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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。15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  おはようございます。

政和クラブの浅沼幸雄でございます。通告に従

いまして、一般質問を行います。 

 私からは、市長に対しまして、今後の市政運

営についてと保育士のケアについての大項目２

点について、一問一答方式により順次質問して
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まいります。 

 それでは、まず、第１点目、今後の市政運営

についてであります。 

 本田市長は、去る10月15日執行の遠野市長選

挙において、合併後初となった選挙戦を経て、

４期目の市政運営に当たることとなり、今12月

定例会の初日には、市長の所信表明演述も述べ

られましたので、まずは演述の中から具体的に

何点か、お伺いします。 

 ５つの緊急優先課題の取り組みのうち、２つ

目、少子化対策と子育て支援の強化についての

中で、若年世代の価値観を理解した上で、魅力

ある遠野の里をつくる旨を述べられましたが、

あえて、若年世代の価値観を理解した上でと表

現したのはどのような意味なのかについて、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）  浅沼幸雄議員からの一

般質問でありますけども、一問一答方式という

ことで、大項目２つ、その中におきましては、

先般の当市議会初日に当たりまして、私が４期

目の任期に際しましての所信の一旦を申し述べ

させていただきました。そのことを踏まえての

御質問というように承ったところでありまして、

特にも、この若年世代の価値観を理解した上で

ということは、ただいま御質問にありましたと

おり、大変大変重要な一つのキーワードではな

いのかなというように思っていることでありま

す。 

 特にも、若年世代、これにつきましては、こ

れから一つの結婚、出産、あるいは、子育てと

いったものに対する一つの世代でありまして、

この方々のしっかりとした価値観を理解しない

ことには、いうところの少子化対策といったも

のにきちんと受け答えができないということに

なるのではないのかなというような、そのよう

な認識であります。 

 特にも、このいろんな国勢調査、さらには労

働力の調査によりますと、３世代同居が多かっ

た時代から、核家族化が進んでいるという状況

が、これは言うまでもなく、浅沼議員も御案内

のとおりかというように承知しているところで

あります。 

 そういった中におきまして、いろんな形で、

一億総活躍社会であるとか、働き方改革である

とか、我々、特に私の世代などは、まさに高度

成長を支える一つの世代といたしまして、働き

づめできたというような、そのような一つの時

代もあったわけであります。そのようなことを

踏まえながら、その価値観ではなくして、これ

からの時代を、この少子化、人口減少という中

にあって、どのように取り組むかということに

なれば、この方々の世代の価値観をしっかりと

理解しなければならない。わらっぺホーム、あ

るいは、ファミリーサポートセンター事業とい

ったようなものを行っておりますけども、その

ようなことを踏まえながら、これらに対して、

どういう受け答えをすれば、いうなれば、しっ

かりした遠野のまちづくりができるのかという

ことにつながるのじゃないのかなというように

思っておりますので、いうところの生涯現役と

いったような、一つの生活環境の状況をしっか

りと把握しながら、若年世代、特に子育て世代

の価値観を理解することによって、少子化対策、

子育て支援の強化、子育てするならば遠野とい

ったような一つのスローガンが、私はしっかり

仕組みなり、形に持っていくことができるんじ

ゃないのかなと、そういう思いの中で、あのよ

うな言葉で表現させていただいたということで

ございますので、御承知いただければというよ

うに思っております。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  所信表明演述、何回か、

市長の演述は伺っておりますけれども、記憶を

たどって、このような若年世代の価値観を理解

するという表現というのは多分今まで使われた

ことがなかったんじゃないかなと。なぜ、この

言葉を改めて一般質問の中でお伺いするかとい

うのは、やはり、ややもすると、市のほうで計

画する施策。それはよかれと思ってやるんでし
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ょうし、もちろん、いいこともいっぱいあると

思うんですけれども、ただ、対象となる方々、

市民、若い人たちであったり、その方々が本当

にそれを要求、欲求しているのかどうか、価値

観に合うのかというところが合わないと、ボタ

ンのかけ違いになる危惧、なることが危惧され

るというふうに私は常々思っていたんですけれ

ども、所信表明の中で、こういうふうにはっき

りと若年世代の価値観を理解した上でというふ

うに言ってもらったことによって、多分、具体

的に、じゃあ、どういうふうにして、理解して

いくのかというのは、これからだとは思います

けれども、そのやり方をきちっとさえやれば、

結構若い人たちの考えとか、価値観あるいは要

望事項とか、そういうものを把握して、それに

対応した施策が展開できるんではないかなと感

じるんですけれども、その点について、市長の

お考えをお伺いします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいまの御質問にあ

りましたとおり、若い世代の方々、繰り返しに

なりますけども、先ほどの答弁との繰り返しに

なりますけども、企業戦士という言葉もありま

した。24時間働き続けるという世の中が、まさ

にそれが働き方だというような、そのような一

つの時代もあったわけであります。しかし、こ

れからは、そのような一つの価値観の中では立

ち向かうことができないということは、これは

もう明白でありまして、さまざまな時代、情報

通信をはじめ、あるいは、いろんな人工知能と

いったようなのも出て、テルワークという言葉

も出ている。いろんな時代の流れの中でとなれ

ば、若い方々のしっかりとした価値観といった

ものを理解するということによって、新たな制

度、新たな仕組み、そのようなものに立ち向か

う一つの捉え方がというよりも、仕組みづくり

がその中から始まるんじゃないのかなというよ

うに思っておりますから、先ほど申し上げた一

つの認識の中で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）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  若年世代の価値観の理

解ということにつきましては、内容もわかりま

した。ぜひ、積極的に取り組んでいただきたい

なと。それによって、見える世界も今までと変

わった部分も結構出てくるんじゃないかなとい

うふうに思いますので。 

 それでは、次に、緊急優先課題の４つ目、地

域コミュニティーの再構築についての中で、市

内11地区に配置した地区センターを小さな拠点

として、持続可能なコミュニティーの育成に取

り組む旨を述べられましたが、ここで言う持続

可能とは、どういう意味なのかについて、まず

お伺いいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この小さな拠点をネッ

トワークにという一つの言葉の中で、コミュニ

ティーをしっかりとしたものに持っていこうと。

人口減少社会の中にあって、これを維持をする

ということは非常に大きな一つの取り組みでは

ないのかなというように私は認識いたしている

ところであります。 

 急激な人口減少という中におきまして、超高

齢化社会という言葉も使われているわけであり

ますけども、各地域がそれぞれの特徴をしっか

りと生かしたまちづくりを行う。それがいうと

ころの地方創生、まち・ひと・しごと創生法と

いったものによって、国が地方頑張れというも

のを打ち出してきたということは御案内のとお

りであります。そのようなことを踏まえまして、

平成27年でありますけども、遠野スタイル創

造・発展総合戦略といったものを打ち出しまし

て、この人口減少に立ち向かうというような、

そのような戦略を一つ遠野なり、遠野らしさの

中で見出したということは、これまた御案内の

とおりであります。人口減少、少子化あるいは

高齢化といった地域コミュニティーにおきまし

て、担い手不足といったものが非常に大きな問

題になってきていると。地域を支えるといった
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ような方々のそのようなものをどのようにこれ

を発揮させるのかといったことが大事でありま

す。そして、その中におきまして、ひとつ、コ

ミュニティーにつきましては、地域住民が主体

となり、地域まちづくりといったようなものを

しっかりと構築しようという中で、若い世代の

方々にも集まって、先ほど質問の中でありまし

た、価値観の一つの共有をしながらと、理解を

しながらという分の中におきまして、地域コミ

ュニティー、いうなれば、人づくり、地域づく

りということになるわけであります。 

 そのような中におきまして、この小さな11地

区を核としながら、地区センターを核としなが

ら、そして、この地区センターが、まさにコミ

ュニティーのよりどころになる。そこにいろん

な地域の方々のマンパワーが、民生委員、児童

委員、あるいは、消防団、さらには、さまざま

な地域づくりにかかわっているような団体の

方々が、そこに我が地域をどうするのかという

ことをしっかりと考える。コミュニティーが維

持される。その中でいろんな情報が共有される。

そこで安心安全といったものが確保できる。ひ

とり暮らしのお年寄りの方々、あるいは、高齢

者の方々、障害のある方々、その方々に対する

きちんとしたフォロー体制もそれを中で構築で

きる。いうなれば、ネットワークを力にという

ことになるのが、この11地区の地区センターの

コミュニティーといったものにしっかりと位置

づけたものとして、打ち出したということでご

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）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  11の地区センターそれ

ぞれに、地区センターにある団体とか、機関と

いいますか、そういうものをある程度みんなで

力を合わせて、持続可能な地域にしていくんだ

という答弁だったと思います。 

 きょうの地元紙でしたか、ちょっと、あるい

は農業関係の新聞だったか、ちょっと忘れたん

ですが、どっちだったか、忘れたんですけれど

も、日本の高齢化社会のスピードよりも韓国の

高齢化社会のスピードのほうが早い。13億の人

口がいる中国も早いということが載ってあった

んです。韓国では、それに対応するために協同

組合の考え方で、これは別に生活協同組合でも、

農業協同組合でもなく、協同組合という考え方

で、結局、ひとり暮らしとか、ふたり暮らしと

か、人口減少、高齢化、そういうものに対応す

るために、そういう考え方で、これからやって

いくんだという、簡単に言えば、そういう記事

が載ってあったんですけども、今市長が答弁さ

れた考え方を発展させていけば、そういう協同

組合的にお互いに結局助けたり助けられたりし

ながら、これからの少子化、高齢化社会に対応

できるんじゃないのかなと。言い方変えれば、

今、市でやろうとしていること、もう一歩踏み

込んでやる考えもありなのかなというふうに思

うんですけれども、それについては、市長はど

のようにお考えになるか、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）  コミュニティーといっ

た一つの位置づけを考えてみた場合に、ただい

ま御質問ありましたとおり、超高齢化社会とい

う中で、お年寄りの方々、いろんな地域といっ

たものがいうところの集落があり、その中でコ

ミュニティーが維持され、そこで情報が共有さ

れ、支え合うという一つの仕組みがその中にあ

るわけであります。したがいまして、先ほどの

答弁で申し上げましたとおり、この部分をいろ

んなそれぞれの地域に熱い思いを寄せている地

域住民の方々がいるわけでありますから、その

役割を果たすという意味におきましては、ただ

いまありました協同組合のような一つの発想と

いうものもあるわけでございますけども、私は

いつも思うんですけども、江戸という時代が30

0年続いたという中で、ある一つの本を読んで

おりましたならば、物すごい地域のあり方に対

して、いうなれば、江戸という時代はさまざま

な面で、いろんなヒントを現代21世紀に生きる

我々にさまざまな問いかけをしているという話
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をちょっと読んだことがありますけども、今の

