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   午前10時00分 開議   

○議長（新田勝見君）  おはようございます。

これより本日の会議を開きます。 

────────────────── 

   日程第１ 一般質問   

○議長（新田勝見君）  これより本日の議事日

程に入ります。 

 日程第１、一般質問を行います。順次質問を

許します。４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  改めましておはようご

ざいます。市民クラブ所属の瀧本孝一です。事

前通告に従い、今回は、「新庁舎から遠野をど

のように発信していこうとするのか」、「行政

文書の重要性とＩＣＴ社会における行政文書等
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のあり方」の２つのテーマについて、市長に対

し、一問一答形式で質問をさせていただきます。 

 質問に入る前に、私からも多くの市民の皆様

が待ち望んでいたこのたびの市役所本庁舎の完

成・開庁を心からおよろこび申し上げますとと

もに、これまで市民懇話会やワークショップで

の市役所のあり方の丁寧な御審議、御提案をは

じめとして、多くの地権者や店子の皆様の特段

の御理解御協力のもと、さまざまな面で関係さ

れてこられた全ての皆様に深甚なる敬意と感謝

を申し上げます。 

 特に、請負とはいえ厳しい工事期間の中で、

最後は夜間、休日やお盆休みもなきに等しい状

況で、完成に向け仕事を余儀なくされた工事施

工業者や各種下請協力業者の皆様の並々ならぬ

御尽力には、とぴあ庁舎へ毎週のように監査業

務で通勤し、工事現場の進捗状況を気にかけな

がら、その様子を見てきた市民の一人として、

また以前、建設業の一端に身を置き、現場の苦

労を多少なりとも知る者として、最終局面での

養生期間がある程度必要ではないかと思われる

ような仕上げ段階での現場の状況に同情を禁じ

得ませんでしたが、無事に９月３日の開庁式・

落成式を多くの市民とともに盛大に迎えられた

ことに安堵するとともに、関係者の皆様に重ね

て感謝と御礼を申し上げます。 

 一足先に行われた内覧会では、一輪車クラブ

による華麗な演技、市民コーラス団体のさわや

かな合唱、幼稚園児の元気なわらすっこの歌な

どによる演出が花を添え、さらには開庁式での

地元仲町の南部囃子、将来を担う子どもたちの

開庁宣言など、ともすれば官主導で形式的にな

りやすいセレモニーは、市民と一緒になって、

これから将来に向けて開かれた庁舎になること

を強く願う意味合いと遠野らしさがよくあらわ

れて、企画された関係者の思いと熱意が伝わる

すばらしいものであったと感銘を受けました。 

 ところで、遠野の郷は実りの秋、鎮守の森の

神様の秋祭りの季節を迎えております。きょう

は雨で大雨警報が発令されているようですが、

９月に入り、若干天候が持ち直したものの、こ

としの夏は曇や雨の日が多く、８月の夏らしい

暑さはどこに行ったのかと思うような天候不順

に悩まされ、野菜などの生育不良に加えて、稲

をはじめとする作物の出来具合が懸念されてい

ます。 

 そのような中、きのう11日は、あの東日本大

震災・大津波から６年半の月命日でありました。

９月６日の地元新聞に、「被災地は今」という

ことで地図やグラフを交えた一面特集の記事が

掲載され、目にした方も多いと思われますが、

あの災害で亡くなった方は全国で１万5,894人、

行方不明の方は2,550人、震災による関連死者

は3,591人という数字が載っていました。災害

公営住宅の整備が徐々に進んでいる中で、今な

お全国では約８万7,000人が避難生活を続けて

いるという現実に、私たちは６年半という時間

や意味をしっかりと見つめ直さなければなりま

せん。 

 さて、先ほども前ぶれの部分で申し述べまし

たが、待望の新庁舎が完成、開庁し、本格的な

業務も始まって１週間余になります。郵便番号

028－0592遠野市中央通り９番１号が本庁舎の

新しい住所となりました。東日本大震災で本庁

舎中央館が被災し、庁舎機能を失ったことによ

り、緊急避難的に中心市街地活性化センターと

ぴあの店舗施設の２階半分をとぴあ庁舎として、

宮守総合支所には議場と議会事務局を、県合同

庁舎には環境整備部、農林畜産部などを、あす

もあ遠野には産業振興部を、福祉の里や消防本

部などを含めれば、十数カ所に庁舎の分散を余

儀なくされ、６年半の間、市民も職員もそれぞ

れに耐え忍んできたことは、今さら申し上げる

までもありません。 

 本庁舎の完成を機に、この立派な新庁舎から、

言い換えれば組織の集約化による再スタートと

も言うべき体制ができたことで、第２次遠野市

総合計画や２つの優先課題への取り組み、地域

コミュニティーの再構築などの課題に加え、

「遠野と言えばこれだ」というインパクトやメ

ッセージ性をもう一段高く強く踏み込んで、よ

その自治体とは一味異なる独自性の発揮に期待
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し、将来に向けて、我が遠野市を内外にどのよ

うに発信していこうとするのかについて、順次

市長の見解をお尋ねしてまいりたいと存じます。 

 最初に、震災後６年半にわたる市政の取り組

みについてであります。未曾有の大震災で、当

時の本庁舎中央館が座屈全壊の判定により庁舎

機能を失いながらも、宮城県沖地震等を想定し

ての後方支援基地構想や訓練などが即座に実を

結び、官民一体となった沿岸被災地への後方支

援活動は、その先見性と行動力、そして今後の

大災害における全国モデルとして注目を浴びま

した。 

 しかし、庁舎機能の分散化や市民サービスの

利便性の低下など厳しい環境の中で、中学校の

統合、少子高齢化や子育て支援、第１次産業を

はじめとする産業の振興、高速道路交通網の整

備促進、地域コミュニティーのあり方や伝統文

化の継承など、山積する多くの課題に囲まれた

中での被災地支援活動の継続と、庁舎分散等に

よる苦労も含め、この６年半にわたる市政運営

全般の取り組みの成果や印象的な感想などにつ

いてお尋ねをいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  瀧本孝一議員の一般質

問にお答えいたします。 

 一問一答方式でありますので、順次、お答え

を申し上げますけども、ただいま、この６年半、

あの東日本大震災から６年６カ月という、昨日

の11日、月命日ということで、この議場でもち

まして、ただいま数字が挙げられておりました

けども、犠牲になられた方々、今なお仮設の中

で生活を余儀なくされている方々、さらには６

年半というこの年月の中にあって、いまだ行方

がわからずという行方不明者もいるというこの

災害の悲惨さというものに、議員ともどもこの

議場で御冥福を祈り、また、さまざまな頑張っ

ている被災地の皆様へエールを送るという、そ

のような日が、きのうでもあったわけでありま

す。あっという間の６年半という、そのような

ことをただいまの御質問をお聞きしながら、私

も改めて思っているところであります。 

 そういった中で、この６年半という時間とい

うよりも、この月日の経過という中で、さまざ

まなものに議員各位の御理解、またさまざまな

叱咤激励をいただきながら、待ったなしの市政

課題に取り組んできたという歩みがあったとい

うように私自身も振り返っているところであり

ます。 

 あの総合防災センター、古くなった遠野市消

防署、これを何とか災害に強いまちづくりにし

なければならないという中で、平成17年、18年

ごろということになりますか、合併して間もな

く、後方支援中継基地構想というものをまとめ、

その中で総合防災センターを運動公園にオンサ

イドとして位置づけながら、これからの一つ災

害対応にという中で、総合防災センターとして

の位置づけとしてのプロジェクトを持ったわけ

であります。その予算が、あそこの場所に建て

ていいぞという可決をいただいたのが、６年半

前の３月10日だったわけであります。まさか翌

11日にあのような大災害が起きるとは、全く夢

にだに、想定だにしていなかった。しかし、現

実のものになった。 

 私は、今でも思い出しております。あの総合

防災センターを、あの運動公園にオンサイド、

そうなることによって遠野の果たす役割、そし

てその拠点性の中で、懸案である釜石自動車道

の全通に向けて、何とかインパクトのあるアプ

ローチできないだろうか。立丸峠、何度足運ん

でもいい答えは出てこない。まさに誰がそこを

走るんだと言わんばかりの対応であったという

中で、何度も悔しい思いをしてきた。ただそれ

を、道路が狭い、そしてまた狭隘だ、カーブが

多い、だから道路改良だというわけにはいかな

い。遠野の果たす役割をしっかりと身につけれ

ば、やはり一つの道路のきのうもいろいろスト

ロー現象、ストロー効果、あるいはストック効

果というような議論を行いました。 

 そういった中で、遠野の果たす役割を明確に

するという部分にあっても、この広域的な拠点

としての総合防災センターをあそこに構築する
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ことによって、それで道路整備にも一定のイン

パクトを与えることができるんじゃないだろう

かという、そのような一つの背景の中で、あの

予算を全会一致で可決をいただいて、じゃあ、

いよいよといったときにあの震災が起きたわけ

であります。 

 果たして、あの総合防災センターを予定どお

り進めるか進めないか、正直なところ悩みまし

た。しかし、あの震災があったからこそ、それ

こそ総合防災センター機能をしっかりと立ち上

げなければならないという議員各位の御理解も

いただきながら、予算の組み替えもせず予定ど

おり着工ということになり、そして、その総合

防災センターが形になってあらわれたことによ

りまして、それぞれ大変な数の方々が、中継基

地としての総合防災センターを経由しながら被

災地のほうに入っていったという、そのような

拠点性が、あそこの中に見出した。 

 そして、今やさまざまな形で広域的な一つの

対応を考える場合における拠点として、あるい

は消防防災の一つの広域的な拠点として、あそ

この総合防災センターの存在感がますます高ま

ってきているということになるんではないのか

なと思っておりまして、この一連の予算、そし

て全会一致で可決をいただき、普通、中心部か

ら郊外にああいう公共的な施設を移すというこ

とにつきましては、いろんな意味での、それこ

そ反対があったり、いろんなハードルがあるわ

けでございますけども、あそこでいいぞという、

そのような対応をいただきながら、それもしっ

かりと形にすることができたということにつき

ましては、本当に感無量なものがあるというこ

とを、この６年半を振り返りますと、非常に印

象深い一つのプロジェクトとしてあります。 

 それに伴いまして、さらには中学校再編、あ

るいは合併以来の課題でありました宮守との幼

児教育の一元化、さらには、釜石自動車道のさ

まざまな形におけるこの一定の整備の加速、そ

して、立丸の２つのトンネルの着工、さらには、

この道路のきのうからの議論の中にありますけ

ども、東工業団地のような大きな沿岸と内陸の

交流の拠点として、人口減少に歯どめをかけ、

ストローとして、中において県央部にどんどん

どんどん吸い寄せられるんじゃない、沿岸地域

の方々と内陸の地域の方々としっかりとタッグ

を組んで、遠野を中心とする圏域の大きなより

どころとして遠野を位置づけるんだという部分

において、東工業団地の位置づけといったもの

にも取り組むことができました。 

 そしてまた、進化まちづくり検証委員会を立

ち上げ、市民協働という仕組みの中で、小さな

拠点をネットワークに11地区に地区センターを、

さらには保健・医療・福祉・介護といった部分

の中における一つのきちんとした遠野ならでは

の仕組みづくり。 

 市民センター、社会資本総合整備交付金を活

用いたしました。約20億円の事業費がかかった

わけでありますけども、遠野ならではの一つの

市民センターの、この人づくりの拠点としての

市民センターの全面リニューアルといったもの

にも踏み込むことができました。 

 さらには、「ｍｍ１」を中心とする、一つの

宮守町への新たな魅力づくり、拠点づくりとい

ったものにも取り組むことができました。 

 それらこれらを踏まえ、昨年は46年ぶりの

「いわて国体」。少年サッカーの主会場として、

全試合を遠野で消化することができました。当

初は、無理だろうと。花巻との連携にしかなら

ないのではないだろうかという、一つの背景が

あったわけでありますけども、関係者一丸とな

りまして、あの46年ぶりの岩手国体の少年サッ

カー、サッカーのまちとしての遠野の圧倒的な

存在感を、市民の皆様としっかりと取り組むこ

とができ、特に高校・中学校再編の中で、大変

な地域の方々の思い、そしてなぜ学校がなくな

るんだという、そのような一つの熱い思いを乗

り越えて、東中学校、遠野中学校、西中学校と

いう形に再編をしたその生徒諸君が、全校応援

という中で、分け隔てなく全国24チームの遠野

に来た選手団を応援してくれたという、あの姿

には、本当に、市民一丸となればいろんなこと

ができるんだなということが、その中で私も感
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じ取ったということでありまして、そのような

ことが、この６年半の中にいろいろ、まさに議

員各位をはじめ、そしてまた一方、市民の方々

もそれぞれの立場の中で協力をしてくれたがゆ

えに、今申し上げましたようなものがそれぞれ

形にし、仕組みにすることができたのではない

のかなというふうに思っております。 

 そういった中で、庁舎も、正直なところ、私

ははっきり申し上げまして諦めておりました。

今の市の行財政事情の中にあっては、まだまだ

やらなきゃならない、議員各位からもいつも厳

しい御指摘と、また御指導もいただいておりま

す。それには対応しなければならない。じゃあ、

庁舎は皆で我慢しようという、そのような気持

ちで腹をくくっておりました。 

 しかし、そういった中におきまして、ただい

ま申し上げましたような、あの東日本大震災の

市民一丸となっての取り組み、それぞれの立場

での役割、そういったものが強く後押しをし、

市役所は持ったほうがいいぞという国の一つの

言葉になり、先ほど御質問いただきましたとお

り、９月３日に、多くの関係者、工事関係者も

含めて本当に多くの関係者、地権者、店子の皆

様の絶大なる御協力、まさに昼夜を問わず、夜

間まで作業をしながらという部分の中におきま

して、あの庁舎を持つことができ、それを市民

の皆様ともどもお祝いすることができた。 

 先ほど質問の中で、官主導という話がありま

した。私はこれが本当に今市民協働ということ

を言っているときに、官主導という中で物を進

めるということについては、いかがなものかと

いうことで常に考えておったわけでありますか

ら、あの開庁式といったものをあのような形で

企画をした関係者には、私も敬意を表しており

ますし、話が上がってきたときに、これはいい、

こういう企画でいこうというそのような中で受

け答えしたことをよく、ついきのうのことのよ

うに思い出すわけでありますけども、そういっ

た取り込む、あるいは巻き込む、そしてまた市

民の皆様と一緒にという、そのような仕組みづ

くり、あるいはまちづくり、これからもなお一

層大事になってくるんじゃないのかなというこ

とを感じておりますので、６年半ということを

振り返れば、今申し上げましたようなさまざま

なもの、そしてそれを踏まえて、第２次遠野市

総合計画、遠野スタイル創造・発展総合戦略と

いう中で、10年を見据えたいろんな構想なり計

画なり、前期５カ年計画、そして10の未来づく

りプログラムといったようなものまで含めて、

ある程度の中長期的な展望を見出すことができ

たというふうに考えているところでございます

ので、そんなことを申し上げまして、答弁とさ

せていただきます。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  ただいまは、６年半の

凝縮されたさまざまなプロジェクトが、市民と

ともにさまざまなプロジェクトに取り組んでき

たというお話をいただきました。 

 次に、おさらいの意味で、今回完成をした新

庁舎の計画から完成までの取り組みや経緯をお

尋ねいたします。 

 先般の市民センターでの落成式に放映された

新庁舎に係る計画から完成までの歩みをまとめ

たビデオを拝見させていただきましたが、これ

までの流れがコンパクトにわかりやすく編集さ

れていると感じました。新庁舎の建設について

は、今までに議会とのやりとりをはじめ、機会

あるごとに何度も市民の皆様へ周知を図ってき

たと私自身は感じているところでありますが、

落成式に参加できなかった多くの市民の皆様や、

場所の選定などに未だに疑問を持ち合わせてい

ると伺う一部の方々へ、改めて市民懇話会や

ワークショップでの建設場所の選定や、地権者、

店子の皆様への説明、市役所としてあるべき姿

のコンセプトの検討、さらには進化まちづくり

検証委員会からの提言等を踏まえ、丁寧な議論

や審議と手続きを経ながら、中心市街地の商業

施設であるとぴあ庁舎の活用とあわせて、現在

地に建設した経緯や流れを、新議場のこの場か

ら、いま一度しっかりと市民に向けて説明をし

ていただくことが必要ではないかという思いか
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らお尋ねをいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この新庁舎、そして３

