか、理由も含めてお伺いします。 

○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）  返礼率と返礼品、どち

らかをという部分の中におきまして、やっぱり

これもいろいろ議論のあるところだと思うんで

すけれども、やっぱりふるさとへの、例えば遠

野への思い、しっかりした遠野にしてください

よという部分に対する思いに対する、やはりそ

れに対する、そしてまた、ちゃんと活性化をし

てくださいよという部分が、やっぱりこの本来

の趣旨に合うものではないのかなというように

思っておりますから、その原点を、あるいはそ

の考えをしっかり踏まえた一つの対応にもって

いきたいというように思っているところでござ

いますので、率と品ということになれば、やは

り一つの思いに対する答えという、そのような

一つの位置づけをしていきたいというように思

っております。 

○議長（新田勝見君）  ３番萩野幸弘君。 

   〔３番萩野幸弘君登壇〕 

○３番（萩野幸弘君）  率か品かという二者択

一を迫るのはちょっと厳しかったかなと思いま

すが、この返礼品について供給が間に合ってい

ないという全国的な問題点も耳にしますが、本

市の状況についてはどうなんでしょうか。 

 そのほか、返礼品に対する本市の課題点など

ありましたらお聞かせください。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  これまで取り組んでき

た中においては、やっぱりさまざまな課題が、

また浮き彫りになったんではないのかなという

ような認識もいたしております。 

 やはり地域の経済の活性化となれば、遠野な

らではの返礼品をとなれば、文字どおりそれが

税の３割、４割がその部分に、地域に還元され

るということになるわけでございますから、こ

れはやっぱり仕組みとしては非常にいい仕組み

だというように思っておりますけれども、いう

ところの、言うなれば、こんなことを言えば、

ちょっと先ほどの議論から矛盾しますけれども、

人気商品というか人気返礼品といったものにな

ってしまうと、ちょっとその部分だけに特化し

てしまうということにもなりかねないという、

そのようなところを見きわめながら、よく言う

ところの裾野を広げて、そしてまた、いろんな

意味で遠野の一つの魅力を、いろんな品数の中

から、返礼品の中からそれを、ある意味におい

ては広く産業振興なり、地場企業のいろんな商

品開発なり、あるいは若い方々による起業家、

業を起こすの起業家でございますね、そういっ

たビジネスにつながるようなものにもっていく

ということが、やっぱり大事じゃないのかなと

思っておりまして、その辺については、まだま

だ課題があるということで十分承知しておりま

すので、それをどう乗り越えていくのかという

ことにつきまして、これからも一つの関係者と

一丸となって、知恵を絞っていきたいというよ

うに考えております。 

○議長（新田勝見君）  ３番萩野幸弘君。 
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   〔３番萩野幸弘君登壇〕 

○３番（萩野幸弘君）  わかりました。ある特

定の商品に偏っても、これもまたバランスを崩

しますし、あと、ちょっと聞こえてきたのは、

１万、２万、３万という大枠にプラスもっとき

め細かい１万5,000円とか、そういうコースも

あれば対応できるんだがという声もありました

ので、それらもちょっと業者さんとすり合わせ

ながら、どうしていけばいいか考えていただけ

ればと思います。 

 本市のふるさと納税制度は、インターネット

のふるさと納税専門サイトの「ふるさとチョイ

ス」になっております。この受付窓口の仕組み、

あるいは年間維持費用など、詳細について改め

てこの場で御確認します。 

○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）  いろんなサイトという

かインターネット、ネットワークを利用しなが

ら周知ということについては、これは今の時代、

当然であります。 

 そういった点では、今、お話がありましたと

おり、もう１万、１万5,000円でも裾野は広く

という部分の中に、丁寧にという部分は、やっ

ぱりこれ置き忘れた、人気商品だからそれに特

化するということじゃなくして、やっぱり広く、

そしていろんな形で広がりを持つような産業振

興なり、地域経済の活性化につなげるようなも

のにもっていかなきゃならない。 

 それから、また一方、それをきちんと発信を

し、言うなれば、正しく正確に情報を発信する

ということも大事なわけでございますので、市

の組織で言えば、商工観光課、あるいはきょう

議論をしておりますふるさと公社の一つの地域

商社としての役割、そしてまた、いろんな地場

企業の方々で非常にやる気のある方々がいっぱ

いおりますから、その方々をしっかりと取り込

みながら、いうところの一つのふるさと納税の

仕組みづくりにするとなれば、産業振興部・商

工観光課が中心となって、商工会、観光協会あ

るいはふるさと公社、そういったところとの連

携といったものが、極めて大事じゃないのかな

というように承知いたしております。 

○議長（新田勝見君）  ３番萩野幸弘君。 

   〔３番萩野幸弘君登壇〕 

○３番（萩野幸弘君）  年間維持費用とか細か

いことはとりあえず置いておいて、いずれ、ち

ょっと何でこんな質問したかというと、やはり

専門サイトを使うということは、利用料とか経

費も余分にかかりますので、例えば、今、ちら

っと出ましたふるさと公社さんが、直接のいわ

ゆる商社機能を発揮して、そこを窓口として発

信できないかとか、そうなれば年間手数料も地

元に落ちる、例えばですね、あるいは直接、市

が単独でそういう部門を起こして、そこで直接

やったらどうなのかななんて、素人考えかもし

れませんが、何とかお金をうちにとどめるよう

にという思いを込めてのことでした。それらは、

また委員会のほうで改めてということにします。 

 先ほども、市長のお言葉の中にございました

企業版ふるさと納税について、次は質問してま

いります。 

 本市も行っておるはずですが、この企業版ふ

るさと納税、現在の状況をお聞かせください。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  企業版ふるさと納税に

つきましては、御案内のとおり、地方創生の中

におきまして、地方自治体にこの地方創生のプ

ロジェクトに対し寄附した場合は税額控除をす

るという仕組みの中で、企業版ふるさと納税が

仕組まれたわけであります。 

 今現在、この部分につきましては、いうとこ

ろの企業が寄附しやすいといったような一つの

取り組みの中でしたんですけれども、前年度の、

昨年度、従来の制度と比べて２倍になったと、

企業が寄附しやすいということになったこと、

寄附額の下限が10万円からとなったという中で、

少額の寄附にも対応できるということになりま

した。 

 そんな中で、本市の企業版ふるさと納税の実

績でありますけれども、８企業、約730万円と
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いう一つの実績がありまして、これをふるさと

村のカヤぶき屋根、弥十郎どんのカヤぶき屋根

の修復に充てたという、そのような形で、この

企業版ふるさと納税が活用されたということで

ございますので、そのような状態、ただ、これ

から決算の時期が今度入って来ますから、また

この部分について、企業の御協力をいただける

ように、さらに働きかけを強めていきたいとい

うように考えております。 

○議長（新田勝見君）  ３番萩野幸弘君。 

   〔３番萩野幸弘君登壇〕 

○３番（萩野幸弘君）  わかりました。企業版

ふるさと納税、今、８企業、730万と、やはり

大きなお金だと思います。 

 こちらのほう、あるいは先ほどから出ている

過熱した返礼率に惑わされることなく、独自の

視点でメニューを考えながら、ある自治体では

市長がみずからサーフィンの乗り方教えますな

んていうのをニュースで、それをふるさと納税

の返礼商品にしているなんていうのもニュース

に流れてましたが、そういった試行錯誤をして、

皆さんに認知されるように努力をいただければ

と思います。 

 2008年度から始まったふるさと納税制度も、

来年で10年の節目を迎えます。 

 我が遠野市は、比較的、後発にこの制度を取

り入れましたが、後発だからこそ早期に制度を

導入した自治体の成功例、あるいは失敗例を学

びながら、リスクの少ない制度運営ができるも

のと思いますし、本市の認知度アップ、あるい

は地元経済の活性化にさらに結びつくであろう

この制度、やはり有効活用をさらに進めていく

べきではないかと考える次第でございます。 

 最後の質問ですが、このふるさと納税制度の

今後のあり方について、本市としての方針、基

本的なお考え、そういったものをお聞かせくだ

さい。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ふるさと納税の一つの

あり方、そしてまた現状、それにつきましてい

ろいろ議論を交わすことができました。 

 理念とするところは、非常に我々地方にとっ

てはありがたい仕組みなわけでありますけれど

も、過熱した返礼品問題も含めて、やっぱりい

ろんな目でこの制度そのものをしっかりと見直

ししなければならないというような、そのよう

な時期にも来ているのかというように考えてい

るところでございますから、遠野市として遠野

の魅力を、そして繰り返しになりますけれども、

地域経済の活性化に、そしてまた、地域づくり

にどのようにこれが生かせるのかということに

つきまして、しっかりと踏まえたふるさと納税

への取り組みを進めてまいりたいと、ただ、や

はりかなり厳しい、一つの納税という部分に来

る分については、厳しい状況ということは、勢

いが、もうある意味においては、こんなことを

言えばちょっとあれでございますけれども、な

くなっているのかなという部分がありますから、

やっぱり思いを、遠野の思いをという部分にこ

だわりを持ちながら、しっかりとした仕組みに

もっていくということで、これからも努力をし

てまいりたいと思っております。 

 なお、最後の質問ということにありましたの

で、今、ちょっと道の駅の関係でいろいろ議論

した際に、私、全国の道の駅の数を2,117と申

し上げたんですけれども、1,117の誤りであり

ますので、おわびして訂正させていただきます。 

○３番（萩野幸弘君）  これで終わります。 

○議長（新田勝見君）  次に進みます。 

 １番小林立栄君。 

   〔１番小林立栄君登壇〕 

○１番（小林立栄君）  公明党の小林立栄でご

ざいます。 

 新しい本庁舎が落成、開庁し、新しい議場で

の今定例会となりました。 

 また、15日には、アメリカ・テネシー州のチ

ャタヌーガ市との姉妹都市締結が結ばれます。 

 先月開催された遠野文化フォーラムでは、国

立台湾大学図書館との文化交流協定書が締結を

されました。伊能嘉矩先生が紡いでくれた台湾

との絆が、現在、大きく花を開いております。 
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 「未来とは、今である」、これはアメリカの