浅沼議員の御質問の中にもありましたとおり、

そのような支え合う。そして、また、お互いそ

れぞれの役割を果たすというこのコミュニテ

ィーの大切さといったものをもう一度呼び起こ

しながら、そこを新たなこの情報通信なり、あ

るいは、さらなるネットワークの構築の中から

コミュニティーを、繰り返します。維持をする

ということは、人口で分母が減っているわけで

ありますから、それを維持するということは、

これは伸ばすというよりも維持をするというこ

とに大きな価値を見出すというそのような発想

の転換も持たなければならない。だから、コミ

ュニティーを維持するという、そのような形で

の11地区をしっかりしたものに持っていく。そ

れで11地区は、それでやっぱり、それぞれの地

域個性があります。それを生かしながらという

部分なれば、かつての村というようなコミュニ

ティーを思い起こしながらという部分で、その

ことを仕組みづくりに持っていくということが、

このコミュニティーの、この地域コミュニテ

ィーの一つのあり方ではないのかなというよう

に思っているところであります。 

○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）  私も団塊世代の次の世

代なので、そう遠くない時期に高齢者の仲間入

りになると思います。人ごとではないので、ぜ

ひ、自分たちの地域の同世代、あるいは先輩、

あるいは後輩の方々と自分たちの地域のコミュ

ニティー、持続可能なコミュニティーづくりに

頑張んなきゃないなと、改めて感じたところで

ございます。 

 それでは、次に、来年度から実施される組織

再編についてであります。 

 まずは、組織再編の目的とそれによって期待

される成果、どういう成果が期待されるのかに

ついてお伺いいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  組織再編とその期待さ

れる効果はということでありました。平成29年

９月４日と、申せば、29年９月４日といえば、

ついこの間じゃないかとことになるわけであり

ますけども、９月４日に、本当に議員各位の大

変な御理解とまた御支援のもとに本庁舎を供用

開始という中に持ち込むことができました。本

当にこれは私自身も感慨無量のものがあります。

市長という職の中にあって、新しい本庁舎を設

けることができるのかという分につきましては、

かなり難しいであろうというような、そのよう

な認識でおったわけでありますけども、こうし

て実現できたということに改めて繰り返しにな

りますけども、本当に感慨無量のものがあると

いう中にあって、よく言う、魂を入れなければ

ならないというのが、我々に今求められている

一つの大きな課題ではないのかなというように

思っております。したがいまして、これに伴い

まして、30年度の組織再編。今般の定例市議会

におきましても、関連条例、組織改編の条例等

につきまして、御審議をいただけるようにお願

いを申し上げているわけでありますけども、こ

のさらなる行政運営の効率化を図り、そして、

遠野スタイルによるまちづくりといったような、

この総合力で推進するための体制をとらなけれ

ばならないかというように思っております。そ

ういった施設の中にありまして、14の拠点施設

であったものを６つの拠点施設に再編する、集

約することができました。この本庁舎の完成に

よって、そのようなことが可能になったという

ことでありまして、産業、そして、環境、さら

には産業とか、環境とか、環境整備ですね、環

境整備、産業環境整備。そして、管理市民サー

ビス、そして、福祉健康づくり、さらには、教

育、子育て、地域づくり、人づくり、消防防災

といったような一つの拠点を改めてこれをうま

く連携をとるような組織に持っていかなければ

ならないかというように思っておりまして、組

織の再編に当たりましては、第２次遠野市総合

計画前期基本計画を一つ着実に進める。これは

大きな課題であります。 

 そして、２つの緊急優先、共通優先課題であ
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ります産業振興とそれから雇用確保、少子化対

策と子育て支援といったようなものを、これも

打ち出しているわけであります。そして、この

中におきまして、産業振興部と農林畜産部を統

合し産業部とする。そして、また、この同時に、

観光交流課、商工労働課、さらに６次産業室、

農林課を畜産園芸課と再編しながら、いうとこ

ろの産業振興と雇用の確保を組織横断的に進め

るという、そのような体制に持っていこうかと

いうように思っております。 

 少子化対策、子育て支援におきましては、総

合食育センター及び子育て総合支援センター等

を統合いたしまして、子育て応援部という一つ

の位置づけをいたしまして、さらなる、子育て

するならば遠野といったようなものを組織横断

的な中における切れ目のないものに持っていこ

うかというように位置づけたところであります。

したがいまして、12部を８部という、そして、

課も大幅に統合するという中におきまして、文

字どおりスリム化、そして、シンプル化、わか

りやすいというものにしながら、市民の皆様が

親しみやすく、総合力を発揮できて、それはそ

ちらの課だ、それはそちらの担当だということ

じゃないように、みんなで力を合わせようと、

そういう中における一つの組織再編をこの庁舎、

とぴあ庁舎と本庁舎。ただいま申し上げました

とおり、６つの拠点。これがそれぞれ生かせる

ような、そのようなことを意図しながら、組織

の再編に持ち込んだということでありまして、

ただ、これは、条例が手続が終わり、４月１日

がスタートしたとしても、そこに携わる職員の

意識もしっかりとしたものに変えていかなけれ

ばならない。よく言う、組織の壁、制度の壁、

意識の壁といったようなものをお互いそれを乗

り越えるという中における一つの努力も、また

必要になってくるんじゃないのかなと思ってい

まして、その中から、今、お話ありましたとお

り、成果といったものをしっかりと市民の皆様

に示していかなければならないかというように

認識いたし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）  スリム化、シンプル化、

図りながら効率的にという答弁だったと認識い

たしました。名称も、長年、市民のほうから、

わかりにくいとか、長いとかという意見もいた

だいていたようでございますけれども、今より

は短くなったり、わかりやすくなったりはする

のかなという感じもします。最後のほうに、今

の答弁の最後のほうに、来年の４月１日から組

織再編したときに職員の考え方もという答弁ご

ざいましたけれども、私も職員のモチベーショ

ンをいかに高めるのかと。今、低いという意味

ではない。それぞれ頑張って、モチベーション、

高いモチベーションを持ちながら仕事している

職員もたくさんいるというふうに思っておりま

すけども、さらに、職員のモチベーションとい

うのは、すごくというよりも一番大事じゃない

のかなと。これを抜きにしては、幾ら立派な計

画立てたとしても、なかなか中身のある実行に

はならないんじゃないのかなと。気持ちの入っ

た実行にはならないんじゃないかなというふう

には思うんです。でありますので、今までも、

このモチベーションを高めるためのいろんな施

策、工夫はしてきたとは思いますけれども、こ

の組織再編に当たって、何がモチベーションを

高めるために特にお考えになっていることがあ

れば、お伺いしたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この職員のモチベーシ

ョンといったものは、やっぱり、一番のキー

ワードじゃないのかなというようなお話があり

ました。先ほどの質問の中で、組織を再編する

と、その成果はという、その中で、私も、それ

ぞれ今般提案を申し上げております部の再編の

状況につきまして御答弁申し上げたわけであり

ますけども、やはり、これをしっかり機能させ

るためには、職員のモチベーションといったも

のをしっかりと、いうなれば、私の市長の立場

とすれば、フォローし、また、それをきちんと、

なるべく引き上げていくと申しますか、そのよ
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うな一つの努力も私自身も求められているので

はないのかなというように思っておりますので、

これからも職員とは、そのような中におきまし

て、きちんと向き合いながら、モチベーション

といったものをきちんと持って、市民のために、

そして、また、いい遠野のためにという中で、

気持ちを一つにしながら、一丸となってという

部分の中において、組織再編の成果といったも

のを示すことができんじゃないのかなと思って

おりますから、これからも、まさに真摯な形で

もって、職員と向き合ってまいりたいというよ

うに、改めて決意もいたし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）  次に、組織横断型の遠

野スタイル総合力推進本部と遠野みらい創造デ

ザイン推進チームを立ち上げられたと、この間

の所信表明で述べられたんですけれども、その

具体的な内容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）  11月６日付で、遠野ス

タイル総合力推進本部と、それから、同日付に

おきまして、中堅職員によります、遠野みらい

創造デザイン推進チームを２つ組織を立ち上げ

ました。具体的にというお話でございましたの

で、遠野スタイル総合力推進本部は部長級の職

員で構成されているという組織であります。そ

して、この遠野創造デザイン推進チームにつき

ましては、中堅職員によって構成されるという、

そのような対応をさせていただきました。 

 この総合力推進本部は、私自身も３期目の市

長職を務めてまいりました。その中におきまし

て、やはり、既に一般行政担当の職員がもう30

0人を切っているという状況の中にございまし

て、やはり、組織横断的に、そして、情報を共

有しながら、課題を確認しながら取り組んでい

かなければならない。そういうような思いの中

で、総合力推進という一つの組織を立ち上げな

がら、これで決めるんじゃないと。その推進本

部は決めるんじゃないと。情報を共有するんだ

と。お互いの役割をみんなお互いに確認するん

だと、そして、みんな、気持ちを一つに取り組

もうという、そのような一つの形をこの推進本

部という一つの形に組織に求めたということで

あります。やはり、どうしても、それはうちの

部ではないとか、それはうちの課ではなくて、

そっちじゃないの、何で、うちがやんなきゃな

らないという、そのようなやりとりも正直ある

わけであります。これは行政の組織によっては

避けて通れない一つの組織のあれなわけであり

ます。それを少しでもハードルを低くしながら、

みんなで気持ちを一つにやっていこうじゃない

かという、そのような意味を込めて、総合力推

進本部というものを立ち上げ、私が本部長にな

り、副市長と教育長が副本部長になったという

中で、幹部がまずもって、一つ、気持ちを一つ

にしようという、そのような一つの思いを込め

て立ち上げたということでありますし、さらに、

この総合、検証推進チームのほうにつきまして

は、総合戦略という中におきまして、それぞれ

十・とおの総合戦略を打ち立てております。中

長期的に、あるいは、総合計画の前期５カ年、

後期５カ年という中で、10年間の中で、それぞ

れ遠野としての望ましいものをどう形にしてい

くのかというようなものをみらいデザインとい

う中で示したわけであります。これを示したか

らいいんじゃないと。これを思い切って、これ

からの遠野市を支える若い中堅職員に、いうな

れば、白いキャンパスに書いてもらおうと。デ

ザインは、我々はデザインはある程度示した。

じゃあ、それに、白いキャンパスというよりも、

デザインを示したと。だから、それにもう少し

具体的に絵を書いてもらおうと。そして、しっ

かり見えるものに持っていこうと。中におきま

して、この推進チームには、それぞれいろんな

形では、管理職は手を出すなというところまで

話を持っていっております。チームリーダーに

任せろと。チームリーダーの方がそれをチーム

でいろいろ議論しながら、その輪の中から、新

たに遠野を思っている民間の若い方々。先ほど
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冒頭、若年世代の価値観という話がありました。

そういった若年世代の価値観も含めて、その若

い世代の中において、どんどんどんどん仲間を

取り込んでいく。そして、そのデザインをしっ

かりした絵に書いていく。そのような一つの形

のものを持っていきたい。例えば、彫刻で言え

ば、素材をいかに刻み込むのか。絵であれば、

キャンパスにどのような油絵にするのか、水彩

画にするのか、そのようなものは、このチーム

の、推進チームの皆さんに任せてみてはどうだ

ろうな。そして、それをただ任せっぱなしじゃ

なくして、例えば、３カ月たったらば、中間発

表する。例えば、市民の皆さんに発表する。あ

るいは議員の皆様にもお示しをするというよう

な、一つの双方向で、一つ、思い切って、議論

してみようじゃないか。そして、これから繰り

返しになりますけども、特にも、民間の方々の

新たな発想、そして、また、いろんなノウハウ、

それを取り込むという、そのような推進チーム

に持っていきたいものだなという中で、その２

つがそれぞれうまく機能すればいいなというよ

うに考えているところでございますから、ちょ

っと、くどくなったかと思いますけども、その

ような思いの中で、11月６日に立ち上げたとい

うことでございますので、御理解いただければ

と思っております。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  まず、推進本部のほう

からお伺いしますけれども、今の御説明と御答

弁ですと、情報共有という答弁だったかと思い

ましたけれども、毎週月曜日８時半前に開会に

なっている会議、名前を忘れたんですが、あの

会議ありますが、私の認識ですと、それも部長

級の方々が集まってしている会議だというふう

に認識しているんですけれども、推進本部も部

長級の人たちということなんですけれども、そ

の違いというのは何か、もちろんあるんでしょ

うけれども、どのように捉えたらいいのかとい

うところを確認したいんですけども。 

○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）  ただいまの質問の中で、

いうなれば、子育てするなら遠野推進本部、さ

らには、六次化産業推進本部といったようなも

のを立ち上げて、そのすみ分けという部分での

御質問というように承りましたけども、この分

につきましては、この２つの組織があって、そ

れなりに機能したがゆえに、次のステージとし

て、総合力推進本部というところにつながって

いったという分に私は捉えているところであり

ます。この２つの本部が機能しなかったんであ

れば、ただ、総合力推進といっても、何のこと

だとなってしまう。やはり、子育てするなら遠

野推進本部も、六次化産業推進本部も、さまざ

まな形で、いろんな形で、試行錯誤、あるいは、

行ったり来たりしながら、懸命にどうすれば、

このような産業振興なり、子育て環境をどのよ

うにすれば、構築できるのかなという中で、か

なりの議論をしながら、議員各位の理解もいた

だきながら、予算化も図り、そして、また、打

って出る、迎え撃つといったような、そのよう

な切り口の中においても、一つの結果を出して

きたということでありますから、それを踏まえ

ての対応だというように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）  若干、答弁の内容がず

れているというふうに思いますので、お願いし

ます。本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  失礼いたしました。す

み分けということだったもんでございますから、

そのように、六次化とあれと部分について、く

どくお話しいたしましたけども、これは次の通

告の質問だということにもなろうかというよう

に思っておりますから、例えば、これはいうと

ころの庁議というものがあります。庁議は、先

週どのようなことがあったのか、今週どのよう

なことがあるのかという中で、いうなれば、ス

ケジュール調整ということになっておりますか

ら、全く深堀をしない。ですから、非常に庁議

そのものは、いうなれば、ちょっと言葉として
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は適正でないかもわかりませんけども、日程調