階に設置されました市議会本会議場でこのよう

な市政課題について議論が始まっております。

先ほど申し上げましたとおり、９月３日には開

庁式、そして落成式、そして市民の皆様ともど

も祝賀会というような、そのような一つの３日

の日がありました。 

 それに先立ちまして、19、20日には内覧会と

いう中で、市民の皆様約1,200名の方々が訪れ

まして、そのようなこの議場を、あるいはそれ

ぞれのフロアーを、さらには渡り廊下でつなが

ったとぴあ庁舎といったものの複合庁舎として

の位置づけといったものにつきまして、市民の

皆様にもしっかりと確認をいただいたのではな

いのかなというように思っております。そうい

った中におきまして、ただいまこの一連の経過

にという、そのようなことでのお尋ねでありま

した。 

 ただ、第１問の中で申し上げましたとおり、

あの３月11日午後２時46分、私はあの崩壊した

と申しますか、被災を受けた市役所に駆けつけ

たときのことを思い出しております。２時46分

に地震が起き、そしてたまたま自宅にいたとい

うこともありまして、まだ揺れが収まっており

ませんでしたけども、防災服にすぐ着がえて、

トランジスタラジオをわしづかみにしながら自

転車で市役所に駆けつけました。３時ちょっと

前でありました。 

 呆然といたしました。もう私の市役所、市長

室も足の踏み場もないほど、もう大変な状態に

陥っていました。職員からは、入っちゃだめだ

と止められたましたけども、入ったときのあの

惨状を、本当に、ついきのうのことのように思

い出すわけであります。それを踏まえて、この

市役所をどのようにという部分における大きな

課題がありました。 

 そういった中におきまして、市民50人による

皆様から、この市役所機能をどのように、再建

するのであれば、どの規模でどのようなものに

ついてということで、広く意見を聞く、そのよ

うな場を設けさせていただきました。放ってお

くわけにいかないだろうと。いつまでも建てな

いというわけにはいかないだろうというものが

あったんですけれども、やはり先立つものがな

いというのが、これが現実であったわけであり

ます。 

 そして、さまざまな角度から検討しようとい

うことで検討を始めた平成25年の２月に、総務

省の自治財政局を訪ねました。これは毎年２月

に、交付税を少しでも上乗せしてもらうという

方向の中で総務省を訪ねているわけであります。

これは皆様、議員各位も御案内のとおり、市に

あっての交付税は国がその配分を調整をする、

町・村にあっては県の市町村課が、県がそれを

配分を調整するという仕組みになっているわけ

であります。 

 しかし、この市が県を超えて国に直接交付税

の要望活動をするということについては、一つ、

ルールとしてやっちゃならない、好ましくない

という一つの形になっているわけでありますけ

ども、それこそ背に腹は代えられない。遠野の

課題がいっぱいあると。そういったものについ

ては、少しでもというんであれば、その思いを

やっぱり直接届けるのが大事じゃないかという

ことで、毎年、市長就任以来、総務省通いをし

ておった。ことしも来たのかという一つの国の

ほうにすれば、またことしも来たのかという中

で受け答えをしてくれるという、そのような状

況になっておりました。 

 その日、対応してくれました総務省自治財政

局の佐藤局長さん、この７月で事務次官まで上

り詰めて退官いたしましたけども、佐藤局長さ

んから、28年３月までに着工するということで

あれば、これはひとつ応援ができるから建てた

ほうがいいんじゃないの、建てなさいというよ

うな、そのような御指導を直接受けたわけであ

ります。 

 そういったことを踏まえまして、この懇話会、

立ち上げていた50人の懇話会の議論が一気に加
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速いたしました。これが手の届くところに来た

という。しかし、場所をどこにするのか、ある

いはどの程度の規模にするのか、これはやっぱ

り大きな課題でありました。ただ建てればいい

というわけにはいかない。人口減少、それに伴

いまして、職員も減らしていかなければならな

いという中における経営としての基礎自治体と

しての一つの現状があるとなれば、ただただ総

合庁舎を建てれば、それで済むというわけには

いかないだろうという、そのような一つの議論

として課題が浮き彫りになってまいりました。 

 そういった中におきまして、高校生４人を含

むワークショップを立ち上げながら、どうすれ

ば遠野にふさわしい市役所機能を持つことがで

きるのかということにつきまして、あらゆる角

度から、５回、６回、７回と議論を重ねていた

だきました。 

 市民センター、約20億円をかけ、人づくりの

拠点として小さな拠点11地区をネットワークと

しながら、市民センターの機能をしっかりと位

置づけようと、40年来の市民センターの歴史と

歩みがあるんであれば、健康福祉の里は、これ

からの高齢化社会と少子化の中にあって、保健、

福祉、医療、介護、それに健康づくりという

キーワードの中で一つの拠点にしようとなれば、

本庁舎は中心市街地まちなか再生というにぎや

かさを取り戻す。これが高速道路網ネットワー

クの整備に伴って、かつての沿岸と内陸の交流

の拠点としての遠野町の役割、遠野市の役割、

これをしっかりと位置づけながら、このネット

ワークとして構築する、その市役所機能として

どうだろうか。であれば、とぴあ庁舎はそのま

まのほうがいいんじゃないか、これをうまく機

能させながら、必要な分だけを本庁舎として位

置づけようという一つの中で、あの渡り廊下の

一つの発想がその中に出てきたということで、

ここの場所にという一つの方向に落ち着いたと

いう中で、新しい市役所庁舎の一つの輪郭がそ

の中でしっかりと見えてきたという、そのよう

な状況にあるわけであります。 

 その中におきまして、やはり中心市街地、ま

ちのど真ん中でありますから、多くの地権者、

店子の皆様の絶大な協力は不可欠でありました。

それをしっかりとして、遠野のまちづくりとい

う部分の中における、そしてまた、町なか再生

という部分において、実は遠野駅舎の問題も、

これも大きな課題として横たわっておりました。

これをどうにかしなければならない。そしてま

た一方、北日本銀行さん、岩手銀行さんという

県内有数の金融機関が、まちなか再生、中心市

街地の活性化というところに全面的に協力をし

ていただきました。 

 そういったことを踏まえれば、まさに官民一

体という一つの連携の中で、市役所を中心市街

地のど真ん中に位置づけることにより、かつて

の遠野のにぎわいを、そしてまたそれが核とな

って、周辺を取り巻く１町10カ村という一つの

まちづくりのネットワーク化が、その中にしっ

かりと位置づけられるのじゃないのかなという、

そのような方向の中でこの場所に落ち着いたと

いう中で、形として見え、こうして今このよう

な議場でもって議員各位にこの経過を報告する

という立場、そしてまた説明をするという立場

をいただいたというのは、私にとっても大変感

慨深いものがありますし、また一方、これを取

り巻くいろんな職員をはじめ、大変な努力と、

また懸命なひたむきな取り組みが、その背景に

あったと。 

 正直なところ、怒鳴り合いもいたしました。

そして、朝早く集まって、打ち合わせもいたし

ました。夜遅くまで残って議論もいたしました。

そのような一つの経過の中で、形としてあらわ

すことができたと、これは繰り返しになります

けども、議員各位の、私は持論でありますけど

も、幾ら構想を持って思いがあって、さまざま

なものがあっても、議会という場の中におきま

して、可決承認という手続を踏まなければ前に

進めることができないわけであります。 

 したがって、それをしっかりとやれよという

中で、可決承認という一つの手順の中で御協力

をいただいた議員各位にも、この場をお借りい

たしまして、御礼と感謝を申し上げながら、さ



－ 68 － 

らにともども、この市役所機能を複合庁舎とし

てのとぴあ庁舎との連携に中で、まさにこの場

所に建ててよかったなという一つの答えを皆様

とともに、議員各位とともに見出してまいりた

いというように改めて決意を申しているところ

でありますので、そのことを一言つけ加えて、

経過でありますので、ちょっと申し上げまして、

答弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  まちづくりの拠点とい

うことで、ここになったという説明がされまし

た。前の質問にも関係しますが、新庁舎の建設

場所は、なぜあそこだったのかとか、ほかにも

っといい適地があったのではないかとか、さら

には移転補償費から建設附帯工事まで三十数億

円も次ぎ込んだことが税金の無駄遣いであると

いう批判の声が、事ここに及んで出ているとい

う風評もあるやに聞いています。 

 人の口に戸板は立てられませんが、そのよう

な、今となっては的外れとしか思われない批判、

風評を払拭するためにも、被災地に対する国か

らの復興特別交付税や有利な支援措置を最大限

活用して、建設するなら「今でしょ」というそ

の時機を失することなく、庁舎を建設できたこ

と、加えて、市民の負担をできる限り抑えよう

と考慮した結果の建築という意味合いからも、

財源の内訳などを市民の皆様にしっかりと御理

解をいただくために、繰り返しになろうとも、

その財源の内容などの説明をいただきたいと思

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）  ただいま一連の経過、

背景等につきまして、申し上げたところであり

ますけども、今の御質問の中で、三十数億の事

業費を要したプロジェクトであったと。その通

りであります。 

 ちなみに、この財源の問題につきまして、内

訳を申し上げますと、この震災復興特別交付税

という一つの財源が13億1,900万ほど確保する

ことができました。それに伴いまして、後年度、

言われるところの交付税パックがありますこの

震災施設復旧関連事業債、これも非常に有利な、

交付税で償還財源が手当されるというそのよう

な事業債が６億5,900万ほど手当をすることが

できました。この２つを合わせますと、約20億

円の財源が、国がこの庁舎に手当をしたという

一つの結果になっております。これがあったか

らこそ庁舎に踏み切ることができたわけであり

ます。これがなかったならば、まだまだやらな

きゃならない、急がなきゃならない、そのよう

なものが山積しているわけでありますから、分

散して我慢しようということになったという部

分が、この20億円という国の財政支援、これは

本当に先ほどの答弁の中で申し上げましたけど

も、いまならば応援できるぞと、建てなさいと

いう、その単なる国からの建てなさい、建てた

ほうがいいよというあの言葉は、私はしっかり

と耳に残っております。やっぱり遠野さん、や

ったほうがいいよというそのような背景が、や

はり後方支援という中で遠野が示した、あのよ

うな活動が、そういう言葉につながったという

中で、今のこの２つの財源。 

 それに伴いまして、庁舎整備基金といったよ

うなものを、わずかな財源をやりくりしながら、

２億3,000万ほど手当をしておりました。これ

を確保、それを充当いたしました。 

 それからさらには、公共施設等整備基金、い

うところの財政調整３基金と言われるこの基金

もやり繰りしながら確保しておりましたので、

この基金を５億6,000万ほど、この中に基金を

入れました。 

 そして、何とかこれだけのプロジェクトなの

で、市民の皆様の理解、議会の皆様の理解をい

ただいてという中で、一般財源を、その中で５

億7,000万円ほど、それこそやり繰りしながら、

総額で33億5,400万という事業費として組み立

てたという、そのような中での本庁舎でありま

す。 

 したがって、この移転補償、あるいはそれに

伴うさまざまな掛かった経費等につきましては、
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これをどうしても、やっぱりこの中心市街地と

なれば、その部分はどうしても必要だ。しかし、

これは町なか再生、町なかにぎわい、そしてこ

の部分において、これから大きな課題となって

いる駅舎問題をはじめとするさまざまな問題に

きちんとアプローチし、遠野の市政をしっかり

と示すためには、やっぱり必要な財源措置であ

ったという中で、やり繰りをしながらその財源

を捻出したということでありまして、それに伴

っての健全財政５カ年計画の範囲内の中で、し

っかりとこの対応ができるということを検証し

ながら、ただいま申し上げましたような財源の

中でやり繰りをしたということでございますの

で、この場をお借りいたしまして、その内訳を

申し上げまして答弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  33億円ほどの事業費の

うち約20億円を国から手当をしていただき、約

８億円が基金から充当されたという内容であり

ました。 

 これまで新庁舎の計画から完成までの取り組

み等に関し、改めて多くの市民の皆様にも納得

していただければと思い、私なりに詳細に説明

を伺ってまいりました。少子高齢化と人口減少

の急速な進展、空き家空き店舗の増加、ＴＰＰ

や減反政策の自由化による第１次産業の不透明

化など、本市を取り巻く現状は極めて厳しいも

のがあることは、大都市を除く全国の多くの地

方自治体が抱え持つ、似たり寄ったりの課題で

もあり、衆目の一致するところだと思われます。 

 そのような中で、市街地の核となり、中心市

街地の活性化、まちなか再生と、市民の拠り所

となる市役所本庁舎が完成したことは、夢と希

望が結集され、文字どおり仲町をはじめとする

遠野市のど真ん中で、まちづくりの拠点施設に

なってほしいと願うものであります。 

 この新庁舎をどのように生かし、まちなか再

生と活性化につなげていこうとするのか、また

中心市街地から遠い周辺部の衰退にどう歯どめ

をかけ、地域を維持していこうとするのか、立

派な新庁舎が完成したパワーを遠野市全体のま

ちづくりにどうつなげ、生かしていこうとする

のかについて、市長の考えを伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  まちづくり、地域づく

りという一つの切り口の中で、今全国の市町村

は、さまざまな中で懸命に努力をしている。そ

の中に、一つのキーワードとして、合併前と合

併後という一つのキーワードがある。さらには、

震災前と震災後というキーワードがあるという

のを私、よくこの言葉を使わせていただいてお

ります。 

 そういった中にございまして、遠野市１町10

カ村、遠野郷という一つの歴史を歩んできたと

いう地域が、遠野のまちづくりの一つの背景に

あるわけであります。特に、この中心市街地、

かつて柳田國男先生が、何でこの山の中にこん

なにぎわいがあるんだというようなことを『遠

野物語』の序文の中に書き込んでいるというこ

とは御案内のとおりであります。沿岸と内陸の

交流の拠点であり、歴史的にも藩政時代から大

変な役割を果たしてきたというのが、この遠野

のまちの中心部がその中にあったということに

なるわけでありまして、そしてまた、このこだ

わりが、遠野のまちづくり、大工町の景観にこ

だわったまちづくりをはじめ、多くの市民の皆

様が遠野のまちづくりにこだわりながら、いろ

んな賞も受賞するなど、いろんな、何と申しま

すか、遠野のこだわりの中でまちづくりを行っ

てきたという一つの背景があるということにな

ろうかというように私は考えております。 

 そのようなことを含めまして、博物館のリニ

ューアル、あるいは市民センターの大規模なリ

ニューアルといったものも進めました。さらに

は、議員各位御案内のとおり、駅前再開発とい

ったものにも踏み込みました。ＪＡとおのの吸

収合併に伴いまして、あの駅前の本店ビルをど

のように持っていったらいいのかということに

つきましても、非常に大きな市政課題でありま

した。 
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 そういった中におきまして、多くの関係者が、

設計、建築関係の業者の方々、あるいはこれま

で遠野のまちづくりに取り組んできた多くの

方々が、やはり駅前の再開発も含め、あの農協

ビルを何とかよみがえらせようという一つの発

想の中で、いろいろ議論をし、「あすもあ遠

野」という中で、あそこに新たな光り輝く施設

を立ち上げることができた。古くて新しいもの

は光り輝くという言葉の中で、そこを一つ位置

づけることができた。「旅の蔵遠野」といった

ものをその中につくることができた。 

 伊藤家という住宅も、町屋の商家も一日市通

りに再建することができたと。昔話村を「とお

の物語の館」として新たな息吹をその中に吹き

込んだというようなものが行われてきたという

背景の中で、このそれぞれのこれまで取り組ん

できた先輩、先人のいろんな思いといったもの

をしっかりと受けとめながら、これをさらに光

り輝くものにするためには、やはりまちなか再

生という一つの大きなプロジェクトに取り組ん

でいかなければならない。一日市通り、仲町通

り、駅前通り、空き店舗・空き家がふえ続けて

おります、これに手をこまねいているわけにい

かない。 

 したがいまして、この市役所機能をしっかり

とその中に位置づけることによって、空き家・

空き店舗対策もさらに加速させ、そこで得た土

地、あるいは施設を、何とか子育てなり、ある

いは安心安全のための高齢者の方々、障がいの

ある方々の安心で安全で住めるような住環境を、

この中心市街地の中にも求めることができない

だろうかと。 

 さらには、災害といったものを考えれば、も

う電柱の無電柱化ということが、国の大きなプ

ロジェクトになっております。この電柱の無電

柱化、これが国の大きな流れになっております

ので、それをしっかりと受けとめれば、この市

役所を中心とする、ただいま申し上げましたい

ろんな施設をネットワークにすれば、新たな遠

野の中心市街地の再開発といったものがその中

に目に見えてくるではないだろうか、それがし

っかりと見えれば、道路の、いうところのスト

ロー現象なり、ストロー効果なり、きのう来、

菊池美也議員ともいろいろ議論いたしましたけ

ども、いうところのストック効果といったもの

を、その中でしっかりと見出すことができるん

ではないだろうかという部分の中で、まちなか

再生、中心市街地再開発といったようなプロジ

ェクトにしっかりと踏み込んでいくことが、今

新たな市政課題として真正面から向き合わなけ

ればならない、そのようなことではないかなと

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）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  ぜひまちづくりの核と

して、しっかり位置づけられて、機能を果たし

ていただくように、市民の皆様と協働でまちづ

くりに臨んでいっていただきたいと思います。 

 １つ目の最後の質問になります。私が遠野市

をイメージし、発信している言葉として思い浮

かべるのは、『遠野物語』と柳田國男、佐々木

喜善に伊能嘉矩、民話の里にカッパ淵やおしら

さまと馬の里、特産品では、ホップ、ワサビ、

暮坪カブ、ジンギスカン、どぶろくなど、そし

て観光地では、荒川、貞任、高清水、寺沢の高

原や早池峰山、さらには曲がり屋千葉家に伝承

園、ふるさと村、めがね橋、五百羅漢に続き石、

卯酉神社、清流稲荷穴、そのほか多彩な民俗芸

能、子育て応援宣言のまちなど、遠野遺産を含

め、数え上げれば、まだまだたくさんあると思

われます。 

 このような中で、本庁舎の完成と遠野市の再

スタートを機に、「遠野と言えばこれだ」とい

う発信が改めて問い直されてもいいのではない

かと思われます。何が「永遠の日本のふるさと

遠野」であるのか、多方面から知恵を結集しつ

つ、これまでのイメージから一歩踏み込み、カ

ッパや馬、『遠野物語』などを超えるインパク

トの強いアイデアで、よその自治体とは一味異

なる独自性を発揮し、将来に向けて我が遠野市

を内外にどのように発信していこうとするのか、

このことについて、市長の見解をお尋ねいたし
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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）  新たな出発点にという