文化人類学者のマーガレット・ミード先生の言

葉であります。私たちが、今、何を考え、どの

ように行動するかによって、遠野市の未来が大

きく変わってゆきます。 

 遠野市の未来に向けて、大きく次の一歩を踏

み出す、新たな可能性を生み出していく、極め

て重要なときを迎えている今、改めて議員とし

ての責任の重さを感じております。市民の皆様

が将来に対して希望を持ち、安心安全な日々の

暮らしを営んでいけるように、決意も新たに活

動してまいります。 

 さて、人口が減少してゆく社会の中で、人口

減少のスピードを緩やかにし、持続可能な遠野

を築いてゆくには若者たちの力が必要です。よ

り多くの若者たちに、遠野で希望を持って生活

を営んでいただく必要があります。 

 今回は多くの若い世代の方々に、遠野の魅力

を伝えたい、遠野に移住・定住をしていただき

たいという思いから、通告に従い、一問一答方

式で大項目４点についての質問をしてまいりま

す。 

 それでは、大項目１点目、漫画、アニメ、

ゲーム等のコンテンツを活用した地域活性化に

ついて質問をします。 

 ことしの遠野文化フォーラムにおいて、佐々

木喜善賞を受賞された作品は、表紙に曲り家と

美少女キャラクターのイラストが描かれ、遠野

の妖怪たちが登場するファンタジー小説であり

ました。 

 また、遠野風の丘には、綾織楓花さん、伝承

園には、小烏瀬弥子さんなど、萌えキャラと言

われるキャラクターの等身大パネルが設置され、

来場者をもてなしておりました。 

 これは、岩手大学が、平成27年度から、地域

課題解決プログラム「遠野萌えキャラプロジェ

クト」として取り組まれているもので、魅力的

な萌えキャラを活用して、観光資源など、遠野

の魅力を情報発信されています。 

 関連商品も販売されておりまして、私は萌え

キャラの描かれた卓上カレンダーを購入いたし

ました。私は漫画やアニメ、ゲーム、ライトノ

ベルとも言われる小説に慣れ親しんできた世代

でありまして、特に抵抗もなく、反対に大好き

な分野でもあり、大変喜ばしく受けとめており

ます。 

 漫画やアニメ、ゲームといったコンテンツに

ついては、サブカルチャーとも呼ばれる趣味を

持った一部の方の分野であるとか、遠野のイ

メージに合わないという御意見を持つ方もいら

っしゃると思います。 

 しかし、現在では、日本独自の文化やサービ

スを世界に売り込み、内需を掘り起こし、外需

を取り込んで地域活性化につなげていくことを

目的とした、国のクールジャパン戦略の大きな

柱の一つとなっております。 

 遠野でも漫画やアニメ、ゲーム等を活用して、

地域活性化につなげていく取り組みは、時代の

流れから特別なことではないと感じています。 

 若い世代の方々に、遠野へ移住・定住してい

ただくために、仕事の受け皿や子育て環境の充

実等、安心安全な生活環境が必要なことは言う

までもありません。 

 そのために産業振興、雇用確保、少子化対策、

教育環境の整備に力を入れて、遠野らしいさま

ざまな施策に取り組んでおります。 

 ですが、まずは、さまざまに取り組んでいる

遠野市のことを、子どもから10代、20代、30代、

40代の多くの若い世代の方々に知っていただく、

興味を持っていただくことが大事であります。

知っていただき、興味を持っていただいてこそ、

遠野を選んでいただけると思います。 

 子どもから40代という若い世代は、漫画やア

ニメ、ゲームに慣れ親しんでいる世代であり、

漫画やアニメ、ゲームなどのコンテンツを活用

して、遠野の魅力を積極的に発信していくこと

は、遠野市の将来像である「永遠の日本のふる

さと遠野」を実現していくために重要な取り組

みだと考えます。 

 まずは、この点について、市長の御認識をお

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）  小林立栄議員の一般質

問にお答えいたします。 

 子どもから10代、20代、30代、40代という若

い方々に、少しでも遠野のことをわかっていた

だき、遠野を発信し、移住・定住、それをもっ

て子育てするならば遠野というような部分の中

にもっていける、そのためにはこのコンテンツ

という一つの切り込みがあっていいんではない

だろうかという、そのような中で、萌えキャラ

も含めながら、今、いろいろ御紹介が御質問の

中にありました。 

 この萌えキャラも、いろいろ岩手大学の学生

とふるさと公社が組みながら、何とか若い方々

に関心を持ってもらおうじゃないかという一つ

の取り組みであったわけであります。これが一

つの萌えキャラ、今、御紹介がありましたけれ

ども、萌えキャラのプロジェクトにつながった

ということになりました。 

 それから、この文化フォーラムも含め、御紹

介のありました今般の佐々木喜善賞などは、遠

野ならではの妖怪といったような一つの位置づ

けの中で、さまざまな評価をいただいたという

ことになっているわけでありまして、この遠野

の観光振興、あるいは情報発信というものにつ

きましては、妖怪という切り口の中における一

つの取り組みも、非常に重要ではないのかなと

いうように思っておりまして、平成26年８月か

ら９月に、遠野観光マーケティング委員会が実

施したこの調査によりましても、遠野を訪ねよ

うと思ったときに、思ったきっかけ、何だった

んだろうとなったならば、第１位は、「カッ

パ・ザシキワラシに会いに」という一つの調査

結果があったということも踏まえれば、この辺

のところをどのようにこのコンテンツという切

り口の中で発信していくのかという部分、そし

て、遠野をしっかりと理解してもらう、それに

よって若い方々の気持ちをつかむという部分に

おいては、この切り口も私は非常に大事ではな

いのかなというように思っております。 

 特に私の世代は、漫画といえば根性漫画でも

って育った世代でありますから、今の若い方々

にその根性漫画をやってもなかなかそれはと、

言うなれば、このようなコンテンツ、漫画なり、

アニメなりをうまく利用した一つの切り口は、

本当に大事じゃないかなというように認識して

おりますから、その認識を申し上げて答弁とい

たします。 

○議長（新田勝見君）  １番小林立栄君。 

   〔１番小林立栄君登壇〕 

○１番（小林立栄君）  この妖怪、妖怪とゲー

ムやアニメ、こういったコンテンツは大変相性

のよい分野だと思います。 

 実際、市内でのコンテンツの活用については、

現在、スマートフォン等のアプリを使って、遠

野にいる妖怪たちと出会い、友達になって画像

を投稿する企画「遠野で妖怪ともだち大作戦」

という、ゲーム感覚で観光しながら周遊できる

取り組みが行われております。 

 また、ＧＰＳ、位置情報を利用したスマート

フォンなどの携帯端末向けのゲームを楽しめる

場所も市内各所にあり、楽しんでいらっしゃる

光景を目にいたします。 

 観光協会をはじめ、魅力的な妖怪のキャラク

ターたちも市内各地で活躍をしております。 

 以前、遠野まぬけ節フェスティバルのポス

ターの絵が、美少女キャラクターで描かれてい

たことも思い出されます。 

 遠野物語100周年の際には、故・水木しげる

先生にイメージキャラクター「かたるくん」を

デザインしていただき、記念事業に大きく貢献

をいたしました。 

 平成26年度には、「語りべ少女ほのか」とい

う遠野市オリジナルアニメを制作し、27年度か

らウエブ上で公開をしております。語り部を目

指す小学５年生の女の子が、座敷わらしやカッ

パ、天狗たちとの触れ合いを通して成長してい

く物語で、現在、英語版もあわせて公開をされ

ております。 

 このように、市としても漫画やアニメ、ゲー

ムの重要性は認識されて取り組まれていると思

います。 
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 ここでは、遠野市オリジナルアニメにテーマ

を絞って質問をさせていただきます。 

 オリジナルアニメを制作、公開したことによ

る効果について、まだ公開中でもありますので、

現時点でどのように総括されているのかお知ら

せください。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この遠野ならではとい

うことで「語りべほのか」、小学生が語り部に

なってという物語がアニメとなって発信された

という中で、実はこの発信が遠野市立博物館の、

平成26年同時期に公開した宣伝効果という中に

ありまして、昨年度に比べて25％増加したとい

う形で数字になってあらわれている。 

 それだけやっぱりこのサイトを利用しながら、

あるいはコンテンツ、アニメあるいは漫画とい

ったものを利用しながらという部分においては、

この「語りべ少女ほのか」もそのような役割を

果たしたというような手応えを感じているとこ

ろでございますので、まさに遠野のこだわりの

中から、このような一つのオリジナルアニメと

いったものに、やっぱりこれから座敷わらし、

カッパということも含めながら、やっぱりかな

りの意を用いて発信していくということが、博

物館の同時期の入館者が、昨年度に比べ25％と

いうこの部分を、かすかな一つの手応えとして

受けとめながら、こういった部分をきちんとさ

らなる数字にもっていくように、努力をしたい

というように考えております。 

○議長（新田勝見君）  １番小林立栄君。 

   〔１番小林立栄君登壇〕 

○１番（小林立栄君）  今、御答弁がございま

した。 

 この手応えをやはり感じているという御答弁

でございましたが、遠野市オリジナルアニメ

「語りべ少女ほのか」が公開された年には、先

ほど御答弁にもありましたが、市立博物館で

「遠野物語と妖怪」という特別展が開催されて

おりました。 

 関連企画としてオリジナルアニメの制作にか

かわられた世界的に有名なキャラクターのデザ

イナーを講師に招き、参加した方々が自分のオ

リジナル妖怪を描くというイベントも開催をさ

れました。 

 このようにいろいろな企画やイベント等を連

動させたり、関係を築くことのできた人脈を生

かして、一つの作品をさまざまに展開させて盛

り上げていき、波及効果を生み出していくこと

が大事だと思います。 

 ですが、現在、このオリジナルアニメ「語り

べ少女ほのか」は、十分に活用しているでしょ

うか。どれだけの人が、このオリジナルアニメ

のことを知っているでしょうか、関連する企画

や商品などあるでしょうか。 

 ただ、ウエブで公開しているだけでは大変に

もったいありません。遠野市のオリジナルアニ

メを、もう一度波及効果を生み出していけるよ

うに、しっかり戦略を立てて取り組んではいか

がでしょうか、お考えをお伺いいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  しっかりと戦略を立て

て発信していくことが大事ではないかという、

そのような御指摘でありました。全くそのとお

りだというように捉えております。 

 その中におきまして、ただつくったのじゃな

くして、小学校、博物館をはじめ、「旅の蔵遠

野」、さらには伝承園などの観光施設に配付し、

上映するようにもしておりますし、市内小学校

にもＤＶＤを配付いたしまして共同学習にも取

り入れていると、さらには、兵庫県の福崎町や、

あるいは愛知県の大府市などの友好都市のいろ

んな産業展や、あるいはトークイベントなどの

際にも、これを利活用しているということ、そ

れから、練馬区で毎年開催されている大規模な

アニメイベント「練馬アニメカーニバル2016」

にも対応いたしまして、地方自治体制作アニメ

上映４作品の一つに選ばれ、全国のアニメファ

ンに遠野の魅力を発信したということを行って

いるところでございますから、このようなこと

を繰り返ししながら、今、言われましたとおり、
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きちんとした戦略を持ちながら、このコンテン

ツを通じ、オリジナルアニメを通じ、遠野の魅

力といったものを発信し続けてまいりたいとい

うように考えているところでございますから、

よろしくお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  １番小林立栄君。 

   〔１番小林立栄君登壇〕 

○１番（小林立栄君）  ぜひ、この「語りべ少

女ほのか」も活用していただいて、情報の発信

を続けていただきたいと思います。 

 では、「語りべ少女ほのか」の他にも、漫画

やアニメ、小説など、遠野を題材にした作品が

既にさまざまございます。 

 結論から述べますと、遠野を題材にした小説

や漫画を、遠野市として全面協力しますのでア

ニメ化しましょうと、実写化しましょうと、出

版社や制作会社に積極的に働きかけていくべき

だと考えます。 

 いざ、アニメ化、実写化が実現すれば、関連

イベントの開催、遠野での撮影、作品の舞台を

旅するコンテンツツーリズムとして、遠野への

旅行者がふえるという可能性も生まれてきます。 

 先月、全国88カ所のアニメ聖地が発表されま

した。これはアニメを使った観光資源の掘り起

こしなどを目的に設立された官民連携組織であ

る一般社団法人アニメツーリズム協会が選定し

たもので、今後、聖地を巡礼する観光ルートを

策定していくそうです。 

 残念ながら、遠野市は聖地には選ばれず、県

内では花巻市のみとなっております。 

 選ばれた、選ばれないは仕方ありませんが、

重要なことは、アニメツーリズム協会にさまざ

まな民間企業が会員として参加しているという

ことです。 

 つまり民間企業も、アニメや漫画、ゲームと

いったコンテンツを媒介にして、自治体と連携

したビジネスの創出を目指しているということ

だと思います。 

 自治体としても、エンターテインメント、イ

ベントの運営や広報・宣伝、関連商品の開発な

どのノウハウ、全国・世界各地、企業同士との

ネットワークを持っている民間企業と連携でき

るということは重要なことだと考えます。 

 少しアニメやゲームから外れますが、ホッ

プ・ビールというものも遠野らしい一つのコン

テンツだと考えております。 

 官民連携で遠野ホップ収穫祭が開催され、回

を重ねるごとに内容が充実され、参加者もふえ、

遠野の魅力を発信する大きなイベントとなって

おります。 

 経験上の考えですが、楽しそうなところには

人が集まります。そして、楽しいことは継続を

していきます。 

 民間企業との連携は大変重要であり、遠野を

題材にしていただいた作品を縁にして、一つの

きっかけとして、こちらから積極的に連携を図

っていくことが大事だと考えます。 

 遠野を題材にした作品のアニメ化や実写化、

ゲーム化を働きかけていく、イベントを開催し

ていくなど、出版社やゲーム、アニメの制作会

社等の関連企業に積極的な営業をして連携を求

めていくことは、遠野の魅力発信、地域活性化

の起爆剤の一つになっていくのではないでしょ

うか。市長のお考えをお伺いいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  コンテンツツーリズム

という、あるいはアニメツーリズムという切り

口の中から、遠野の魅力をという部分におきま

して、官民連携、民間企業のアニメ業界、ある

いはコンテンツ業界の皆様と、どのようにタッ

グを組むかということが極めて大事だという、

そのようなお話をいただきました。 

 全くその意見には異論はなく、どのような形

で連携を図るかという部分におきまして、私は

市長というこの職を通じながら、ある意味では

もったいないなという部分がよく思うときがあ

ります。 

 例えば、『遠野物語』一つとってみても、か

の妖怪を文化まで高めた水木しげる先生との接

点があって、「水木しげるの遠野物語」という

ことになっているわけであります。 
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 また、京極マサヒコ先生も遠野リミテッドと

いう中における新たな遠野物語の文化を発信し

たという、そのようなことも去年の遠野文化フ

ォーラムの中におきましても、明確に位置づけ

られたということがあります。 

 そのほかにも、いろいろ「河童のクゥと夏休

み」というアニメの長編漫画、これも非常に重

い、単なる、「河童のクゥと夏休み」を今でも

思い出すわけでありますけれども、今の現代の

世相を、さらには地方のあり方、都会のあり方

といったものを、かなり問題提起をしていると

いうそのようなものも、かつて遠野を題材にし

て大きな長編アニメになったという経緯もあり

ます。 

 そのようなことを踏まえれば、やっぱりいろ

んな漫画家の伊藤さんであるとか、あるいは作

家の、先ほど言いました京極夏彦先生、マサヒ

コさんってさっき言いましたけど、京極夏彦先

生の、この遠野物語リミックス、リミットじゃ

ない、リミックスですね、リミックス、「えほ

ん遠野物語」といったようなものも一つ発表し

ている。 

 そしてまた、「妖怪ウォッチ」という、それ

から、「いわてマンガプロジェクト」といった

ものにおいても、遠野が題材にされているとい

うこともありますので、そのようなことをきち

んと踏まえながら、こういったような題材をど

のように民間のノウハウの中で利活用し、遠野

という部分はやっぱりちゃんとした、先ほどの

議論じゃありますけれども、ちゃんと戦略を持

たなければならない。ただ、思いつきでそこに

食いついてもならない、このコンテンツ文化を

コンテンツツーリズムにし、アニメツーリズム

にもっていくという部分の中において、交流人

口をふやし、若い方々の遠野への関心を深める

一つの大きな切り込みにもっていくという部分

においては、やはりただただ水木先生が、京極

夏彦先生がというだけじゃなくして、やっぱり

それをきちんとした一つの戦略に持ち込むとい

うのもまた、今、遠野に課せられた大きな課題

の一つじゃない、特にも繰り返しになりますけ

れども、若い方々に遠野をきちんと理解しても

らうという部分においては、この切り口からの

切り込みが私は大事だというように認識してお

りますから、よろしく御理解をいただければと

思っております。 

○議長（新田勝見君）  １番小林立栄君。 

   〔１番小林立栄君登壇〕 

○１番（小林立栄君）  コンテンツの活用、魅

力発信を中心に質問をしてまいりましたが、視

点を変えます。 

 私は、出版社や制作会社の遠野への誘致、個

人で活動されている作家やイラストレーター、

プログラマーといったクリエーター、クリエー

ターの方々とビジネスをするディレクターの誘

致に取り組む価値があると考えております。 

 これまでは東京を中心にして制作されてきた

分野であります。ですが、遠野市でもテレワー

ク事業を行っているとおり、社会の情報化、Ｉ

Ｔ、デジタル化が大きく進んでいる現在、技術

の進歩、制作費のコスト削減などの要因もあり、

アニメ等の制作会社の地方展開が進んでおりま

す。 

 仕事としてコンテンツ産業を担っている中心

は、若い世代の方が多く、遠野への企業誘致、

個人で活動されている方への誘致を進めること

で、若い世代の移住、地元の若者の就職による

定住という可能性が生み出されます。 

 遠野は古くから内陸と沿岸を結ぶ交通の要所

として、多くの人や物語が集まり、栄えました。

多様性を受け入れ、価値ある文化を創造するこ

とができる場所であると感じております。作家

やクリエーターが集い、作品を生み出していく

土壌が遠野にはあると思います。 

 コンテンツ産業の誘致、集積が進み、若いク

リエーターが集い、活躍できる場所という認識

が広まれば、専門学校や大学の関連する学部や

学科の誘致の可能性も出てくるのではないでし

ょうか。 

 制作会社等の移転や設備投資への費用補助、

情報発信、作家やイラストレーター、クリエー

ター、デザイナーなど、個人で活動されている
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方に事務所やスタジオ、アトリエ等の活動する

場所の支援、家賃補助などの生活支援といった

受け皿としての環境整備に取り組み、コンテン

ツ産業やクリエーターの誘致を進めていくべき

ではないでしょうか、お考えをお伺いいたしま

す。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  コンテンツ産業という

一つの言葉が出てまいりました。これは非常に

大事なことだというように思っております。 

 言うなれば、空き家とか空き店舗もその中に

利活用できるという、かつてＩＣ産業という中

における取り組みも行い、遠野もそのような誘

致に２社ほど成功したという一つの事例もあり

ます。 

 そしてまた、ふるさとテレワーク事業も、今、

「みらい創りカレッジ」の中に総務省のモデル

事業として位置づけたわけでありますけれども、

これも利用者が確実にふえておりまして、８月

現在で、この利用者が478名という数字を確保

しておりまして、これも確実に実績が出てきて

いるという部分もありますから、これもある意

味においては、コンテンツ産業として位置づけ

ることができるんじゃないのかな、そういう中

におきまして、これからの一つの物づくりとい

う部分においては、このように、特にもこの産

業は１人で、あるいは２人でというような小規

模で行っている方々が多いわけでありますから、

そういった方々をきめ細かくフォローしながら、

遠野にはこれだけの題材があり、このようなロ

ケーションがあり、このような一つのコンテン

ツ産業が根づくような、定着できるような一つ

の環境もあるという部分も、もう一方において

は、しっかりとした人口減少に歯どめを、ある

いは地域経済の活性化をという部分においては、

一つの切り口からにおける取り組み、そしてそ

ういった方々、専門学校に行った、そういった

ノウハウを身につけた方が戻ってくるような、

そのようなものにもやっぱり取り組んでいかな

ければならないかというように思っております

から、これからの一つの次の遠野の地域経済の

活性化と人口減少に歯どめを、あるいは交流人

口の拡大を、さらにはインバウンドをはじめと

する外国人観光客のさまざまな遠野への関心と

いうことになれば、この切り口からにおける一

つの取り組みは、大事じゃないかなというよう

に思っているところでございますので、一つの、

繰り返しになりますけれども、戦略といったも

のをしっかり持ちたいというように思っている

ところでございますから、お許しをいただけれ

ばと思います。 

○議長（新田勝見君）  １番小林立栄君。 

   〔１番小林立栄君登壇〕 

○１番（小林立栄君）  昨年、岩手県主催の全

国自治体ゲームコラボレーションフォーラムに

参加をいたしました。 

 全国各地の取り組みについて、意見交換など

してまいりました。 

 横須賀市では観光企画課内に集客プロモーシ

ョン担当という、集客や営業に特化した担当を

設けて業務を行っているそうです。アニメや

ゲームとコラボしたイベントも積極的に行って

おり、ウエブメディアに取り上げられることが

ふえ、地域の魅力発信、地域活性化につながっ

ているとのことでございました。 

 これまでもロケ地としての魅力を高め、地域

活性化に取り組む必要性、遠野市のシティプロ

モーション戦略を立てて推進することの大切さ、

それらの業務を専門に行う部署や担当職員、専

門組織の設置についても、いろいろと議論をさ

せていただきました。 

 再度の質問となりますが、やはり専門部署、

専門の担当職員、専門組織といった推進体制が

必要だと考えます。御認識をお伺いいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  このコンテンツ産業と

しながら、観光振興や人口減少の歯どめ、さら

には若者の定着といったことを含めば、すごく

大事だということは先ほど申し上げました。 

 専門部署の中で立ち上げながら、それをコー
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ディネートするということも、これも否定はい

たしません。 

 ただ、私はその前に、まだやるべきことがあ

るんじゃないのかなというような認識を持って

おります。 

 オール遠野という言葉がよく使われるわけで

ありますけれども、観光協会、あるいは先ほど

萌えキャラのお話もありました。ふるさと公社

がそこにどうかみ合うのか、あるいはこの宿泊

交流施設としての「あえりあ遠野」の役割をど

のように見出すのかといったような、さまざま

な連携とその中における一つの仕組みづくりを

しっかりと行うという中で、それぞれの部署が

それぞれの役割を果たす中で、このコンテンツ

産業を誘致する場合においては、例えば、空き

家なり、空き店舗なり、それから、いろんな助

成制度をどのようにもっていくかといった場合

の一つの理由づけ、あるいは理論武装といった

ことも踏まえながら行って、それが一つの仕組

み、オール遠野の仕組みとなれば、それをきち

んとコーディネートする一つの部署も行政に置

くのか、それとも別な部署にそういう人材を置

くのかという部分が、その中で見えてくるんじ

ゃないかなと思っておりますから、先ほど申し

上げましたとおり、戦略をひとつ考えてみたい

という部分においては、そのような一つのオー

ル遠野におけるそれぞれの機関、団体、そして

またこういったものに非常に関心のある方々を

どのようにそれを引き込むのか、取り込むのか

といったことに、ちょっと検討の時間をいただ

ければというように考えているところでありま

す。 

○議長（新田勝見君）  午後１時まで休憩いた

します。 

   午前11時55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。 

 １番小林立栄君。 

   〔１番小林立栄君登壇〕 

○１番（小林立栄君）  午前中、質問させてい

ただきましたコンテンツの活用については、

オール遠野の中に位置づけて推進をしていただ

きたいと思います。 

 漫画やアニメ、ゲーム等のコンテンツの活用

について質問をしてまいりました。 

 この分野と遠野の妖怪たちが連携すると、大

きな相乗効果が得られると改めて感じておりま

す。 

 特に、子どもから若い世代への影響力、発信

力は大きいものであります。子どもから若い世

代の多くの方々が、親子で、恋人同士で、友人

同士で遠野に訪れていただけるように、遠野の

魅力が伝わるように、移住・定住につながって

いく施策の取り組みをこれからも求めてまいり

ます。 

 引き続き、大項目２点目、子育て支援の充実

について質問を行います。 

 乳幼児をはじめ、子どもを連れて観光や買い

物など、気軽に外出できる環境づくりはとても

大切であります。 

 県内では、子育てを社会全体で応援しようと

いう「ｉ・ファミリー・サービス事業」を実施

しております。授乳やおむつがえのスペースを

用意したり、粉ミルク用のお湯の提供など、

サービスを提供する子育て応援の店や施設がふ

えてきました。 

 また、各都道府県で取り組んでいる同様の

サービスを全国共通で利用できるように、内閣

府が主導して全国展開を進め、ことし４月より、

全国47都道府県で共通利用が可能となりました。 

 観光で遠野にいらっしゃった方も、遠野の協

賛店や施設を利用でき、市民が旅行等で県外に

行かれた場合もサービスが利用できます。 

 県の事業ではありますが、市としても市内の

協賛店舗の拡大、サービスの充実に取り組みた

い施設や店舗に対しての助成などの支援に取り

組み、さらなる子育て支援の充実を図っていく

べきではないでしょうか。 

 また、市民への利用促進の周知とあわせて、

機運の醸成に取り組む必要があると思いますが、
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お考えをお伺いいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  子育て支援の御質問に