整ということになっておりまして、そのような

中でそれを位置づけてある。だから、これと部

分と地域経営会議といったものの位置づけ、ま

た出てくるわけでありますから、庁議メンバー

が推進本部になったという分におきましては、

このスケジュールの部分で確認もしながら、そ

れをもっと、みんなで、みんなで、ちゃんと確

認をしようと、共有をしようという、そのよう

な位置づけとして、推進本部というもののすみ

分けを行ったということでございますから、庁

議は従来どおり、けさも朝８時から行っており

ますけども、従来どおりということになろうか

と思っております。 

 失礼いたしました。 

○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）  庁議と推進本部の違い。

深掘していくんだという御答弁でございました

けれども、やっぱり、部長級の方々が情報を共

有するということは基本だと思うんですけれど

も、なかなか難しいことだろうな、言い方悪い

んですけども、部長級になっている方々であれ

ば、それぞれの考えも結構自信を持っている

方々だと思うんで、でありますけれども、それ

はそれとして、お互いにどういうことを考えて

いるのかとか、市がどういうことを、市長が、

副市長が、教育長がどういうことを考えている

のかというのを共有するというのは、一つの方

向に向かうという意味では、力が分散しないで

集約化されるのかなというふうに感じましたの

で、ぜひ、有効的な本部というふうにしていた

だきたいと思います。 

 次、推進チームのほうについてお伺いします

けれども、私たち議会も市役所の若手職員と

ワークショップ２回やったわけなんですけれど

も、１回目は試しにワークショップをやって、

青森中央学院大学の先生が佐藤先生が、ぜひ、

本格的にやってみたほうがいいんじゃないのか

というお声がけがありまして、議会と市役所の

職員の方々でワークショップをやったんですけ

れども、それをやって感ずるのは、すごく若い

人たち、若い職員だけではないと思いますけれ

ども、前向きに物事を考えているなと。本当に

遠野市民、そして、遠野市のためにということ

を考えながらやっているなというのを痛切に感

じだったんですけれども、その年代とこの中堅

である推進チームの方々とは若干違うとは思う

んですけれども、できれば、若い方々の意見も

取り入れる場面、あるいは、意見を出してもら

う場面もあわせて考えると、もっともっと、い

ろんな角度から意見が出てきていいんじゃない

のかなというところも感じるんですけれども、

その点については市長どのようにお考えになる

んでしょうか。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  みらい創造デザイン推

進チームにつきましては、ただいま御質問あり

ましたとおり、若い方々の新たな発想とまさに

感覚、情報といったものを生かすという一つの

ことでありますから、先ほどの一つの答弁との

繰り返しになりますけども、このチームを確認

しながら、遠野スタイルとしての官民一体とい

う部分の中に持ち込むという方向に、一部は持

ち込んで、さまざまないろんな議論がされてお

りますから、また私のそれこそいろんな情報に

よりますと、いろんな民間の方々も遠野を思う

方々の動きが非常に活発になってきております

から、その方々としっかり官も歩調を合わせる

という分におきましては、この推進チームの役

割といったものが非常に大きいものになるんじ

ゃないのかなと思っておりますから、やはり、

民間のノウハウと新たな発想、それをしっかり

と生かすという中で、この推進チームに注目も

し、また期待もしているということを申し上げ

まして、先ほどの答弁との繰り返しになろうか

と思っておりますけども、答弁とさせていただ

きます。 

○議長（新田勝見君）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  今の答弁の最後で、注



－ 20 － 

目もし、期待もしているという市長のお話がご

ざいましたけれども、私も同じでございます。

注目をして、期待をしております。 

 六次産業推進本部と子育てをするなら遠野推

進本部とのすみ分けはということにつきまして

は、先ほど答弁いただきましたので、割愛させ

ていただいて、次に移りたいと思います。 

 次の質問は、遠回しな物言いをすると誤解を

招くおそれがありますので、単刀直入にお伺い

します。まず、市民から私に寄せられたお話を

します。 

 朝、地元紙の市長の日程欄を見たときに、市

内や県内外において、市長講演の予定が少なか

らず入っているが、市政の運営は大丈夫だろう

か。簡単に言えば、そういう内容であります。

一人ではなく、複数の方々から、こういうお話

いただいているんですけれども、そこで、改め

て、市長講演の目的と意義。講演に目的も意義

もないと言えば、そこまでなんですが、でも、

あえて、市民にそういうふうな声があるという

ことも踏まえて、その目的と意義についてお伺

いしますので、市長におかれましては、市民の

疑問や不安が払拭されるよう御答弁願いたいと

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）  先ほどすみ分けという

ところで、六次産業と子育てのところをちょっ

と取り違いまして、ちょっと答弁が先走ってし

まったんじゃないかなと思っておりまして、御

迷惑をおかけいたしました。すみ分けという分

につきましては、ただいまの御質問の市長の地

元紙等で報じられる日程の中で市長講演という

ものが多いようだけども大丈夫かというような、

そのような心配している市民もいるぞというよ

うな、そのような声ではなかったかなと。庁内

も市役所の中も大丈夫であろうかというのも、

その声の中にはあるんじゃないのかなという中

で、ただいまの御質問を承ったところでありま

す。 

 この平成29年度で見ますと、来年３月までの

予定を含めますと、講演回数は約14回というそ

のような予定として組まれておりまして、この

部分によりますと、遠野市に来る方々、特に他

県の市議会議員の皆様の視察も結構多くて、私

もそれに対応しながら、できるだけ、各県の市

の議会の議会関係者が来る場合は、最優先で遠

野のためにという中でお話をする機会をいただ

いているところであります。 

 さらには、この県外といったものにつきまし

ても、それぞれありますけども、これから３回

ほど予定が入っているというような状況にあり

まして、29年度は都合14回ほどのそのような回

数になっておるということで、まず御承知おき

いただければ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、特にも東日本

大震災の発災以降につきましては、23年度、24

年度は、県内外から、この遠野の後方支援とい

った取り組みにつきまして、ぜひ、話を聞きた

いという一つのリクエストがありまして、これ

まで年間30回を超えるという一つのこともあり

ました。正直なところ、正直申し上げますと、

大変な日程でもあったということも、そのとお

りであります。ほとんど日帰りという中で、朝

早く出て、夜遅く最終で帰ってくるというよう

な、そのような日程でありましたので、かなり

体にこたえたということも、文字どおり申し上

げておきたいというように思っておりますけど

も、しかし、これは市長としての仕事でありま

す。やはり、しっかりした遠野の市民の皆様の

取り組みを市長として、きちんとお伝えをし、

また、お話をするということも一つの役目では

ないのかなというような、そのような意味にお

きまして、このような対応もさせていただきま

した。そして、こういった場合におきましては、

それぞれ遠野の安心安全に対する市民一丸とな

った取り組み、遠野スタイルのまちづくりとい

ったようなものに一つしながら、特にこのまち

づくりの推進などにつきましては、遠野スタイ

ルのように、まちづくりといったようなテーマ

の中で、現状と課題、それに対する一つの遠野

のアプローチの仕方等につきまして、お話をす
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るというような形での市長講演という形になっ

ております。 

 そのほかにも、岩手大学と富士大学のほうに

も、地域づくりの一つの講座を持っております

ので、その部分における、あるいは、国土交通

省の全国建設研修センターの中におきましても、

年１回はその講座を持っているということもあ

りますので、そのような形での回数があるとい

うことでございますけども、ただいま申し上げ

ましたとおり、29年度、これから予定されてい

るのを含めますと、このとおりの回数でありま

すけども、これからも十分心しながら、特にも

う心配しているぞと、市役所の中は大丈夫かと

いうことに対する一つのことをしっかりと謙虚

に受けとめながら、職員の信頼し、また、職員

にも頑張っていただきながら、私も先頭に立ち、

そのような対応をしてまいりたいというように

思っておりますので、きちんとバランスをとり

ながら、そして、また、気配りをしながら、そ

して、また、一方においては緊張感を持ちなが

ら、しっかりとこういった部分にも積極的にア

プローチ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から、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）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  私にお話を持ってきた

市民の方も、きょう聞いているかどうかはわか

りませんけれども、ほかの市民の方々も、今の

市長の答弁を聞いて、かなり疑問あるいは不安

が払拭されたんではないかなと感じます。一番

示すのは、今の不安、それから疑問を払拭する

ためには、先ほどから議論している、これから

の市政の運営で結果を出すことが、それが最も

近道あるいは重要じゃないのかなと感じますの

で、そちらのほうも含めて進めていただきたい

と思います。 

 それでは、大項目２点目、保育士のケアにつ

いての質問に入ります。 

 本年６月26日付、地元紙に保育士のケア必要

３割の見出しの記事が載りました。それは厚生

労働省研究班がことし２月から３月に実施した

調査の結果、全国の保育所や認定こども園のう

ち、精神的ケアが必要な保育士のいる施設が2

7％に上るとのことでありますが、本市では、

保育士のケアについての現状をどのように把握

していらっしゃるのかについて、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）  子育てするならば遠野

という分におきましては、保育士さんたちのマ

ンパワーの力も非常に大きいということがもう

言うまでもありません。その中におきまして、

ただいま御質問にありましたとおり、全国的な

数字を見ると、ケアを必要としている方の割合

が27％というように報じられているという、そ

のような調査結果も出ているということであり

まして、遠野市の現状はどうなんだろうという、

そのような御質問であったわけであります。 

 この保育士という一つのマンパワー集団の中

におきまして、懸命に現場で頑張っている皆様

でありまして、この職員の毎月の保育協会との

一つの総合、協議の場におきましては、例えば

でありますけど、毎月の園長会議、園内での職

員会議、または、この運営主体にかかわるいろ

んな連絡会議等におきまして、いろいろ意見交

換をしながら、現状の把握に努めているという

ことでございまして、保育士の一つのケアを必

要とするという分については、今の段階におい

ては、遠野市の中においては、そういった事案

はないというように、そのように報告を受けて

いるところでございますので、ないと言っても、

ないという部分どのように捉えるのかという部

分もあるかと思いますから、これはメンタルな

部分でのケアの問題でありますから、非常に微

妙な問題であるわけでありますから、けがをし

たとか、何かであれば、すぐ見えるわけであり

ますけども、見えない部分のところがあるわけ

でございますかあら、ないというような言い方

の中においては、やはり、私も慎重に期さなき

ゃならないかと思いますけども、深刻な事案は
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ないという捉えてよろしいんじゃないのかなと