認識の中で取り組まなければならないというこ

とは、私も全くそのような認識でこれからの市

政課題には取り組んでいかなければならないと

いうように思っているところであります。 

 実はきのう、議会が終わった後、中学生が私

の部屋を訪ねてまいりました。これから文化祭

をやるんだけども、これからの遠野をという中

で、市長の考えをという中で中学生諸君からイ

ンタビューを受けました。１時間ほどいろいろ

懇談をいたしました。 

 そういった中におきまして、今御質問にあり

ましたとおり、カッパ淵や座敷童、あるいはカ

ッパということじゃなくして、新たな遠野の魅

力づくりについて市長はどう思っておりますか

という、中学生から質問を受けました。 

 そのとき私は申し上げました。世界遺産があ

るんであれば、「遠野遺産」という一つの言葉

の中で今取り組んでおりますよという話をしま

した。そして、遠野遺産認定制度という一つの

仕組みの中で、その地域地域が本当に大事にし

ている、学術的な文献的なものはないんだけど

も、これは昔から大事にしてきたものだという

中で、それをしっかりと地域の方々が守ってい

るんですよという話を中学生諸君に話をいたし

ました。 

 すごく関心を持ち、そして、どのような魅力

のある遠野のまちというものにするために、

我々中学生もこれからいろいろ遠野のことを知

って頑張っていきたいと思っておりますという

話をして帰っていきましたけども、その意味に

おきましては、従来の遠野の一つのイメージ、

これはもちろん普遍的なものであり、大事なも

のであり、これをおろそかにしては、伊能嘉矩、

佐々木喜善があったから柳田國男先生の民俗学

につながったという、このことに誇りを持ち、

さらには、さまざまな形でいろんなスポーツも

文化も大変な、特に郷土芸能などもものすごい

ものを持っている。すばらしいものを持ってい

る。そして、この10月には、全国わさび大会も

遠野を会場に行われるという、そのような一つ

のいろんな仕組み、あるいは発信が次々と行わ

れているということでありますので、やはりそ

ういったものについて、よく言う、今持ってい

る地域資源、遠野の誇るべき地域資源にさらに

磨きをかけるということを、市民協働という仕

組みの中で、あるいはこだわっている市民の皆

様の大きな力をきちんと結集をしながら、そし

てそれをやはり力にする。 

 したがって、これは私は新たな一つの力とい

ったときにおいては、これもよく使っている、

私も好んで使っている言葉でありますけども、

「遠野らしさ」、「遠野ならでは」というその

言葉の中には、遠野が持つ自然、歴史、文化、

風土というものの中における場の力、それにこ

だわっている多くの人々がいる。また、それを

すごく、そういったものに対して応援をすると

いう全国の遠野ファンの方々がいるといった皆

様と一緒に力を合わせながら、それをさらに総

合力として示せば、やはり遠野の大きな一つの

活力をその中に見出すことができる、また見出

さなければならない、それがやはり『遠野物

語』を背景とする一つのこれまでの歩みの中の

次のステージに持っていくという力を、みんな

でそれを形づくり、また仕組んでいくというこ

とが大事ではないのかなと思っております。 

 そういった点では、週末に行われるアメリ

カ・テネシー州チャタヌーガの市長さんの御来

遠を待って、さらなる文化交流、特にもこの中

学生・高校生諸君のあのものの見方、考え方、

そしてまた遠野へのこだわりといったものにつ

きましては、本当にうれしいものがあります。

そしてまた、こっちが教えられるものがいっぱ

いあります。あの若い諸君の力をきちんと我々

が見守り、そして育てていかなきゃならない。

そして、遠野をしっかりと守って、そして新た

な遠野のまちづくりに、それこそ戦力になって

もらわなきゃならない、そのようなことが今求

められているんではないのかなというように感
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じたところでございますから、その思いも申し

上げまして答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  普遍的なイメージを大

事しつつも、次の世代の人たちとともに新しい

ものにもチャレンジをしていただきたいという

ふうに思います。次の質問に移ります。 

 さきの国政での総理大臣夫人の関与が取り沙

汰された森友学園の新設小学校に関わる国有地

の大幅値引き払い下げ問題に加え、総理大臣と

極めて親しい友人が経営する関係から、加計学

園農獣医学部新設問題に絡んで、その申請手続

の進め方や記録文書の存在問題が大きな社会問

題となりました。 

 国会議員と中央省庁の役人との忖度という関

わり合い、役所内部の不都合な記録の存在否定

とも思えるような国会答弁、あるいは役人は物

忘れが激しい人のほうが出世すると揶揄される

など、連日、ニュースで取り上げられ、大きな

政治不信を招いた結果、東京都議会選挙などに

影響して、政権基盤までを揺るがす事態になっ

たことは記憶に新しいところであります。 

 これらのことから、２項目めのテーマは、普

段、余り気にもとめない行政文書という役所の

書類に関わって、今日の行政文書の実情やメー

ル文書などの現状、管理や我々議会のチェック

の有無の必要性も含め、「行政文書の重要性と

ＩＣＴ社会における行政文書メール等のあり方

について」と題し、以下、順次質問をさせてい

ただきます。 

 まず、国政の事案ではありますが、連日のよ

うにマスコミに大きく取り上げられ、国会の閉

会中審査まで行われた加計学園農獣医学部新設

問題に関わって、担当省庁間や対外部署との官

僚などによる電子メール文書等の記録文書や、

個人的メモなどの記憶文書メールの存在の可否

や管理が問題となりました。 

 官邸の圧力の有無や中央省庁官僚の忖度など、

学部新設の問題は別として、先般の国政におけ

る行政文書や電子メール問題について、市長の

認識や感想をお尋ねいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この電子メールの一つ

の存在といったものにつきましては、文字どお

り、今は市役所の中にあっても日常的なものと

なって使われているということは御案内のとお

りであります。 

 そのような中で、このメール文書といったも

のにつきましては、いうところの、ただいま御

質問がありましたとおり、行政文書として取り

扱うという一つの自治体職員にとっても極めて

重要な一つの存在であるということ、国の問題

だけじゃなくして、我々基礎自治体の職員も、

この電子メールというものの存在を、いうとこ

ろの行政文書というその重要なものであるとい

うことを改めて認識をしなければならない、そ

のようなことを突きつけた一つの出来事であっ

たんではないのかなというような認識をいたし

ているところであります。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午前10時57分 休憩   

────────────────── 

   午前11時08分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き、会

議を再開いたします。 

 ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  メールの文書の重要性

は認識をしているという先ほどの答弁でありま

した。手書きの文書が当たり前だったのは、い

つごろの年代までだったでしょうか。それがタ

イプライターとなり、ワードプロセッサーとな

り、パソコンへと変化を遂げてきました。今や

完全にパソコンがなければ仕事ができないとい

う社会になり、公式文書というのか行政文書と

いうのか、役所の文書などは100％と言ってい

いほどパソコンで作成されていると思われます。 

 蛇足ではありますが、普段、文字を手書きし

なくなったことで漢字を思い出せない、書けな

いという自分に情けなさを覚えるときも多くな
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りました。 

 ２つ目の質問は、このような社会情勢の変化

の中で、我が遠野市のパソコン中心業務におけ

るメール行政文書の現状はいかがなものかにつ

いてお尋ねをいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この電子化という部分

において、ＩＣＴがかなりのスピードで進化し

てきている状況の中にありましては、このメー

ルなくしてはという部分は御案内のとおりであ

ります。 

 そういった中にございまして、市の機能も、

このメールの中で、国や県、あるいは市役所の

組織機関の中におきましても、きちんとメール

でのやりとりがやられているという状況にある

ことは、これもまた現実としてそのとおりであ

ります。 

 ただ、御質問のありましたとおり、そうは言

いながらもメールはメールだという考えをとれ

ば、やっぱり行政の立場として極めて大事な、

そして常に公平で正しく、それこそきちんと処

理をしなきゃならないって、先ほど行政処分と

いう言葉がありましたけども、そういったもの

につきましては、行政処分に関する文書にあっ

ては、電子メールを用いることはなく、きちん

とした対応の中で進めているという状況でござ

いますので、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）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  わかりました。 

 次に、本市の組織の総務課の中には、行政文

書係という係が存在します。役所の文書の担当

だとは想像できますが、一般市民には余りなじ

みのない部署であるとも思われます。 

 この際、行政文書係の仕事を知っていただく

ためにも、普段どのような業務をしているのか、

その役割と責任の度合いについてお知らせを願

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）  この市役所の中にあり

まして、行政文書係という組織は、なじみのな

いという部分で。ただ、私もいろいろ市長とい

う仕事の中におきまして、さまざまな中でいろ

んなこういう言葉、あるいは条例の場合はこう

だとか、さまざまな規則がこうだとかって部分

になりましては、行政文書係からいろいろ、は

っきり言えば教えてもらうことがいっぱいある

ということが市役所の中にはあるわけで、これ

はきちんとしなければなりません。 

 したがいまして、この行政文書係の今の御質

問にありましたこの役割とその責任はどのよう

にという部分でのお尋ねでありましたので、こ

れを仕切っております総務部長のほうから、こ

の今の現状について、行政文書係の一つの役割

と機能につきまして御答弁申し上げますので、

よろしくお願いをいたします。 

○議長（新田勝見君）  鈴木総務部長。 

   〔総務部長兼防災危機管理課長鈴木惣喜

君登壇〕 

○総務部長兼防災危機管理課長（鈴木惣喜君）

 命によりまして答弁させていただきます。 

 行政文書係の役割は、市議会に提案する議案

の調整、条例・規則等の例規審査、情報公開や

個人情報保護に関することなどがございます。

また、例規以外の文書の審査及び指導も行政文

書係の役割にあります。 

 一言に文書といっても、文書は決定した市の

意思を残し、伝えるものであります。行政を運

営する上で最も基本的なものであると同時に、

最も重要なものの一つであると認識しておりま

す。 

 このことから、毎年４月に各課等の文書主任

を対象とした会議を開催し、文書事務の取り扱

いの徹底をはじめ、行政文書の適切な管理、保

管などについて、行政文書係が説明を行ってお

ります。 

 地方公共団体の事務は、文書に始まり文書に

終わるというぐらい文書の占める割合が大きく、

その文書処理の適否が行政に与える影響は計り
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知れないものがあります。事務のＯＡ化の進展

や情報公開等への対応等で、これまで以上に文

書の取り扱いの重要性が増しており、その意味

で行政文書係の役割は大きく、その責任は重い

ものと認識いたしております。 

 以上です。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  行政文書係の役割と内

容が明らかにされました。最も役所においては

文書が基本となるものであるということもわか

りました。 

 それでは次に、行政文書の定義とは一体何で

あるのか、その重要性とはどこから来るのかに

ついてお尋ねをいたします。 

 私が知り得た範囲の知識では、行政文書とは

行政機関の職員が職務上作成・取得した文書の

うち、その行政機関の職員が組織的に用いるた

めに保有している文書、公文書の一種であり、

公文書管理法第２条第４項や情報公開法第２条

第２項に規定されている文書で、内容によって

は職員による下書きメモやツイッターでの発信、

電子メールなども該当するものもあるようです。 

 本市の場合、訓令第12号で、７章54条と附則

からなる遠野市文書取扱規程が定められており、

規程にのっとって取り扱われていると推察いた

しますが、市政運営における行政文書の定義と

その重要性について御教示を願います。 

○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）  行政文書という一つの

切り口の中からの一問一答が行われているわけ

でありますけども、ただいまそれぞれこのメー

ル、あるいは文書といったものの中における役

所機能、行政機能の中におけるものとして、こ

の文書というものにつきましては、やっぱり一

つの今行政文書の定義につきまして、ただいま

御質問の中でそれぞれ説明がありました。全く

そのとおりでありまして、そのような認識の中

で定義されていると。 

 そういった場合におきましては、やっぱり行

政の立場としての、この一つの文書といったも

のを考えてみた場合に、まず一つには伝達性、

確実に伝える伝達性、それからもう一つは行政

でありますから、これも大事な言葉であります、

客観性。これが一つ、きちんと保たれなければ

ならない。さらには、これも保存性という一つ

の性格もあわせ持たなければならない。そして、

確実性という一つの言葉もあわせ持たなければ

ならないという、そのようなものがこの重要な、

一つの文書というものが極めて重要であります

よということを言っているんではないのかと思

っております。 

 繰り返しになりますけども、伝達性、客観性、

保存性、そして確実性といったものをきちんと

持つのが、この行政文書というものになるんで

はないかなというように思っております。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  行政文書について説明

をいただきました。伝達性、客観性、保存性、

確実性が求められているということであります。 

 前の質問にも関連しますが、職員は日常的に

パソコンを使用して、さまざまな文書を作成し、

庁舎内部はもちろんのこと、国や県、他自治体

などの行政機関をはじめ、関係関連団体などと

担当者間で大量の情報がやりとりされているこ

とは想像に難くありません。 

 そのような状況の中で、行政文書メールと個

人的な記憶・メモメールなどとの区別、境界は

どのようになされているのか、また、内容によ

っての管理保存等の実態について、あるいは職

員は果たして行政文書と他の文書の違いの区分

について、どの程度自覚を持って職務に当たら

れているのか、見解をお尋ねいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  これはどんどん進化し

続ける電子メールの世界の中にありまして、や

っぱりきちんと対応しなきゃならないという中

で、御質問のありました、いうところの個人

メールとこの行政文書、個人的なメモ、メモ
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メールという言葉になりますかね、それと行政

文書メール、これはしっかりとやはり使い分け

しなきゃならない。職員間のこの事務的職務に、

連絡に関する電子メールについても、これは言

わずもがなで、職務上作成、組織的に用いるも

のとして行政文書に該当するという、そのよう

な取り扱いの中で進めておると。 

 したがって、それはこれも当然でありますけ

ども、それらを含め、遠野市文書取扱規程によ

って、文書での、書面でのこの文書と同様、取

り扱いをするという、そのような位置づけの中

で対応しているところでございますので、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）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  しっかりと管理はされ

ているというふうなことだと思われます。行政

文書やその他の文書との違いが示されましたが、

なかなか微妙な部分が含まれてもいるように思

われましたが、現代社会における業務はパソコ

ンなしでは考えられません。たかが文書、され

ど文書と安易に捉え、これまで私も行政文書の

重要性について、意識をし、深く考えたことは

ありませんでした。今回の国政での事例は、保

管・保存の重要性と証拠担保性を浮き彫りにす

る意味で、改めて考える機会になったような気

がします。 

 このような実態の中で、ＩＣＴ社会における

適正な行政文書の管理やあり方とはどのような

ものか、市長の認識をお尋ねいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  先ほど、伝達性、客観

性、保存性、そしてまた、さらには確実性とい

うことを申し上げました。やはりこの部分の中

において、一番大事なのは確実性ということを

きちんと確保するという意識を職員、行政事務

に当たる我々は、しっかりとそこを認識しなけ

ればならないかというふうに思っております。 

 何か新聞報道等によりますと、政府のほうに

おきましても、この電子メールの取り扱いにつ

きまして、改めてセキュリティーをしっかりと

いう部分におきまして、行政文書の管理に関す

るガイドラインというのを年内に改正するとい

う方向で政府のほうが発表して、有識者委員会

が見直しを進めているということがあるわけで

ありますから、やはりそのような動向も踏まえ

ながら、しっかりと市としての対応も連動しな

がら、対応していかなければならない、大きな

一つの課題ではあろうかという認識をいたして

おります。 

○議長（新田勝見君）  ４番瀧本孝一君。 

   〔４番瀧本孝一君登壇〕 

○４番（瀧本孝一君）  市としても、国の方針

を見据えまして、しっかりと電子メール等に対

応をしていただきたいと思います。 

 本庁舎の建設は、平成の合併がなぜ必要だっ

たのかと考えたとき、東日本大震災が起きた、

起きなかったにかかわらず、現在進行形で加速

度化する人口減少や少子高齢化と経済成長の縮

小化や国際化に伴い、日本の将来社会の国力や

経済力の行方と地域力の衰退や再構築に的確に

対応することができるのかどうかが問われた合

併ではなかったかと私は思っています。 

 中央から見れば、地方の末端の一自治体の存

在はどのようなものか、私には知る由もありま

せんが、遠野市が遠野市として頑張っているこ

とが注目され、国の省庁からも一目置かれてい

ることは、本田市政の高い先見性と強いリー

ダーシップがあるからではないでしょうか。一

地方自治体にとって、この厳しい状況の中で生

き残りをかける施策は、近年みずからの行動力

と発信力が大きな要素になったのではないかと

思われます。大きな希望、展望と市民パワーの

源が本庁舎の完成であり、市街地から一番離れ

た地域に住む私のような市民にとっても、中心

市街地の核となり、市内全域にその波及効果が

もたらされることを強く強く願うものでありま

す。 

 初日の議長の挨拶にもありましたが、議会改

革を進めている中で議場も新しくなり、市民か

ら、「入れものが立派になっても一般質問をす
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る議員がほぼ固定化されて中身は変わらない」