お答えいたします。 

 県が取り組んでいるこの「ｉ・ファミリー・

サービス事業」等によりまして、市内でも「い

わて子育て応援の店」として協賛している事業

所、約48店舗に及び、協力をいただいていると

いうような仕組みとして、今、位置づけられて

おります。 

 これは御案内のとおり、子育てするならば遠

野という中におきまして、「わらすっこ条例」

の理念のもとに、少子化対策、さらには子育て

支援、総合計画に位置づけしながら、これも緊

急優先課題だという中で位置づけをしているわ

けでありますけれども、このような一つの仕組

みづくりが極めて大事ではないのかなと、改め

て認識をいたしているところであります。 

 現在、市のほうにおきまして、事業所とのこ

の連携におきましては、昨年５月に「いわて子

育て応援の店」を、これを登録している事業所

数、これが、今、市内では74事業所に、言うな

れば、アンケート調査などを実施しながら、呼

びかけているところでありますけれども、それ

にひとつもっともっとこれを拡大をしていくと

いう取り組みが、また大事ではないのかなとい

うように思っております。 

 また、市独自の施策といたしまして、平成21

年度に「わらすっこ条例応援事業者認定制度」

といったものをスタートさせておりまして、こ

れは事業所として育児環境を整えるさまざまな

環境づくりに、ひとつ応援をしたいというよう

な取り組みを進めているわけでありますけれど

も、この「ｉ・ファミリー・サービス事業」と

うまく連動した、そのような一つの取り組みを、

さらに強めていかなきゃならないかというよう

に思っております。 

 市内の事業者数のアンケート調査の結果で、

「わらすっこ条例応援事業者」として新たに22

事業所、これが言うなれば対応すると申請をい

ただいているところでございますから、この仕

組みをより確実なものにもっていくというとこ

ろが、当面の大きな課題ではないかなと思って

おりますし、遠野テレビを通じ、「わらすっこ

ナビ」といったような新たな企画も設けながら、

市内の店舗にも、事業所にもいろいろ協力をい

ただきながら、しっかりとしたサポート体制を

構築してまいりたいと考えているところであり

ます。 

○議長（新田勝見君）  １番小林立栄君。 

   〔１番小林立栄君登壇〕 

○１番（小林立栄君）  ぜひ県と連携をしなが

ら、子育てバリアフリーの推進をしていくこと

がやはり大事であると考えます。 

 今、市内各地でさまざまなイベントやお祭り

が開催をされております。今週は、いよいよ遠

野まつりが開催をされます。 

 ただ、野外の会場の場合、授乳やおむつ替え

が心配で、子どもを連れての外出を控えてしま

う、イベントへの参加を断念されてしまう場合

もあるようです。大変残念なことであります。 

 野外の会場で、授乳やおむつ替えができるよ

うに、移動式赤ちゃんの駅として、持ち運びし

やすく移動が可能なテントと折り畳み式のおむ

つ交換台、授乳用の椅子のセットを無料で貸し

出しをする自治体がふえてきております。 

 テントではなく、車両を活用する方法もある

ようですが、いずれ、安心して子どもと一緒に

外出していただけるように応援する取り組みで

あります。 

 また、災害による避難の際にも活用できると

考えられます。本市でも導入をしていくべきと

考えますが、いかがでしょうか。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま御提案という

よりも、御質問のあったこの子育て応援という

部分につきましては、特にも子育てするならば

遠野というキャッチフレーズの中に、さまざま

な仕組みを、または新たな環境整備をという中

でやりくりをしながら対応しているという、そ
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のような状況の中にありまして、もっともっと

予算を、あるいは事業をという部分はあるわけ

でありますけれども、そういった中におきまし

て、今、御質問のありました移動式の赤ちゃん

の駅というこの取り組み、県内でも盛岡市とか、

釜石市とか、久慈市のほうで、移動式テント、

おむつがえだとか授乳だとかに利活用できるよ

うな、そのようなものを導入しているというよ

うに聞いております。 

 御質問のありましたとおり、災害時にもこう

いった部分は役に立つのではないかと、車両も

さることながら、テントというものもまた一つ

の方法ではないかなというように思っておりま

すので、これを早速この部分におけるカタログ

なども私も取り寄せながら、これはやっぱり子

育てするならば遠野という一つの切り口の中で、

極めて大事な環境整備の一つではないのかなと

いうように認識しておりますから、できれば予

算化する方向の中で、担当のほうには検討する

ようにという一つの対応を進めてまいりたいと

いうように考えているところでございますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  １番小林立栄君。 

   〔１番小林立栄君登壇〕 

○１番（小林立栄君）  国立社会保障・人口問

題研究所の出産動向基本調査によりますと、若

者の多くが、子どもは日々の生活を豊かにして

くれ、生きる上での喜びや希望であり、２人以

上の子どもを持ちたいと理想を持っている実態

がございます。 

 しかし、理想とする子どもの数を実現できな

い現実もあります。実現できない理由として、

年齢や身体的理由もありますが、最も多い理由

は、子育てや教育にお金がかかり過ぎる経済的

な理由となっております。全体で６割以上、30

歳未満の若い世代では８割以上に上っておりま

す。 

 以前、結婚に対しての負担軽減、新生活を始

めることへの経済的支援の必要性について議論

をさせていただきましたが、結婚を希望してい

ても、経済的理由で踏み出せないという現状と、

希望する子どもの数を実現できていない現状、

これは同じ構造であると考えます。 

 子育てに対しての経済的負担の軽減で、不安

を少しでも解消し、安心して子どもを生み育て

る環境づくりを進めることが重要であると考え

ます。 

 遠野らしい施策である「わらすっこの誕生応

援事業」、この事業が大きな鍵になると感じて

おります。 

 新生児誕生への祝意、次子誕生の奨励及び子

育ての応援を目的とした事業であり、この事業

を充実させることで、子育ての経済的負担を軽

減させて、希望する子どもの数を実現するさら

なる応援ができるのではないかと考えています。 

 「わらすっこの誕生応援事業」は、写真立て

と「わらすっこ応援券」を贈呈するもので、

「わらすっこ応援券」は１人１万円分、インフ

ルエンザ等の予防接種、病児保育や一時保育に

少学校入学前まで利用できるものです。 

 この「わらすっこ応援券」で、紙おむつや粉

ミルクなど、育児用品の購入にも使えるように

してはいかがでしょうか。それにあわせて、現

在の１万円の利用額の増額も必要だと考えます。 

 また、生まれは遠野市ではなくても、転入し

てくる乳幼児もおります。 

 金額的に一、二年で使い切ってしまう方もい

らっしゃると思われます。３歳児に再度の支給

を行うなど、「わらすっこの誕生応援事業」を

充実させ、さらなる子育て支援に取り組むべき

と考えますが、お考えをお伺いいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  子育てするならば遠野

という中で、さまざまな制度、あるいは仕組み

づくり、あるいは環境整備ということに財源を

やりくりしながら対応しているというような状

況にあることは、小林議員も御案内のとおりだ

というように思っております。 

 この応援券事業、１万円で遠野産材の写真立

てといったものをあれしながら、健やかな子ど

もの成長を願う保護者の皆様を応援しようとい
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ったような、そのような取り組み、さらには、

今、応援券という中にございまして、今、その

部分も財源をやりくりしながら対応しているわ

けでございますけれども、今、この応援券の中

におきまして、特にも健やかな成長という部分

の中におきまして、予防接種のほうに活用して

いる例が95％近くになっているという調査結果

が出ております。ロタウイルスであるとか、イ

ンフルエンザであるとかといった予防接種に、

それを活用しているということがある。 

 今、御質問のありましたとおり、もっと広げ

られないのかと、さらには転勤する方々にもも

っと使い勝手がいいようなという部分について

は、これは当然のことながら検討をしていかな

ければならないかというように思っております

ので、この応援券事業も既に５年という経過を

経ておりますので、その中において子育てする

ならば遠野というハード・ソフトの事業、そし

てまた、先ほど移動式テントの中における赤ち

ゃんの駅のお話もありました。そのような、や

れることは直ちにという中でやりくりをしなが

らという部分で、これから10月、11月から30年

度の当初予算の編成作業にも入らなきゃなりま

せん。 

 しかしまた、待ったなしという部分において

は、補正予算ということもあるわけでございま

すから、その辺も十分視野に入れながら、どう

すれば、子育てするならば遠野というキャッチ

フレーズにふさわしい事業を、そしてまた制度

を起こせるのか、また進化させなきゃならない

のか、さらには充実させなきゃならないのかと

いったことにつきまして、子育てするならば遠

野、わらすっこ支援委員会といったものも非常

に精力的に議論をしていただいております。 

 この、わらすっこ支援委員会は、行政だけで

成り立ってない、それこそ子育てする親御さん、

保護者の方々も入っての委員会でありますから、

この委員会の中でどんどん議論を深めながら、

まずやれること、もっと議論を深めること、さ

らには国、県等の事業等をうまく連動すること

といったようなことをしっかりと組み立ててま

いり、そして所要の措置をとっていきたいとい

うように考えているところでございますから、

よろしく御理解をいただければと思っておりま

す。 

○議長（新田勝見君）  １番小林立栄君。 

   〔１番小林立栄君登壇〕 

○１番（小林立栄君）  子育てするなら遠野、

これは一人ひとりを大事にする、一家庭一家庭

を大事にする、きめ細やかな遠野らしい施策の

取り組みが、やはり重要であると思います。 

 財源の問題もございますが、ぜひ「わらすっ

こ支援委員会」をはじめ、議論を深めていただ

きながら、みんなで進めていきたい施策だと考

えております。 

 それでは、大項目３点目、公共施設への冷水

機の導入について質問をいたします。 

 全国各地で猛暑が続き、熱中症や熱中症と見

られる方の救急搬送は、毎年４万人を超えてお

ります。 

 私は乗馬のインストラクターをしていたので、

乗馬中の熱中症の予防について、特にも気を配

っていたことが思い出されます。 

 遠野市においても、熱中症の予防について、

連日、頻繁に注意喚起の放送がなされ、パンフ

レットや広報、遠野テレビ等を通じて、予防方

法のポイントの周知に取り組まれておりました。 

 年代別では、熱中症全体の５割を高齢者が占

め、子どもについては１割以上となっておりま

す。特に熱中症になりやすい子どもや高齢者、

障害のある方に対して、周囲が協力して注意深

く見守ることが大事であります。 

 さて、この熱中症の予防については、何とい

っても小まめな水分補給であり、体への吸収が

早く、クールダウンが効果的にできる５度から

15度の水を補給することが大切であると言われ

ております。 

 公共施設を利用する子どもや高齢者、障害の

ある方の水分補給の現状はどのようになってい

るのでしょうか。 

 水筒を持参したり、自動販売機で飲み物を購

入して、水分補給をしている現状であると認識
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をしております。 

 しかし、水筒に水を補給できる場所は、実は

なかなか少なく補給が難しい実情であります。

また、お金を持ち歩いていない子どもたちは、

自動販売機で飲み物を購入できません。 

 誰でも水分補給のできる、効果的な温度に冷

やされた水分補給ができる冷水機の公共施設へ

の導入は、大事なことであると考えます。 

 本庁舎１階の多目的市民ホールや、元気わら

すっこセンターなどに、背が低いタイプ、車椅

子でも飲みやすいタイプ、水筒に補給できるタ

イプなど、バリアフリー対応の冷水機を設置し

てはどうでしょうか。お考えをお伺いいたしま

す。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  公共施設への冷水機の

配置ということにつきまして、言うなれば、熱

中症対策という部分につきまして、御質問の中

でいろいろ現状、そしてまた、いろいろ注意を

促している、そのような周知活動も行われてい

るという、そのような、今、御質問の中にあり

ました。 

 現状という中におきましては、市民センター

の体育施設内に冷水機を１機配置をしておると

いう状況にありますけれども、その他のほうに

つきましては、今、御質問にありましたとおり

水道を利活用する、あるいは自動販売機等を活

用するという方向の中で対応をしているわけで

ございますけれども、子どもさん、あるいは高

齢者の方々、そういった方々の熱中症対策とい

ったものに、やっぱり十分意を用いるような環

境整備ももちろん対応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。 

 熱中症と一言で言っても、これ命を失う、命

を奪うということにもなりかねない、そのよう

な状況でありますし、この暑さにしろ、それこ

そ湿度にしろ、地球規模の気象変動の中で、考

えられないような暑さといったものも、今、現

実に起きているわけでありますから、そういっ

たことに、命といったものにつなぐということ

を考えれば、今のような冷水機をどのように公

共施設の中に順次配置していくのかということ

については、一つの課題であろうかというよう

に思っておりますけれども、冷水機そのものが、

衛生面といったようなものもきちんとフォロー

しながら、それに対する対応もしていかなきゃ

ならないという、あわせ、一方、そのような側

面もあるわけでございますので、その辺のとこ

ろをよく踏まえた上での環境整備と、この対策

を考えていきたいというように考えているとこ

ろでございますので、御了承いただければとい

うように思っております。 

○議長（新田勝見君）  １番小林立栄君。 

   〔１番小林立栄君登壇〕 

○１番（小林立栄君）  それでは、ここから教

育長に質問をいたします。 

 まずは、同じくこの冷水機の学校施設への導

入についてお伺いをいたします。 

 児童生徒の水分補給については、水筒や水道

水で対応されていると思われますが、先ほども

述べましたとおり、効果的な温度に冷やされた

水分の補給が大事であると考えます。 

 また、学校管理下での熱中症搬送が発生する

タイミングは、体育活動中が約80％であるとの

データもあり、体育館への冷水機の導入が必要

ではないでしょうか。 

 特に、体育館は休日や夜間でもクラブ活動に

使用され、また、少年団活動や一般サークルの

市民の方も多く利用する施設であります。災害

時の避難所としての機能強化にもなると考えら

れます。 

 学校施設への冷水機の導入についてのお考え

をお伺いいたします。 

○議長（新田勝見君）  中浜教育長。 

   〔教育長中浜艶子君登壇〕 

○教育長（中浜艶子君）  学校施設への冷水機

導入についてお答えいたします。 

 御質問にありましたとおり、教育委員会や学

校では、児童生徒及び保護者に対して水筒の持

参や水分補給、十分な休憩等について、繰り返

し指導と連絡を行っているところです。 
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 学校においては、熱中症にならないようにみ

ずから注意し、自己管理すること、他の児童生

徒の体調にも配慮して、工夫・協力して助け合

い、健全な生活が送れるよう、学んでいくこと

の大切さも指導しているところです。 

 学校施設は、一般開放で多くの市民の方々に

利用していただいており、一方において、学校

の体育館は、災害時における避難所としての役

割も兼ねていることから、今回いただいた提案

は、避難所運営に係る防災担当部署と協議・検

討してまいります。 

○議長（新田勝見君）  １番小林立栄君。 

   〔１番小林立栄君登壇〕 

○１番（小林立栄君）  この冷水機については、

やはり衛生面の問題であるとか、管理の問題と

いうのも出てくると思います。 

 ですが、今、いろいろな事例を各地で見てお

りますと、そういったところは、しっかりと対

策を業者の方でもされておるようですし、以前

よりは導入しやすくなっているとも感じており

ます。 

 また、学校においては、子どもたち、生徒た

ち一人ひとりが熱中症の予防について学んでい

るという現状がございます。大変大事なことで

あると思います。 

 そういったものに、こういった冷水機という

ものも取り入れていくことで、水に対しての考

え方であるとか、そういったところにも、しっ

かり子どもたちが考える機会になるのではない

かなとも考えております。 

 それでは、最後の大項目４点目の質問に移り

ます。 

 新入学児童生徒学用品費、就学援助制度につ

いて質問をいたします。 

 「経済的理由によって就学困難と認められる

学齢児童生徒の保護者に対しては、市町村は必

要な援助を与えなければならない」という学校

教育法の規定に基づき、遠野市においても、学

用品や給食、修学旅行などの費用の一部を支給

しております。 

 その中で、新入学児童生徒学用品費として、

新入学時に必要なランドセルなどの学用品の費

用について、入学後の５月に支給をしておりま

す。 

 ただし、この新入学児童生徒学用品費は、ラ

ンドセルなど、入学する前に購入する必要があ

るにもかかわらず、支給は入学後という理不尽

な状況となっておりました。このため、文部科

学省は補助金交付要綱を改正して、対象者に就

学予定者の保護者を追加し、入学前支給が可能

となりました。 

 しかし、この措置はあくまで要保護児童生徒

に限ったものであり、準要保護児童生徒は対象

となっておりません。 

 遠野の宝であり、希望である子どもたちが、

安心して健康で元気に育ち、未来の遠野市を担

ってほしいとの願いを込めて「わらすっこ条

例」を制定し、取り組んでおります。 

 全ての子どもたちが、家庭のさまざまな事情

にかかわらず、安心して学び、健やかに成長し

ていけるよう要保護児童生徒、準要保護児童生

徒の分け隔てなく、入学前支給に取り組むべき

と考えます。教育長のお考えと遠野市の対応を

お伺いいたします。 

○議長（新田勝見君）  中浜教育長。 

   〔教育長中浜艶子君登壇〕 

○教育長（中浜艶子君）  小林議員の御質問に

ついてお答えします。 

 まず、今年度における本市の就学援助制度の

状況について説明いたします。 

 本年３月市議会定例会において述べましたと

おり、本市では、平成29年度から、いわゆる準

要保護者の認定に係る世帯の総所得額の基準を、

従前の生活保護基準額の1.2倍未満から1.3倍未

満に拡大しております。 

 本年９月１日現在、就学援助対象者は小中学

生合わせて254人となっており、全児童生徒数

における割合は13.4％となっています。 

 対象者の内訳は、小学生が141人で全体の11.