いうように承知するところでございますので、

それを含めての御答弁とさせていただければと

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）  当市においては、保育

士のケアは、今のところはない、必要ないとい

うことだと思います。実際、保育士さんは、私

が申し上げるまでもなく、本当に小さい子ども

たちを預かるという、そういう重責。加えて、

小学校の中でもよく言われるモンスターペアレ

ンツという、それが保育士を認定こども園にも、

他の自治体ではある。あるいは、私の知ってい

る保育士から聞いても、これは遠野市内じゃな

いんですけれども、本当に大変だよという話は

伺います。伺いました。今現在メンタルケアを

必要な人はいないということですので、それは

それとして受けとめますけれども、ただ、市長

がさっき答弁の中でも話されたように、精神的

なもの、メンタルですから、その方の性格にも

よると思うし、あるいは、話しする、話しやす

い雰囲気があるかどうかというところも関係し

てくるんじゃないかなと思うんですけれども、

直接では、市の職員ではないんですけれども、

保育を委託している保育協会さんに所属してい

る職員の方々ですけれども、市としては、保育

士のケアについて、今後、何かかかわりを持っ

ていこうとされているのか、もしくは、あくま

でも保育協会にお任せするということになるの

か、その辺についてお伺いしたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいまお話申しまし

たとおり、このメンタルな部分におけるケアと

いう非常に微妙な問題でありますので、数だけ

で、どうのこうのというわけにはいかない、非

常に内容的にも難しい一つの課題ではないのか

なと思っておりまして、市としての一つの対応

の問題、今後の対応という問題が一つ問われる

んじゃないのかなというように思っておりまし

て、ただいまの御質問ありましたとおり、やは

り、職場の風通しということも当然必要であり

ますし、あとは団体の連携ということも必要で

ありますし、いうところの職員間のコミュニ

ケーションということも大事でありますし、さ

らには、保護者の方々との密接な信頼関係とい

うところも大事である。それがきちんとうまく

機能さえすれば、こういったメンタルケアの問

題も、きちんと一つの対応できるんではないの

かなというように思っておりまして、このよう

な相互理解と相互認識を踏まえ、また、いろん

な課題を共有するというようなことが非常に大

事ではないのかなと。 

 また、一方においては、精神的なケアという

ことになれば、セーフティーネットといったよ

うなものをきちんと構築していかなければなら

ない。人権問題も当然かかわってくるわけであ

りますから、その辺もしっかりとしていかなけ

ればならない。市といたしましては、健康福祉

の里、子育て総合支援室等におきまして、それ

ぞれ各種相談窓口といったようなものを設置し

ながら、保育士さんの皆様の負担軽減を図るた

めに、平成28年、29年度の２カ年にわたり、子

育て支援職員、支援員研修会を開催いたしまし

て、保育士の皆様に対する一つのフォローも講

じてきたということであります。 

 また、この総合計画の中におきましては、わ

らすっこプランに基づきまして、保育士の良好

な職場環境にも配慮しながら、保育所の環境整

備、これも良好な職場環境を構築しなければな

りません。そのようにおきまして、本年度、今

工事が進んでおりますけども、附馬牛保育園の

施設整備を実施に踏み込んだということでもあ

りますから、こういったものにつきましても、

総合計画に基づき、順次環境整備を図ってまい

りたいと。やはり、それが両方が相まって、こ

の子育てするならば、遠野をしっかりと支える

保育士さん方の、先ほど職員のモチベーション

という話もありましたけども、保育士さんの皆

様のまさにモチベーションといったものをそれ

をしっかりと確保できる。そういったようにな
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るんじゃないのかなと思っておりますから、よ

く言う、ソフト、ハード、バランスをとった中

におけるきめ細かいフォローをしっかりと対応

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）  15番浅沼幸雄君。 

   〔15番浅沼幸雄君登壇〕 

○15番（浅沼幸雄君）  今の答弁の中で、セー

フティーネットという言葉がございましたけれ

ども、まさに保育士さんたちが、今現在はケア

が必要な方はいないということですけれども、

多分、保育士さんたちからすると、いつ、そう

いう状況が起きてもおかしくないという見方も

あると思うんですよね。そういう中で、図らず

も市長が答弁されたセーフティーネットとか、

あるいは、転ばぬ先のつえとか、例えば、何か

自分が精神的に保育士さんが何か問題起きたと

きに、行って相談できるんだというところがあ

るというだけで、すごく安心感があるのかな、

出てくるのかなという感じはするんですよね。

でありますので、形はどういう形がいいのかは、

私も専門家ではありませんけれども、ただ、そ

ういう心のよりどころがあるという安心感をぜ

ひ保育士さんたちに持っていただきたいなと思

うんで、その点についての市長のお考えをお伺

いしたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいまの御質問で、

相談しやすい、そのような環境が必要じゃない

かという、全くそのとおりだと思っております。

やはり、何でもそうでございますけども、抱え

込んでしまって、そして、いうところのメンタ

ルな部分のケアがということになる事例がいっ

ぱいあるわけであります。気軽に、あるいは、

きちんと信頼できる相談というそのようなもの

の環境もつくっていかなきゃならない。今般の

12月補正予算の中におきましても、西館庁舎の

子育て総合支援室ですね、支援。それから教育

委員会、保育協会、これが一体となって、リニ

ューアルをしながら、一つのわらすっこの城と

しての形に持っていこうという部分の中で、予

算を計上させていただいておりますけども、そ

の中には相談室といったようなものもしっかり

と確保しながら、まさに現場の皆さんの信頼で

きるそのような相談に応じる、また、気軽に相

談に応じる、相談に来てもらえると、そのよう

な環境をつくっていきたいというように思って

おりますので、ひとつ御理解をいただければと

思っております。 

○15番（浅沼幸雄君）  これで一般質問を終わ

ります。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午前11時00分 休憩   

────────────────── 

   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。 

 次に進みます。８番佐々木大三郎君。 

   〔８番佐々木大三郎君登壇〕 

○８番（佐々木大三郎君）  市民クラブ所属の

佐々木大三郎君でございます。 

 ただいまから事前通告に従い、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点について質問させていただ

きます。 

 １点目は、中心市街地の活性化について、２

点目は、中学校の再編成後における校舎の活用

計画について、市長の御見解を伺います。 

 質問に入る前に、本田市長におかれましては、

さきに行われた市長選挙で旧遠野時代から数え

て通算５期目となる御当選まことにおめでとう

ございます。これは、これまでの本田市政を顧

みて、豊富な経験と実績、そして、行政手腕に

対する市民の評価であると認識いたします。ぜ

ひ、卓越した情報収集能力と発信力、そして、

判断力と行動力をもって山積する課題解決に向

けて市政運営にあたっていただきたいと思いま

す。 

 それでは、１点目の質問の中心市街地の活性

化について。 

 中心市街地の活性化基本計画に記載されてい



－ 24 － 

る一部を引用しながら質問させていただきます。 

 遠野市の中心市街地は、沿岸と内陸を結ぶ要

衝の地として江戸の昔から商いが盛んに行われ、

物流と文化の交流拠点として成り立ってきまし

た。そして、昭和29年に遠野町と周辺７村が合

併して遠野市となり、市役所及び行政機関が中

心市街地に集積されております。その後、昭和

55年に県立遠野病院が郊外へ移転し、平成３年

に国道283号バイパスの開通に伴って沿線には

広い駐車場を備えた全国チェーンの大型専門店

が立地するとともに、食料品スーパーや飲食店

が出店し、商業は中心市街地からバイパスへと

移転が行われてきました。 

 また、モータリゼーションの進展や多様化す

る消費者ニーズの対応に立ちおくれ、少子高齢

化や後継者不足などと相まって空き店舗が増加

し、中心市街地の空洞化は深刻な課題でありま

した。 

 このような現象は、全国的にも顕在化してき

たことから、平成10年に中心市街地活性化法が

施行されたことを機に、当市では平成21年３月

に遠野市中心市街地活性化基本計画が策定され、

市と遠野商工会が中心になってこの事業に取り

組んでこられました。 

 その事業目標は、１つには多くの観光客が訪

れる中心市街地とし、２つ目は市民と観光客の

回遊と交流によりにぎわう中心市街地という内

容でした。 

 また、28年３月には、後期遠野市中心市街地

活性化基本計画が策定され、計画期間は平成28

年４月から33年３月までの５カ年計画で事業に

取り組み中であります。 

 そして、この事業目標には町なかの観光振興

と回遊性創出、そして、振興、新規店舗の推進

の３点が掲げられております。そしてまた、平

成21年度から今年度までに投じられたこの事業

費は、主なハード事業だけでも約79億円。79億

円という巨額な投資額になっております。 

 参考までにこの事業の一部を紹介させていた

だきますと、観光交流センターの新築であり、

旧ＪＡビルをまちおこしセンターとして整備、

旧伊藤家の復元、旧赤羽根蔵の復元、とおの昔

話村のリニューアル、博物館のリニューアル、

旧北銀遠野支店を遠野文化研究センターとして

リニューアル、「とぴあ」のリニューアル、そ

して、本庁舎の新築であります。中心市街地活

性化のためにこれだけの多くの建物を整備し、

巨額の予算、すなわち税金が投じられてきまし

た。 

 そこで、伺います。 

 これだけの大規模な整備事業の結果として、

どのような効果や成果があったのでしょうか。

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）  佐々木大三郎議員の一

般質問にお答えいたします。 

 一問一答という中にございまして、中心市街

地の再開発と申しますか、このプロジェクトに

つきまして、それぞれの遠野市、旧遠野市とし

てのまちづくりの中における経過をかなり詳し

く質問の中に述べられておりました。かつての

沿岸と内陸の交流の拠点として賑わいのある交

流のあるまち遠野、宿場のまち遠野、そして、

人と物が行き交う遠野としての一つの圧倒的な

存在感の中で、遠野はまちづくり、地域づくり

を進めてきたというのは御案内のとおりであり

ます。そして、その中におきまして人口減少、

もう一方においては通信、情報通信、いうとこ

ろのＩＣＴ、さらには道路網のネットワークの

構築といったものが進み、さまざまな形で中心

市街地の一つのあり方が問われているという中

にあるわけであります。特にも情報通信、ある

いは交通インフラの整備といったものが加速度

的に始まり、そういった中におきまする中心市

街地のあるべき姿、さらには空洞化といったも

のがさまざまな形で大きな課題になっていると

いうことは遠野だけではないと、全国各地の基

礎自治体といわれる市町村はそのような悩みを

抱えているということは、佐々木議員も十分御

周知の御承知のことというように思っておりま

す。そういった中に、放置してとは言っていな
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いのであります。このままにしておくわけにい

かない。やはりかつてのにぎわいを取り戻す魅

力のある遠野のまちづくりを進めることによっ

て人口減少に立ち向かいながら、そして、遠野

の地域の経済の活性化を図り、産業振興を図り、

移住定住といったプロジェクトの中において、

住んでみるならば遠野だというそのようなもの

にも持ち込まなきゃならない、あるいはインバ

ウンドといわれる外国人訪日客の皆様の日本の

文化としての遠野の魅力を高めることによって、

インバウンドの受け皿としてその遠野のまちづ

くりを進めていかなければならない、もう一方

においては、内陸から来た方々を沿岸に送り出

す、さらには沿岸部、陸中海岸、あるいは三陸

海岸といった沿岸部から来た方々を、今度は内

陸のほうに、またこれを送り出してやらなけれ

ばならないという遠野の中継拠点としての位置

づけも明確にしていかなきゃならない。そのた

めには遠野市のこの旧遠野町と申しますか、旧

遠野市の遠野町のかつてのにぎわいをしっかり

したものに持っていかなきゃならないという中

で、ただいま佐々木議員が申し上げたようなさ

まざまな取り組みに進んできたということにな

るわけであります。 

 私の１つのこのまちづくりのコンセプトは、

古くて新しいものは光り輝くというコンセプト

であります。全てが新しい安い土地を求めて郊

外型に全部なってしまったならば、遠野のこの

中心市街地はどうなるだろうか、それこそ誰も

寄りつかない、そのような遠野のまちになって

しまっていいだろうかと。そうではない、しっ

かりした皆さんの気持ちを１つにしながらそこ

でやりとりをしながらという中で、合併特例債

の活用、あるいは過疎債の活用、社会資本総合

整備交付金の国からの導入、さまざまな手立て

を講じながら、今、佐々木議員が申し上げまし

たようなプロジェクトに取り組んできたわけで

あります。市民の皆様の貴重な税金をただただ

その中につぎ込んだんではないんだということ

をまずもってきちんと理解をし、また、御認識

をしていただきたいというふうに思っているわ

けであります。合併したいことによるまちづく

りという中で、この合併特例債も貴重な財源で

ありました。 

 そしてまた、過疎債にしても社会資本総合整

備交付金にしても、さらには総務省が持つ、あ

るいは農水省が持つ、あるいは文化庁が、文部

科学省が持つ、あるいは厚生労働省が持つさま

ざまな補助金、交付金といったようなものもい

かに有効にこれらのまちづくりに生かすかとい

う中でさまざまな取り組みを行ってきたという

ことになるわけであります。 

 佐々木議員も十分御承知のことと思っており

ますけれども、この旧ＪＡ遠野のあの本店ビル、

あれは文字どおり減築という中で、駅前の一等

地のビルを市民の皆さんが、あるいは関係者が

一丸となってあのようなビルによみがえらせた

という、そのようなことも背景にあるわけであ

りますから、巨費を投じてきたというそのよう

な認識の中でまちづくりを行ったわけじゃない、

そのことについて、まずもってしっかりと御理

解をし、また、御認識をいただければというこ

とをまずもって申し上げたいというように思っ

ております。 

 その中において、じゃあ、どのようなこのさ

まざまなハード整備が、古くて新しいものは光

り輝くというこのプロジェクトがどのような成

果を与えたのかということになれば、これはや

っぱり真っ正面にこの数字とも向き合わなけれ

ばならないということは当然なわけであります。

工夫してきたからいいんじゃないかじゃない、

やっぱりその経過、成果、効果、それをやっぱ

りしっかりしたものに市民の皆様に示さなけれ

ばならないということは、これ当然なわけであ

りまして、こういったものにつきましては、た

だいまいろいろ質問の中にありましたとおり、

入り込み数、この博物館、とおの物語の館、城

下町資料館、こういったようなものにつきまし

ては、なかなか苦戦もしているということは、

正直、認めざるを得ないというふうに思ってお

ります。目標値、年間10万人に対しまして、平

成28年度の入り込み数は４万9,430人、約５万
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ということになっております。目標値は、この