などと評されてはいかがなものかと私たち議員

も肝に銘じなければなりません。当局とともに

議論を交わしながら、さらなる市民福祉の向上

と永遠の日本のふるさと遠野のまちづくりにつ

ながっていくことを願いまして、以上で私の一

般質問を終わります。 

○議長（新田勝見君）  次に進みます。 

 15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  政和クラブの浅沼幸雄

でございます。通告に従いまして一般質問を行

います。 

 質問に入る前に、若干余談を述べさせていた

だきます。今回の新しい議場は、私と宮守村議

会議員時代からの同僚２名、合わせて３名にと

りまして４カ所目となります。合併前は宮守村

役場庁舎の議場、合併後は遠野市役所中央館の

議場、そして震災後は当局と議員席が宮守村時

代から90度入れかわった大規模な模様がえをし

た、先日までお世話になった宮守総合支所の議

場、そして４カ所目が現在の新しい議場となり

ます。それぞれの議場でのそれぞれの議員の一

般質問の場面が次々と脳裏に浮かんでまいりま

す。 

 と、感傷に浸るのはここまでといたします。

４カ所も議場を経験した割には成長しない議員

だなと言われないよう、そしてまた、この新し

い立派な議場に負けないよう、心機一転議会活

動を展開してまいりたいと意を新たにしておる

ところでございます。 

 それでは、一般質問に入らさせていただきま

す。私からは市長に対しまして、遠野市におけ

る食料自給率についてとエネルギー自給率につ

いての大項目２点についてを、教育長に対しま

しては、市内小学校の今後についてを質問いた

します。 

 まず第１点目、食料の自給率についてであり

ます。 

 ことしの８月下旬に2016年度の食料自給率が

公表され、供給熱量ベース、一般的にはカロ

リーベースと言われておりますが、このカロ

リーベースで38％となり、2010年度から維持し

てきた39％から１ポイント下げました。もとよ

り食料安全保障は国家の責務であると考えます

ので、この場で国の食料自給率を論ずる考えは

ございません。ただ、昨年度の食料自給率が公

表されたり、あるいは隣接する国がミサイルを

発射したりする現実を目の当たりにしますと、

近い将来、日本人が口にする食料が不足するの

ではないかという不安が胸をよぎります。 

 と同時に、現在大部分を輸入に頼っているエ

ネルギーは大丈夫なのかという不安も頭の中を

駆け巡ります。永遠の日本のふるさとを標榜す

る当市にとりまして、安心安全は大事な要素の

一つであることは、改めて私が申すまでもあり

ません。安心安全は、多方面多分野に及びます。

また及ばなければなりません。本日の市長に対

する一般質問は、その中から食料とエネルギー

の自給について安心安全の観点から何点か伺っ

てまいります。 

 まずは、遠野市において、現在の食料自給率

はどのぐらいとなっているのかについて、お伺

いします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  浅沼幸雄議員の一般質

問にお答えいたします。 

 食料安保という言葉が一つあります。食料の

自給率をどのように高めていくかによって、国

民の安心安全といったようなもの、これをきち

んと確保しなければ、それこそ安心安全が確保

できないのではないのかなというような食料安

保という、食料安全保障ということになるので

はないか。 

 世界の人口はふえ続けております。そういっ

た中で、依然としてこの地球上には飢餓という、

飢えという問題もあるということも御案内のと

おりであります。そういった一つの現状の中で、

この食料自給率という問題をもっと深刻に、そ

してきちんと捉えなければならないではないの

かなというような認識の中における御質問と承
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りました。 

 これにつきましては、いうところのカロリー

ベースと生産額ベースという中で取り扱われて

おるということで、ちなみに一つ国、あるいは

岩手県の数字を申し上げますと、平成27年度の

食料自給率のカロリーベースで見た場合に、日

本は39、先ほど１ポイント下がっているという

話、しましたけど、27年度の数字で見ると39、

28年度は国の、38ということで１ポイントまた

下がったということになっています。岩手県で

見ると、これが110という数字になって110。生

産額ベースで見ますと、国が平成28年度は68で

すね。それに対して27年度は66であり、岩手県

が181という、そのような数字となって公表さ

れております。ただ国では、この平成37年度ま

でに食料自給率をこのカロリーべースで45まで、

そしてまた一方、生産額ベースでは73まで持っ

ていくという一つの数字を出しております。そ

れを目標にしております。 

 これは、閣議決定をした食料・農業・農村基

本計画の中でその数字を示しているというよう

な状態になっておりまして、ただこれは国、岩

手県では、そのような数字を示しておりますけ

ども、市町村ベースでは、市町村レベルでは公

表されておりません。 

 したがいまして、独自の一つのルールに従い

まして、当市の自給率といったものを一つ推定

した場合におきましては、この推計値でありま

すけども、カロリーベースで124％、生産額

ベースで161％という試算、あくまでも試算と

いうことになるというように捉えておりまして、

この試算でありますけども、これは農水省が示

した食料自給率計算シートによりまして推計を

してみたという数字でありますから、この数字

を見ますと、発表されている県ベースの中にお

けるこの110、あるいは181といったものと比較

してみた場合においての当市のこの124、ある

いは161といったようなものにつきましては、

ある意味では、まずまずの水準として捉えるこ

とができるのかなと、そのような認識でいると

ころでございますので、それをもって答弁とい

たします。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  ヒアリングのときに、

市の自給率はわかりませんという返事いただい

ていたので、わからないという答弁が来るかと

思ってたんですけれども。でも推計という前置

きをしながらも、担当の職員が頑張って出した

数字なんだなと。その数字に関しましては、率

直に、思ったよりずっと高いなというところが

感想でございます。 

 第１次産業基幹の遠野市ですから、当然10

0％を超えているといえば、それまでなんです

けれども、ただ中山間地が多い当市で、カロ

リーベースで124％、推計とは言えという数字。

やはりこれから先を見据えた場合に、その遠野

のファン、あるいは遠野にいろんな関係ある

方々が、遠野に行けば、あるいは何かあったと

きには遠野を頼りにできるという、その一つの

要因として、この食料の自給率もあるのではな

いか。 

 ただ、今までは自治体として、まして市町村

なんかは食料自給率というのは余り、多分考え

てこなかったと思うんですが、この辺はきちっ

と正式じゃなくても、簡易的にでも、市の独自

の方法でもいいと思います。その自給率を出す

ために労力、経費がいっぱいかかったんでは本

末転倒になりますから、それは遠野独自の方法

でいいと思いますけれども、やはり年々、遠野

市の自給率、あるいは持久力というものを向上

させるということが、遠野に来られる方、ある

いは興味ある方々にとって、一つの安心な気持

ちを与えることになるのではないかなと思うん

ですけれども、それに対しての市長の考え方に

ついてお伺いします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  先ほど申し上げました

とおり、食料自給率、国ベースでは非常にこの

遠野の数字、あるいは岩手県の数字から見ると

かなり低い、これはやはり都市部と農村部とい
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ったものの違いということになろうかと思って

おりますけども、国ベースでのこのカロリー

ベースにしろ生産額ベースにしろ、平成37年度

までは、そこまで45％まで持っていくというよ

うな数字を持っているわけでありますけども、

ある意味では、非常に脆弱な構造ではないのか

なというふうに思うわけであります。だから、

食料そのものが、それこそ輸入も含めて、万が

一、安全保障という一つの国際緊張化の中で、

それが時には大変、先ほど何回も使われており

ますけども、国民の安心安全な生活のためには

大変な状態になるという一つの危機感は、やは

り持たなければならない。 

 しかし、一方においては、国際協調の時代で

もあるということを考えれば、良好な関係もそ

こでまた持っていかなきゃならないという部分

の、ただバランスをどうとるのかという部分が

非常に大事ではないのかなというように、改め

て今のお話を聞きながら思ったわけであります

けども、この自給率の向上といったためには、

先ほど遠野市の数字はあくまでも推計値だとい

う中で申し上げましたけども、これを向上させ

るということになれば、やはり一つは行き着く

ところは農業生産額の一つのしっかりとした基

盤づくりと、そこで農業生産のこの向上という

ことに尽きるのかな、それがしっかりと育って

いれば、この自給率そのものは、ある意味にお

いては、カロリーベースにしても生産額ベース

にしても、しっかりした数字を確保することが

できると。それがある意味においては、市民の

皆様の安心安全にもつながるっていう部分。 

 よく大震災なり大災害が起きたときに、やっ

ぱりこの食料問題が大きな課題になっているわ

けであります。私、非常に象徴的なのは、１年

前の台風15号のときに、岩手県も大災害を受け

ました。命を守るために、食料というより、命

を守るためにヘリコプターなり自衛隊の方々、

いろんな方々が出て、一生懸命救出活動を行っ

たという中におきまして、ある岩泉の農家の方

が、自分は１週間でも１カ月でも生きられる、

食べるものはある。だけども、牛は自分がいな

くなったら食べるものはなくなって死んでしま

う。だから、自分は生きられるから牛を助けて

くれといったインタビューのあれは非常に食料

自給率の問題の中の、我々が置かれている生産

額をしっかりと持って、自給といったものはし

っかり持っていれば、はっきり言えば命を守れ

るということにもなるわけでありますから、安

心安全というキーワードの中で、こういったも

のはやっぱり生産額の向上、あるいは生産基盤

のしっかりした確立、これがやっぱり遠野にと

っても、それこそ直ちに結果を出すことはでき

ないかもしれませんけども、しっかりとした生

産基盤の確立が、やっぱり大事じゃないのかな

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）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  今の答弁にありました

ように、第１次産業の生産基盤の確立ももちろ

んであると思います。加えまして、自給率の算

出方法を私も詳しくわからないんですが、遠野

市の場合は、出荷する食料、野菜とか穀物、あ

るいは肉とか牛以外に、家庭でつくっている、

俗に言う家庭菜園も結構あると思うんですね。

それは自分のうちで食べる分プラス、自分のう

ちから親類の方々に回すものとか、あるいは近

所に回すものとか含めてですね。だから、私の

考えは、遠野市独自のという先ほどの話の裏に

は、そういう家庭菜園的なものも含めた自給率

というか自給力というものも、やっぱり遠野と

してアピールしていっていいんじゃないのかな

というふうに思いますし、市民こぞって自給力

を上げようという、例えば考え方に基づいて、

いろんな運動とかやることによって、毎年その

ポイントが上がるということは、市民の方々も

そのポイントを上げるためにも励みの一つにな

るんじゃないのかなというところもあるんです

ね。 

 答弁の中に、その災害の話もあったんですけ

れども、私たち総務常任委員会は、ことしの視

察、鳥取県の智頭町というところにも行ったん

ですけれども、ここで、多分疎開保険という名
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称だったと思いますが、保険があるんですね。

これは「で・くらす遠野」みたいなシステムに

なっていて、どっかで災害があったときには１

日３食、１週間疎開できますと、無料で。その

分、年間保険料１万円だったか、ちょっと金額

は忘れましたけど、かけているわけなんですけ

れども。 

 結局、今遠野市で取り組んでいる「で・くら

す遠野」と形は似ているんです。でありますの

で、このように、今例えば関東圏、あるいは都

会圏でいろんな大きな地震が心配されているわ

けなんですけれども、この疎開保険のパクリで

はないんですが、そういう意味からも、遠野は

自給力が十二分にあるんだよと。だから、もし

もの場合には、ある程度そういう疎開的な受け

入れもできますよというところも、一つの遠野

を売り込む切り口になるんじゃないかなという

ところもあるんですけれども、その点について

の市長の考え方をお聞かせ願います。 

○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）  今の御質問の中で、

「自給力」という言葉も使われておりました。

自給率と率だけで捉えるんじゃないと。やっぱ

り自給力というものをみずから持つことによっ

て、いろいろ御質問にありましたけど、災害対

応の部分などにおいても、しっかりとした対応

ができるという一つの体制を構築していくとい

うことが大事じゃないのかなと思っておりまし

て。 

 そういった意味におきましても、単なる食料

自給率の数値で捉えるんじゃなくて、やっぱり

したたかな、それこそ底力としての自給力があ

るというそのような見方も、やっぱり大事なこ

とではないのかなというふうに思っております。 

 したがって、この産直のようなものをどのよ

うにきちんと構築し、またそれを後押しするか

という部分も、この問題には一つの対応しなけ

れば、課題としてあるんじゃないかな、さらに

は今農業再生協議会などにおきましても、米政

策が大幅に変わるという中で、そのあり方、そ

のやっぱり遠野独自という一つの戦略も導き出

したらいいんじゃないのかな、また条件の恵ま

れた中においてのブランド米の云々とか産地間

競争というよりも、遠野としてどうすればいい

かという、この独自の戦略というものが私はす

ごく大事じゃないのかなと思っておりまして、

この独自の戦略といっても単なる率がどうのこ

うのよりも、自給力、あるいはその一つの食料

といったものを農業生産といったものに、どの

程度したたかに対応できるかというような基盤

づくり、あるいは組織づくり、それを新たにつ

くるというよりも、今あるさまざまな、営農組

合もあるわけでありますし、いろんな集落営農

という中で、あるいは集約化という中で、さま

ざまな、この高齢化、後継者不足、高齢化の中

で、いろんな仕組む時間もセットされているわ

けでありますから、そういったものを新たなも

のじゃなくて、そういったものをいかに新たな

ステージに持っていくかということが、やっぱ

りこの食料自給率の問題にも一つの答えを出す、

一つの手法ではないのかなというような感じも

いたしておりますので、自給率に対する自給力

という言葉を大事にしたいもんだなというよう

に思っております。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  ちょっと前の話なんで

すけれども、フランスの自給率が160％ぐらい

というふうに記憶しております。日本の30％台、

これは先進国の中で最低の数字であります。市

長がいつも言っておりますけれども、国が県が

という、そういう議論には、なかなか国全体の

自給率を上げるためにはなりませんけれども、

やはり遠野市がそういう面でも率先垂範して、

自分たちの自給力、自給率を高めていくという

一つの切り口で、これからの農業に取り組んで

いければ、また違った展開が開けるのではない

かと思いますんで、ぜひ少しは研究していただ

きたいなと思いながら次の質問に入ります。 

 ２つ目は、先ほど冒頭にも申し上げましたよ

うに、食べ物と同時に、現在の社会において、
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どうしてもなければならないのが、私はエネル

ギーだというふうに思います。そのエネルギー

なんですけれども、現在、エネルギーにつきま

しては、平成26年の11月に策定しております遠

野市新エネルギービジョンというのがあるんで

すが、現在、遠野市において、エネルギーの自

給率、実際にはエネルギーの消費量に占める新

エネルギーの割合となるんですけれども、現在

の遠野市において、その新エネルギーの割合は

いかほどになっているのかについて、まずお伺

いします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  このエネルギーの問題

は、先ほど食料の問題と同様、国民生活の安心

安全のためには欠かせない。であるがゆえに、

このエネルギー政策、特に電力などは、国の一

つの保護のもとに９電力という一つの大きな組

織の中で、この電力供給といったものが国策と

してなられてきたと。だから、エネルギーとい

ったものはものすごく大事であるということは、

これは申し上げるまでもなく、そのとおりであ

ります。 

 そういった中にございまして、今御質問があ

りました再生可能エネルギー、新エネルギービ

ジョンといったものも遠野市としても策定をい

たしました。その中で、平成37年度までに再生

可能エネルギーの導入率目標を30％として位置

づけたところであります。 

 しかし、この28年度の実績では、太陽光あり

ます、メガソーラーシステムあります。それか

ら風力、さらにはバイオマスといった中で、こ

の発電または熱利用された再生可能エネルギー

のこの割合は13.7％という数字となっておりま

して、計画の約45％の実績ということになって

いるわけでございますから、まだまだという部

分においてのこの再生可能エネルギー、これに

ついては、何と申しますか、この数字をどう見

るかということになろうかと思っておりますけ

れども、今現状としては、そのような数字にな

っているということを申し上げて答弁といたし

ます。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  26年の11月に策定した

新エネルギービジョンの計画からすると45％と

いうことでございますけれども、幸いまだ走り

出したばかりでございますんで、これからの取

り組みいかんでは100％も達成できる、あるい

は100％を超えることができるという可能性も

大分あるのではないかなという考え方もある、

できると思います。 

 その新エネルギービジョン策定後に実施され

ました関連する施策は、どのような施策がある

のかについてお伺いします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  再生可能エネルギーに

つきましては、これまでもいろいろ取り組んで

きているということにつきましては、議員も御

案内のとおりでありますけども、このエネル

ギービジョンを作成する中におきまして、リー

ディングプロジェクトとして位置づけたという

部分の中で取り組みをしております。 

 これまで木質バイオマス、このサプライチ

ェーンというひとつの取り組みの中で、木工団

地の中におけるこのチップを利用した新たな熱

供給といったようなものにも取り組みました。

これもこの本庁舎の中にも新たなチップボイ

ラーを導入しながら、再生可能エネルギーと、

それから規模は小さいわけでありますけども太

陽光発電も導入をしたという中でして、それか

らまた、これも一つの取り組みでありますけど

も、この省エネルギーという一つの切り口も、

このエネルギー問題については、すごく大事な

切り口じゃないかなと思っておりまして、市内

約3,700基の街路灯を、いうところのＬＥＤ化

をしたという、そのようなプログラムにもプロ

ジェクトにも取り組みました。 

 ちなみに、この部分につきまして、どのよう

ないうところのビーバイシー、費用対効果の部

分がどのようにあったかということについて、
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ちょっと試算をしてもらいました。そうしまし