45％、中学生が113人で全体の16.99％となって

います。 

 準要保護児童生徒に対する新入学児童生徒学
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用品費につきましては、今年度から、小学１年

生にあっては１人当たり２万470円を４万600円

に、中学１年生にあっては２万3,550円を４万7,

400円に、それぞれ単価を引き上げて支給して

おります。 

 支給時期につきましても、今年度から、入学

後の４月に支給対象者を決定した後、従前の７

月から５月に前倒しして支給しております。 

 入学前の前倒し支給実施につきましては、保

護者への経済的な支援を早期に行うことができ

るというメリットがあります。 

 一方、準要保護児童生徒への就学援助につい

ては、国や県からの補助等がなく、全額市費に

よることから、前倒し支給の導入に当たっては、

十分な協議・検討を行う必要があります。加え

て、申請の時期や、支給後に返納を求めること

への可否の判断等も課題となります。 

 なお、現時点での準要保護児童生徒への新入

学児童生徒学用品費の前倒し支給の実施状況に

ついてですが、今年度の新入学児童生徒に対し、

平成28年度に前倒し支給を実施した県内市町村

は、一関市、久慈市、八幡平市及び野田村の４

市村となっております。 

 このうち、久慈市については中学１年生とな

る児童のみへの支給、その他の３市村は、中学

１年生のほか、小学校１年生となる児童へも支

給しております。 

 遠野市としては、今後、さきに述べた課題の

解決に向けて、他市町村と連携の必要性も考え

られることから、他市町村の動向も踏まえつつ、

十分な協議・検討を進めてまいりたいと思って

おります。 

 経済的な理由により就学が困難な状況にある

子どもたちが、明るく健やかに育つことができ

る環境づくりのために、引き続き就学援助の充

実を図ってまいりたいと考えております。 

○１番（小林立栄君）  さまざまな課題もある

と思いますが、ぜひ取り組んでいただきたいと

思います。 

 以上、終わります。 

○議長（新田勝見君）  次に進みます。 

 ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  市民クラブ所属の

佐々木大三郎でございます。 

 事前通告に従い、一問一答方式により一般質

問を行います。 

 今回も大項目２点について伺います。 

 １点目は、一般社団法人遠野ふるさと公社の

経営状況について、２点目は、農業振興対策に

ついて、市長の御見解を伺います。 

 質問に入る前に、このたびは、市民の皆様の

御理解と御協力により、本庁舎が完成しました。

建設に当たっては、市民ワークショップなどに

よる市民からの御意見を基本設計に反映させる

ことによりまして、建設費用の抑制や市民が利

用しやすい庁舎、木質バイオマスボイラーと太

陽光発電の導入による環境への配慮、ＩＣＴ化

に対応した機能的な執務環境の実現、そして、

庁舎が幾つにも分散し、非効率的な行政運営の

解消などが図られたと認識いたしております。 

 また、本会議場はごらんのとおり大変きれい

で快適ですし、高機能な設備も配備していただ

きました。議員の一人として、市民の皆さんか

らの御意見や御要望はしっかりと行政に生かせ

るよう、より一層努力しなければならないと決

意を新たにしているところでございます。 

 それでは、質問に入らせていただきます。 

 まず、１点目の一般社団法人遠野ふるさと公

社の経営状況について伺います。 

 この質問については、これまでに２回も行っ

てまいりました。 

 まず１回目は平成27年の９月議会、そして２

回目は１年後の９月議会、したがいまして今回

が３回目の質問になります。 

 なぜ、これだけ繰り返し質問させていただい

ているのかと言いますと、ふるさと公社は第三

セクターであり、事業内容のよしあしは、地域

の経済と雇用、福祉面で市民に大きな影響を及

ぼすことになるからであります。 

 しかし、ここ数年の事業内容は、お客様の入

り込み数、売り上げともに、右肩下がりの状況
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が続いておりますので、本田市長に改善策を求

めてきたところですが、なかなか改善の兆しが

見えてまいりませんので、改めて質問をさせて

いただきます。 

 なお、午前の萩野議員の質問と同じような内

容になってしまいましたので、可能な限り重複

しないように努めてはまいりますが、市民にも

ぜひ御理解いただきたいという思いもあります

ので、一部重複する部分もあるかもしれません

が、その際には簡単でよろしいですので、ぜひ

御答弁をお願いいたします。 

 まず、既に改善が図られていると認識する案

件についてであります。 

 それは、風の丘青果部、いわゆる市場につい

てですが、ここは平成16年に（株）青果市場か

ら遠野ふるさと公社に経営移管されまして、遠

野風の丘の敷地内に移転されたものの、当時１

億3,000万円以上あった売上高は年々減少しま

して、最近は2,000万円台にまで落ち込んでお

ります。 

 また、収支状況も毎年200万円から800万円の

赤字を計上し、黒字化は困難な状況に陥ってお

りました。 

 そこで、２年前の一般質問では、閉鎖も含め

た善後策を早急に講じるべきじゃないかと指摘

をさせていただいておりましたが、ことしの４

月に市場は閉鎖されたという情報を伺い知るこ

とができました。 

 そこで、伺います。閉鎖に至った経緯や原因

はどのようなものであったでしょうか。 

 また、この市場の閉鎖によりまして、取引機

能はどこに移管され、運営されているのかにつ

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）  ふるさと公社の経営と

いう中におきまして、さまざまこれまでの経緯

について詳しく質問の中で述べられておりまし

た。そのとおりであります。 

 この青果市場につきましては、御質問にあり

ましたとおり、平成16年に、株式会社青果市場

が平成16年度に遠野ふるさと公社に継承したと

いう一つの歴史があります。その間のいろんな

経緯についても、今、御質問の中に触れられて

おりました。 

 この高齢化、あるいは取引が減少する、さら

にはいろんな流通ルートもいろいろ変わってき

ているという時代の流れにありまして、平成27

年のふるさと公社の再建３カ年計画の中に位置

づけをしながら、この青果市場のあるべき姿に

ついていろいろ検討してきたと、その結果、出

荷農家の方々、あるいはいろんな取引企業の

方々、それらの皆様の合意を得まして、今の産

直等にもその機能を求めることができるという

一つの判断の中で、ことしの４月、閉鎖という

ことになったという経緯でございますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  以前にも述べさせ

ていただきましたが、遠野ふるさと公社は第三

セクターであります。 

 第三セクターは、公益性と収益性の微妙なバ

ランスの上に成り立つ事業ですので、多少の低

採算事業は許容されるかもしれません。 

 しかし、このように毎年赤字を計上する経営

は許されないと考えます。 

 なぜなら、この赤字のツケは直接市民に転嫁

され、市政の財政圧迫の要因になると私は認識

するからであります。このたびの賢明なる御決

断に、改めて敬意と感謝を申し上げます。 

 次に、遠野ふるさと公社全体にかかわる経営

内容について伺います。 

 平成27年９月議会の私の一般質問内容をおさ

らいさせていただきますと、ふるさと公社の平

成20年度以降の収支状況は、平成23年と24年度

のみが黒字計上になっております。 

 この要因は、東日本大震災直後で、復興支援

団体等の利用客が増加したことによる一過性の

ものであったと推察されます。 

 しかし、この年度以外の５年間は、残念なが

ら、毎年、当期純損失いわゆる赤字傾向という
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厳しい事業内容になっております。 

 また、各施設や物産振興部門の利用者数と売

上額の年度別推移は、毎年、低下傾向にありま

す。特に、平成26年度の収支状況は4,000万円

を超える赤字計上で、過去に例のない危機的な

状況に陥っております。 

 そこで、抜本的な改善策を講じるべきではな

いかということを指摘させていただいておりま

した。 

 この指摘を受けたことによるものかどうかわ

かりませんが、市からふるさと公社に支払われ

る指定管理料は、平成27年度分から前年度比で

11倍超の3,720万円と一気に増額され、その効

果で、平成27年度の収支は43万円の黒字計上に

なっております。 

 また、28年１月には急遽、経営改革３カ年計

画が示され、その中で地域経済の活性化と福祉

の増進に努めるということが宣言されておりま

す。 

 さらには、第三セクターの経営改善を図るこ

とを目的に、外部から中小企業経営診断士の資

格を有する人材も配置されました。 

 そこで伺います。これらの改善策によって、

平成28年度の事業内容はどのように改善された

のでしょうか。 

 事前に私が入手した事業報告書では、減収・

増益で収支は黒字ということであります。改善

された要因やお客様の入り込み数、売上高、収

支状況などについて、大雑把で結構ですので御

答弁願います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ふるさと公社の経営改

善にということについてのお話でありました。 

 いろいろ御質問を聞きながら、真摯な気持ち

でこの危機感を持ちながら、何とか遠野の市民

のために、あるいは遠野の地域づくりのために

という中で、ふるさと公社の経営と真正面から

向き合っているわけであります。 

 一気に増額したとか、急遽再建計画を立てた

とかという言葉は、その場しのぎの言葉として

対応しているようにしか受け取れません。その

ような対応は一切しておりません。 

 真摯にこの厳しい状況の中に、どうすればふ

るさと公社がしっかりとした経営体として位置

づけるかということで向き合っているわけでご

ざいますので、そのことをしっかりと議員にも

受けとめていただきたい。懸命に頑張っている

ふるさと公社の職員がいるんです。安い給料で

懸命に頑張っている。それをしっかりと応援し

なければならない、また、しっかりとタッグを

組まなきゃならないというのが我々行政の立場

であります。 

 どうでもいいんだと、急遽だとか、一気にだ

とか、そのようなスタンスで向き合っているん

ではないということをまずもってきちんと理解

をしていただきたいということを、私からは申

し上げておきたいと思っています。 

 経営改善のこの具体的な数字等につきまして

は、地域経営改革担当部長として、御質問にあ

りましたとおり、専門のノウハウを持っている

方を民間から担当部長として、この経営改革に

真正面から向き合っているところでございます

ので、経営改革担当部長のほうから具体的な数

字をもって答弁をいたしますので御了承願いま

す。 

○議長（新田勝見君）  竹内地域経営改革担当

部長。 

   〔経営企画部地域経営改革担当部長竹内

正己君登壇〕 

○経営企画部地域経営改革担当部長（竹内正己

君）  それでは、命によりましてお答えさせて

いただきたいと思います。 

 昨年の10月に着任した後、現状の洗い出しに

よる経営分析を加えながら、経営改善の指導を

させていただきまして、経営改善３カ年計画に

掲げておりました風の丘の機能強化と情報発信、

それからＩＣＴ活用による案内力の向上、関係

機関との連携強化に着実に取り組んできており

ます。 

 各施設の利用状況でございますが、台湾から

の旅行者や冬季間の青森からのツアー旅行者の
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定期食事利用者の確保によって、関係機関と連

携した営業成果が徐々にあらわれておりますが、

全体としては観光客の減少傾向による影響が大

きくて、利用料収入は7,700万円と前年比96.

7％の実績となっております。 

 物産振興事業では、ふるさと納税の謝礼品の

代行業務や台湾への海外展開業務、地域商社調

査業務の受託によって新たに2,800万円を受領

し、ふるさと納税のＰＲや商品の発送業務、台

湾の事業者との商談会の開催や現地での物産展

の開催など、遠野ふるさと公社が有している物

産販売ノウハウを生かした運営を行っておりま

す。 

 また、これらの取り組みにあわせまして、経

費の削減にも厳しく取り組んだ結果、利用者総

数は102万人で、前年比90.2％、収入総額は７

億4,000万円でございましたが、前年比98％と

なりながら、収支の上では818万9,000円の黒字

となっております。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  先ほどの市長の御

答弁の中に、職員は懸命に頑張っているんだと

いう御答弁がありました。 

 私は頑張ってないと言っていません。私も実

際、自分の目で見てよく頑張っていただいてい

る、頭が下がるほど頑張っていただいている、

それは私もよくよく認識しているところであり

ます。 

 しかし、このように収支を求められるような

企業は、頑張った、頑張った、しかし、赤字だ

ったということは許されないんですよ、私はそ

こを指摘させていただいているんです。ぜひ、

その辺を御理解いただきたい。理事長であるト

ップの市長自身が、まずそこをしっかり御理解

いただきたいということを申し上げたいと思い

ます。 

 ただいまの御答弁から、事業内容は、経営改

革３カ年の着実な実行などによって、当初の計

画以上に改善されて、成果を上げているんだと

いうふうに理解すればよろしいんでしょうか。 

 そうではなくて、まだまだ改善途上にあるん

だと認識すべきでしょうか、この辺よく理解で

きませんでしたので、再度、御答弁願います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  まさに企業は生き物で

あります。 

 そういった中で臨機応変の対応をしながら、

そのきちんとした状況を見きわめながら、経営

といったものに当たっていかなければならない、

そのためには、いうところのタイミングを失し

ない形でのいろんな手を打っていかなきゃなら

ない。 

 したがって、急遽であるとか、一気にである

とかということのないことを私は申し上げたか

ったわけであります。 

 経営の状況を見ますと道半ば、まだまだであ

ります。 

 以上です。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  平成28年度、収支

は818万円の黒字という結果、これは評価でき

ますが、事業内容から判断しますと、私は決し

て評価できる内容ではないというふうに認識い

たしております。 

 なぜなら、本業である施設利用者は減少して

おりますし、売り上げも低迷しております。 

 反面、本業以外である市からの業務委託料や

指定管理料、東北電力からの震災の風評被害和

解金などとして全額で9,000万円の増額によっ

て、収支を合わせているのが現状かと思います。 

 これでは、抜本的な改革とは言いがたいと私

は認識をしておりますが、市長の御見解を伺い

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）  繰り返して申し上げま

すけれども、抜本的な改良ができるんであれば、

これほど楽なことはありません。 

 それにたどり着くのには、多くの関係者が大
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変な努力をしているんだということをきちんと