前期計画時の基準でありますけれども、平成19

年度の実績の８万9,869人という１つのことを

見ますと、やはりこの分におきましては、特に

もこの東日本大震災を一つの契機といたしまし

て、減少傾向にあるということは、私も、これ

も決して仕方がないという言葉を使うつもりは

ありませんけれども、このような傾向にあるで

あれば、整備してきたことが生かされていない

んじゃないかという、直ちにその数字には持っ

ていけないんではないのかな、いろんな時代背

景もあるという部分も思えば、この数字を素直

に受けとめながら、よくいう、であれば、どう

すればいいかということを考えていかなければ

ならないかというように思っておりまして、さ

まざまなこの東日本大震災以降もいろんな形で

手立てを講じているところであります。特に、

この観光客の減少については遠野だけではない

と、岩手県全体の傾向にあるんだということも

含めながら、周辺地域、花巻、平泉、あるいは、

釜石、大船度、高田、そういったところと十分

連携を図りながら、いうところの１つのコース

をしっかりしながら遠野に入る、そして、次に

行く。遠野に来る、次に入る、そのような１つ

の形を、よくいうオール岩手の中で構築しなが

ら遠野の存在感をそこで示していくということ

になるんではないのかなと思っておりまして、

まちなか賑わい創出にありますけれども、産業

まつりや遠野ホップ収穫祭、これも一つの官民

一体となった遠野としての大きなイベントであ

ります。大変なにぎわいを見まして、昨年、こ

の市街地開催のイベントといたしましては、い

うところの大きな手がかりを、そしてまた、手

ごたえを感じているということも一つの何と申

しますか、自信にも持っていかなければならな

いんじゃないのかなと、いろんな手立てがある

んだなと、生かさなければならない、これだけ

整備をしてきたものを生かさなければならない

いろんな手立てや知恵がそこの中にあるんだな

ということを改めて思い起こさなければならな

いかというように思っております。 

 遠野の今の状況によりますと、この最新の状

況で申し上げますと、平成28年度、これが平成

28年、28年度には、この最新の状況であります

けれども、若干、上回る数字の得ているところ

でありますから、やはり徐々にその成果が出て

きているというような、そのような認識で捉え

ておりまして、中心市街地活性化の核となるこ

の本庁舎、「とぴあ」庁舎と合わせての本庁舎、

これが９月から供用開始になってきておるとこ

ろでございますから、博物館あり、図書館あり、

そして、とおの物語の館があり、城下町資料館

があり、その動線の中には、今度は本庁舎があ

る、「とぴあ」庁舎がある、そして、一日市通

りがあり、仲町通りがある。それを面として捉

えながら、それの特徴をどう生かしながら、魅

力のある中心市街地としての再開発をどのよう

に進めるかとなれば、これまで進めてきたこの

整備を今度はどのようにそこにソフトを組み込

みながら魅力のある、立ち寄りたい、ぜひのぞ

いてみたい、ぜひ見学してみたいという、その

ようなものをこれからしっかりと組み立ててい

くということになるのではないかなというよう

に思っておりますので、その辺のところにつき

ましては、改めて佐々木議員からもさまざま御

指導いただきながら、その分を進めてまいりた

いものだなというように強く思っているところ

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）  ８番佐々木大三郎君。 

   〔８番佐々木大三郎君登壇〕 

○８番（佐々木大三郎君）  今の御答弁では、

28年度から徐々に成果が上がっているんだとい

う御答弁であると理解しましたけども、具体的

な事例を示して、さらに質問させていただきま

す。 

 この事業の目標の一つである町なかの回遊性

創出、いわゆる中心市街地の通行量についてで

すが、中心市街地内の歩行者と自転車、バイク

の通行量は、平日で、平成20年度は5,182人で

あったものが、平成27年度には3,024人と、実

に41.6％も減少しております。さらに、平成10
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年度比ではマイナス57.3％と、半分以下になっ

ております。この結果は、市民の皆さんも実感

しておられるとおり、日中の時間帯は歩いてい

る人がほとんど見受けられない閑散とした状況

にあります。 

 また、市内の観光客の入り込み数についても、

毎年減少傾向が続き、特に平成28年度は急激に

減少しているのが現実であります。参考までに、

22年度の観光客入り込み数は、66万人であった

ものが、平成28年度は45.3万人と31.3％も減少

した計算になります。 

 そしてまた、店舗の数も目に見えて減ってき

ております。さらには博物館やとおの物語の館、

城下町資料館、蔵の道ギャラリーの入館者数も、

毎年、減少をし続けております。 

 そこで伺います。 

 当市では、これまで中心市街地の活性化策と

して第１次、２次の遠野市総合計画並びに前期、

後期の中心市街地活性化基本計画に基づいて、

ハード、ソフト両面に先ほども話したとおり、

膨大な事業費を投じてきたわけですが、どうし

てこのような最悪の状況に陥り、改善の兆しが

見えてこないでしょうか。当然、まちづくり指

標を掲げて取り組んでこられましたので、現状

把握や原因分析、そして、その改善策を講じて

こられたはずですが、その辺の取り組み状況に

ついて御答弁願います。 

○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）  ただいま１問目の質問

で１つの現状に対する、あるいはこれまでに対

する取り組みの中に対する一つの経過を申し、

答弁として申し上げたところであります。 

 ただいまの２問目の質問の中にございまして

は、惨たんたる、あるいはいうところのきわめ

て厳しい数字がという中でいろいろ述べられて

おりました。しかし、これからの一つの遠野の

望ましい姿といったときに、惨たんたるという

ような状況の中で果たして前向きに取り組むこ

とができるだろうかと。やはり少しでも可能性

があれば、それの可能性に果敢に挑戦をすると

いう中で、展望を見出していけばなければなら

ないという議論をしていかなければならないか

というふうに、私は承知いたしております。そ

れぞれの部分の環境整備、遠野のまちが変わっ

たと、そして、非常にいいまちづくりをしてい

るというようなそのような評価もいただいてい

るということは一方にもある。ただ、それを評

価をいただいたからそれでよしじゃないと、た

だいま申し上げましたようないろんな、ただ

佐々木議員からさまざまな数字が述べられまし

た。これは、避けて通らない一つの現実である

ということは、私も十分承知をいたしておりま

すし、この数字はどうでもいいんだというつも

りは毛頭ない。これをどのように跳ね返すのか、

あるいはこれをどのように素直に受け入れてそ

れを次のステップに持っていくのかという議論

がやっぱり今は求められておるんではないのか

なというように思うわけであります。ちなみに

遠野市中心市街地の活性化、この基本計画の活

性化、中心市街地活性化計画は、平成28年度を

初年度といたしまして、平成32年までの５カ年

の計画として位置づけられておりまして、引き

続きこの事業を推進していくということになろ

うかというふうに思っております。ハード事業

といたしましては、遠野小学校の隣地に整備さ

れた遠野児童館から、この東館庁舎に設置した

わらすっこセンターとを結ぶ子育て支援ゾーン

としての子育て環境の整備、遠野小学校があり、

そして、かつての市役所庁舎があるわらすっこ

センターがあるところとどう動線を結んでいく

のかというような中で、環境整備をしていくと

いうのがその計画の中で位置づけられておりま

す。 

 さらには、この老朽化いたしました公営住宅、

これを中心市街地エリアに整備をするという公

営住宅の一つの整備計画も位置づけております。

また、遠野駅舎と周辺機能の連携によるまちな

か活性化に向けたＪＲ遠野駅舎の利用の検討と

いったようなものも、このハード事業の中にお

いてはこの計画の中に位置づけて、また、さま

ざまな議論を深めているということであります。 
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 これらの議論は、先ほど来、申し上げていま

すとおり、いろんな環境整備を行ってきたのと

どう連動させるのか、どのように相乗効果を生

んでいくのか、そして、観光客の方々、交流人

口の拡大、しかし、一方においては、地元の

方々も立ち寄ってみたいというようなそのよう

な魅力のある施設に持っていかなければならな

いということが、この計画の中にいうなれば形

にしていかなければならないかというふうに思

っております。 

 そして、このソフト事業の中におきましては、

空き家、空き店舗のこの情報データベース化い

たしまして、そして、円滑な情報提供を行いな

がら中心市街地の空き家、空き地店舗の解消を

図りながら、そして、それを魅力につなげるプ

ロジェクトに持っていくというなども計画をし

なければならないかというふうに考えておりま

す。 

 いずれもこの中心市街地のにぎわい創出、そ

して、市民の皆様の安心安全な一つのまちづく

りには欠かせない事業でありますので、この計

画をしっかりと着実に実行しながら、特に、そ

こにいろんなアイデア、知恵、先ほど浅沼議員

との中にもありました。若年層の１つの価値観

をどうまちづくり生かしていくのかという部分

なども、これもしっかりとした体制をつくりな

がらそういった方々の一つの思い、あるいは気

持ち、さらには遠野に対する愛着、そして、そ

れが魅力のある遠野といったものに持っていく

ようなハード、ソフトの事業を、繰り返します

けれども、健全財政を維持しながら身の丈の中

で着実に進めていくということになろうかとい

うふうに思っておりまして、そのことによって、

ただいま申し述べておりましたいろんな数字が

少しでも上向きに転じるんじゃないか、また、

転じさせなければならない、そのように持って

いかなければならない、そのためにはみんな気

持ちを１つにしながら、そういった問題に取り

組んでいこうというようなそのような環境をつ

くらなければならないというような部分の中で、

１人目の質問者でありました浅沼幸雄議員の中

にお答えいたしましたけれども、総合力といっ

たような一つの切り口の中でそのような問題に

も取り組んでまいろう、まいりたいものだなと

いうように考えているところでございますから、

御承知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）  ８番佐々木大三郎君。 

   〔８番佐々木大三郎君登壇〕 

○８番（佐々木大三郎君）  御答弁では改善策

として、いろんな環境整備を図ってきたという

ことであったと思います。しかし、成果が上が

らないことが私は大きな問題であると思います。 

 市長は先日の所信表明で、現場主義を貫いて、

きょうも話していますけれども、意識の壁、組

織の壁、制度の壁に挑むということをお話しさ

れております。これは、ずっと以前から話して

こられた内容でありますよ。しかし、先ほども

話したとおり、平成22年度以降、全く改善の兆

しは見えておりませんし、逆に、ますます悪化

の一途をたどっているんではありませんか。数

字から判断して。 

 確かに、これは、市長おっしゃるとおり、大

変難しい課題かもしれませんけれども、私が思

うには、この悪さの真の原因はどこにあるのか、

そして、その原因分析と的確な改善策を見出し

ていないのが問題ではないでしょうか。さらに、

その改善策に対する実践力、行動力が伴ってい

ないことも指摘せざるを得ません。そしてまた、

本田市長御自身がもっと危機感を持ってまさに

現場主義を貫いていただいて、率先垂範で改善

策を講じる必要があると考えますが、このこと

に対する御所見を、再度、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）  ただいまの御質問の中

におきまして、リーダーシップという一つの言

葉の中で問われる御質問であったかというよう

に捉えておりますけれども、お聞きいたします

ところによりますと、何もしてこなかったんじ

ゃないかと言わんばかりの御質問であったとい

うように受けとめました。残念であります。懸
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命に頑張っているけれども、なかなか数字とし