たところ、電力消費量、そういったようなもの

が約６割、やっぱり省エネになっているという

部分と、それに伴って、年間約800万の電気料

金が節減となったという結果も得たことであり

ますので、やっぱりこのエネルギー、再生可能

エネルギーといったものは、ある程度確保しな

がら、もう一方においては省エネといったよう

な部分も取り扱いながら、環境に優しいといっ

たような、そしてこの特に木質バイオマスにつ

いては、やっぱり山の手入れということにつな

がるわけでありますから、そういった点をきち

んと踏まえながら、やっぱり遠野市としてのこ

の身の丈の中で、この問題にも取り組んでいか

なければならない一つの課題ではないのかなと

思っておりまして。 

 私は再生可能エネルギーそのものは、それこ

そ取り組むべき、遠野としても取り組むべき課

題であろうかというように思っておりますけど

も、ただこの遠野の自然・歴史・文化・風土と

いう言葉の中であれした場合においては、やっ

ぱりそれぞれの規模といったものをよく見なが

ら、あるいは景観といったもののバランスをと

りながらという部分で、この再生可能エネル

ギーを導入する場合においては、景観とどのよ

うに調和をとるかという中で独自の条例も制定

をしているところでございますから、そのよう

な合意形成の中で、この問題には取り組んでい

かなければならないかというように思っている

ところであります。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  再生可能エネルギーの

利用と同時に、省エネも一緒に考えているし実

施しているという答弁でございました。非常に

前向きな取り組みだと私は思っております。 

 今後、まだ10年計画のうち、まだ16年ですか

ら、２年、３年弱の経過なんですけれども、新

エネルギービジョンを作成してから３年弱なん

ですが、今後の展開はどのようにされていくの

かについて、お伺いします。予定について。 

○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）  今後の展開、やっぱり

これは新エネルギービジョンの中でも示した中

におきまして、やはり再生可能エネルギーとな

れば、ソーラー、太陽光、さらには風力、木質

バイオマスといったようなものがそれぞれ挙げ

られるんじゃないのかなというように思ってお

りますので、それぞれの一つの取り組みの中に

おきましては、やっぱり木質バイオマスのこの

プロジェクトなどは、化石燃料だけに頼るんじ

ゃないんだという部分の中で、きちんと一つの

仕組みとして取り組まなければならない一つの

今後の展開の課題ではないのかな。遠野は約８

割が山だ、森林資源だと、それを荒れ放題にす

るわけにはいかないから、ちゃんと手入れをし

なきゃならないという部分の中における、よく

言う循環型という部分の中で取り組んでいかな

きゃならない。 

 実は、花巻のほうで木質バイオマスの発電プ

ラントが立ち上がりました。ちょうど５年、10

年ぐらいになりますかね、話があった。花巻第

２工業団地の中に発電プラントを立ち上げると

いう話がありました。そのときに、私のところ

に話が参りましたので、それは決して否定はし

ないんだけども、材を、いわゆるその燃料とな

るものを供給するためには、かなり広範囲の中

で位置づけなければならないですよという話を

申し上げたことがあります。 

 しかし、なかなかうまく仕組みができない。

そのうちに遠野にストックヤードをという話が

ありました。じゃあ、遠野も協力しましょうと

いう中で、その話で、どこかストックヤードの

敷地がないだろうか、道路も整備されるし、そ

れも一つの方法だなとなりました。そうしたら、

そのうちに、それはもうなくなったという話に

なりました。ああ、そうなのかと思っていたら、

今度は発電プラントが立ち上がりましたと。そ

れで何とか遠野さん協力してくれないかと。な

ぜかと言ったら、材が入ってこない。なぜ最初

からそういうのをきちんと組み立てないんだと
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いう話を言ったわけでありますけども、何かバ

ラバラだったわけでありますね。 

 だから、やっぱりこれだけの森林資源、遠野

も８割も山だということになれば、やっぱりし

っかりとした仕組みをつくれば、再生可能エネ

ルギーとして、環境に優しいエネルギーとして、

一つの今後の展望のあるプラントに持っていけ

るという、事業に持っていけるということは、

私はいいんじゃないかなと思っておりますから、

遠野とすれば、この辺のところもしっかりとし

た仕組みづくりをしていかなきゃならない、今

後の展望とすれば、それがやっぱり大事ではな

いのかなというように思っておりますし、また

一方、この太陽光発電、太陽光パネルにつきま

しては、やっぱり一般家庭への太陽光パネルの

設置について、節電といったものもあわせなが

ら、この省エネルギー、それから災害時のエネ

ルギー対応、エネルギー確保においても非常に

有効な一つの仕組みでありますので、今後も導

入を計画的に進めるという部分は、私はこの自

立分散型の安定したエネルギーとして、この太

陽光パネルについては自立分散型のという中で

取り組んでいくことが大事じゃないかなという

ように思っております。 

 ただ、これは浅沼議員も御承知のことだとい

うように思っておりますけども、この再生可能

エネルギーの分につきましては、電力会社も、

特に太陽光発電については、買取価格がもう２

分の１に下がってしまった。どんどんどんどん

下がる。なぜか。原発がとまっているからとい

っても、省エネのほうもどんどんどんどん技術

革新が進んでおりますから、企業も省エネ、

我々日常生活も省エネということになってます

から、電力そのものがそんなにはという部分の

中の現状もあるということも聞いておりますか

ら、よく言う需要と供給のバランスをとりなが

ら、自立分散型というようなそのようなエネル

ギー確保の問題に取り組んでいくのは、これか

らもまさに展望を見出した場合においては、そ

ういう取り組みが遠野に求められるんではない

のかなというふうに感じ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57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。 

 15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  午前中は、今後展開す

る予定の具体的な施策はということで質問した

んですけれども、市長から答弁ありましたけれ

ども、バイオマス発電、確かに今隣の自治体の

ほうで取り組んで──自治体っていうか、自治

体じゃないんですけれども、自治体の中で取り

組んでいる発電所があるということのようです

けれども、はっきりした根拠はないみたいなん

ですけれども、言う人に言わせると、バイオマ

ス発電は考えようによっては、365日24時間と

いう考え方になると、逆に資源の枯渇にもつな

がる可能性があるというお話もあるようですけ

れども、これははっきりとした根拠のある話で

ありませんけれども、その辺はもし取り組む場

合には、少し研究の余地があろうかなというふ

うにも思っております。 

 この新エネルギービジョンの中に、遠野市に

おける新エネルギー導入に向けた評価というと

ころがありまして、利用可能量という関係で出

しているんですが、太陽光エネルギーが市内エ

ネルギーの需要の81.9％、これ発電利用、利用

可能エネルギーですね。いろんな木質バイオマ

スとか、バイオガスも家畜糞尿とか食品系廃棄

物とかとあるんですが、小水力発電が利用可能

量、市内エネルギー需要の0.6％という見方し

てるんですが、市長の答弁の中にも森林が８割

という答弁がありましたけれども、森林が８割

ということは、当然、木質バイオマスも利用で

きるということになりますし、その森林を源に

流れてくる河川、あるいはその河川から取り入

れる農業用のパイプラインとか農業用水路、い
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ろんな小水力発電の可能性も、私は遠野市の場

合にはあるのではないかなと。だから、この0.

6％という数字をもう少し見直しできないのか

なというところを市長に確認したいと思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  このビジョンに基づい

て、それぞれの太陽光、あるいは風力、バイオ

マス、今話しました水力といったようなさまざ

まな、で、もう少し見直せないだろうかという

部分につきましては、もちろん率とすれば、そ

んなに割合をという部分については、ある程度

置かれている情景から考えれば、そんなに大き

な数字としては確保できないかもしれませんけ

ども、やっぱり再生可能エネルギー、そして環

境に優しいという部分におきましては、やっぱ

りそういった部分についても着実に形に持って

いくということも私は大事じゃないかなと思っ

ておりますから、いうところのこの自然の落差

を利用したという部分におきましては、非常に

省エネルギーであり、景観にも優しくてという

部分で、ある程度の一定のエネルギーを確保で

きるということになれば、そういった数字を少

しでも積み上げていくという中で、ビジョンを

見直しをしながら、あるいは計画を見直しなが

ら、30％の目標を持ったものを13.7％の実績と

いうことになっているわけでありますから、こ

の13.7％をもっとどう積み上げていくかという

部分については、御提案の趣旨などを踏まえた

対応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。 

 なお、この太陽光につきましては、先般、総

務省が経産省とそれから環境省に対して、この

パネルの放置されているパネルがいろんなトラ

ブルを起こしていると。そして、この放置され

た部分が今度は発電を続けているということで、

感電も起こしてしまっているというような事例

が全国であるという部分で、この法整備が、特

に太陽光については、法整備がきちんとされて

いないということが、もうああいう中において

も明らかでありますから、その辺もしっかりと

見届けながら、我々の遠野ならではの再生可能

エネルギーに、いうところの調整をしてまいり

たいというふうに考えているところであります。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  ただいまの答弁の中で、

新エネルギービジョンを策定して10年後に新エ

ネルギーの割合を30％にするという目標、それ

に関してのコメントもございましたので、ぜひ

30％というよりも、先ほどの食料自給率、持久

力と同じような考え方で、やっぱりエネルギー

も市内における簡単にいえば自給率、ぜひ30％

を超えるようにいろんな取り組み、知恵を出し

て取り組んでいただきたいなというふうに思い

ます。 

 それでは、３つ目の質問に入りたいと思いま

す。 

 ３つ目の質問は、教育長に対しまして、市内

小学校の今後についてということで御質問いた

します。 

 まずは、今市内11校だったと思いますけれど

も、11校ある小学校における児童数の現状、そ

して今後のその児童数の推移についてお伺いし

たいと思います。 

○議長（新田勝見君）  中浜教育長。 

   〔教育長中浜艶子君登壇〕 

○教育長（中浜艶子君）  浅沼議員の質問にお

答えいたします。 

 市内小学校における児童数の現状と今後の推

移につきましては、平成28年３月に策定いたし

ました第２期遠野市教育振興基本計画に掲載し

た推計資料に基づいてお答えいたします。 

 まず、現状の児童数ですが、平成29年５月１

日現在、市内小学校11校合わせて1,231人の児

童がおります。小学校11校のうち、全校児童が

300人以上の学校は１校、200人以上の学校は1

校、100人以上の学校は１校、100人を下回る学

校が８校となっており、そのうち全校児童が40

人前後の学校は４校あります。 

 予測される今後の児童数の推移を見ると、市

の人口減少に伴い、児童の減少傾向も見込まれ、
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平成37年度には、市内の全児童数は972名とな

り、ことし５月1日と比較して、259名減少する

という推計となっております。 

 また、５年後の平成34年度においては、全校

児童20名以下の学校が１校生じる見込みとなっ

ております。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  ただいまの答弁の冒頭

で、教育長がおっしゃいましたように、私たち

議員にもその資料はいただいておりますが、あ

えてやっぱり市民の方々にもその実態を理解し

ていただきたいなというもので、改めてお伺い

したわけなんですけれども。 

 それで、いろんな議論があるわけなんですけ

れども、例えば、じゃあ児童数を減らさない方

策はどうするんですかという議論もあると思い

ます。が、そのことに関しましては、他の機会

にやることとしまして、きょう私は、実際に児

童数が減るというのは、それは町で受けとめる

というふうに考えた場合に、多分親御さんたち

とか、その関係者、子どもさんの関係者の方々

が心配なのは、減ったときに、その子どもたち

がどういう教育を受けられるのか、どういう教

育環境で受けられるのかという心配な面が出て

くるんじゃないかなと思うんです。 

 中学校におきましては、先ほど、他の同僚議

員の一般質問に対して、市長が３校に統合した

というお話ありましたけれども、小学校の場合

には、私の記憶ですと統合ということは考えな

いという、いつの時点の教育長さんだったか誰

だったかちょっと忘れましたけど、またそうい

うふうなお話を伺ったことがありますし、直接

は関係ないんですけれども、それこそ宮守村時

代の佐々木廣前村長は、たった１人の生徒・児

童になっても小学校は存続しますというお話も

されました。別にそれを取り上げるわけではな

いんですけれども、やっぱり小学校というのは、

また中学校と違って、いろんな意味で、その地

域に根差している部分が大きいんじゃないかな

と感じるんですけれども。 

 教育委員会としていつのタイミングで児童の

減少に対応する方策の話し合いとか協議を始め

ようとなさっているのか、あるいは全然まだ考

えてないのかについて、まず確認します。 

○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）  まず最初に、小規模

校のメリットとデメリットについてお話をした

いと思います。 

 小規模校のメリットとしては、一クラスの児

童が少ない分、児童一人ひとりに目が行き届き

やすく、学習面や生活面においてきめ細やかな

指導が行いやすくなるほか、学校行事では児童

一人ひとりの個別の活動機会の設定がしやすく、

保護者や地域との連携が図りやすいことが挙げ

られます。 

 また、デメリットとしては、運動会などの学

校行事や音楽活動等の集団教育活動において制

約が生じることのほか、ＰＴＡ活動等において

は、保護者１人当たりの負担が大きくなること

が挙げられます。 

 教育委員会と学校では、現在、小規模校のメ

リットを最大限に生かし、デメリットを少しで

も少なくするよう、さまざまな工夫をしながら

円滑な学校運営に努めています。例えば、少人

数であることを生かした教育活動の徹底や個別

指導、繰り返し指導の徹底による学習内容の定

着です。また、中学校区内の小学校が一緒に修

学旅行や遠足、社会見学等を実施したり、近隣

の小学校と共同で学習する機会を設けるなど、

有意義な取り組みを進めています。 

 しかし、現実として児童数が減少しているこ

とについては、先ほどお話いたしたとおりです。

今後のあり方については、あくまでも保護者や

地域の意向を十分に踏まえながら、教育環境や

学校運営のあり方などについて知恵を出し合い、

一緒に考えていきたいと考えております。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  教育長の答弁で、小規

模校のメリット・デメリット、これは中学校の
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統合のときにもいろいろと議論された経緯があ

りますので、中学校と全部イコールには考えら

れないにしても似たところはあるのかなという

ふうに感じて聞いておりましたけれども。 

 ちょっと一つ私にとっては残念な例を出した

いんですけれども。市内のある地域に住んでい

る親御さん、もちろんおじいさん、おばあさん

もいる、家族がいる方々。小学校の子どもと幼

稚園の子どもさんがいる方です。２年ぐらい前

に隣の市に引っ越ししたんですよね。その親御

さんから理由を聞いたら、結局子どもたちの教

育のために、小規模校ではかわいそうだと。そ

の親御さんが言うにはですよ。だから、もっと

もっと子どもたちの数がいるところに行って、

子どもたちにそういう場で学ばせたいと。 

 私のエゴイズムで言わせれば、少ない子ども

たちがますます少なくなるんじゃないかという

ところもあったんですが。ただそういう親御さ

んをとめる手立てはないんじゃないのかなと。

とめるとすれば、やっぱり今現在はこうなんだ

けれども、だんだんそんな遠くない先には、遠

野市の小学校のあり方はこう考えているとか、

そういうその親御さんたちがある程度安心でき

る要素をきちっと示さないと、不安な中で子ど

もを育てるというのは、多分当事者にすれば大

変な苦労、あるいは将来的に責任も感じるのか

なというところをその事例から感じ取ったんで

すよね。 

 でありますので、児童数が絶対的に少なくな

った、じゃあどうしようかというタイミングじ

ゃなく、できる限り早いタイミングで、遠野市

の小学校の将来はこういうふうにしていくんだ

という希望の部分を示していかなければならな

いんじゃないかなという考えがあるんですけれ

ども、その点についての教育長のお考えをお伺

いします。 

○議長（新田勝見君）  中浜教育長。 

   〔教育長中浜艶子君登壇〕 

○教育長（中浜艶子君）  この学校の適正規模

ということについては、大変難しいものがあろ

うというふうに思いますが、やっぱり子どもた

ちは遠野の宝ですので、その子どもたちにとっ

て、よりよい教育環境、よりよい教育条件は何

かということを、まず第一に考えなければなら

ないというふうに思っています。 

 さらに、やはり学校は、コミュニティーの核

としての地域の大きな役割もありますので、そ

のこともやはり考えていかなければいけない、

大変難しい問題だなというふうに思っています。 

 しかし、これについては、数ということだけ

ではなく、まず子どもたちの教育環境の充実を

図るということを今最優先として取り組みを進

めていきたいというふうに考えているところで

す。 

 いずれそのことについては、みんなでやっぱ

り知恵を出し合い、考えていかなければならな

いというふうには思いますが、現在の選択とし

ては、小規模校のメリットを最大限に生かし、

デメリットを何とか少なくしていく方向で取り

組みを進めていきたいというふうに考えていま

す。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  私の質問に対する答弁

としては理解いたしました。 

 先ほどの話に戻しますけれども、先ほどとい

うのは、隣に引っ越しした家族のお話に戻すん

ですが。そういう考えに結局隣に引っ越して、

子どもの数の多いところで、そういう教育環境

のところで教育させたいという考えに至る前に、

例えば何らかの機会にそういうふうな意見を言

う場があったのかどうかなというところを一つ

疑問に思うんです。 

 裏を返せば、やっぱりそういう親御さんたち

の心配しているところを本当に率直に話せる場、

聞く場、そういうところをきちっと設けて、そ

して考えるところは、その親御さんたちと一緒

に考えたり、あるいは市のほう、教育委員会で

考えなければならないところは対応するという、

それを、何て言うんでしょうね、人数が少なく

なるのはしょうがないんだから、じゃあ中学校

区で一緒に修学旅行したり社会体験学習したり
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という、それが本当にその親御さんたちの要求、