理解していただきたい。 

 数字を上げて、この数字をもって抜本的な改

良をしているのか、してないのかという議論を

しても結論は出ません。解決策は見えません。 

 そこにたどり着くために、そして、特にもこ

のふるさと公社の役割というのは、地域商社と

して、遠野の地域力を、そして遠野の底力を発

信する大きな企業体なわけであります。 

 そこに行政としてさまざまなタッグを組むの

は当たり前なことなわけであります。 

 単なる費用対効果、収支バランスだけの問題

ではないというのも背景にあると、ただ、それ

にもって、その抜本的な改良というものから逃

れるつもりは毛頭ないわけであります。 

 その辺を冷静に見きわめながら、どうすれば

本当の地域経営体としてのあるべき姿にたどり

着くのかということで懸命に努力をしている。 

 そのことは、午前中の萩野幸弘議員との質問

の中におきましても、そのような役割をしっか

り果たせというような、そのような一つの質問

をいただいたということを踏まえながら、関係

者一丸となって、その望ましい経営体に、そし

て足腰の強い経営体に、さらには遠野市の産業

振興を、交流人口の拡大を、さらには雇用の場

としての一つの受け皿としてのふるさと公社と

いったものに進化させていくということが、極

めて大事ではないのかなというように思ってお

りますので、その辺の基本的な認識を申し上げ

まして答弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  市長がおっしゃる

とおり望ましい経営体、足腰の強い経営体、ぜ

ひ私もこうなっていただきたいと思うんですよ。 

 しかし、現実は売り上げはなかなか伸びてこ

ない、そのために今まで市長は精神論や抽象的

な内容のお話が出てまいりませんが、しからば

伺いますが、なぜ、これだけ観光客数が減って、

売り上げが伸びないのか、その原因について、

根本原因について、調査、分析、確認はされて

いるでしょうか。そうじゃないと、適切な改善

策も出てこないと思いますが、その辺はいかが

でしょうか。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  繰り返して申し上げま

すけれども、なぜ民間の方を経営改革という一

つの中に迎えて、我々がそれを議論しているの

かということは、そのような現状にきちんと真

正面から向き合わなきゃならない。その中で、

持っている数字が何を意味しているのかという

ことをしっかりとその中で受けとめて、その上

で望ましい経営体としてどうあればいいかとい

うことで、懸命に努力をしているということを

申し上げているわけであります。 

 一気に抜本的な改良をできるんであれば、こ

れほど楽なことはありません。その辺のところ

をしっかりと身につけて、認識をしながら、

我々はその課題に向かっているんだということ

を理解をしていただきたいと、ただ数字上げて、

なぜだ、なぜだという議論をしたって解決策は

出てこない。 

 知恵を出し、工夫をし、そしてどうすればい

い経営体になるのかということを、みんなで知

恵を出さなければならないんです。それが、今、

求められているんです。そのことをしっかりと

理解していただきたい。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  失礼ですが、私に

はよく理解できません。 

 まずは、私の質問、先ほどの質問にお答えい

ただきたいと思います。 

 今の現状、観光客数が毎年減っている、売り

上げも減っている、その原因、要因分析はしっ

かりとなされた上で改善策を講じるべきと思い

ますが、その辺の原因分析はなされているでし

ょうか。 

 もし、なされたのであれば、どこに問題があ

るのか、その辺をお答えください。 

○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）  佐々木議員のこの御質

問いろいろやりとりしながら、私も私なりに受

けとめているわけでありますけれども、人口が

減っているんですよ、岩手県１万人も減ってい

るんですよ、日本の人口、何人減っていますか、

どんどん減ってるんですよ、買い物する方も減

ってるんですよ、そういった売り上げが減って

いる、売り上げが伸びていない、分母となる人

が減ってるんですよ。 

 だからこそ、交流人口をふやそうじゃないか、

インバウンドの受け皿をしっかりつくろうじゃ

ないか、それが改善策なわけですよ。 

 だから、魅力のある、そのような一つの遠野

の魅力づくりに取り組もうと、そうすれば売り

上げも伸びるだろう、経営改革にも何らかの形

の手応えを感じることができるだろう、遠野の

パイの中でいろいろやっとったって、もうどう

にもならない時代に、人口減少という荒波が押

し寄せているわけであります。 

 この風の丘のプロジェクトだけじゃない、ふ

るさと公社のプロジェクトだけじゃない、どこ

の分野でも人口減少という荒波の中で、必死に

なってそれに対する対応策をみんなで考えてい

る、どうすればいいかということをみんなで考

えているというのが今の時代なんであります。 

 何を分析して何をということじゃなくして、

はっきりしているわけでありますから、だから、

改善策となれば、今、言ったとおり観光振興で

あり、交流人口の拡大であり、移住・定住の一

つの受け皿の整備であり、そして子育ての環境

を整える、そして、さらには、健康寿命を延ば

して高齢者の方々にも頑張ってもらう、それが

行政であり、我々が取り組む課題なわけである

と、減った、減ったとばかり言ったって、その

ような環境の中にしっかりとアプローチしなか

ったならば、答えは何、それこそ優秀な経営者

でも答えはなかなか見出すことができない、そ

のような現状にあるんだということが、背景と

してしっかりと理解をしていただきたいものだ

なと思います。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  今の御答弁内容か

ら、私には人口が減っているから、いたし方な

いんだというようにしか響いてまいりませんで

した。 

 そうでしょうか、そういう原因分析では、こ

れからも観光客をふやすとか、売り上げを伸ば

すというのは期待できないと私は言わざるを得

ません。 

 現に、平成28年度のまちづくり指標実績、こ

れに書いていらっしゃるんじゃないですか。内

容を読みますと、観光客の入り込み数、目標値

は未達成ですと、じゃあ、その原因は何ですか

と、イベントのマンネリ化、施設集客力の低下、

観光関係機関や団体が個々に動いているなど、

改善するべき点が多いということを書かれてる

んじゃないですか。 

 ここに問題があるんですよ、市長、さらに、

何でこのような結果になるのか、ここをさらに

根本原因まで突きとめなければ、これに合った

ような改善策はできないと私は確信しますが、

市長、いかがですか。 

○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）  何事もそうであります

けれども、未達成あるいは達成という中にあっ

ても、達成も未達成もただ無責任に数字を出す

わけにいかないわけであります。 

 何でもそうなわけであります。100％の結果

を得ることができない、だからみんなもがいて

いるんです。だから、懸命にみんな頑張ってい

るんです。 

 そういった中で、示したことが未達成の状況

を示したじゃないかと、人口減少であなたは言

い逃れたというような、そのような認識を示さ

れました。 

 そのようなことは毛頭ありません。そういう

背景の中で、であれば、どうすればいいかとい

うことを、今、我々は懸命に考えているからこ

そ、一緒になって課題に向かっていくという中
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で協力し合い、理解し合い、そして懸命に、そ

れぞれの立場の中でどうすれば、であればとい

うような、そういう方向の中で議論を進めてい

くのが、今、我々、基礎自治体に求められた大

きな一つの環境づくりなわけであります。 

 このまま小さな基礎自治体が、今のように達

成してないんじゃないか、どうなんだというば

かりで議論しておったんでは、みんな萎縮して

しまいます。何もいい発想が出てきません。 

 いい発想を出して、そういうことであればど

うするのか、こういう方法もある、こんなよう

なやり方もあるんだ、このような、したがって、

小林議員が午前中申し上げました。若い方々を

もっと魅力あるものに、コンテンツ産業のよう

なものはどうだろう、そういう一つの議論をし

ていかなかったならば、前に進むことができま

せん。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後２時00分 休憩   

────────────────── 

   午後２時10分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  ただいまの件につ

いて、これからまだまだ議論したいところであ

りますが、なかなかその考え方、平行線ですの

で、これ以上、質問してもなかなか方向性を見

出せないと思いますし、私の持ち時間の関係も

ありますので、これぐらいに、この質問はさせ

ていただきますけれども、いずれ、経営改革３

カ年計画の真の狙いは何なのか、やっぱりよく

よく考えていただいて、さらなる事業改善に向

けて、より一層努力していただくことをお願い

して、次の質問に入らせていただきます。 

 昨年度示された道の駅遠野風の丘の機能充実

計画について、改めてその整備計画の内容と目

標について伺います。 

 実は、この整備計画について、市民から私の

もとへ賛否両論の声が寄せられております。 

 また、インターネットニュースや各社の新聞

紙面でも報道されております。 

 反対者からの意見を要約しますと、今年度、

29年度から４カ年という長期間をかけて、しか

も財政状況が大変厳しい本市において、総事業

費、約10億7,000万円という巨額な予算を投じ

て整備することに疑問であるといった内容のも

のであります。 

 このような御意見に対する市長の御見解と機

能充実整備計画の目的及び事業概要についてお

答え願います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  お答えいたします。 

 萩野幸弘議員の午前中の一般質問の中におき

ましても、目的地化という中で、少しでも遠野

の持つ地理的、地勢的、そのようなものを高速

道路のネットワークの構築の中で、言うなれば

ハブ機能を持とう、中継機能を持とう、迎え入

れる、そして送り出す、さらには一つの方向と

いたしまして、道の駅の持つ機能として、中継

機能だけじゃない、休憩機能も持つ、さらには

防災機能もあわせ持つというさまざまな要素を

組み立てながら、道の駅の魅力、風の丘の魅力

といったものを高めていこうという、そのよう

な仕組みづくりなわけであります。 

 財源の問題等も含めまして、午前中の答弁で

も申し上げたとおりでございますので、これは

計画ありき、構想ありきではない、やはりきち

んとした財源を確保し、身の丈のプロジェクト

にしなければならないということは、これは私

の日ごろから話しているとおりでありますので、

中身につきましては、具体的にという話であり

ましたので、担当しております環境整備部長の

ほうから、具体的な中身については答弁を申し

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）  佐藤環境整備部長。 

   〔環境整備部長佐藤浩一君登壇〕 

○環境整備部長（佐藤浩一君）  命によりまし

てお答えいたします。 
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 道の駅遠野風の丘の機能充実についてであり

ますけれど、３つの方針により整備を進めてま

いります。 

 １つ目は、駐車場についてであります。連

休・お盆などのピーク時における駐車場の混雑

や国道283号の渋滞、出入り口での見通しの悪

さによる滞留など、来場客のみならず周辺地域

の交通安全の確保が長年の重要な課題でありま

す。 

 この課題に対しましては、連休・お盆などの

ピーク時に対応できる規模の駐車場の拡張と新

たな出入り口を恒久的に整備し、改善を図るこ

ととしております。 

 ２つ目は、施設についてであります。開業か

ら19年が経過し、施設及び設備全体が老朽化し

てきており、店舗エリアの通路幅や売り場面積

が狭いこと、飲食・休憩エリアとの動線も悪い

ことなど、来場者・従業員ともに不便を来して

おります。 

 この課題に対しましては、既存建物の改修を

実施することにより、売場面積や通路幅を拡張

させ、また、新たに（仮称）産業振興拠点施設

を建設して、来場者のトイレやレストラン等の

機能を充実することにより、改善を図ることと

しております。 

 ３つ目は、防災機能についてであります。遠

野風の丘は、遠野市地域防災計画や岩手県広域

防災拠点配置計画で防災拠点として位置づけら

れておりますが、防災機能が充分に整備されて

いるとは言えない状況にあります。 

 そこで、道路利用者等の一時避難に対応でき

る駐車場の整備や、一時避難にも活用できる

（仮称）防災館の新設を計画しております。 

 なお、（仮称）防災館は、平常時にはバス利

用者などの団体客の休憩と食事の提供ができる

スペースや、子ども連れの利用者にも対応でき

るスペースを有する施設を想定しております。 

 これらの課題解決に向けた整備につきまして

は、国、県と協議をしながら交付金等の財源確

保を図り、整備を進めてまいる計画であります。 

 以上であります。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  ただいまの担当部

長からの御答弁のとおりだと私も思いますし、

そのようにやっていただきたいというふうに思

うところであります。 

 今、利用客の増加と売り上げを伸ばすために

は、その整備計画としまして、遠野風の丘の出

入り口の取りつけ道路の増設、あるいは駐車場

の拡張、既存建物のリフォームが必要であると

いう御説明でしたが、まさにそのとおりだと思

います。 

 ただ、私はこれだけで本当に改善されるのか

どうか、大変疑問なところでございます。 

 なぜなら、いよいよ平成30年度には釜石道が

全通するわけであります。そして、32年度には

三陸道も開通予定であります。このことによっ

て、市内の車の交通量は、ますます減少するこ

とが懸念されます。 

 また、ストロー現象もこれまで以上に著しく

なることが想定されます。 

 したがいまして、この整備計画にあわせて観

光客の情報発着信のあり方や、関係機関、団体、

市民が参加するオール遠野による連携方法につ

いて、さらに突っ込んだ議論と検討、強化策が

必要ではないでしょうか。いわゆる誘客策に合

わせたハード・ソフト両面の対応策が重要であ

ると認識します。 

 先ほど、市長もおっしゃっていましたが、

「言うは易し行うは難し」かもしれません。 

 しかし、今こそ、まさに危機感を持って、真

剣に取り組まなければならないというふうに認

識しますが、このことについての市長の御所見

を伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  全くそのとおりであり

ます。 

 今こそ危機感を持って、オール遠野で真剣に

取り組まなきゃならない大きな課題であると承

知いたしております。 
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○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  それで、先ほどの

建物のリフォーム等につきましては理解したわ

けですが、どうしても理解できないのは、防災

館の新築についてであります。 

 防災館を新築しなければならない理由につい

て、以前の御説明では、遠野風の丘は遠野市地

域防災計画や岩手県広域防災拠点配置計画で、

防災拠点として位置づけられているものの、防

災機能が十分に整備されていないということで

ありました。 

 この重要性は理解できますが、既に市内には

防災拠点として総合防災センターや運動場など、

複数拠点を確保しております。 

 このような中で、県からの要請があったから

といって、巨額な費用を投じてまで、この防災

館をつくる必要はあるでしょうか、私は疑問を

感じますが、市長の御見解伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この構想は、（仮称）

防災館という一つの位置づけの中で構想を検討

しているものであります。 

 防災館ありきではありません。防災センター

があるから防災館といったものは何なんだとい

う、そういう議論ではない。 

 あるものに新たな役割というのが、遠野の一

つの取り組みの一つの特徴なわけであります。 

 風の丘の機能の中に、そのような防災機能も

あわせ持つという中に、平常時と非常時といっ

たものを使い分けるという、そのような構想を

何とか位置づけられないのかというのが、防災

館の一つの構想としてあるわけであります。 

 先ほど、担当部長のほうからも申し上げまし

た。大型バス、売り上げが減少してんじゃない

かという、そういうような厳しい指摘を受けま

した。何やってんだと言わんばっかりの指摘を

受けました。 

 そういったものにきちんと対応しなければな

らないとなれば、平常時と非常時という一つの

使い分けの中で、あわせ持つという機能を何と

かうまく工夫できないだろうか、そうすれば、

工夫すれば、国の財源も引っ張り出すことがで

きる、総合食育センター構想のときにありまし

た。 

 非常用電源を３日間使える、炊き出しセン

ターにするという２行が、あの学校給食セン

ターに国交省の交付金が入るという方向になっ

たわけであります。 

 文科省の学校給食センターと位置付けた場合

に、文科省の補助金は定額１億円しか応援でき

ないという中で、事業費の３割近いものは社会

資本総合整備交付金という使い勝手のいい交付

金をその中で導き出したというか、引っ張り出

したという一つのノウハウを、この道の駅の機

能拡充、何とか道の駅風の丘、ふるさと公社を

健全な経営体にもっていきたいというためには、

平常時、非常時という使い分けの中で、必要な

財源を引き出すことができないだろうかという

その中で、今、この構想をまとめているところ

なわけであります。 

 あるじゃないか、だから必要がないんじゃな

いということではない、持つ機能が違うんだと

いうそのことをしっかりと御理解をいただきた

い。 

 そしてまた、その構想をしっかりとコンク

リートするという、固めるためには、またいろ

いろ議論を深めていかなきゃならないというの

が、先ほどのオール遠野で関係者がみんなで知

恵を出そうと、どうすればいい魅力のある拠点

になるだろうかということで、みんなで知恵を

出そうと、そうすれば、国の交付金なり、県の

いろんな支援なりといったものも、遠野が受け

ることができるではないだろうか、さらには広

域的な視点で考えれば、遠野だけではない、何

のために100億近い金をかけながら、立丸に２

つのトンネルをつくったんだ。 

 やはり道路のコスト効果はしっかりとその中

で見出さなきゃならない、じゃあ、それは、風

の丘に見出すことができるではないだろうか、

じゃあ、非常時と平常時という考え方はその中
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で組み立てられないか、そのような議論をして、

そして、今、構想をみんなで知恵を出し合いな

がら検討しているという一つの過程であります

ので、その辺のところをしっかりと御理解をい

ただきたいというように思っております。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  この防災館につき

まして、今までの私の理解は、少なくても議会

等での説明は、新たに防災館をつくるんだとい

う御説明があったと私は理解しておりました。 

 ただ、今の市長の御答弁では、そうではなく

て、例えば、ふだんから開放しておいて、大型

バスで来られる各団体客、あるいは修学旅行生

の食事とか休憩所としても活用できるような、

いわば複合施設のような類いのものを検討して

いくんだという御答弁であったと理解しました

ので、ぜひそのような方向で進めていただきた

いと思います。 

 次に、イオン盛岡南店、結いの市の収支状況

について伺います。 

 ここは平成18年９月に、イオン盛岡南ショッ

ピングセンター内に、結いの市としてアンテナ

ショップ、テナント出店したわけですが、収支

状況は開業以来、11年間も連続して赤字になっ

ております。 

 ちなみに、平成28年度の収支は650万円の赤

字になっております。この赤字の原因は、利用

客の減少による売り上げ減ということでありま

す。 

 また、今後は競合隣接店との競争がますます

激化することが想定されます。 

 そしてまた、生産者手数料は、前年度までの

23％から30％に引き上げられておりますので、

生産者である農家の皆さんにとって、大きな痛

手になっているのではないでしょうか。 

 以上のように、外部要因、内部要因ともに大

変厳しい環境下にあって、自立運営は難しいと

思いますが、この結いの市を今後も存続させな

ければならない何か理由なり、方針等ありまし

たら御答弁願います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  結いの市の経営という

か、収支状況についての御質問でありました。 

 イオン盛岡南店の一角に、ふるさと公社がテ

ナントを構えるという中でスタートをいたしま

した。 

 そういった中におきまして、イオンという一

つの巨大企業のいろんなノウハウを遠野ふるさ

と公社も学びながら公社の経営に、あるいは施

設の経営に、何らかの形で役立てたいというそ

のような背景がありました。 

 そういった中で、この結いの市もいろいろ頑

張ってきたわけでありますけれども、今の御指

摘のような数字になっているという一つの事実

は、そのとおりであります。 

 そういった中で、やはりこれも経営改革担当

という一つの新たな部長職を設けながら、ここ

にいろんなメスを入れました。 

 どうすればとなれば、この結いの市の性格そ

のものを、やはり経営改革という部分、この中

でいろいろ議論しておりますけれども、抜本的

な改革をしながら、健全な経営体にということ

にもっていかなきゃならないわけでありまして、

ことしの平成29年７月に、経営改革担当部長が

まとめたレポートを私も読ませていただいてお

ります。 

 そういった中で、結いの市の今の現状等につ

きまして、さまざまな論点が整理されておりま

したので、直接に、今、経営改革担当部長から

結いの市の現状と課題等につきまして、答弁を

もって御報告を申し上げたいというように思っ

ているところでございますので、御了承いただ

ければというように思っております。 

○議長（新田勝見君）  竹内地域経営改革担当

部長。 

   〔経営企画部地域経営改革担当部長竹内

正己君登壇〕 

○経営企画部地域経営改革担当部長（竹内正己

君）  命によりましてお答え申し上げます。 

 結いの市でございますが、御指摘のとおり、
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部門の損益で言いますと、平成28年度の収支と