て得ることができないという１つのもどかしさ

と苦しさの中にあるという部分もひとつ御理解

をいただければと思っております。 

 数字が全てだということは十分承知しており

ます。その数字に対して何もしていなかったん

じゃなくて、懸命にまさに職員とも向き合い、

怒鳴り合い、そしてまた、さまざまな形で大声

を出しながら何とかしようという中で、懸命に

みんなが頑張っているんだということも佐々木

議員にはしっかりと御理解をいただき、そのた

めには議員各位にも、特に、佐々木議員にもし

っかりやれよというそのような形でこれだけの

事業を通じて環境整備をしてきたんだと、それ

を生かせという、そのような１つの叱咤激励等

御指導もいただければ、私もまた新たな気持ち

の中で、さらにさらにという中に取り組みがま

た皆と一緒になって加速をするという中で、数

字としての何らかの手応えを、また、１つの数

字を確保するということにつながるのではない

のかなと思っておりますから、ただいまの御質

問を謙虚に受けとめ、さらなる一つの先頭に立

って、関係者と一丸となってという中で、先頭

に立って、この問題に取り組んでまいりたいと

いうように決意をいたしているところでござい

ますし、また、覚悟いたしているところでござ

いますので、これからの御指導と御理解をいた

だきますように、そしてまた一方においては、

これまで同様、叱咤激励もいただきますように

お願いをいたしまして、答弁とさせていただき

ます。 

○議長（新田勝見君）  ８番佐々木大三郎君。 

   〔８番佐々木大三郎君登壇〕 

○８番（佐々木大三郎君）  ただいまの市長御

答弁では、職員はじめ関係者の皆さんは懸命に

頑張っているんだと、その件は何とか理解する

ようにしてくれというような御答弁でありまし

た。私は、関係者の皆さんが頑張っていないと

いうことは一言も話しておりません。逆に、一

生懸命頑張っているということを認識しながら

質問しているところでございます。大体、この

辺、市長と認識違うのは、このような仕事は頑

張っただけじゃ済まされないんですよ。やはり

成果、数字があって評価されるべきものだと思

います。ですから、そのためには何をしなくち

ゃいけないのか真剣に考え、行動を起こす必要

があると考えます。 

 それと、もう一つ、私は不思議なのは、先ほ

ど同僚の浅沼議員からも質問、あるいは指摘め

いたことがありましたけれども、私の目からも、

また、市民の目からも、市長は余りにも外に出

かける機会が多過ぎると認識しております。や

はり遠野市にはこれ以外にもたくさんの課題が

山積しておりますので、まずは、市長御自身に

もっと地元への目配りと気配りが求められると

私は認識しております。この件につきましては、

時間の関係もありませんので、答弁は求めませ

んので、次の質問に入ります。 

 後期中心市街地活性化基本計画の終了時期は、

先ほども話したように平成33年３月になってお

りますが、これまでの経緯と現状並びに反省点

から、今後、どのような事業を計画しておられ

るでしょうか。これからも今までのような高額

な費用を投じる事業が発生するでしょうか。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）  これからの事業をどの

ように考えているかとつきましては、先ほどの

ハード、ソフト事業の中で、平成28年度を初年

度としながら32年までの５カ年計画の中でそれ

ぞれ位置づけているという答弁を申し上げまし

た。その中には、駅舎問題もあれば、さまざま

なこの岩手銀行さんの移転問題に伴う跡地利用

の問題等もあるわけでございますけれども、そ

のようなことを順次身の丈の中で、健全財政を

維持しながら対応していくということになろう

かというように思っておりますので、この事業

経過については、先ほど申し上げましたハード、

ソフト事業の中と重複いたしますますので、そ

の際、申し上げた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。 
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○議長（新田勝見君）  ８番佐々木大三郎君。 

   〔８番佐々木大三郎君登壇〕 

○８番（佐々木大三郎君）  わかりました。 

 次に、とおの物語の館の運営体制について伺

います。 

 本件については、先日の議員全員協議会の席

上で御説明を受けておりますが、その内容は、

課題として平成25年度から株式会社遠野に当館

の指定管理者を指定してきたものの、開始の平

成25年度から観光客の入り込み数が減少し、収

支状況は、毎年、赤字決算が続いております。

また、今後も大幅な改善は困難な見通しである

ということでありました。 

 したがって、恒常的な赤字と会社全体の収益

事業の落ち込みから、伊藤家の開店営業は困難

であるというものでした。そして、11月からは

既に閉店しております。これは、今後の商売の

ことを考えた場合、大変残念なことであります。

これまで、当時のとおの物語の館、旧とおの昔

話村ですけれども、これは施設と設備の老朽化

が著しいということと、平成24年の柳田國男没

後50年の節目を迎えるにあたり大幅な改修が必

要であるということで、このエリア内全体の大

規模改修工事が行われてきました。 

 しかし、くしくも平成25年度以降、とおの物

語の館の入り込み数が減少し、収支状況が思わ

しくないという御説明がありました。また、平

成28年度からとおの物語の館の指定管理料とし

て、新たに450万が遠野市から（株）遠野に支

払われております。これほどてこ入れしても、

なお、平成28年度の収支状況は894万円の赤字

ということであります。なぜこのような結果に

なるのか、私にはよく理解できません。いや、

私以上に市民の皆さんは納得できないと思いま

す。この辺の内容や状況について市民にもわか

りやすく御答弁願います。 

○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）  とおの物語の館の経緯、

あるいは現状等につきましては、ただいまの御

質問の中に全て述べられておったということで、

これはさまざまな形で議員各位とも情報を共有

という中で、これまでも御説明している内容で

ありますから、まさにそのとおりの状況である

ということが、まずひとつであります。 

 しかし、その数字のもっていうところのこの

遠野ならではというこのとおの物語の館をこの

まま放置しておくわけいかないというのは、も

ちろん言うまでもないわけであります。もう20

10年、『遠野物語』発刊100周年のときにさま

ざまな形で博物館のリニューアルから、とおの

物語の館としてまた新たな体制を構築しながら

少しでも魅力のある中心市街地であり、観光施

設のほうで持っていこうと、そして、伊藤家と

いうのも江戸末期の町屋の一つの形を持ってい

るという中で、中心市街地、とおの物語の館に

隣接するところに復元をしたと、そして、町屋

と、人々が行き交う息遣いの聞こえる遠野のま

ちという一つのコンセプトの中から、伊藤家も

あのような形でよみがえらせ、そして、食を楽

しむことができるものとして、（株）遠野との

連携の中から指定管理者制度を導入しながら、

あそこの経営にあたってきたということになる

わけであります。そして、もう既に、時の経過

が６年、７年と経過した中で、やはり厳しい数

字と向き合わざるをおえなかったというのもそ

のとおりであります。これはただいまの佐々木

議員の質問の中にも述べられていたとおりの数

字であるということであるわけでありますから、

これを踏まえて、この指定管理のあり方、ある

いは伊藤家のその一つの運営の仕方、そういっ

たものにつきましてさまざまな議論を行いなが

ら少しでも人々が集えるようなそのような場所

に、そして、魅力のある施設に持っていこうと

いう中で、いろんな形での議論を重ねていると

いう一つの状況であります。そして、来年の４

月の本格的な観光シーズンには新たな一つの体

制の中で、伊藤家をまた再スタートしようじゃ

ないかということでいろいろ関係者の知恵が、

そして、いろんなアイデアが寄せられておりま

すので、それを盛んに今議論をしながら、一つ

の時間をいただきながら、議論をしながら、た
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だいま申し上げられました数字に立ち向かうと

いうそのような１つの方向性をその中から見出

し、また、議員各位にも市民の皆様にもしっか

りとした説明を行いながら、にぎわいのある中

心市街地といったものに持っていこうというそ

のような形で今対応しているということを申し

上げまして答弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  ８番佐々木大三郎君。 

   〔８番佐々木大三郎君登壇〕 

○８番（佐々木大三郎君）  今の御答弁では、

今盛んにこの対応策について検討中であるとい

うふうに理解しましたので、これ以上の質問は

しないで、次の質問に入らせていただきます。 

 この改善策としまして、とおの物語の館内の

一部の施設である伊藤家、飲食店ですけど、こ

れと以前から休止中のさくら、茶の蔵と書くん

ですけれども、この茶蔵、今は物置になってい

るということでありますが、この２つをテナン

ト募集して外部に貸し出すという御説明であり

ました。このことによって、市内事業者が食や

催事で参加できる環境が整うので、市民と連携

した施設運営が期待できるということでありま

す。本当にそうなるでしょうか。私には疑問で

あります。（株）遠野の運営下で伊藤家の収支

状況は、開店当初から、毎年、赤字状況が続い

て、平成28年度は700万円の赤字経営でありま

す。 

 この状況は、事業者が変わることによって黒

字化は期待できるのでしょうか。入居事業者は、

テナント料を支払ったほかに黒字化を図らなけ

ればならないわけですが、本当にこれは可能で

しょうか。私は事業者を安易に変更するよりも、

むしろ（株）遠野の赤字の原因はどこにあるの

か。例えば、料金面なのか、味のよしあしなの

か、接客マナーのよしあしなのか等々について

検証した上で、適切な改善策を講じるべきと考

えます。そのようにしないと、新規事業者は都

合が悪くなると簡単に退店してしまって悪い風

評だけが広がるというような危険性があると私

は思いますが、このことに対する市長の御所見

をお願いします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  お答えいたします。 

 遠野物語に隣接しております伊藤家と茶蔵、

これの一つの利活用の仕方についてということ

での御質問でありました。今の取り組み状況に

つきましては、御質問の中に述べられていると

おりであります。１つの（株）遠野と、それか

ら、伊藤家、茶蔵をテナント化するという中で、

その食といったものを通じながらという１つの

ことを述べられておりましたけれども、その部

分も１つのやっぱり手法とすれば、これをにぎ

わいのある、魅力のある施設にするためにはや

っぱり発想の転換を図りながら、新たなテナン

ト誘致の中で切り込むのも１つの手法じゃない

のだろうかという議論も、当然、行っておりま

す。もう一方においては、（株）遠野としての

１つの位置づけの中で、どこにその赤字の原因

がということも考えなければなりません。そし

て、数字的には赤字という数字の中で議論をさ

れているわけでありますけれども、この部分に

おきましては、確かに企業でありますし、赤字

という部分の中でまさに収益を上げ、言葉とし

ては使いたくありませんけれども、もうけなけ

ればならないというのが企業の論理であります。

これは当然であります。 

 しかし、一方、遠野らしさ、遠野ならではと

いう言葉の中で魅力のあるまちづくりを行わな

ければならない。そのためには、やっぱり市民

の皆様の、そしてまた、議員各位の皆様のきち

んとした御理解のもとに一定の支援を行いなが

ら、魅力のある遠野、立ち寄ってみたい遠野、

そしてまた、食べてみたいおいしいものがある

遠野といったようなものもその中で環境整備を

していかなければならない、テナントだけの問

題にするわけにはいかない、（株）遠野だけの

収支の問題だけで議論するんではないんだと、

やはり地域経営としての遠野市の地域経営をど

う持っていくかと、いうなれば、いろんな仕組

みに果敢に挑戦をしながら、よく費用対効果と

いったような問題も冷静に議論しながら、その
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中において、いうところの市民の皆様の貴重な