要望から出てきたものなのか、あるいは、あく

までも教育委員会、市としての考え方なのかと

いうところもあるんじゃないのかなと。 

 やっぱり親御さんたちにしても、自分が生ま

れ育ったところを好き好んで離れたいわけじゃ

ないと思うんですよね。だから、そういう不安

な部分とか不満な部分、きちっと受け皿になれ

るような場も、今までもやっているとは思うん

ですけれども、改めてそういう場を、またきち

っと設けるというのも一つの方策ではないのか

なと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（新田勝見君）  中浜教育長。 

   〔教育長中浜艶子君登壇〕 

○教育長（中浜艶子君）  大変貴重な御意見を

いただいたというふうに思っています。そのこ

とも含めて、これから検討してまいりたいとい

うふうに思います。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  これで一般質問を終わ

ります。 

○議長（新田勝見君）  次に進みます。 

 14番細川幸男君。 

   〔14番細川幸男君登壇〕 

○14番（細川幸男君）  通告に従い、一般質問

を行います。 

 今回の一般質問は60回目ぐらいと思いますが、

このような立派な新議場での初質問は、大変緊

張しております。この場の立派さに押し潰され

ないように一生懸命頑張ります。 

 最初の質問は、少子高齢化に伴う人口減にか

かわる遠野市存続の問題から発言させていただ

きます。 

 急速な少子高齢化は、日本経済や社会生活に

深刻な諸問題を生み出し、頭の痛いところです。

増田寛也前岩手県知事が座長の人口減少問題検

討部会の報告によりますと、今後25年で全国の

市町村の３割が消滅する可能性が高いと指摘し

ております。人口減少は、当然税収の面からも

行革が必要となってまいりました。最近、全国

国内の印象的な話題は、高知県大川村の議会が

消滅する可能性が取り沙汰され、有権者が直接、

予算、決算などを審議するという町村総会の検

討を始めたようです。 

 また福島県の矢祭町では、全国唯一の議員報

酬が日当制など、さらには海外を見渡せば、欧

州地方議員はボランティアが主流となり、これ

が世界の常識になろうとしています。我が遠野

議会では、議員報酬が安く、議員の立候補が出

ないなどの意見も述べているレベルであります。 

 日本は戦後73年がたち、社会環境も驚異的な

発展を成し遂げた半面、全国的な少子高齢化の

波に、永遠のふるさと遠野市も飲み込まれない

かと心配する市民が大勢おります。少子高齢化

の問題は、社会や文化、人類が進化する通過点

に過ぎず、さらなる発展するシーンとも言われ、

官民ともに栄えるために、個々の創意工夫する

思考能力の向上が認められ、行政が時代の変化

に対応できない市町村は消え去るのみでしょう。

永遠のふるさと遠野市は、少子高齢化の時代背

景に、市長はどのようなビジョンをお持ちか、

最初にお尋ねします。 

 続いて、次の質問は、皇后陛下御歌碑建立に

ついてお尋ねします。 

 ある日突然、地元市民から皇后陛下御歌碑建

立協賛金のお願いのチラシを持って来、説明を

求められました。協賛金を募るチラシを見るも

聞くも初めてのことであり、知りませんでした。

発行元の実行委員会代表者に電話をかけ、お尋

ねすると、私に対して、議員でありながら知ら

ないのかと檄を飛ばされて、そういう始末でし

た。 

 皇后陛下御歌碑について、市当局から初めて

説明を受けたのは、市民団体から遠野市が寄贈

を受けるということでございました。皇后陛下

御歌碑建立実行委員会は、自主的に独自に進め

ている委員会と認識しておりました。その後、

他議員の一般質問の中で、市長は事前に実行委

員会の存在は既に知っていたようで、議員から

の質問に、協力してまいりますとする簡単な答

弁を記憶しております。 
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 聞くところによれば、実行委員会が建立する

皇后陛下御歌碑は遠野市に寄贈する予定ですが、

市民からの御歌碑記念建立協賛資金は義務的か

とよく市民から尋ねられます。義務的経費負担

と勘違いするのは、趣意書の明文と皇后陛下の

御歌碑建立実行委員会の事務局担当が、遠野市

総務部総務課などと明記し、全所帯を対象に金

額まで定め、各地区の行政班長が集金に回れば、

市民は公的資金と思い込み、公的義務負担と勘

違いしないか心配であります。 

 寄贈予定の実行委員会会員には、会員だけで

もそうそうたるメンバーがそろっておりました。

一般市民からの協賛金は実行委員会の建立資金

になるでしょうが、実際に市に御歌碑寄贈の達

成観を味わえるのは実行委員会になる流れでし

ょう。班長さんの方々には、遠野市全戸を目標

に、協賛金の名のもとに一番つらい金集めを行

わせた班長に何らかの報いる方法がないものか、

思考しなければなりません。 

 御歌碑建立計画を最初から議会に諮れば、議

員全員が喜んで賛成してくれたと私は思ってい

ます。本田市長なら、今からでもやる気になれ

ば、工事発注や製作発注をしたわけでもないで

しょうから、市民の多くの民意により、受けと

め、皇后陛下御歌碑は遠野市が建立すべきと私

は思います。 

 これで第１回の質問を終わります。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  細川幸男議員の一般質

問にお答えいたします。一括でありますので、

２点であります。 

 急激に進む少子高齢化に対して、どのように

というお話がありました。人口問題研究所の数

字、かつて岩手県知事を務めた増田さんのレ

ポート等も踏まえての急激な少子高齢化という

流れが質問の中にあったわけであります。 

 かつて遠野も昭和20年代、４万7,000ほどの

人口を抱えておったというそのような経緯の中

で、数字を見ますと、昭和25年、日本の人口は

8,500万から8,700万ほどあった。その後、ふえ

続け、今は１億2,700万ほどから、またそこに

減少が始まったと。増田さん、よく1995年とい

う数字が分岐点としてよく言われるわけであり

ますけども、1995年といえば、例の阪神淡路大

震災が起きたとき、あの地下鉄サリン事件が起

きたというそのような中で、日本のこの社会経

済を支える人口も減少傾向に転じていったとい

う、そのような背景があり、いつの間にか2017

年ということになって、それが2025年、あるい

は2040年、平成で言いますと、それこそ40年、

50年後となれば、日本の人口がまた8,500万、8,

700万台に入るという、そのような一つの状況

にあるということは、それぞれの人口問題調査

研究所、あるいはさまざまな調査機関、あるい

は政府の発表している数字の中にもあらわれて

いるという状況にあるわけであります。 

 これは高齢化と少子化という一つの流れの中

で、急激に経済が成長したという中にありまし

て、韓国なども急激な高齢化、あるいは少子化、

人口減少といったものが始まっているという、

日本よりもちょっとかなりスピードが早いとい

うことも言われております。 

 そういった中におきまして、我々がこの中で

896の自治体が消えると、消滅市町村だという

部分の中で、これを座して待つわけにはいかな

い。その中で、平成の大合併という荒波も我々

は乗り越えたと。そういう中で、基礎自治体と

してのあり方といったようなものも、その中で

しっかりと、言うなれば学んだということを踏

まえれば、このよく言う東日本大震災、震災前、

震災後ということを捉えれば、基礎自治体とし

てのいろんな地方分権の流れの中にあって、い

ろんな仕組みづくり、あるいは制度、あるいは

権限、そういったものもあわせ持つことができ

たとなれば、それをしっかりと受けとめながら、

この人口減少に少しでも歯どめを、あるいは減

少率を少しでも遅くという部分に取り組むとい

う中で、人づくり、地域づくり、健康づくりと

いったようなもの、それがいろいろ取り組まれ、

少子、子育て対策、あるいは産業振興、雇用の

場といったものの中で活路を見出そうという、
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そのような取り組みを展開していることになる

んではないのかなと思っております。 

 したがって、人口が減るから、これは仕方が

ないということではない。一つの縮小社会とし

て、この人口減少問題を素直に受けとめながら

新たな仕組みづくりを行う、これがやはり大事

なことではないかと。縮小社会に合わせた新た

な仕組みをつくる、右肩上がりの高度成長時代

の仕組みの中をいつまでも引きずっておっても、

これはもうどうにもならないということが、も

うあちこちでそれが矛盾が吹き出しているわけ

であります。 

 一つの高校再編問題にとっても、これは人口

がふえた中に、ああやって進学率を上げるため

にどんどん高校をふやしてきたという時代の背

景の中には、これはやっぱり時代背景の中にあ

ってはやむを得ない一つの施策であり、格差是

正のための対応としては大事であった。 

 しかし、これが少子高齢化という中にあって、

この高校再編問題もとなれば、単なる志願者数

の数字で捉えるんではない、学級数だけの数字

で捉えるんではない。どうすれば小さな自治体、

地域の中において、高校教育という人材養成を

しっかりと守る仕組みをつくるとなれば、今の

交付税の中で措置されている県立高校のあり方

といったようなもの、あるいは高校の一つの高

校教育のあり方といったものの国の制度、国の

それにある、国県、市町村の一つのあり方、県

立高校だから県というだけではない、我々市町

村もそこに参画するといったような新たな仕組

みと制度をつくっていく。 

 欧米各国ではどんどんどんどん20人学級、25

人学級でも、きちんとした学校経営ができると

いうことを仕掛け、そしてそれを仕組みにして

いるということを踏まえれば、日本も座して待

つわけにはいかない。我々もそれを国の政権の

せいにしているわけにはいかない。しっかりを

その辺を見据えながら、やはり遠野としての一

つのあるべき姿を我々なりに見出しながら、そ

して一方においては、県や国にそういった制度

の、あるいは仕組みのあり方を訴えていくとい

うことが、やっぱり大事ではないのかなと。 

 そしてまた一方、交流人口、移住定住といっ

たものをしっかりと受け答えできるような魅力

のある地域づくりも行っていかなきゃならない

んじゃないのかなと思っておりまして、今般の

議会におきましても、道路ネットワーク、ある

いは、このまちづくり、さらには道の駅の「風

の丘」の問題、それから、ふるさと公社をはじ

めとするさまざまな地域資源をどう生かすか、

そしてどう魅力づくりするのか。 

 あるいは、若い方々を幾分でも遠野のまちづ

くりに参画してもらうように、コンテンツの産

業のようなものを起こしていくのかという部分

が、今議会でいろいろ議論されたということは

非常に意義のあることで、それを踏まえて、こ

の人口減少、少子化といった問題に、一定の

我々なりの一つの姿を見出していく、あるいは

我々なりの一つの解決策を少しでも我々なりに

も見出していくという努力が大事ではないのか

なというふうに考えているところでございます

ので、よろしくお願いを申し上げたいと思って

います。 

 第２点の皇后陛下の御歌碑の件につきまして

は、いろいろお話がありました。経緯はそのよ

うな状況であるということについては、今の御

質問の中で、私も重々承知をしております。 

 ただ、この「遠野」という２文字の中で、皇

后陛下が遠野を読み込んだというこの御歌をし

っかりと後世につなぎ、そしてそれを遠野の誇

りとし、そして遠野のまちづくりの自信に持っ

ていく、そのためには、この読まれた御歌をし

っかりと伝えようと、市民がしっかりと受けと

めよう、それを後世の若い世代の方々にもしっ

かりと伝えようという市民の皆様の実行委員会

を立ち上げている動きというものは、非常に尊

いものであり、そしてまた本当に大事なことだ

というように思っておりますので、その尊い大

事な取り組みに取り組んでいる実行委員会の皆

様と、それに参画している多くの市民の皆様の

御協力をいただきながら、それを市としても、

いうなればその活動をしっかりとサポートして
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いくということに尽きるのではないのかなとい

うように思っておりますので、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）  14番細川幸男君。 

   〔14番細川幸男君登壇〕 

○14番（細川幸男君）  ２回目の質問をさせて

いただきます。 

 本来、寄贈する側、実行委員会が自力で行う

べきデリケートな協賛金集めの仕事を行政の班

長に行わせた実例が、今後、班長職を拒否する

もとにならないか、私は心配しております。こ

の辺を市長はどのように感じておりますか。こ

れで最後の質問にいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  皇后様が「遠野」とい

う２文字をお題にし、「何処にか流れのあらむ

尋ね来し遠野静かに水の音する」という、その

ような遠野ならではの光景というよりも風景、

そして遠野の本当にこの「何処にか流れのあら

む尋ね来し遠野静かに水の音する」、これをし

っかりと受けとめながら、そういう遠野のまち

づくりをしっかり進めてほしいというような、

そのようなメッセージが込められている御歌だ

というように私は受けとめております。 

 したがいまして、市民の皆様の尊いこの活動

をしっかりとサポートしていくというのが市長

としての役目でもあり、務めではないのかなと

いうように思っておりますので、実行委員の皆

様、それに賛同する市民の皆様の尊い活動をき

ちんと受けと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）  ただいまの答弁でござ

いますけれども、質問者は、班長がそれの協賛

金の集金をしているということについての質問

だというふうに私はとりましたけれども、その

点について、市長のほうから答弁願います。

（「議事進行」と呼ぶ者あり）12番瀧澤征幸君。 

○12番（瀧澤征幸君）  議会というのは、言論

の府、あるいは議論の場であります。例えば、

天皇皇后両陛下、遠野の御歌の件であったわけ

ですけども、この地方自治体の議会の中で、天

皇皇后陛下にかかわることについて、これ国会

でさえもなかなかこういうことを取り上げない

ことなんだろうというぐらいに、本当に厳に慎

むべきことの内容に触れ始めたのではないかな

と思うんですよ。ですので、この場での議論、

こういう場で議論すべきことではないんではな

いかなと私は感じますので、その辺、議長、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  ただいま議事進行出ま

したけれども、この一般質問の通告につきまし

ては、議会運営委員会を通ったものというふう

に私は判断しておりますので進めます。 

 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。大変尊い活動を行っている実行委員会の皆

様の、そのお気持ちと、それから皇后様が読ま

れた遠野への思いといったものをしっかりと受

けとめるのが、この御歌碑の建立活動ではない

のかなということで、それを市と、市長といた

しましても、しっかりとサポートするという、

そのようなスタンスであるということを、何度

聞かれてもその答弁にさせていただきたいとい

うように思っております。 

○議長（新田勝見君）  14番細川幸男君。 

   〔14番細川幸男君登壇〕 

○14番（細川幸男君）  大変優しい御答弁、本

当にありがとうございました。 

 これで私の一般質問を終わります。 

○議長（新田勝見君）  次に進みます。 

 ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  市民クラブの菊池巳

喜男でございます。市民と議会、そして執行機

関と議会の活性化と充実を図っていくという立

場で質問をさせていただきます。 

 それでは、通告に従い、一問一答方式で、１

項目めでは、「市長として今後の市政運営につ

いて」、２項目めに「高齢者の見守りについ

て」の２点につきまして、市長に質問を行って
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まいります。そして、３項目めには、「農業委

員会等に関する法律の改正について」を、農業

委員会会長に質問を行ってまいります。 

 その前に、去る９月３日、遠野市役所本庁舎

が完成し、開庁式や落成式が行われました。こ

こまでを振り返ってみると、本庁舎の計画は、

震災発災後の平成24年５月の市民50人による

「遠野スタイルによる庁舎機能のあり方を語る

市民懇談会」を設置してから１年間の議論を経

て、庁舎位置は中心市街地が望ましい、庁舎機

能は集約することが望ましいが、現在の利点と

問題点を総合的に検討し、さらに進化した庁舎

機能の確保に努めることの提言書を提出されま

した。 

 それを受け、第１回政策会議を開催し、市民

懇話会の提言を市の整備検討方針といたしまし

て決定、「遠野市進化まちづくり検証委員会」

を開催し、説明がなされ、検証委員会による検

証が行われて、特に異論がなく、平成26年３月、

市議会議員全員協議会において、本庁舎整備方

針を打ち出し、本庁舎整備に係る市の検討方針

を説明、そして平成27年３月議会で本庁舎整備

事業が決定となり、その年の９月から建設工事

に着手し、今年の９月３日に至っているところ

であります。 

 ここに至るには、市民による懇話会のもと、

地権者の多大なる御支援と御理解と御協力を得

て、地元工事関係者のもと順調に工事が進めら

れたことであり、敬意と感謝を申し上げる次第

であります。 

 これまで分散していた部署を集約できる規模

を確保し、商業施設との複合庁舎として、基本

コンセプトとして、市民の皆様から多くの御意

見や御提言をいただきながら、「中心市街地活

性化の核となる庁舎」、「市民の利便性の向上

を目指した庁舎」、「市民に親しまれ、開かれ

た庁舎」、「環境にやさしく防災機能を備えた

庁舎」の４つとして、この４日から本スタート

がされております。市民の皆様が主役として、

中心市街地、そして遠野市全体の活性化に取り

組みながら遠野の元気の発信地となるよう活性

していきたいとコメントがされておりました。

我々議会も、この新議場から開かれた議会、市

民とともに進む議会を、さらに進化させてまい

りたいと思っております。 

 それでは、最初の質問を市長に対して行って

まいりたいと思います。 

 今述べたように、新庁舎での行政がスタート

したわけですが、遠野市のホームページも一新

され、その意気込みが伺えられるところでもあ

ります。 

 さて、その中で市長は３月の定例会における

施政方針演述の中で、前段で申し上げた新庁舎

建設など、多くの支出がなされておるというこ

とで市民の負担が危惧もされているという一方、

少子高齢化と子育て支援や産業振興策など課題

の解決も、市長が言う「待ったなし」の状況で

もございます。このことについて、いかに立ち

向かい、この遠野市の将来をどのように捉え、

どのような市政運営を目指そうとしているのか、

考え方、スタンスを伺います。この質問は、こ

れまでの一般質問と重複するところもあるかと

思いますが、改めて伺いたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  菊池巳喜男議員の一般

質問にお答えいたします。 

 少子高齢化、そしてそれに伴う人口減少とい

う中で、この本庁舎プロジェクトにつきまして

も、経緯を詳しく今質問の中で述べられていた

ところであります。 

 そのような経緯の中で、関係者一丸、市民一

丸となって、この庁舎を再建することができた

というこのことは、遠野市のこれからのまちづ

くりにとって、極めて大きな、歴史的な一つの

プロジェクトとして位置づけることができるの

ではないのかなというように思っております。 

 少子高齢化という一つの流れ、これは日本が

そのような時代に入ったという中で、一方にお

いては、都市と地方の格差が広がる、そのよう

な背景もあって、まち・ひと・しごと地方創生

という中で、地方頑張れというような一つの風
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も吹いたわけでありますけども、東京一極集中