いたしましては643万円の赤字になっておりま

す。開店以来11年連続の赤字だということは事

実でございます。 

 ただ、これまでそういったことで、ただただ

赤字を垂れ流しているというようなことで、ほ

かのテナントショップと同じような売り方をし

ていては、これからも改善できないだろうとい

うことで、結いの市の位置づけをどうしたらい

いかということがポイントとして上げられてお

りました。 

 そこで、結いの市の役割、それから機能を充

実をさせて、ここから遠野の情報を盛岡の商圏

に40万おりますので、40万の商圏になりますの

で、そこに積極的に発信していこうということ

で、各施設の情報発信拠点と収益力の強化、市

内産直商品の盛岡圏域への販売と回遊情報提供

による集客力向上、遠野産品のモニタリング実

施による商品力向上と商品開発、それから外販

もしておったんですけれども、そこは抑制をし

まして、要員を再配置して経費の効率化等を決

定をして取り組んでいるところでございます。 

 それから、観光マーケティング調査において

も、県内では盛岡圏から本市を訪れている方が

多いという調査結果も出ておりますので、やは

り結いの市は、日帰り圏内のアンテナショップ

として、すごく有効な場所だというところでご

ざいますので、観光情報等を発信する広告塔の

役割を担っているということも踏まえ、今後も

存続させる意義はあるというふうに考えており

ます。 

 以上です。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  さらに述べさせて

いただきますと、結いの市の過去11年間の累積

赤字は8,300万円になっております。数年後に

は１億円に到達するんじゃないかということを

懸念しておりますけれども、また、イオンに支

払う共益費、あるいは販売手数料、これも年々

値上がりして負担額も増加しております。 

 このような中にあっては、なかなか収支の黒

字化は、さらに厳しくなってくるんではないか

なというふうに想定されるわけですが、先ほど

の御答弁にも一部ありましたけれども、しから

ば、将来に向けまして採算性の改善策、あるい

は展望、この件をお持ちでしたらお示しいただ

きたいと思います。 

○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）  結いの市のプロジェク

トにつきましても、採算性という言葉の中で、

今、御質問がありました。 

 当然、経営でありますから、採算性というこ

とはしっかりと認識しながら、そのバランスの

ある収支状況を確保していくということは、言

うまでもなく当然であります。 

 しかし、今、遠野風の丘をはじめ、伝承園、

ふるさと村、水光園あるいは博物館、さまざま

な遠野の地域資源、その７割から８割が盛岡、

花巻の日帰り圏という一つの数字があるわけで

あります。 

 そうなれば、ただいま担当部長が申し上げま

したとおり、40万人の商圏がこの遠野から約50

分、60分の中にあるということを踏まえれば、

そこにピンポイントで観光あるいは物産、ある

いはさまざまな遠野遺産めぐりといったような

ものにも、実はこの間も岩手県のウオーキング

協会が主催するウオーキング大会がありました。

私もその出発式に出向きました。８割以上が盛

岡、花巻、北上、そういう方々が遠野路をウ

オーキングという中で、歩いているという姿に

出くわしました。 

 そのような中で、売り上げを伸ばす、あるい

は販売額をふやす、そこで足腰の強い経営体に

もっていくというのが、我々が今やらなければ

ならない一つの大きな課題であると捉えれば、

11年間連続赤字じゃないかという形で見るのは

簡単であります。そして、それはどうして赤字

が出たんだという指摘するのも簡単であります。 

 しかし、波及効果という言葉があります。産

業連関という中でいかに遠野の地域経済にさま
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ざまな影響を及ぼしているかということを考え

れば、単なる単体で考える収支だけではない、

それに伴う、まさに交流人口であり、日帰り圏

であるんだけれども、遠野で食事をしながら、

買い物をしながら、そして水光園でお風呂をと

いうような、そのような一つのネットワークを

我々が持っているわけでありますから、40万人

の商圏から、そういう方々を遠野に呼び込むた

めの前線基地が結いの市だという一つの捉え方

の中で、新たなステージをつくっていかなきゃ

ならないという部分で、先ほど担当部長が答弁

したような一つの内容の中で、結いの市のあり

方といったものを、それこそ抜本的に見直しを

しながら新たなステージをつくり、遠野の魅力

発信を行っていく、そのことによって多くの

方々が遠野を訪れてくれる、そうすれば入場者

もふえる、入場料金もふえる、販売量もふえる、

収支も改善になるというところに活路を見出し

ていくということが今まさに求められている。 

 11年連続赤字だからどうするというんじゃな

くして、一つのその部分の今までの11年間の取

り組みの中で、ああ、遠野か、ふるさと公社だ

な、お祭りだなといったような発信機能もその

中で持ったわけであります。 

 しかし、それは数字にはあらわれておりませ

ん。しかし、その発信効果、宣伝効果、そのよ

うなものもその赤字の中にはあるんだという、

そのこともひとつ御理解をいただきたい。 

 もちろん、それをもってきて、赤字といった

ものを、今のそのような中でそれを取り繕うと

いう気持ちは毛頭ありません。赤字は赤字とし

て、しっかりと受けとめなきゃならない。 

 そのためには、コストを削減しなければなら

ない、もっとやり方があるんじゃないかという

ことも、もちろん工夫していかなきゃならない、

それはごく当たり前のことなわけでありますか

ら、繰り返しますけれども、そのために新たな

人材を市のほうに迎い入れながら、専門的な知

識を踏まえて、そのあるべき姿といったものを

懸命に模索をしている渦中であるということで、

ひとつ御理解をいただきたいものだなというよ

うに思っております。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  今、市長から御答

弁ありましたように、確かに結いの市はその収

支の赤字、黒字、それだけではなくて、盛岡商

圏という広大な商圏、ここのお客様をアンテナ

ショップとして需要開拓しながら、遠野の観光

地のほうに誘客するような働きをするのも、も

ちろん大きな役割であるだろうし、大変重要な

ことだと思います。ぜひ進めていただきたいと

思います。 

 ただ、先ほどの御答弁の中に、観光客の中で

盛岡からのお客様比率は７割から８割程度です

という御答弁があったと思います。この数字は

正しいでしょうか。 

 何年か前に、遠野商工会議所主催でこういっ

た内容のセミナーか何かあったわけですが、そ

の中では、観光客からいただいたアンケート調

査によると、仙台近郊のお客様は５割程度で、

あとの二、三割は関東方面ですというような説

明を受けたように記憶していますが、盛岡から

７割、８割もあるでしょうか。 

 もし、確かにそういうことであれば、ぜひこ

ちらのお客様に力を入れる必要があると思いま

すので、参考までに伺います。 

○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）  一つの数字として、７

割、８割という数字を申し上げたわけでありま

すけれども、これは一つの傾向値としてつかん

でいるという数字と、それから、経営改革担当

部長のほうでいろいろ分析した中においても、

７割、８割という数字がその中であったという

ことをもって、私、答弁申し上げたわけであり

ますから、ただ、それが確たるもので、しっか

りとした根拠のある数字かということじゃなく

て、傾向値としてそのようなものを数字として

捉えたので、それをもって答弁をしたというこ

とでございますので、かつては５割だったんじ

ゃないの、何で７割、８割、そういう議論では
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ないわけであります。 

 何でもものは動くわけであります。１年変わ

ればもう条件が変わったり、いろんな道路施設

ができただけでまた変わってしまうというよう

な、そのような状況になるわけでありますから、

昔そうだったんじゃないか、今の数字はどうな

んだということではない、常に動いているとい

うことをしっかりと理解し合いながら、数字と

いったものを使わなければならないんじゃない

のかなと私は思っております。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  承知しました。 

 ７割、８割という数字は、最近の数字である

というふうにしっかりと把握させていただきま

す。 

 次に、大項目２点目の農業振興対策について

伺います。 

 遠野市の農業の現状は、就業人口の減少や現

役就業者の高齢化と後継者不足、そして、収益

の不安定性という問題に直面しております。 

 このような中、米の生産調整、いわゆる減反

の廃止が来年度に迫ってきております。 

 このことによる最大の課題は、10アール当た

り7,500円の米の直接支払交付金が廃止される

ということであります。 

 この交付金の廃止は、従業員を雇うような大

規模経営者にとっては大きな影響を受け、場合

によっては経営が成り立たなくなることが懸念

されます。 

 そこで伺います。この直接支払交付金の廃止

によって、遠野市内全戸の農家収入はどれぐら

いの減収になるでしょうか。 

 また、この減収額は、農家の全収入額のどの

程度の割合を占め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）  ただいまの御質問にお

答えいたします。 

 平成28年度の米の直接支払交付金、これが市

全体で約１億円、農家にとっては大きなウエー

トを占めているということは当然であります。 

 国の経営所得安定対策に係る農家に対する交

付金の総額、平成28年度実績で約６億4,000万

であります。そのうちの１億円が減額となる見

通しだという中で、全体で、総体で15％程度の

減額として数字として捉えているところであり

ます。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  今の御答弁では、

直接支払交付金の廃止によって、１億円も、遠

野市内では、農家、減収になるということであ

りますし、全体収入の15％も減収になってしま

うと、これは大きな影響を受けるわけですが、

それに加えまして、米を食べる量が毎年減り続

ける中、来年とれる米から、国は各県ごとの生

産数量の目標を示さなくなってしまいます。 

 今後は、各県ごとにつくられる農業再生協議

会のほうから、年末までに市町村別の生産数量

目安が示されるということですが、農家の最大

の心配事は、米が値崩れして生産ができなくな

るということではないでしょうか。 

 そこで大切なのは、行政は行政として、農家

が将来を見据えて営農を継続していけるような

ビジョンを掲げながら、政策と支援の内容を早

期に示す必要があると認識しますが、このこと

についての市長の御見解伺います。 

○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１億円、６億

4,000万という数字の中で、この影響について

申し上げました。 

 米の生産調整、減反政策が大幅というような

見直しされ、中止されるという、それから、今、

お話ありましたとおり、米の直接支払交付金も

廃止になる、そして需要等を、バランスを考え

ながら、売れる米をという、そのような一つの

位置づけとして大きく変わるわけであります。 

 今までであれば、行政が、あるいは国がとい

う中で、減反政策の中で生産調整というものを

行ってきたんだけれども、それがそうではなく
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なる。 

 需要と供給という一つのバランスの中で売れ

る米をつくり、そしてその中で需要と供給のバ

ランスをとるという一つの方向になっていくわ

けだから、それを、言うなれば、コーディネー

トするのが再生協議会という一つの組織である

ということでありまして、先般、米の水田再生

協議会でありますか、その中でいろいろ議論を

いたしました。 

 では、どうすればいいだろうかと、ブランド

米、いろんな形で次々といろんなブランド米が、

産地間競争が始まっている。 

 適地適作という中にあって、遠野は典型的な

中山間地域であれば、幾らブランド米が、いう

ところの売れる米となっても、遠野の場所は緯

度も高く、なかなか適地適作という環境にはな

いんじゃないかというようなのも、これも私も

承知をいたしているところであります。 

 したがって、その部分をどのように生産調整

という一つの中で、需要と供給というものを見

きわめながら、農家の方々、特にも水田農家の

方々にとって、大きなデメリットがないように、

影響を受けないように、手を打たなければなら

ないというように思っておりますので、再生協

議会の中でもっときちんとした議論を組み立て

ながら、遠野独自の一つの戦略をこの中でも見

出さなければならない、そういうようなものが、

もう既にカウントダウンが始まっているんじゃ

ないかなというように思っておりますので、再

生協議会での議論を早急にまた進めながら、そ

こには多くの方々が、有識者の方々が集まって

おりますので、そこで議論しながら、遠野とし

てどのような、この２つの制度、減反政策と直

接支払制度の一つの流れをどう受けとめるのか

という部分についての議論を行っていかなきゃ

ならない。 

 主食用米だ、加工米だ、飼料米だ、あるいは

輸出米だ、いろんな形でのことも言われており

ますし、次々とブランド米もそれぞれ発信され

ているという一つの中にあるわけでありますけ

れども、遠野という一つの地域の中にあっては、

それこそ繰り返してこの議論の中で話しており

ますけれども、であれば、どうしたらいいかと

いうことについての戦略をやはりしっかりと持

って、この６億4,000万、あるいは１億円とい

ったものに対する我々なりの答えを見出してい

かなきゃならない、そのようなタイミングとい

うか、時期にあるという認識を示しまして答弁

といたします。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  再生協議会の検討

状況を、今、にらんでいるといいますか、段階

にありますので、市としての政策あるいは支援

は、まだ出せる段階にないというような御答弁

であったかと思います。 

 当市では、既に平成28年３月に、第二次遠野

市農林水産振興ビジョン、いわゆるタフビジョ

ン２、これを示しております。 

 この中には、農業で生計が立ち、後継者が育

つまちをつくるビジョンを掲げております。 

 そういうことであれば、やはり今回の直接支

払交付金7,500円の廃止を受けて農家は困るわ

けですので、ぜひ具体的な救済策を早急に打ち

出す必要があると思いますが、再度この辺の考

え方伺います。 

○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）  まさにそのとおりであ

ります。 

 早急に、この対応策というよりも、戦略を持

たなければならないかと思っております。 

 農家の方々は、もう11月、12月になれば、来

年の春の作付をどうするかというような検討に

入るわけであります。 

 そういった中で、どのような一つの行政とし

て、あるいはＪＡ花巻も含め、県あるいはいろ

んな関係者と担い手の方々、あるいは農家の

方々、そういった方々と十分議論を深めながら、

どこまで一つの農業再生協議会の中から、独自

の戦略といった場合においてどの程度まで出せ

るかということにつきましては、これも時間と
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の戦いではないかなと思っておりますから、こ

ういった部分は、私も会長という立場にありま

すので、この議論をしっかりと進めてまいりた

い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）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  次に、本庁舎の農

林畜産関係事務室のワンフロア化の対応変更に

関連して伺います。 

 以前、市長はＡＳＴが立ち上がったころ、事

務室のワンフロア化ということで、農業に携わ

る市職員と県職員、ＪＡの三者が同一フロアで

仕事をする方針を掲げて今日に至っております。 

 新本庁舎が完成する前の事務室は、農業関係

者は県の合同庁舎内に、また、牛の関係者は畜

産振興公社内、馬の関係者は馬の里内、そして、

林業関係者は木工団地内にということで、現場

に近いところに配置されておりました。 

 この方式は、関係者が同一場所にいて現場に

近いということから、農家からの要望等に対し

てワンストップで迅速な対応が可能であったと

認識しております。 

 ところが、今回の新本庁舎の完成によりまし

て、農林畜産部内の農業振興課と農家支援室、

林業振興課、畜産振興課、馬事振興課、そして

農業委員会の全組織が、一気に新本庁舎内に集

約されました。 

 この組織集約によって、行政の仕事の効率化

と意思決定のスピード感が図られ、今後の職員

数の減少にも柔軟な対応が可能になるというこ

とは評価できますし、理解もできます。 

 また、私自身も以前そういった提言をしてま

いりました。 

 反面、この拠点集約によりまして、これから

ますます厳しさを増す農林畜産業の振興対策に

対する影響や現地に残された各組合や公社、そ

して農家の御都合や御要望への対応、さらには

空き事務室の跡利用などの課題について、関係

者との協議や整理は図られているかどうかにつ

いて、その件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）  この組織のあり方、そ

れをつかさどる職員の配置といったものにつき

まして、ただいま御指摘にあったような経過が

あったことはそうであります。 

 ワンフロア化という中でいろいろ進めたと、

背景がもう十年一昔という一つの言葉がありま

す。 

 それをもってして、全て今の体制の中を合理

化するつもりは毛頭ないわけでありますけれど

も、もう既に職員は消防職員を除けば300人を

切りました。遠野市の人口も２万7,000台にな

りました。 

 10年前、400人近い職員がいたわけでありま

す。そして、人口も３万を超えていたわけであ

ります。 

 となれば、それに見合った組織体にもってい

くというのは、ごく当たり前ではないでしょう

か。 

 そういった中で、どう力を発揮するのか、ど

う現場に近くなるのかとなれば、私は日ごろか

ら職員に話しております。組織の壁、制度の壁、

そして一番厚い意識の壁を取り払い、そのこと

によって現場密着の、市民ニーズの、そしてさ

まざま現場で頑張っている農家の方々、あるい

は林業に頑張っている方々、畜産に一生懸命頑

張っている方々といったものとの一つの壁が取

り払われることによって、居場所がどうのこう

のじゃなくて、その壁さえ取り払えば、まさに

関係機関とも一体となり、県とも文字どおり、

今までどおり、合同庁舎の中に拠点を構えてい

たと同じような認識の中で仕事ができるんじゃ

ないだろうかと、馬の里にいたときと同じよう

な仕事ができるんじゃないかと、だから、壁を

取り払いという部分の中で、やはりその建物の

中に魂を入れるというのが、これからの大きな

課題ではないかというように思っております。 

 開庁前に全職員を集めまして職員に申し上げ

ました。 

 立派な庁舎をこのとおり持つことができたと、
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みんなそれぞれ、ただ座り心地がいいという庁