税金の使い道なわけでありますから、それをし

っかりと説明をしながら、そして、中心市街地

再開発、遠野の魅力のあるまちづくり、伝統と

歴史と町屋の息遣いが聞こえる遠野であるとい

うことをその中で見出しいく中に、伊藤家と茶

蔵の存在もその中にあるんだということもひと

つ佐々木議員には御理解をしていただければと

いうように思っております。収支だけの議論を

してしまうと、正直なところ、打つ手がないと

いうことになってしまうわけであります。しか

し、先ほどの第２問、３問の中にもありました

とおり、この数字を何も仕方がないと捉えてい

るわけではありません。深刻な数字として捉え

ながらであればどうすればいいだろうかという

ことを真剣に議論しながら、さまざまな可能性

に立ち向かうという中でいろいろ厳しい議論を

行って、何とか手がかりをつかめないだろうか、

何とか魅力のある１つの施設に持っていけない

だろうかという１つの議論をしながら、ほっと

くわけにはいかないという中で議論をしている

ということでございますから、このテナント方

式、あるいは（株）遠野の経営状況、さらには

遠野市全体の市としての経営状況等もよく見き

わめながら、さまざまなまさに官民一体の１つ

の連携を図っての１つの魅力のある施設のほう

に持っていくために努力をしなければならない

し、また、思い切った決断もその中で求められ

るということになろうかというように思ってお

りますから、その厳しさの中でこの課題にも立

ち向かっていきたいというように思っておりま

して、ちょっと抽象的な言い方になろうかとい

うように思っておりますけれども、私が申し上

げたいのは、収支だけで捉えるんじゃない、魅

力のある遠野のまちづくりをするためにはみん

なで知恵を出して、そのためにはどのような税

金の使い道をみんなで考えたらいいだろうかと

いうことを皆さんに理解を求めるということに

やっぱり最終的には尽きるんじゃないのかなと

いうようにも思っているところでございますか

ら、その点を御理解をいただければということ

を重ね、お願い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）  ８番佐々木大三郎君。 

   〔８番佐々木大三郎君登壇〕 

○８番（佐々木大三郎君）  確かに、市長みず

からおっしゃったとおり、曖昧な表現でいろい

ろと御説明いただきましたけれども。私、思う

には、企業や商売をする方はやっぱり収支、黒

字というのが一番大切なんですよ。これが赤字

になってしまうと企業は倒産するんです。倒産

すると、社員だけじゃなくてその家族、地域に

も大きな影響、波及するんですよ。その辺のこ

とを考えた場合にやっぱりこれはもっと真剣に

考えていただいて改善策を講じるべきではない

でしょうか。要は、伊藤家の運営についてもっ

と改善策を考えながらその対応に真剣に取り組

んでいく必要があるんじゃないかなということ

を指摘させていただいて、次の質問に移らせて

いただきます。 

 次に、まちおこしセンターの整備計画につい

て伺います。 

 当局からの事前説明では、市役所本庁舎が平

成29年９月に完成したことにより、産業振興部

はまちおこしセンターの２階から本庁舎に移転

し、その空いたところに遠野商工会が１階から

移転してきましたので、１階部分が丸々空き状

態にあります。 

 そこで、この１階の空き部屋の活用計画につ

いて伺います。 

 当局の御説明では、遠野の玄関口として１階

部分に多くの人が立ち寄り、休憩と作業、雇用

情報が提供できるようにするということでした。

その活用内容の一部は休憩スペースとして観光

客や通勤客、バス待ち合いの方に休憩スペース

として開放するということであります。このこ

とに対して疑問ですが、まちおこしセンターの

斜め向かいには「とぴあ」があり、１階には広

い休憩スペースが確保されております。 

 また、遠野駅舎の隣には旧物産センターがあ

り、１階部分に広いバス待合室があります。そ

して、そのすぐ目の前にはバス停があるわけで
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あります。このようなことから、利用者の利便

性と建物の有効活用並びに「とぴあ」の売り上

げ向上という観点から、この使用計画は妥当性

に欠けると私は認識いたします。 

 また、活用の一部は、チャレンジショップス

ペースとして学生や商工業者の商品開発、新規

創業者を対象として試行的に商品の販売やサー

ビスの提供を行うスペースとして貸し出すとい

うことでありました。このことに対しても疑問

なのは、先ほどの旧物産センターの２階の部分

には広い未使用の空き室があります。この部屋

は利用者にとって柔軟な使用が可能ですので、

商品開発のセキュリティー、商品の販売面等々

を考慮した場合、この計画も妥当性に欠けると

思います。そしてまた、活用の一部は企業の雇

用スペースとして相談員を常時１名配置して、

企業情報や雇用情報の提供を行うということで

ありました。このことに対しても疑問なのは、

新本庁舎の完成により今まで分散していた組織

を集約することによって、仕事の効率化と市民

サービスの向上、コストの削減を図るというこ

とが目的であったはずであります。それなのに、

なぜわざわざ事務所を新たに分散して配置しな

ければならないのか、矛盾を感じてならないで

す。これらに対する市長の御所見を伺います。 

○議長（新田勝見君）  午後１時まで休憩いた

します。 

   午後０時00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。 

 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  午前中に引き続き、

佐々木大三郎議員の質問にお答えいたします。 

 まちおこしセンター、通称あすもあ遠野とい

う形で表現しておりますけども、このまちおこ

しセンター、旧ＪＡとおのの本店ビルを、いう

ところの減築という中で改装しながら、駅前一

等地の中に新たな拠点として位置づけながら、

機能を発揮しているところであります。 

 産業振興の拠点として、前期遠野市中心市街

地活性化基本計画により整備されまして、平成

24年４月から供用開始という形で、あそこを運

用しているということであります。 

 そういった中におきまして、この９月４日に

本庁舎が供用開始となり、300人を割る組織の

中で、スリム化、コンパクト化、そしてシンプ

ル化という一つの中で、本庁舎のほうに産業振

興部が集約されてきたという中で、あすもあ遠

野まちおこしセンターの位置づけといったもの

を改めて、これは議論もし、また検討もしなけ

ればならないということは、議員御案内のとお

りであります。 

 そういった中にございまして、年内に遠野商

工会が、あすもあ２階のほうに移転をするとい

う、そのような方向で、遠野商工会とは話し合

いが済んでおります。 

 そして、３階は、これまで同様、多目的な形

での利活用できる会議やイベントや、さまざま

なものにできる３階をそのようなフロアにし、

１階を、１階フロアにつきましては、それぞれ

のいろんな産業振興、あるいは遠野の玄関口と

しての一つのあり方の中で、いろんなグループ

から、ワーキンググループから、さまざまな形

での提案等をいただいているところであります。 

 それを踏まえまして、産業、そして雇用ス

ペースといたしまして、先般、厚生労働省のほ

うから採択になっております、生涯現役いきい

き促進協議会といったような連携事業を活用い

たしまして、その中に位置づけることといたし

ております。 

 今のところは３階に当面の事務所を構え、そ

して来年の３月には、４月ごろになろうかと思

っていますけども、この生涯現役いきいき促進

協議会の事務所を１階のほうにという方向で、

今検討を進めているところであります。 

 この協議会では、働く意欲のある高年齢者、

これはおおむね55歳以上ということになってお

りますけども、その方々の労働力、あるいはノ

ウハウ、豊富なノウハウを活用しながら、生涯
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現役という中でマッチングをしていかなければ

ならない、そのような大きな役目を担っている

ところでございますので、１階のほうにそれの

拠点を設けながら、関係機関、職業ハローワー

ク、あるいは職業訓練協会、あるいは商工会、

さらにはシルバー人材センター等との連携の中

から、そのような拠点を１階のほうに設置をす

る方向で今調整を図り、また検討もしていると

ころであります。 

 さらには、今まで行っていなかった市内企業、

あるいは誘致企業も含めまして、会社情報、あ

るいは製品、どんな製品をつくって何をしてい

るのかと。そのようなものも市民周知をしっか

りと図って、雇用の場というものを確保してい

かなきゃならない。 

 そのような発信と、そしてまたいろんな形で

の相談業務を行うようなスペースを、いうとこ

ろの情報提供サービスを行うようなフロアも、

あすもあ１階のまちおこしセンター１階のほう

に整備をしたいという方向で、今検討をしてい

るとこでございますので、この部分におけるも

のづくり、雇用、そして産業振興といったもの

と、反対側にあります旅の蔵遠野、これが交流、

観光振興といった一つの拠点になるということ

になろうかと思っていますので、その連携を商

工会、観光協会、そういったところの密接な連

携のもとに、まちおこしセンターが有効に機能

するような、そのような状況で環境整備を図っ

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）  ８番佐々木大三郎君。 

   〔８番佐々木大三郎君登壇〕 

○８番（佐々木大三郎君）  承知しました。静

観したいと思います。 

 ただ、先ほども話しましたが、旧物産セン

ター２階には広い空き部屋もあるわけですから、

やはり市民の利便性とか、あるいは建物の有効

活用、そういったところにもぜひ目配りをして

利用計画を立てていただきたいと思います。 

 ちょっと私の持ち時間、大分短くなってしま

いましたので、早口で失礼しますけども、そこ

で私からの提案です。 

 これ、今すぐにということではないんですが、

まちおこしセンターの１階部分はテナントビル

として、テレワークセンターやサテライトオフ

ィスの立地を、企業を立地すべきと考えます。

このことによって、若者の雇用、特に女性の雇

用をふやす環境が整いますので、自然と少子化

問題や人口減少問題が解消されて、前段で質問

した中心市街地の活性化にもつながると確信し

ます。 

 また、当市の財政難対策にもつながると考え

ます。 

 幸い、このテレワーク事業は、国の地方創生

の取り組みの一環であるということから、多く

の企業は導入傾向にあります。 

 また、当市は、既に遠野みらい創りカレッジ

内にテレワーク環境を整備済みですので、相乗

効果によりまして、都市部からのＵＩターン者

の期待ができると思いますが、このことについ

て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）  お答えいたします。 

 あすもあ遠野まちおこしセンターの１階の利

活用につきましては、ただいま御提案をいろい

ろいただきました。いずれも検討に値する提案

ではないのかなという思っておりますので、時

代の流れ、そしてまた地元の企業、これは地場

も含め、誘致企業も含め、しっかりとした発信

をしながら、その中で、いうところの雇用の場

を確保する。 

 そしてまた、テレワーク事業のようなものを

うまく取り込みながら、これも都市と地方の連

携の中から新たな雇用を生み出すという部分に

おきましては、あすもあのビルの一つの利活用

という部分におきましては、ただいまの御提案

のあった、そのような利活用につきましては、

十分検討に値する事項ではないかなと受けとめ

ているとこでございますので、今後ともよろし

く御指導をお願い申し上げたいと思っておりま

す。 
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○議長（新田勝見君）  ８番佐々木大三郎君。 

   〔８番佐々木大三郎君登壇〕 

○８番（佐々木大三郎君）  次に、２点目の質

問である、中学校の再編成後による校舎の活用

計画について伺います。 

 ４年前に、市内の中学校が統廃合によって閉

校となったところは、綾織と小友、附馬牛、土

淵、上郷中学校の５校であります。このうち附

馬牛中学校については、小学校の校舎に転用さ

れました。また、土淵中学校は、みらい創りカ

レッジとして活用されておりますので、残り３

校の活用状況について伺います。 

 まず、質問の本題に入る前に、中学校の閉校

により、当該地域にはどのような影響が生じて

いるとお考えなのか、市長の御見解を伺います。 

 私の思いは、以前は学校行事等により、なじ

みやすさや親密性から住民が気楽に参加できる

場でありましたし、地域住民の出会いとコミュ

ニティー形成の場となっておりました。 

 特に、運動会や文化祭は、伝統行事の披露の

場として重要な役割を担っておりました。また、

子どもたちの声や学校のチャイムの音、登下校

時に挨拶をしてくれる子どもたちがいなくなっ

て、寂しい思いをしております。 

 そこで伺います。市長はこのことに対して、

どのように感じておられるでしょうか。御答弁

をお願いします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  お答えいたします。 

 この中学校再編問題は、足かけ８年かかって、

地元の皆様の合意形成を図りながら、８校を３

校体制に持っていったというような、そのよう

な経緯があるわけであります。 

 その中におきましては、ただいま御質問の中

にありました、各地区の中学校の抱える地域に

あっては、本当にまさに地域の活性化、あるい

は郷土芸能を含め、あるいは今御質問の中にあ

りましたとおり、子どもの声がという部分の中

においての寂しさを持っておったということは、

私も十分認識をいたしております。 

 そのことを超えながら、中学校３校という体

制に持ち込み、東中学校、遠野中学校、西中学

校という中で位置づけをいたしまして、平成25

年４月にスタートをしたということになるわけ

であります。 

 この中におきましては、本当に寂しい思いを

したという部分は、私も十分過ぎるぐらい理解

をし、また受けとめているところであります。 

 しかし、その後の５年の歩みの中におきまし

て、これは地域住民の皆様の、まさに地域に対

する熱い思いということが、そのような形にな

っているかというように思っておりますけども、

それぞれ各地区におきましては、出身の中学生

諸君が、懸命に地域のことを思い、そしてまた

地域に愛着を持ちながら、さまざまな地域行事

にも積極的に参加しながら、地域住民の皆様と

力を合わせながら、我が地域をという中で取り

組んでいる姿を、この５年間見てまいりました。 

 したがいまして、学校という一つの場を３校

になったということは事実でありますけども、

地域に対する愛着と思いといったものは、変わ

らず生徒諸君の中にもしっかりと根づいて、地

域住民の皆様との連携の中に、地域をよくしよ

うという力になっているという部分を改めて思

い起こしながら、この廃校になった中学校をど

のようにまた再びよみがえらせるかという部分

におきまして、御質問にありました、一つの上

郷、あるいは綾織、あるいは小友といった部分

の中における取り組み、あるいは土淵における、

みらいカレッジのさらなる発信といったような、

そのようなものにもしっかりと取り組まなけれ

ばならないのかな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）  ８番佐々木大三郎君。 

   〔８番佐々木大三郎君登壇〕 

○８番（佐々木大三郎君）  御答弁では、市長

も私と同じような思いを抱いていただいている

みたいですので、次の質問に入ります。 

 中学校閉校による地域活力の衰退を抑えるこ

とを目的にしまして、これまで市民の皆さんと

一緒になって、さまざまな対応策の検討が行わ
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れてきたと認識しております。 