がますます進むという一つの現状にもある。そ

こに東京オリンピック・パラリンピックといっ

たようなものも重なり、さらに、この東京を中

心とする中京圏、あるいは関西圏、さらには北

九州を中心とする、いうところの太平洋ベルト

地帯といったものが、どんどんどんどん肥大化

し、そしてまた巨大化していくという流れの中

にあり、地方がという部分が、その中に高齢化、

あるいは人口減少という状況にあるということ

は、もうこれは私から言うまでもない、そのよ

うな中にある。 

 したがって、この増田レポートの中にも896

の市町村が消滅をすると言ったようなショッキ

ングなレポートも出たという、そのような背景

もあるわけでありますけども、私は、そういっ

た中にありまして、進む高速交通網のインフラ

整備、きのう来から何度も議論しております一

つのストロー現象、ストロー効果、さらにはス

トック効果といったものをどのようにといった

ときに、私は一つのキーワードとして、歴史を

ひもとくという部分が一つのまちづくりにあっ

ては大事じゃないのかな。特にも、遠野市は、

遠野町はというよりも、遠野郷は、400年の390

年、正式には390年ほどでありますけども、歴

史を生んだ一つの城下町として位置づけられ、

それを取り囲むように１町10カ村という一つの

コミュニティーがしっかりとコミュニティーを

守っているという部分を、一つの自信にし、誇

りにしなければならないんじゃないのかなと思

っております。 

 その核となるのが、この庁舎として位置づけ

れば、それを小さな拠点をネットワークにとい

う部分にすれば、遠野のこの人口減少に立ち向

かう一つの新たな仕組みづくりといったものが、

そこに見出せるんではないのかなと、また見出

さなければならない。そして、藩政時代から続

いているこの歴史をひもとくという部分の中に

ありまして、沿岸と内陸の交流の拠点としての

遠野、ある方は遠野をもって、「北上高地のオ

アシスだ」と、そのような表現をした方もおり

ました。 

 北上高地、800メートルから1,000メートル級

の山が連なり、三陸沿岸のリアス式海岸に落ち

込んでいる。その中に遠野盆地といったような、

まさにオアシスのような遠野盆地がしっかりと

位置づけられている。その部分を単なるオアシ

スじゃなく、そこにこのネットワーク、あるい

は情報通信という一つの流れの中において、ハ

ブ機能、そして中継機能、さらには、この遠野

を取り巻く市町村沿岸22万人近い人口がある。

そして、内陸には、やはり30万以上の人口がそ

こにあるとなれば、この遠野を取り巻く市町村

圏域の中に50万以上の人口があるという形で捉

えれば、ただただこれをもって、県央部の盛岡

と北上だけ全部集中し、そこが肥大化し、拠点

化するんじゃないと。格差のない均衡ある県土

整備をするのであれば、遠野の果たす役割がそ

こに見出すことができるという部分を、我々な

りにしっかりと受けとめながら、必要な環境整

備を行い、交流人口をふやし、移住定住しやす

い環境づくりをその中に求め、さらには、これ

からの時代を背負う中学生・高校生の方々も含

め、やっぱり遠野に住もう、遠野にまちづくり

に一生懸命、遠野の伝統を守ろうというそのよ

うな人材育成にも取り組む、そのようなことが

一つの遠野としての一つの役割であり、機能で

はないかと。そして、一つのネットワークと、

それから連携・交流が大きなキーワードになる

わけでありますから、そうしますと、やっぱり

ハブがなければならない、核がなければならな

い。となれば、遠野の役割は、その中に見出す

という一つの構想を持ちながら、そのための環

境整備を行っていく、また必要な人づくりを行

っていく。そのためには、人づくりのためには、

いろんな都市部からもさまざまな人材を求めて

──求めてというか、人材を招聘するというよ

うな部分の中で、いうところのよく言う、カタ

カナ語で言えば、コラボレーションしていくと

いう、そのような仕組みづくりが、私は極めて

大事であり、また必要なことではないのかなと

考えているところでございますから。ちょっと
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長くなりましたけども、答弁とさせていただき

ます。 

○議長（新田勝見君）  ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  まち・ひと・しごと

地方創生、東京一極の中で肥大化していく中で、

それこそ遠野はどうなんだということでいろい

ろと申されております。ハブ機能を生かしなが

ら、この遠野の伝統、そして交流人口をふやし

ていくんだということを話されております。 

 その中で、２番に入らせていただきますが、

遠野の現状を見てみますと、高齢者の問題がこ

れから広がっていくのではないかなということ

で、高齢者とともに生きる施策をどのようにし

ていくかということで、「高齢者の見守りにつ

いて」を２番の質問とさせていただきます。 

 最初に、市内の65歳以上の高齢者の実態をど

う把握しているのかということについて、最初

に伺ってまいります。 

 平成28年の６月現在で、遠野市内の高齢者統

計を見ますと、65歳以上から74歳までの人口は、

男性で約2,000人、女性で約2,200人ということ

で、65歳以上の市の人口に対する割合は37％強

となっているということでございます。そのう

ちひとり世帯は、男性がおおむね600世帯、女

性はおおむね1,500世帯となっているというこ

とでございます。 

 さらに掘り下げて統計を見ますと、75歳以上

の人口は、男性で2,200名、女性では4,000名と

いう統計がございます。75歳以上の市の人口に

対する割合は22％ということなようでございま

す。うち、ひとり世帯の男性が約300名、女性

では1,100名ということで、現在、遠野市内の

総世帯数が約１万900世帯ということでござい

ます。この75歳以上の男女計の1,400世帯に対

しまして、実に13％がひとり世帯という数字が

はじき出されております。 

 最初に申したとおり、この実態をどのように

捉えて、どのような支援をされているのか、最

初に伺いたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後１時58分 休憩   

────────────────── 

   午後２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。 

 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  高齢者のこの実態はと

いう中で、遠野市の人口構造の中における高齢

者の割合なり、あるいは、さまざまなこの年齢

別における数字等につきまして、ただいまの質

問の中で、それぞれ述べられておりました。ま

さに高齢化という部分が加速をしているという

そのような中で、団塊の世代があと５年、６年

で、いうところの後期高齢者のほうに入ってい

くというような時代に入ってきているわけであ

りますから、この高齢化率がますます高まって

いくという、そのような流れの中に、現状の中

に遠野市があるということは、先ほどの菊池巳

喜男議員の質問の中の数字の中にもあらわれて

いたというふうに受けとめたところであります。 

 したがいまして、それを踏まえて、この実態

をどう把握しながら、これにどのように立ち向

かおうとしているのかにつきまして、担当の詳

しい数字と、それぞれの具体的な取り組み状況

なども含めながら、この高齢者の実態の状況に

つきまして、把握という言葉がありましたので、

把握しているのかにつきまして、担当の健康福

祉部長のほうから具体的に答弁を申し上げます

ので、御了承をいただきたいと思っております。 

○議長（新田勝見君）  菊池健康福祉部長。 

   〔健康福祉部長兼健康福祉の里所長兼地

域包括支援センター所長菊池永菜君登

壇〕 

○健康福祉部長兼健康福祉の里所長兼地域包括

支援センター所長（菊池永菜君）  命によりま

して、菊池巳喜男議員の一般質問にお答えいた

します。 

 高齢者の実態をどう把握しているのかという

ことでございますが、本市では、高齢者の総合

相談窓口となる地域包括支援センターを健康福
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祉の里に設置しているほか、地域に身近な相談

窓口として、在宅介護支援センターを市内６カ

所に設置しております。 

 また、地域の身近な相談窓口については、厚

生労働省の「我が事・丸ごと」の地域づくり推

進事業に申請をいたしまして、モデル事業とし

て内定をいただいたところでもございます。こ

の多機関共同による包括的相談支援体制構築事

業に本年度から取り組むところでございます。 

 具体的には、市内６カ所の在宅介護支援セン

ターに加えまして、綾織、青笹、土淵の３カ所

に相談支援を行う専門職を配置することで、地

域の窓口の充実と協働による福祉による地域づ

くり、まちづくりを進めることとしております。 

 実態把握については、在宅介護支援センター

の相談員が、65歳以上の高齢者世帯、特にも75

歳以上のみの高齢者世帯を重点的に訪問し、心

身及び生活課題について聞き取りを行いまして、

懇切丁寧な調査をしているところでございます。 

 平成29年３月末現在の65歳以上のひとり暮ら

し高齢者世帯は2,080世帯で、全世帯１万890世

帯に占める割合は19.1％であります。最も高齢

世帯の割合が多い地区は宮守町でありまして、

22.7％であります。 

 議員が御質問でも触れましたとおり、本市の

ひとり暮らし高齢者世帯は約2,000世帯であり

まして、当該世帯に対する在宅介護支援セン

ターの実態把握世帯数は、延べ1,682世帯とな

っております。民生児童委員との連携、あるい

は介護支援専門員の個別援助により、おおむね

全世帯の実態把握が現在のところ行われている

というふうに認識してございます。 

 実態把握した結果は、世帯ごとに調査票を作

成し、本人の意向を踏まえた支援方針を策定す

るなど、必要に応じて各種サービスの導入や民

生児童委員及び関係機関等と情報共有を行って

進めているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（新田勝見君）  ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  ただいま部長のほう

から説明がございました。地域包括センター、

そして在宅介護センターが６カ所ある中で、さ

らに専門職を３カ所を含めながらやっていくと

いうことで、2,000世帯を民生委員等々を含め

ながら実態把握をしていくんだというお話もあ

りました。 

 この実態に対しまして、ひとり世帯の高齢者

の見守り対策について、次に伺ってまいります。 

 第２次遠野市総合計画前期基本計画は、昨年

平成28年から32年まで計画されておりますが、

先ほど平成28年の実績が示されました。その中

で、このひとり世帯の見守り回数が示されてお

ります。しかし、このことに対する達成率は約

85％ということで、いかにひとり世帯の見守り

が大変なのか、難しいのかがうかがい知れると

ころでもございます。 

 成果評価では、市の老人クラブ連合会に、ひ

とり暮らし高齢者見守り支援事業として委託を

行いながら、ひとり世帯に年間47回の見守り、

安否確認を実施、さらには配食サービス利用者

に配達時に見守りや声掛けを5,108回実施した

とありました。定期的な訪問を行うことで、住

み慣れた地域で安心して生活を送れる環境を整

えることにつながったということでありました。

今後も、民生委員や在宅介護支援センターと連

携し、見守りが必要な世帯の把握に努め、引き

続き活動を行っていくと結んでありました。 

 このことから見てとられることは、老人クラ

ブでのひとり世帯の見守りがもっと多方面でで

きないものなのかなと思ったところです。年間

47回、月々に置きかえると２回弱でございます。

回数で言うことは変かもしれませんが、ひとり

世帯のほうが持病を持っていたり、病院から退

院した場合などを想定すれば、もっと回数が必

要ではないのでしょうか。 

 さらに、それぞれの医療機関とも連携をとり

ながら、緊急時の対応も考え、ひとり世帯とど

のような連携をとっていけばよいのかなどを考

えさせられました。 

 見守りも、例えば老人クラブをカバーする上

でも、老人クラブのほかに防犯協会、自治会組
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織など、さらにはボランティア組織も手掛けて

いくことができないものかということを考えさ

せられました。 

 ちょっと東京の西部に、あきる野市という市

がございます。都心から40キロから50キロ圏内

にある市で、東西18キロ、南北13キロぐらいの

市ですが、南に八王子市、北に青梅市、西に奥

多摩町ということで、人口が、この９月で８万

1,145人のベッドタウンのような、昼の人口が

夜の人口と比べて１万2,000人ぐらい減るとい

うような典型的なベッドタウンだと思いますけ

ども。 

 ここのあきる野市では、介護支援ポイント制

度ということで、市が指定する介護保険施設で

65歳以上で要介護要支援を受けていない方がボ

ランティア活動をやることができるということ

で、ボランティア活動をしたその65歳以上の方

には、１時間につき１ポイント、スタンプを付

与するというポイント制度があるということの

ようでございます。そして、１年間最高で50ポ

イント、5,000円が支給されて、いろいろとさ

まざまな形でポイントを利用することができる

というようなことのようでございますけども、

こういうふうに社会貢献として高齢者によるボ

ランティアを募り、活動に応じてポイントを付

与する仕組みを立ち上げた例がいろいろと聞い

ております。ボランティアをすることによって

友人ができ、高齢者の孤独化を防ぎ、自身も元

気になり、行政の医療や介護の負担が軽減され

たという調査結果のようでございます。 

 このような例の中で、遠野市でのひとり世帯

の見守り対策は十分なのか、市長にその見解を

お聞きいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  先ほど、高齢者の市内

の実態等につきましては、また取り組んでいる

対策についても、担当の部長のほうから具体的

に答弁を申し上げました。また、ただいまは、

この対策は十分かという一つの切り口の中から、

社会福祉協議会、さらには老人クラブの皆さん

の協力、そしてまたボランティアの方々、民生

委員、児童委員、さらにはあきる野市の実態な

ども取り組み状況なども踏まえながら、しっか

りとした対策を構築すべきだというそのような

形での御質問と承ったわけであります。 

 そういった中にございまして、この安心安全、

このふえるひとり暮らしの高齢者の方々の見守

り体制をしっかりと構築しなければなりません。

やはり命というものにかかわる、生まれ住んで、

ここでまさに生活してよかったという部分をし

っかりと感じとってもらうのが、やっぱり地域

に貢献をし、地域を守り、家族を守って、そし

て頑張ってきた高齢者の方々への一つの答えと

して、行政もしっかりとそれを対策をとってい

かなければならない。 

 しかし、行政だけではその部分の、これは言

いわけみたいな捉え方をされると、ちょっと不

本意でありますけども、なかなかマンパワーの

問題もあり、必ずしも十分でないとなれば、や

っぱり一つの市民協働という仕組みの中で、御

質問にあったように、社会福祉協議会、民生児

童委員の皆様、さらには老人クラブの方々とも

しっかりとタッグを組んだ一つのシステムを構

築し、安心見守り体制を十分な体制として構築

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。 

 そのような意味もありまして、１町10カ村と

いう一つのコミュニティーの中に地区センター

をという中で、活性化専門員を含めまして３人

体制を、昨年の４月にスタートをさせていまし

た。小さな拠点をネットワークに、ただこれは

地域おこしだけではない、地域の活性化のため

のさまざまなイベントに頼るだけではないとい

う中で、一つのモデル地域づくりという中で、

上郷と松崎と小友を一つのモデル地域にしなが

ら、どうすれば地域住民の皆様の安心安全を確

保でき、そしてコミュニティーをしっかりした

仕組みにしながら、いうところの住んでよかっ

たというそのような地域に持っていきたいとい

う一つの拠点として、地区センターを位置づけ

たわけであります。 
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 そして、その地区センターには、安心安全と

いう一つの仕組みで、ただいま課題になってお

りますこの高齢者の方々、あるいはひとり暮ら

しの高齢者の方々のきちんとしたフォロー体制

をそこに組み込もうと。 

 したがって、所長、それから市職員の主事、

活性化専門員、こういった方々にも社会福祉協

議会の支部、あるいは民生児童委員の皆様と、

さらには老人クラブの皆様と、もう一つここに

は私は大事なキーワードが、マンパワー集団が

あろうかと思っております。消防団の分団も消

防団員の皆様もこの中に加わっていただくとい

う仕組みがやっぱりできないだろうかと。11地

区消防団の分団が11分団、すっかり重ね合わせ

ることができるわけであります。 

 したがいまして、一朝一夕と申しますか、き

ょうことしやったから直ちにしっかりしたもの

になるとは思っておりません。職員には、やっ

ぱり２年３年とかかるだろうなと。だけども、

コミュニティーをしっかりとしたものにする、

そこで安心安全をしっかりした仕組みに持って

いくとなれば、やはりこういったマンパワーの

皆様の一つの力をしっかりとした仕組みに持っ

ていく必要があるんで、やっぱりそのような当

事者意識を持ち、また自覚を持ちながら、この

見守り体制と安心して住める環境を構築しよう

じゃないかという中で対応しております。 

 おととい行われました防災訓練などにおきま

しても、私も６カ所ほど各地域を回りました。

各地域の自主防災組織のリーダーの方々が、特

に高齢者の方々に丁寧に、まさに避難の仕方、

あるいは万が一の時という部分を丁寧に説明し

ている現場に出くわしました。そこに取り囲む

ように、地域の消防団の方々がそれを取り囲ん

でいたという場面というか現場に出くわしたわ

けでありますけども、やはりそれをしっかりし

たものに持っていくという部分が１年、２年、

３年と、いろんな反省も踏まえ、あるいはまた、

どうすればもっとよくなるかということを踏ま

えながら構築していくということが、ただいま

の御質問に対する一つの答えとして、遠野なら

ではのスタイルとして見出すことができるんじ

ゃないのかなというふうに思っておりますので、

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）  ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  いろいろな形で、そ

してボランティアという形の中でも、地区セン

ターを軸にしながら拠点を構え、消防団も加わ

りながらコミュニティーをしっかりしていけれ

ばという形で話もございました。 

 さらに話を進めさせていただきますが、住宅

に困窮している世帯で、かつ低所得者等に対し

て、地方公共団体が安価な家賃で賃貸する住宅

で、住宅の規模、立地状況、収入に応じて家賃

が異なるような仕組みがあると聞いております。

各市町村において、独自に入居基準を定めてあ

る場合がありますが、遠野市の場合はどのよう

な施策をとりながらしていくものなのか、高齢

者に対応しながら、民家での空き家が随所にあ

りますけども、空き家対策として民家を市で借

り上げて、管理しながら、高齢者用の公営住宅

として活用しながらよみがえらせていくような

対策はとれないものなのかということで伺って

まいります。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  高齢者向けの、高齢者

の方々のこの住宅の拡充と申しますか、そうい

ったようなものをどのように考えているのかと

いうことであります。 

 公営住宅として、市営住宅もそれぞれ整備を

しております。特に、この八幡市営住宅などは、

もう築60年近くなっているのに、まだ住んでい

る、住まざるを得ないというような現状にもあ

りますから、この高齢者向けの市営住宅も含め、

いわゆる公営住宅でありますね。この辺につい

ても、私は、一つ発想を変えていかなければな

らないんじゃないのかなと思っております。 

 公営住宅法という法律があります。そういっ

た中で低所得者という一つの定義のもとに、低
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家賃という中で、この住宅政策というものが行