舎にしちゃだめだぞと、壁を取っ払って今まで

どおり現場に、それぞれの現場にいたときのよ

うな気持ちで仕事をしてもらいたいと、そのこ

とによって結果を出そうじゃないかと、その結

果さえ出せば、そうすると、やはりこの庁舎に、

ああ、職員はきちんと魂を入れたなということ

になるんだというようなことを職員に呼びかけ

ました。 

 したがって、昔はこうだったんじゃないか、

今、何なんだという、そういう議論には当ては

まらない、どんどん時代は変わっていく、そし

てまたその時代に合わせ我々組織も、職員も、

まさに壁を取り払いながら、市民の目線に立っ

て仕事をしていくということによって、今まで

の分散庁舎のメリットを、あるいはデメリット

を、この新しい市役所の中に、デメリットをメ

リットに、メリットはさらにそれをまた市民の

皆様のためにという方向にもっていくというの

が、我々の務めであり、義務であり、責任では

ないかというように考えているところでござい

ますので、ワンフロア化という言葉は、言うな

れば抽象的な言い方になると思っておりますけ

れども、時代の流れに中にあって、３つの壁を

取っ払ってワンフロア化といったものを市民の

皆様に示そうじゃないかという、そのような気

持ちでおりますので、ひとつ十分御理解をいた

だけるものと思っておりますので、よろしくお

願いを申し上げたいと思っております。 

○議長（新田勝見君）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  ただいまの市長の

御答弁のとおりだと思います。私もそう思いま

す。 

 それはそれとしまして、私の質問に対する御

答弁がありませんでしたので、質問に対しての

御答弁をお願いしたいと思います。 

 質問の内容は、農家の御都合、あるいは御要

望への対応はされていますか、その内容につい

て質問させていただきました。もう一度、御答

弁願います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  大変恐縮であります。

ちょっと質問の趣旨がよく飲み込めなかったも

んでございますから。 

 もちろん、お話にありましたとおり、農家の

ために、農業者はじめ、関係機関と団体と早急

に連携を深める、共通認識の課題として整理し、

総合力を持ち、しっかりと着実に進める体制を

早急に整備をしたい、その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）  ７番佐々木大三郎君。 

   〔７番佐々木大三郎君登壇〕 

○７番（佐々木大三郎君）  もう一点、空き事

務室の跡利用、この課題はどのように解消され

る計画なのか、この件についてもお答え願いま

す。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  繰り返しになりますけ

れども、それぞれの関係機関なり団体と十分な

コミュニケーションを図りながら、連携を図り

ながら、それぞれの立場を尊重し合いながら、

お互いの役目を果たしながら、そして、一にも

農業の現場にいる方々、そして市民の皆様のた

めにという中における一つの環境をしっかりと

つくり上げていくというのが、これはある意味

では当然のことなわけでありますから、関係機

関、団体とは、十分な連携を図っているという

ことを申し上げて答弁といたします。 

○７番（佐々木大三郎君）  終わります。 

○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11分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き、会

議を再開いたします。次に進みます。 

 ２番菊池美也君。 

   〔２番菊池美也君登壇〕 

○２番（菊池美也君）  政和クラブの菊池美也

です。２つのテーマについて一問一答により、
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市長のお考えを伺ってまいります。 

 質問をいたします。 

 １つ目、東北横断自動車道釜石秋田線の全線

開通、及び国道340号の立丸峠のトンネル整備

完了が遠野に及ぼす影響について、市長のお考

えを伺ってまいります。 

 ６年半前、未曽有の東日本大震災が発生した

際、遠野市は、全国から復旧・救援に向かう自

衛隊・消防隊・ボランティアの方々の後方支援

の拠点として大きな役割を果たしました。その

震災の経験を踏まえ、復興支援道路として整備

されてきた東北横断自動車道釜石秋田線の遠野

インターチェンジが平成27年12月に開通し、そ

していよいよ平成30年度には釜石まで全線開通

の予定となっております。岩手の復興・岩手の

創生を図る上で、大きな役割を果たすことが期

待されています。 

 さらに、国道340号・立丸峠トンネル整備も

平成30年度に予定をされています。高速インフ

ラがより拡充し、強化され、遠野の置かれる環

境、地理的な優位性が大きく高まることとなる

でしょう。遠野にとって来年度・平成30年度は、

大きな転換の年になることでしょう。 

 横軸の東北横断道と、縦軸である国道340号、

国道107号などが結節するハブ機能の特性を持

つこととなる遠野は、これを生かした広域的な

物流拠点、広域観光拠点のまちづくりへのさら

なる取り組みを邁進しなければなりません。 

 一方、高速インフラ整備の影響には陰の部分

もあります。それは、いわゆる「ストロー効

果」と呼ばれているものです。この言葉は、瀬

戸大橋開通前の地域開発計画に参画した、当時

の四国通産局総務部長が「ライリーの小売引力

の法則」の例えとして、「瀬戸大橋のような幹

線交通路が開かれると、大きいほうの経済圏に

小さいほうの経済圏のメリットが飲み込まれて

しまう」として、自身を本州側に、アイスコー

ヒーの入ったグラスを四国地方側に見立ててス

トローで吸って見せ、「このようにおいしい部

分は吸い上げられ、残されたのは氷だけでは困

るだろう」と警告を発したときの表現が今のよ

うに使われることとなった始まりのようでござ

います。高速インフラがストローのような役割

を果たし、地方の消費力を大都市が吸い上げて

しまうということです。 

 高速道路、自動車専用道路がない地域では、

普段は手近な地元で買い物を済ませ、消費力は

地元の商業に還元されます。しかし、高速イン

フラが整備されれば、ものの１時間も車を走ら

せれば、都市部にある巨大な百貨店や話題のレ

ストランなどに行けるようになることから、品

ぞろえにも限りのある地元の小さな商店街でわ

ざわざ消費をしなくなるのは当然のことです。 

 同時に、流通上のネックも解消されることで、

地方都市へ郊外型ショッピングセンターやコン

ビニエンスストア、全国規模のスーパー・家電

量販店など、ロードサイド店舗が進出できるよ

うになる。これによって、ストロー効果で消費

者が減った地域のスーパーや地元商店街がシャ

ッター通りと化すなど、さらなる追い打ちを受

けることも多い。１本の通り道「ストロー」だ

けで大量の移動が起き、より大都市へと購買力

が集中し、田舎側の地方都市は衰退することが

ほとんど。 

 また、観光では滞在する必要性が薄くなるこ

とから、宿泊や食事などの減少を招くことにな

り、客単価が低下する面も見られます。これが

都度、述べてきたことが、一般的にストロー効

果と言われているマイナスの現象です。 

 でも実は道路の結束状態によって、ストロー

効果には３つのパターンがあるんです。 

 交通網の起点と終点が発展し、中継地点が衰

退するパターン。交通網の中で、規模の大きい

都市がより発展し、小都市が衰退するパターン。

分岐点が発展し、分岐先が衰退するパターン。

遠野は、ストロー効果により衰退してしまう中

継地点と言われれば中継地点、ストロー効果に

よって発展する分岐点と言われれば分岐点とい

う見方もできるかと思います。 

 釜石秋田線の全線開通や立丸トンネルの完成

による国道340号の整備が、どのような影響を

もたらすものと市長は捉えているのか、お考え
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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）  菊池美也議員の一般質

問にお答えいたします。 

 「ストロー現象」、「ストロー効果」という

一つの言葉の中で、この急速に、そして加速的

に進む高速道路ネットワークをどのように捉え

るのか、３つの分岐点として、あるいは中継機

能として一つのその地域の特性を生かしながら、

これを生かすも殺すもという。というのはちょ

っとあれでございますが、どう生かすのかとい

う部分での御質問であったわけであります。 

 御案内のとおり、釜石自動車道も復興支援道

路として、約310億円の巨費を投じまして工事

が加速度的に進んでおります。カウントダウン

が始まっております。さらには国道340号立丸

峠、２つのトンネルも85億円という巨費を投じ

て今、盛んにトンネルが掘られ、もう第二トン

ネルのほうは既に供用開始になっているという、

そのような状況にあります。これがつながって

道路という意味におきましては非常に喜ばしい

ことであり、またそれにきちんと対応した地域

づくりを行っていかなければ、ストローという

部分の中で今、議員が示されましたとおり、こ

のストローが残ったのは氷だけだということに

もなりかねないという部分もしっかりと認識し

ながら、まちづくり、地域づくりに取り組んで

いかなければならないというのが、やはりこの

「ストロー現象」、「ストロー効果」に対する

答えではないのかなと思っております。 

 先ほど佐々木大三郎議員といろいろ議論をい

たしました。午前中は萩野幸弘議員と小林立栄

議員と、まさにどうすれば地域の魅力が、ある

いは地域の活性化がという部分を背景にいたし

ました議論を行いました。若い方々をどのよう

に引きつけるのかとなれば、コンテンツ産業と

いうのも一つのあり方であろうぞという、その

ような提案もあったわけでありますけれども、

避けて通れない人口減少社会の中にあって新た

な仕組みづくりが求められているように私は思

っております。キーワードは、ネットワークだ

というように思います。 

 そういった中で、このネットワークという一

つの中で考えれば、足らざるところを補い、特

性を生かし合うとなれば、遠野市が持つ地勢的、

そして地理的な優位性、盛岡から国道396号の6

0キロの距離、花巻から遠野までの283号の約40

キロから50キロの距離、国道107号の北上から

遠野を通って大船渡という中における、やはり

これも近距離、そして陸前高田を起点としなが

ら国道340号が北上高地を縦断していると。八

戸までつながっているという、ここに立丸トン

ネルが２つできるという、そのようなものがど

んどん整備されてきて、さらには復興支援道路

として高規格自動車専用道路が間もなく全通す

るという、そのような状況になりました。 

 それらを考えれば、まさに沿岸と内陸の交流

の拠点として、吸い込まれるんじゃない、吸い

取られるんじゃない、逆に内陸のエネルギーを

遠野が吸い取るんだと、沿岸の活力を遠野が一

緒になって、その沿岸の活力をしっかりしたも

のにするんだというような取り組みの中で、私

はこの「ストロー現象」、「ストロー効果」と

いったものを我々なりに見い出していかなきゃ

ならないかというように思っております。 

 国道340号の部分におきましては、来年の５

月には室蘭と宮古港が定期フェリーで結ばれま

す。今、北海道に渡る場合は八戸港まで、ある

いは仙台港まで行かなければ、自動車でもって

北海道に渡ることができない。これが宮古のほ

うに行けば、宮古から室蘭に直結するというよ

うなルートができる。そうしますと、室蘭のも

のづくりのさまざまなノウハウが宮古港に入っ

てくれば、その物品を、いろんな製品を、ある

いは部品をとなれば、この遠野ルートで北上の

自動車産業とも結びつくということになるわけ

であります。そうすると、遠野を中継しながら、

よく長距離の運転手さん方は風の丘にとまると

いうか、駐車しながらいろんな形であそこで休

んで、また次の目的地に向かうということがあ

るわけでございますから、次の目的地に向かう
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という部分における、まさに効果を遠野として

見出していきたいと。 

 これは産業だけではない、観光、特にこの観

光は大事な大事な切り口になります。そういっ

たためには平泉、花巻の中において遠野に呼び

込むという中で、呼び込んだものは、今度は南

三陸とか北三陸のほうへ送り込むというような、

その方向。さらには北三陸、南三陸から来た

方々には、今度は内陸のほうへ送り込むという

ような、そのような遠野の役割といったものを、

この道路効果の中できちんと見い出していくた

めにはもうさまざまな仕掛けをしていかなきゃ

ならない。 

 それが先ほどの道の駅の議論などにもつなが

るのではないのかなと私は思っているところで

ございますから、いろんな面でメリット・デメ

リット、それをどのようにという部分におきま

しては、まさに、もろ刃でありますから、しっ

かりとしたまちづくり、地域づくり、これが今、

我々に課せられた一つの大きな課題ではないか

なあというように思っているところでございま

すので、ちょっと答弁として長くなりましたけ

れども、私の思いの一端も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）  ２番菊池美也君。 

   〔２番菊池美也君登壇〕 

○２番（菊池美也君）  道路が整備されると、

交通量が格段にふえると思います。通学路とか

立丸峠の方面から来ると、土淵バイパスがど

おーんと真っ直ぐ走っていて、その勢いで市街

地に車がそのスピードを保ったまま、ちょっと

そこが心配であります。八幡地域においては、

小中学校だけではなくて緑峰高校という高校も

あります。近くには白岩保育園、児童館、遠野

病院、その辺の交通対策、安心・安全な歩道の

整備等もあわせて御検討いただければと思いま

す。 

 次に、社会資本整備の効果には、短期的な

「フロー効果」と長期的な「ストック効果」と

があります。 

 「フロー効果」とは、公共投資の事業、それ

自体により雇用が誘発され、短期的に経済全体

を拡大させる効果を指します。 

 「ストック効果」とは、整備された社会資本

が機能することによって、整備直後から継続的

に中長期にわたり、得られる効果です。安全・

安心効果、生活の質の向上効果、生産性向上効

果を指します。 

 例えば、地域でとれた農産物や鮮魚などを大

都市の市場に素早く輸送できるようになること

も、地方における高速道路、高規格道路の整備

効果として挙げられます。実際に昨年、教育民

生常任委員会で視察をした鳥取県の境港では、

高速道路の整備により、大都市圏向けの出荷が

４倍になったという効果が確認されているよう

です。輸送時間の短縮、輸送コストの削減が期

待されます。全国有数の生産量を誇るホップも、

仙台工場まで鮮度を保ったまま出荷されていま

す。遠野産ホップのみずみずしい華やかな香り

が、よりスピーディーに全国に届けられていま

す。 

 さらに、便利なアクセス手段を持つようにな

ることは、工場や物流施設の立地が促進される

など、産業振興の視点から見れば大きな効果を

遠野にもたらす可能性もあります。 

 次に、期待されるのが、地域の安全・安心を

果たす役割です。災害時の道路交通手段確保だ

けでなく、最新鋭設備を備えた内陸部の救急医

療施設にも、速く、安全にアクセスできるメリ

ットは大きいと言えます。 

 もう一つ、期待されるのは、観光客の増加で

す。ただし、これには「魅力的な観光地なら

ば」と、「魅力」という、ただし書きつきの効

果です。「遠野は民話のふるさととして全国的

に知られ、世界遺産登録の橋野鉄鉱山や三陸ジ

オパークなど、多くの観光資源が周辺に点在し

ている。東北横断自動車道の供用によって、安

定した観光周遊ルートが確立され、観光客の増

加が期待されている。」 

 平成27年12月の遠野インターチェンジの開通

の際、当時の江島国土交通大臣政務官が来賓挨

拶でこう述べられていました。しかし、観光客
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はふえたが、日帰りばかり、周遊ばかりでは、

むしろ滞在する必要性が薄くなることから、肝

心の宿泊や食事などの減少を招くことになり、

客単価が低下してしまったというストロー現象

を招いた地域も実際としてあります。遠野でも

手放しでは喜べないという結果になることも考

えられます。 

 「2019年には、ラグビーワールドカップが釜

石で開催される。世界中から多くの選手・観客

が、この道路でやってくる。たくさんの子ど

も・若者に夢と希望、感動を与える大会となる

よう、政府として最大限の協力をしていきた

い。」同じく、遠野インターチェンジ開通式で

の安倍晋三内閣総理大臣の来賓祝辞の一部を要

約したものです。ラグビーワールドカップ開催

も、釜石秋田線の全線開通の効果として捉えて

もいいのではないでしょうか。 

 ストロー効果のマイナス面が心配されますが、

一方の釜石秋田線全線開通や立丸トンネルの完

成が遠野にもたらすストック効果について、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）  ストロー効果について