われてきたというそのような時代で、これは戦

後一貫してそのような形での公営住宅というの

のあり方が、その中であったということは、こ

れ時代背景の中にあって、一つの経過としてあ

ったわけでありますけども、戦後既にもう70年

以上、72年、73年という中にありましては、こ

の公営住宅法そのものの位置づけ、あるいは性

格づけ、さらには、この急激に進む少子高齢化、

人口減少というものの中にありまして、この部

分における物の考え方、あるいはその位置づけ、

これをしっかりしたものに持っていかなかった

ならば、ただいま御指摘のあったような拡充と

いっても法律の縛りがあり、なかなかそれがで

きないという一つのじれったさと現場の一つの

悩みがその中にあるわけであります。 

 したがいまして、この公営住宅法、さらには

それに伴う市営住宅のあり方、例えばこれはち

ょっとこの論点から外れますけども、移住定住

という言葉の中で、我々は人口減少に歯どめを

かけようとしている。となれば、都市住民の中

でライフサイクルの中で、安心して地方のほう

で一つの第二の人生をしっかりと楽しみたいと

なったならば、そういった方々を年金の範囲内

で家賃負担できるような公営住宅も、地方につ

くっていいんじゃないですかということを、こ

の間訴えました。全然反応がありませんでした。 

 そして、空き家空き店舗対策の中でどうにか

しなければならないという、そのような、考え

てみれば一つのどこでも出るような発想の中で

の議論しか出ていない、違う、これだけの人口

がいびつな状態になっているんであれば、それ

を是正するためにもそのような住宅政策、また

それに伴う一つの経済的な負担であれば、ロー

ンの位置づけの問題等も踏まえながら、均衡あ

る地方の発展といったものを含めるためには、

住宅政策といったものをし、そしてその住宅政

策の見直しの一つの背景には、ただいま御指摘

ありましたとおり、高齢者の方々が安心して住

めるような、そのような一つの公営住宅のあり

方。 

 したがって、これは今般も議論になっており

ますけども、中心市街地の再開発という一つの

取り組みの中には、高齢者の方々が安心して、

病院にも近い、買い物にもすぐ行ける、そして

例えば除雪等においても余り負担がかからない

となれば、全てをカバーするわけにはもちろん

いかないわけでありますけども、安い土地でも

って郊外に公営住宅をという従前の発想じゃな

くして、町場の利便性のあるところにそういっ

た高齢者の方々が安心して住め、隣近所のつき

合いができるようなところに一つの公営住宅、

市営住宅、そしてまた使い勝手がいいような、

そのような中で住めるような、一つのソフトの

仕組みといったようなものをつくり上げて、そ

れでもって安心で安全な高齢者の方々の一つの

環境をその中で見出していくということが、今

我々にも知恵を求められているんじゃないのか

なというふうに思っておりますので、そういっ

た課題に、法律がこうだから、公営住宅法がこ

うだから、だからという、そういう論法じゃな

くして、そこにどのように風穴を開けるのかと

いう、我々地方なりの一つの知恵と工夫をその

中に見出していくというために、今のような課

題にも果敢に挑戦をする中で一つの道筋を見つ

けていきたいものだなというふうに考えている

ところでございますので、一つ御理解をいただ

きたいし、またそれに伴うさまざまなお知恵も

いただければということも申し上げまして答弁

とさせていただきます。 

 なお、この遠野市市営住宅等長寿命化計画の

見直しといったようなものも、今進めておりま

して、平成30年度には、この見直しを行う予定

にしておりまして、その中で入居者の利便性や

町なかのにぎわい創出等について、きちんと考

慮しながら、遠野市中心市街地活性化基本計画

の中にも反映させるという方法の中で、今内部

議論を進めておりますので、ひとつよろしくお

願いを申し上げたいと思っております。 

○議長（新田勝見君）  ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  ただいま市長が申さ
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れたとおり、住宅政策、それこそ利便性が高い、

高齢者に優しく安心して住める町場の公営住宅

というんですか、ソフトをつくり上げて知恵を

出し合いながら工夫を見つけ出して、今後に進

めさせていただきたいなと思います。 

 それでは、最後の質問に入らせていただきま

す。農業委員会の会長さんにお伺いをしてまい

ります。 

 平成27年９月４日に、農業委員会等に関する

法律の一部改正が公布されまして、昨年の４月

から施行されておりますが、遠野市では、特例

措置によって農業委員の任期が法律施行日以降

となっているということで、来年、平成30年３

月１日までの任期となっているということであ

ります。しかし、翌日の３月２日からは改正法

適用となり、新体制に移行することになります。 

 改めてこの新体制に移るに当たって、どのよ

うに変わっていくのかを農業委員会の会長に伺

ってまいりたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  佐々木農業委員会会長。 

   〔農業委員会会長佐々木敦緒君登壇〕 

○農業委員会会長（佐々木敦緒君）  法律の改

正によって遠野市農業委員会の体制はどのよう

に変わるのかという御質問にお答えを申し上げ

ます。 

 新しくなった市議会議場において、菊池巳喜

男議員の一般質問、新しくなった農業委員会等

に関する法律によって農業委員会はどのように

変わるか、お答えを申し上げます。 

 平成27年９月４日に、農業委員会等に関する

法律の一部改正が公布され、平成28年４月１日

から施行されております。御質問のとおり、特

例措置によりまして、農業委員の任期が法律の

施行日以降となる農業委員会は、任期まで農業

委員の職を務めることになります。 

 遠野市農業委員会の場合、現在の委員の任期

は、平成30年３月１日までですから、平成30年

３月２日から新法が適用され、新しい体制に移

行します。 

 今回の法律の改正によって変わることは、大

別して３点ほどございます。 

 １点目は、農業委員会法第６条第１項の農業

委員会だけが専属的な権限として行う農地の所

有権移転や農地転用等の許認可事務及び第２項

の農地の利用状況調査、遊休農地解消等、地域

農業の振興という従来の役割に、今回の法改正

では、農業委員会の必須の業務として、農地利

用の最適化推進、これは担い手への農地利用の

集積、集約化、耕作放棄地の発生防止解消、新

規参入の促進が加わってまいります。また、こ

れとあわせて、農業委員会に農地利用最適化推

進委員を置き、さきに申し上げた業務に農業委

員とともに携わっていくことが求められること

であります。 

 国は、人口減少、農業者の高齢化、担い手不

足への対策、農業者の自立施策として、10年後

までに法人や認定農業者等の担い手へ、農地面

積全体の８割を集積するとした目標を定めてお

り、この達成のため、農地中間管理機構と連携

して農地の集積、集約の推進を図ることと、そ

の体制づくりを農業委員会業務として制度化し

たところでございます。 

 ２点目は、農業委員の選任方法のあり方であ

ります。従前の公選制が廃止となり、今後は市

町村長が農業者や農業者が組織する団体等に候

補者の推薦を求めるとともに、公募も行い、双

方の結果を尊重して選任議案を作成し、議会の

同意を得て任命する方式となりました。 

 なお、任命に際しては、委員の過半数が認定

農業者となること、農業者以外のものが必ず１

名以上入ることが要件となります。また、女性

や青年を積極的に登用することとなっておりま

す。 

 ３点目は、１点目でも御説明いたしましたが、

必須の業務となった農地利用最適化推進業務へ

向けた農業委員会の体制強化のための農地利用

最適化推進委員の新設についてです。 

 農地利用最適化推進委員は、担当する区域を

定めて、当該区域ごとに農業委員同様、推薦や

募集を行い、その結果を尊重して農業委員会が

委嘱しますが、農業委員との兼職はできないと

されています。 



－ 98 － 

 このように、農業委員会の体制と業務内容が

変わったものでございます。 

○議長（新田勝見君）  ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  ただいま答弁の中で

も体制が農業委員と、それこそ体制を強化する

ために農地利用最適化推進委員ができるという

ことを説明がございました。このことによって、

どのような具体的には体制になるのかというこ

とで、これまでと違い、どこにどのような権限

がなるのかということを次に伺いたいと思いま

す。 

○議長（新田勝見君）  佐々木農業委員会会長。 

   〔農業委員会会長佐々木敦緒君登壇〕 

○農業委員会会長（佐々木敦緒君）  農業委員

と新設される農地利用最適化推進委員との違い

と権限はという御質問でございました。 

 新たな体制につきましては、農業委員と農地

利用最適化推進委員が連携して業務を遂行する

こととなりますが、その違いは、農業委員は農

地の権利移動の許可、農地転用許可への意見、

遊休農地に対する措置、違反転用への対応等に

ついて、現地確認をしながら総会へ出席して審

議し、判断を行うのが主な役割でございます。

新法になっても、これらの権限は変わることは

ございません。 

 これに農地利用最適化推進委員の意見を聞き

ながら、農地利用の最適化の推進に関する指針

を定め、農業委員会の活動計画を作成して、毎

年、行政機関へ具体的な意見書を提出すること

及び農地利用最適化推進委員と連携して、農地

の集積、集約化の業務が加わってまいります。 

 一方、農地利用最適化推進委員の役割につい

ては、担当区域での農地利用の最適化のため、

担い手への農地の利用集積集約化、耕作放棄地

の発生防止・解消及び新規参入の支援活動に係

る現場活動が主体となります。 

 具体的には、地域農業マスタープランの充実

を図るため、担当区域の農業者の話し合いの推

進、農地中間管理機構と連携して、農地の出し

手と受け手の結びつけを行い、担い手へ農地の

利用集積業務、耕作放棄地の発生防止解消につ

いては、毎年１回、担当区域内の全ての農地の

利用状況を調査し、遊休農地の所有者等に利用

意向の確認等を行うことになります。 

 また、担い手への農地の斡旋や利用関係の調

整を行う主業務のほかに、議決権はございませ

んが、農業委員からの要請により、総会へ出席

して意見を述べることもあるものでございます。 

○議長（新田勝見君）  ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  ただいま農業委員と

農地利用最適化推進委員のいろいろな活動内容

がありました。農業委員につきましては、農業

者や農業者が組織する団体などに候補者の推薦

または募集をすることになっておるということ

でございますが、農業の取り巻く環境、特に農

業者人口は、高齢化が進行しております。推薦

については、具体的には農業団体である農協や

農業共済組合等々にも要請をしていくものなの

でしょうか。 

 特に、認定農業者を過半数として女性や青年、

そして農業者以外からも登用が盛り込まれてお

りますが、どのように進めていこうとしている

のかを伺います。その辺を、まず区切って伺い

たいと思いますが。また新設される農地利用最

適化推進委員については、農業委員会が定めた

区域を単位に、農業に精通した者を候補者とし

て推薦、または募集を行っていくということに

あるようです。 

 その中では、先ほど答弁の中にもありました

けども、農業委員との重複はできないというこ

とのようでございます。さきの議会の説明では、

農業委員の報酬月額や、新たに設置される農地

利用最適化推進委員の報酬月額も示されました

けども、農業委員は従来と変わりなく、農地利

用最適化推進委員においては、農業委員よりも、

さらに報酬月額が低く設定されておりました。

農業を重点施策の一つとして掲げる遠野市にと

っては、これでいいものなのかということを、

ちょっと考えさせられました。 

 これらを踏まえながら、新体制のもとでの遠
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野市農業委員会をどのように活性化、そして将

来の農業を支える委員会に持っていこうとして

いるのかを伺い、最後の質問とさせていただき

ます。よろしくお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  佐々木農業委員会会長。 

   〔農業委員会会長佐々木敦緒君登壇〕 

○農業委員会会長（佐々木敦緒君）  今議会に

遠野市農業委員会委員等定数条例の制定につい

てが議案として上程されます。農業委員の選出

方法については、農業者や農業団体からの推薦、

募集を尊重して選任となりますが、農林水産省

から農業委員の推薦、募集に当たっては、あら

かじめ区域内に定数枠を設けることは適当でな

いとの指導がございました。 

 新法の政令では、当市農業委員会の場合、数

の上限は19人となりますので、現行の31人から

大幅に減ることで、活動の停滞、または農業委

員の選任が一部の地域に偏るおそれがあるなど

の思いから、法改正の情報を得た平成27年12月

に農業委員会内に組織検討会を設け、既に移行

した北上市等先進地を研修するなどして、新遠

野市農業委員会のあり方について、調査研究を

してまいったところでございます。 

 検討会では、農業委員の選任については、枠

は設けないものの、極力町単位に選任されるよ

うに、各町の農家はもちろんのこと、農家組合

や水路組合等、農業団体から積極的推薦が得ら

れることが必要であること、また認定農業者、

女性や青年、農業者以外の委員を確保するため

には、各組織や市民に丁寧な説明が欠かせない

こと等、意見交換をしていたところでございま

したが、平成28年11月29日、市長より農業委員

会に関する法律改正に係る農業委員の選出方法

及び条例素案の作成について、御依頼がござい

ましたので、組織検討会でさらなる調査を検討

を重ね、条例素案を作成に至りましたので、農

業委員会総会で議論を重ね、農業委員の定数は

激変緩和対策として、法律上限の19人が望まし

いとの回答を、29年３月、市長に行ったところ

でございます。 

 さらには、報酬案につきましても、農業委員、

農地利用最適化推進委員ともに農地の利用最適

化業務という重要な業務が加わり、挑戦しなけ

ればなりませんし、農地利用最適化推進委員に

ついては、報酬規定を新たに設ける必要があり

ましたので、農業委員の月平均活動日数等活動

履歴に業務の増加分を勘案して試算したアップ

案の資料もあわせて市長へ提出した経緯がござ

いました。 

 以上、申し上げた対応の後につきましては、

農業委員会が提出した資料のとおりかと思って

いたところ、市議会全員協議会の翌日に条例案

を提示されたもので、議員御指摘のとおりのほ

か、農業委員会内で議論されていなかった上乗

せ条例案など、想定外の内容が含まれておりま

したものの、不本意ながら了とせざるを得ない

状況のもと、農業委員は失意を感じることとな

りました。 

 新農業委員は、農業を専業とする認定農業者

が過半を占めなければなりませんので、本業の

農業を休んで公的業務への相応の対価は必要と

思いましたし、地域に精通する人材の登用には

応分の報酬があってもしかるべきと考えました。 

 農業委員会法改正に伴う住民説明会でも、農

業委員の報酬が安いのではないかとの御意見を

いただいております。しかし、いずれにいたし

ましても、本議会で条例案が議決された後には、

市長部局と連携して農家やＪＡ農家組合協議会

各支部等、機関、団体への説明会を開催して、

農業委員の確保に努める所存でございます。 

 農地利用最適化推進委員については、農業委

員会が区域を定め、委嘱することになりますが、

その担当区域は市が定めている地域農業マス

タープランの11区域が妥当と考えております。

また、定数については、農地利用最適化業務の

的確な推進を図るために、区域から複数が必要

と考え、各区域基準２人、農地面積、農業者の

多い区域には１人追加することで、26人が必要

との案を市長に提出させていただいております。

今議会で議決後に、農業委員と同様、農業者や

ＪＡ農家組合協議会各支部、関係機関、団体へ

推薦、募集の説明会を開催し、農地利用最適化
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推進委員の確保に努めます。 

 これからどのように組織運営をしていくかと

いう質問でございましたが、新しい農業委員会

が農地利用の最適化という大きな課題に向き合

うためには、地域からの信頼を得た農業振興と

農業の経営改善に信念と熱い情熱のある農業委

員及び最適化推進委員の登用が必須と考えてお

ります。 

 また、農業委員が今にも増してリーダーシッ

プを発揮する機運の醸成と、事務局職員がしっ

かり事務管理をする体制が整備されない限り、

農地集積、集約化の目標達成はことのほか難し

いと考えますので、新体制は農業委員と農地利

用最適化推進委員、農地中間管理事業を所掌す

る市当局と密なる連携が図られる体制を構築し

て、農地利用の最適化に農業委員会総力を挙げ

て取り組まなければならないことを新しく選任

される農業委員及び事務局職員にしっかり伝え

ると心しているところでございますので、市議

会議員皆様のなお一層の御支援と御協力をお願

い申し上げ、御答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  ８番菊池巳喜男君。 

   〔８番菊池巳喜男君登壇〕 

○８番（菊池巳喜男君）  これで一般質問を終

わります。 

○議長（新田勝見君）  これにて一般質問を終

了いたします。 

────────────────── 

   休会の議決   

○議長（新田勝見君）  お諮りいたします。９

月13日から21日までの９日間は委員会審査のた

め休会いたしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新田勝見君）  御異議なしと認めます。

よって、９月13日から21日までの９日間は休会

することに決しました。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。御苦労さま

でした。 

   午後２時57分 休憩   

────────────────── 

   午後３時07分 開議   

○議長（新田勝見君）  これより会議を再開い

たします。 

 先ほど閉会の際に、休会の期間を９月13日か

ら21日までの９日間といたしましたが、９月13

日から14日までの２日間と訂正いたします。 

────────────────── 

   散  会   

○議長（新田勝見君）   以上で、本日の日程

は全部終了いたしました。本日はこれにて散会

いたします。御苦労さまでした。 

   午後３時08分 散会   

 

 