の私の見解をいうことでありました。 

 ストロー効果という部分におきましては、い

うところの道路がつながり、ただ流通だけが、

人と物の流れだけが円滑に進むということでは

なくして、ストロー効果ということになれば、

そこにいかに付加価値を見い出すのか。言うな

れば、土地利用をどのように行っていくのかと

いうことが、一つのストロー効果として我々が

見い出さなければならないかというように思っ

ております。土地の高度利用ということになる

のではないかなと思っております。 

 北上山地、いわゆる北上川流域のこの盛岡、

花巻、北上、奥州、一関という北上川流域の平

野部、産業集積が、そして北上、特にもう北上

の産業集積はどんどん進んでいるわけでありま

す。先般も東芝の一つの半導体の拠点工場がと、

あの東芝の半導体拠点工場のプロジェクトもも

う30年来、40年来のプロジェクトのあがきであ

りまして、ようやく形になったのかなというこ

とで報道を見ました。 

 そういった中におきまして、今般の議会の中

でも議論をされることになろうというように思

っておりますけれども、東工業団地のプロジェ

クトにも取り組むことといたしました。これは

やはり、ストロー効果として位置づけているわ

けであります。土地の高度利用、そして開通し

たから直ちにそこに企業を展開するということ

ではない。やっぱり５年後、10年後を見据えて、

その中で世界戦略の中で、どのようなものづく

り拠点をという中で企業は動いているわけであ

ります。 

 先般、おとといでありましたが、県から連絡

がありました。ＳＭＣという企業が世界戦略に

基づいて、ひとつ遠野にというときに釜石遠野

工場として位置づけをしながら、その中でいつ

でも対応できるような道路効果を、コスト効果

を生かした一つの拠点をつくりたいというプロ

ジェクトがいよいよ始まるわけでありますけれ

ども、県知事がそこの本社を訪問したという一

つの情報が私どもにもありました。その中で企

業のトップは、高速道路でつながるし、釜石、

三陸縦貫自動車道で縦もつながる、横も花巻釜

石間が横でつながると。その中で、遠野に一つ

の拠点を設けることにいたしましたと、釜石遠

野工場であります、という話を知事のほうにあ

りましたという報告もありました。 

 これは私も前にお邪魔したときにそのことを

きちんと聞いているわけでありますけれども、

これがやはり道路のストック効果として、そし

てもう一つは、そういう新しいプロジェクトだ

けじゃないと。遠野の持つさまざまな地域資源、

それは市の境を越えて釜石の世界遺産もあれば、

ワールドカップもあると。それをどのようにと

いう部分になれば、もう一度ストック効果その

ものを見い出せるような、いろんな地域資源が

我々を取り巻く環境にあるとなれば、それをし

っかりと評価しながら、そこに魅力あるものに

持っていくことによってストック効果というも
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のをしっかりと形に持っていくことができるん

じゃないのかなというように思っているところ

でございますから、この現象あるいは効果、そ

れを一つのこの場の御質問の中におけるこのス

トック効果といったものに持ち込むということ

を、我々はその役目を果たさなければならない

んじゃないのかなと思っております。 

 ストロー現象、ストロー効果、それを座して

待つわけにはいかない、それをストック効果と

いう中にしっかりとした形に見い出すためには、

遠野は、繰り返しになりますけれども、知性的、

地理的あるいは交通ネットワーク的、そしてま

た、これだけの遠野盆地という平場、場の力、

これを遠野は持っているということをやっぱり

我々は気がつかなければならないんじゃないの

かなというように思っているところでございま

すから、よろしくお願いをいたします。 

○議長（新田勝見君）  ２番菊池美也君。 

   〔２番菊池美也君登壇〕 

○２番（菊池美也君）  最初、答弁の中で「ス

トック」と「ストロー」の言い間違えがござい

ましたけれども、トータルなというか、ストッ

ク効果という、その考え方の答弁をいただきま

したので、単なる言い間違えだと思って僕は話

を進めさせていただきます。よろしいですね。 

 観光のことはちょっと触れていなかったんで

すけれども、次の質問の中で頭に少し触れさせ

ていただきますので、ぜひ御答弁をお願いいた

します。 

 日帰りで手軽に旅行が可能になることによっ

て入り込みの増加は予想されますが、宿泊する

必要がなくなり、宿泊施設が衰退してしまうこ

とは考えられます。観光客を引きとめて引きつ

けることが、今後はより重要になってきます。

今までの議論は客数だったんですが、これから

はやっぱり客単価という目線が必要になってく

るんではないかなと思います。内陸部と遠野と

沿岸部が高規格ネットワークで結ばれることに

より、速達性と定時性が確保される。災害時の

信頼性が向上する。物流の円滑化、効率化が見

られる。観光振興が図られるほか、全国モデル

に選定された道の駅・遠野風の丘の拠点性がよ

り向上するなど、さまざまなストック効果が中

長期に発揮され、地域経済の好循環をもたらす

ものと期待します。 

 ただ、放っておいたら、ストローの口がコッ

プにたまった水、人や経済を吸い上げていきま

す。経済は勝手に衰退しますが、経済が勝手に

発展するはずがありません。釜石秋田線の全線

開通や立丸トンネルの完成が、ピンチになるの

か、チャンスとして生かすのか、大きく問われ

るところです。人が集まるところにお金が集中

するという単純な仕組みがございます。人を集

める事業は常に必要です。ストック効果による

発展を大きくするための現在の取り組み及び今

後の施策について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）  先ほどの答弁で「スト

ロー効果」と「ストック効果」をちょっと混同

しながら答弁を申し上げまして、大変失礼をい

たしました。「ストック効果」であります。 

 この高速インフラ整備をはじめ、それにＩＣ

Ｔという情報通信技術、こういったようなもの

も加速度的に進化してきているという、そのよ

うな状況の中で連携と交流、そしてネットワー

クといったものが、その中で構築をされていく

と。その中でストック効果ということになれば、

先ほどの答弁ともちょっと繰り返しになります

けれども、遠野東工業団地の土地利用などは、

そのストック効果も一つの大きな特徴として位

置づけられるんではないのかなというように私

は思っております。内陸と沿岸の交流の拠点、

そこに道路整備がしっかりとつながるというこ

とになるわけであります。 

 ちなみに、この道路を結ぶ圏域の市町村の人

口を集計いたしますと、岩手県の人口がもう100

万人ちょっとという人口の中にありまして、こ

の花巻から北上、奥州、さらには宮古、釜石、

大船渡、高田といったような、中をぐるっとコ

ンパスでまとめると51万1,000人ほどの人口に

なると。沿岸部には、21万1,000人の人口がそ
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の中にあると。しかし、いずれも人口減少とい

った一つの、そして少子高齢化という荒波の中

にもまれている。この部分を、そうだから仕方

がないという中で、この道路の一つの先ほどの

ストロー効果、ストロー現象という中で、みん

な県央部のほうに吸い取られてしまったときに

はどうするんだと。やっぱり沿岸部に21万人も

の人口があるとなれば、この場での雇用もしっ

かりと確保しなければならない。 

 そして、いうところの鉄路、道路といったよ

うなものの一つの効果も、その中で示していか

なきゃならないとなれば、やっぱり雇用の場と

いうものをしっかりとその中で位置づけた土地

利用計画を持たなければならないと。という一

つの中で、東工業団地で５年後、10年後を見据

えながら、しっかりとした拠点整備を行い、県

央部に全て吸い取られるというようなものに持

っていかない。遠野は、この圏域のその一つの

役目を、まさにストック効果としての役目を果

たすという部分が、やっぱり遠野が持つ、この

土地を持っているという一つの優位性の中で

我々は答えを見つけていかなければならない。 

 そういった中で、この遠野盆地という一つの

地域の中で、大変な地域資源があるわけであり

ます。郷土芸能をはじめとするさまざまな、間

もなく「日本のふるさと遠野まつり」もやって

まいります。そういった部分における一つの効

果もこの中で見い出していくとなれば、経済の

波及効果あるいは、それに伴って産業振興ある

いは業おこし、そしてその業おこしがあって雇

用の場という中で、結果的には人口減少にも一

定の歯どめというところにまで持ち込みたい、

また持ち込まなければならないという、そのよ

うな中で、このストロー現象といったものを一

つ考えていかなければならないと。 

 社会資本整備、今、瀬戸大橋というか、四国

の４つの橋の話も出ました。この間、南房総市

の石井市長とちょっと懇談をいたしました。何

とまさに、ストロー現象ということになって大

変な勢いで都心部にどんどん人口が流出してい

る。都心部から１時間の距離だと、なので私は

非常にいいと思っておった。高齢化率が43％を

超えたと、みんな都心部に吸い取られてしまっ

たと。なぜかと、湾岸道路がただになってしま

った、一気に加速してしまったという、そのよ

うな悩みを抱えていると。 

 だから、その辺のところを参考にしながら、

我々としても、しっかりとした魅力のある地域

づくりに取り組んでいかなきゃならないという

ことになるんではないでしょうか。そのように

考えております。 

○議長（新田勝見君）  ２番菊池美也君。 

   〔２番菊池美也君登壇〕 

○２番（菊池美也君）  困ってからではなくて、

こう先手先手で対応策をとっていただきたいと

思います。 

 例えば、さっき言った特徴的な部分で東工業

団地という、その大きな事業について御答弁を

いただきましたけれども、それ以外にも昨年あ

った国体のレガシーというか、国体、スポーツ

合宿の人口交流の拡大であるとか、それから岩

手県への要望書には周産期医療の充実に向けた

体制の整備ということで、遠野市から高度医療

の整っている内陸部へ行くだけではなくて、沿

岸からの中継地点として地理的優位性と広域的

な視点から、県中央部と沿岸部を結ぶ中継地点

として、本市に地域周産期母子医療センター等

の拠点施設の設置を図ることと要望をいただい

ています。僕は、これは強く推し進めていただ

きたいと思います。 

 それから、例えば、その東工業団地の周辺に

先日、トラックターミナルが24時間で欲しいん

ではないかとか、市民の皆様からもいろいろな

御提言がございますので、きちんとというか、

より市民の皆様の御意見も伺いながら、できる

ものを着実に一歩一歩進めていただければと思

います。 

 それでは、２つ目のテーマに移ってまいりま

す。 

 ２つ目の質問は、特別支援学校高等部への通

学支援についてです。 

 本市は、「子育てするなら遠野」をキャッチ
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フレーズに、子育て環境の充実に取り組んでい

ます。少子化対策子育て支援総合計画、いわゆ

る「わらすっこプラン」を軸に、そのプランを

理念で支えるため、「わらすっこ条例」を制定

しました。さらに、プランを支える財源のため

に「わらすっこ基金」を創設しています。安心

して子どもを産み、産むだけではなく、安心し

て子どもを育てる環境を目指しています。 

 遠野に、県内で初めて小学校の校舎の中に特

別支援学校の分教室ができたのが、平成19年の

４月です。11年目を迎えています。それ以前は、

支援を必要とする児童は、片道１時間余りの自

家用車による毎日の移動もしくは家族から離れ、

寄宿舎での生活を余儀なくされていました。市

内に特別支援学校分教室ができたことにより、

御家族の負担は大分軽減されたことと思います。

通学距離は短くなり、地域の子どもたちと一緒

に同じ屋根の下で学習や生活をするという選択

肢を得ることができました。 

 さらに、平成24年４月には、市内の中学校内

に中等部が開室され、平成25年４月に新遠野中

学校内に移設をしました。生徒は意欲的に学習

に取り組んでいます。 

 特別支援学校高等部は、遠野にはありません。

ほとんどの高等部の生徒は、平日は寄宿舎で生

活し、基本的な習慣や態度を身につけます。週

末は自宅で過ごします。月曜日の朝、学校へ行

き、金曜日の夕方、遠野に帰ってきます。この

月曜日と金曜日の移動は、単独でできる生徒さ

んはわずかで、保護者が送迎をすることになり

ます。中には、週の途中に一旦、帰省をしなけ

ればならない生徒もいらっしゃるようです。 

 週２日、市外への道のりを往復する家族の時

間的・体力的な負担は大きいものが想像されま

す。仕事も休まなければなりません。特別支援

学校高等部の通学に際した御家族の負担に係る

現状について、市長の御認識をお伺いいたしま

す。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいまの御質問、本

当に大事な一つの「子育てするなら遠野」とい

う部分におきましても大事な取り組みではない

かなと思っております。 

 去る５月の27日でありましたけれども、この

保護者とそれを支援する方々の会「いっぽいっ

ぽの会」というものがあって、私もその総会に

出席させていただきました。そして、ただいま

菊池議員が御指摘になりましたとおり、寄宿舎

生活を余儀なくされているという部分の中で、

月曜日の朝に送り届け、金曜日には迎えに行く

という部分で大変な、やはり精神的にも経済的

にも負担になっているという部分の現状もお聞

きいたしました。 

 そういった中におきまして、その「子育てす

るなら遠野推進本部」の中におきまして、こう

いった本当に懸命に頑張っている保護者の皆様、

そしてまたお子さんの方々のいろんな負担を軽

減させるためには、行政として何をしなければ

ならないかということについて、いろいろ議論

を進めさせていただいております。やはり数で

はない、どうしても盛岡、花巻、特に盛岡で寄

宿舎生活をしている方もいらっしゃるわけであ

りますから、幾ら道路が整備されたとはいえ、

大変な距離であるわけでありますから、やはり

大きな負担になっているという現実をこのまま

見逃すわけにはいかないだろうと。 

 そうであれば、それこそ、どのような手だて

の中で、この部分に支援をできるのかというこ

とにつきまして、いろいろ今検討を進めている

ところでございますので、何らかの形でいい答

えなり、いい支援策をその中で見い出すことは

できないのかということで検討を進めていると

ころでございますので、ただ座して待つんじゃ

なくして、やっぱりそのような一つの対応を急

ぎたいと思っております。 

 ちなみに、花巻の学校のほうには中学生が５

人、高校生が４人いらっしゃいます。それから、

盛岡方面の支援学校には小学生が１人・中学生

は３人・高校生は２人、それから大船渡方面の

支援学校には高校生が２人というような数字が、

いずれも寄宿舎生活であるということが、これ
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は結果的には保護者の方々の負担になっている

という現実を私も承知しているところでござい

ますから、一つそのような検討を推し進めてい

るということで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）  ２番菊池美也君。 

   〔２番菊池美也君登壇〕 

○２番（菊池美也君）  私もここに「保護者の

願い」というものを、市長のお手元に届いたも

のと全く同じ文書が手元にございますが、ただ

預かっただけではなくて、市長はちゃんと受け

とめておるぞという御答弁をいただきましたの

で、まずは一安心をいたしました。ただ、検討

だけではなくて、やっぱり進めてほしいと思う

んです。遠野市総合計画に定める５つの大綱に

基づいて、本田市長と新田議長の連名において、

８月１日に県知事に提出した要望の一つを読み

上げます。 

 「市外の特別支援学校に入校している児童の

保護者の負担軽減を図るため、送迎にかかる補

填について拡充すること。もしくは前述にかか

る補填について、市が実施した場合、県市町村

の連携を強化する上で県補助金として財政面に

おける援助を構築すること。」 

 特別支援学校への通学援助費拡充について、

遠野市として岩手県に要望書を届けた、まずは

届けた、要望したということは高く評価をいた

します。 

 ただ、「わらすっこ条例」第４章の子どもに

関する基本的な市の取り組み、第18条の子育て

家庭の支援の第１項では、次のように約束をし

ています。 

 「市は、保護者が子どもを育てるに当たり、

必要に応じて経済的、社会的支援を行うととも

に、保護者、地域住民等、学校等関係者及び事

業者と連携し、及び協働し、支援体制の充実に

努めます。」 

 子育て家庭のさまざまな事情に応じた、それ

ぞれの経済的・社会的支援を実現し、さまざま

な苦労を一つ一つ取り払ってこそ、「子育てす

るなら遠野」です。今の生徒、そして将来の生

徒のために、多様化する御家族のニーズに応じ

た通学負担軽減策を、市長のお言葉をおかりす

れば、組織の壁、制度の壁、意識の壁を取り払

って早急に講じるべきだと思いますが、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）  ただいま、今までのこ

の問題に対するアプローチの一つの経過につい

て、御質問の中でありました。 

 先般の議長ともども県への統一要望の中にも

この項目を盛り込んだという中で、県のほうか

らも一つ前向きに国とも協議しながら支援のあ

り方について検討してまいりたいというような、

まだ正式な回答は来ておりませんけれども、そ

のようなアプローチも行っていると。 

 ただ、それを待っているだけではない。やは

りもう子どもさんはどんどん、それこそ１年た

てば２年生になり、２年たてば３年生になると

いうような、それはごく当たり前なわけであり

ますから、そういったことを一つはスピードと、

それこそタイミングを逸っしないような対応も

していかなきゃならないということは重々承知

をいたしておりますので、県に要望したからよ

し、県は国に相談したからよしというような、

言葉としては使いたくないんですけれども、役

所仕事にしないようにしっかりと「子育てする

なら遠野」ということがやっぱり形に見えるよ

うに、仕組みとして見えるようにやはり検討を

急がせますので、ひとつよろしく御理解をいた

だければというように思っているところであり

ます。 

○議長（新田勝見君）  ２番菊池美也君。 

   〔２番菊池美也君登壇〕 

○２番（菊池美也君）  保護者の方は自分のお

子さんだけじゃなくて、自分の苦労されたこと

をこれからのお子さんには、御家族にはさせた

くないという思いでの要望でございますので、

ぜひ早急な対応をお願いします。質問を終わり

ます。 

────────────────── 



－ 60 － 

   散  会   

○議長（新田勝見君）  お諮りいたします。本

日の会議はこの程度にとどめ、散会いたしたい

と思います。これに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新田勝見君）  異議なしと認めます。

よって、本日はこれにて散会いたします。御苦

労さまでした。 

   午後３時52分 散会   

 

 