 具体的には、平成23年12月に、地域ごとに地

連協を主体とした検討組織が設置されました。

以後、地域の活性化と活力の醸成につなげられ

るよう、会議には行政も加わりながら、再編後

の学校施設の活用策について検討が行われ、平

成25年２月に活用事業計画の案が示されており

ます。 

 あれから間もなく５年が経過しようとしてお

ります。現状はどのようになっているでしょう

か。地域住民には経過説明は行われているでし

ょうか。 

 ちなみに、議会に対しては、いまだ途中経過

や結果報告がなされていないと承知しておりま

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）  ８校を３校に再編をし

たという中にございましては、ただいま佐々木

議員が申し上げたような経過の中で進められて

いるということは、御案内のとおりであります。 

 平成25年２月に、議員全員協議会の場におき

ましても、その内容を説明しながら、それぞれ

の位置づけを小友中学校、綾織中学校、あるい

は土淵中学校、上郷中学校といったような、そ

ういった青笹中学校も含めながら、土淵中学校

も含めながら、さまざまな一つの考え方を示し

てきたということになっているわけであります。 

 そして、25年４月には、それぞれの地域の特

性、地域住民を対象とした、いうところの説明

会、懇談会などを開催いたしまして、活用方針

の確認、あるいは計画案の説明、さらには意見

を交換をいたしまして、それぞれ方向性につい

て、いうならば全地域の皆様からの一応の確認

を得たという、そのような経過があるわけであ

ります。 

 質問のありました中におきまして、現在も変

わらず、土淵中学校のみらい創りカレッジであ

るとか、そのような面につきましては利活用と

いう方向で、さまざまな問題はあるものの、地

域住民の皆様の力強い理解によりまして、一つ

の跡地利用が進んでいる。 

 もちろん、附馬牛中学校も附馬牛小学校にな

り、引っ越しのときなどは、地域住民の皆様、

ＰＴＡの皆様が全面的に協力しながら、我が小

学校をという中で、新しい中学校校舎にみんな

移っていったと。このエピソードの中に、附馬

牛小学校の生徒から手紙をいただきましたけど

も、トイレが本当にきれいになったと。入った

らば、電気がついたと。黙って通っただけで電

気がついた。不思議だというような手紙をいた

だきました。 

 そういったものを思えば、利活用という中で、

廃校になった附馬牛中学校を小学校によみがえ

らせたという部分が、今度の保育園、児童館の

新設にもつながっていったということになるわ

けでありますから、こういった部分を改めて私

どもがその中から子どもたちのあの声をしっか

り受けとめながら、跡地利活用の問題に取り組

んでいかなきゃならないかというように改めて

思っているとこであります。 

 そういった中におきまして、説明がないんじ

ゃないかと、よく見えないんじゃないかという

お話もありましたので、答弁という中で、ちょ

っと今の現状について申し上げさせていただき

ますけども、綾織中学校につきましては、いう

ところの学びのプラットホームという一つの考

え方で、綾織中学校の利活用につきましては位

置づけとしているところであります。 

 この学びのプラットホームという一つの考え

方におきまして、現在、綾織保育園の事業整備

計画といったものが作成中でありますから、そ

の辺のを含めながら、文字どおり切れ目なく子

どもたちから、幼稚園・保育園の子どもたちか

ら老人クラブの皆様まで含めて、それぞれの年

齢に応じて学べるような場としての学びのプラ

ットホームという考え方で、綾織中学校のほう

の利活用については、これを進めてまいりたい

というように思っております。 

 それから、旧小友中学校のほうでありますけ

ども、地域の活性化といったような一つのコン

セプトにいたしまして、文化と地域の活性化と
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いったものをキーワードにしながら、旧小友中

学校の活性化につきまして、さまざま農水省の

補助事業などを導入しながら取り組んでいると

ころでありまして、現在もその方針は変わって

いないと。 

 産直ともちゃんの中にありました、小友地区

のお年寄りの方々が、まさに集めたさまざまな

昔ながらの農機具なども、産直ともちゃんの反

対側、隣接地に収蔵しておりましたけども、そ

れを旧小友中学校のほうに移したという中で、

歴史、あるいは文化、あるいは伝統文化も含め

ての、そのような一つの拠点に旧小友中学校を

位置づけたいというような中におきます、さら

には、６次産業といったようなものも一つ具現

化するような場所も、旧小友中学校の中に設け

たいという中で、産直ともちゃんの関係者の皆

様とも、あるいは地域住民の皆様とも精力的な

話し合いを進めているということでございます

ので、少しでも前に進めるような一つの形で、

これからも議論を深めてまいりたいというよう

に考えております。 

 小友町郷土歴史資料館と申しますか、郷土資

料館といったようなものも、地域住民の皆様の

手によって形になってきておりますから、その

ような部分も含めながら、旧小友中学校を何ら

かの形で、地域のよりどころとして見出してま

いりたいというように考えております。 

 そして、もう一つは上郷中学校の跡地問題で

ありますけども、旧上郷中学校の跡地問題は、

まさに民間活力と郷土芸能を生かしたコミュニ

ティー形成の一つの場、拠点として位置づけな

がら、地域コミュニティーセンター、あるいは

総合型地域スポーツクラブ、さらには郷土芸能

伝承館といったような一つの位置づけをしなが

ら、旧上郷中学校を何らかの形でよみがえらせ

たいという考え方においては変わりないところ

であります。 

 これにつきましては、地域住民の皆様も、非

常に積極的に協力してくれております。地域コ

ミュニティーセンターとしての位置づけという

ことになれば、まさにいろんな角度から、また

いろんな切り口から、さまざまな形で、こうす

ればもっとよくなる、こういうアプローチの仕

方もある、こういう利用の仕方もあるという部

分におきましては、地域住民の皆様の非常に積

極的な意見が、あるいは提言活動が行われてい

るところでございますので、それをしっかりと

受けとめながら、よりよい一つの拠点性を高め

た、旧上郷中学校の跡地利用といったものに持

っていきたいものだなというように願っている

とこでございますから、よろしく御協力をお願

い申し上げたいというように思っております。 

○議長（新田勝見君）  ８番佐々木大三郎君。 

   〔８番佐々木大三郎君登壇〕 

○８番（佐々木大三郎君）  今の御答弁では、

５年前にこの検討案を示されたわけですけども、

まだその域から脱し切れていない。まだ地域住

民と一緒になって検討中ですという御答弁と私

は伺いましたが、ちょっといかがなものかと思

います。 

 といいますのは、以前の、これは25年２月に

全協で説明された資料によりますと、これから

の進め方としまして、25年４月には、もう設計

など具体的な整備に着手するんだよということ

を明記されているんです。 

 しかし、５年たっても、まだ何もなされてい

ない。これはどのような経過から、このように

なっているんでしょうか。現状を伺います。 

○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）  お答えいたします。 

 25年の２月に全協に示し、そして４月には着

工というような方向をという形で、今御質問が

あったわけでありますけども、これは一つの活

用方針として、そのような中で。ただ、これは

行政が、ただ、その方針を示したからといって、

それで直ちに着工できるわけではないというこ

とは、これは御承知のとおりのことと思います。 

 まさに、地域住民の合意形成を図らなければ

ならない。それから、健全財政を維持していか

なきゃならないとなれば、その環境整備のため

の一つの事業費をどのように確保するかという
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ことも計画的に対応していかなければならない。 

 そのようなさまざまなことを検討すれば、計

画どおりというか、お示ししたとおりにものが

進まなかったから、何もしてなかったというこ

とではない。 

 それで、地域住民の皆様のほうに入りながら、

あるいは地域づくり連絡協議会の皆様のさまざ

まな協力もいただきながら、区長会あるいはい

ろんな地域づくり団体の皆様の意見を聞きなが

ら、これまでもさまざまいろんな形で、いろん

な角度から検討を進めてきていると。 

 しかし、基本的なコンセプトそのものは、利

活用のコンセプトそのものは、まず変わらない

ものとして、小友、そして上郷、綾織といった

ものが、その中であるというなれば、この間そ

ういったものにつきまして、さまざまな課題が

確認され、またしなければならない一つの対応

も、どうクリアするかということをみんなで確

認し合ってきたということになるわけでありま

すから、決して何もしない間ではなかったと。

いろいろやってきたという、そういう期間でも

あったということも踏まえれば、少しでも前に

進んでいるという、そのような形での御理解を

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）  ８番佐々木大三郎君。 

   〔８番佐々木大三郎君登壇〕 

○８番（佐々木大三郎君）  ちょっと私の認識

とは大分かけ離れているような御答弁でしたの

で伺いますけども、少なくてもこの検討段階で

は、外部のコンサル会社に対して検討を委託し

た経緯もあると認識しております。しかも、そ

のコンサル利用は、それなりに高額であったと

いうふうに私は承知しております。 

 しからば、このコンサル結果が、この事業に

どのように反映されてくるんでしょうか。そし

て、この示された活用事業計画案は、今後どの

ように生かされるんでしょうか。まだ検討して

いるということは、ゼロからまた検討のやり直

しになるということでしょうか。それとも、当

面は何も手をつけないで、このまま地域住民か

らの意見要望がしっかりしたものが出てくるま

で、当局は待っているというスタンスなんでし

ょうか。その辺がよくわからなくなってきまし

たので、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）  お答えいたします。 

 いろいろ調査をしてきたという部分の中で、

今、外部コンサルによる調査もあったんではな

いかというようなお話もありました。そのよう

な調査も行いました。 

 そして、それはやはり特に、この上郷地域に

ありましては、旧上郷中学校を核といたしまし

て、地区センターがある。そして、一方におい

ては保育園もある。ふれあい交流センターとい

いますか、社会福祉協議会の上郷ふれあいセン

ターもある。それから、民間のデイサービスセ

ンターもあるというような、そのようなエリア

の中で、グローバルプラザであるとか、あるい

は郷土芸能館であるとか、総合型スポーツクラ

ブであるとかというような中で、多面的な中で

面としていろいろ考えていかなければならない。 

 ただ跡地があるから、そこをどう利活用する

だけではない。上郷地域の同じエリアの中に、

半径500メートルの中に、さまざまな機能を持

った施設がある。そこをどのように連携を図り

ながら、まさに地域のコミュニティーをしっか

りしたものの拠点性を持った、旧上郷中学校の

跡地利用につながるのかということを考えてい

かなきゃならないという中で、いろいろ調査を

しながら、住民の皆様の意見を聞いたという経

緯があるわけでありますので、これをもって何

もしていなくて、その調査結果が、それぞれの

地域の皆様との話し合いの中における、いろん

なデータとして、あるいはいろんな考え方とし

て、いろんな発想の持ち方というものにまさに

生かされて、今現在にあ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、全てが整

って、全ての完成品として利活用という方向に

行くという部分におきましては、やっぱりやれ

ることとやれないこと、まずやってみることと、
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もう少し検討してみるというような、一つの困

難織りまぜてのやっぱり対応が、一つの環境整

備にかかる一つの事業費と連携を図りながら、

整合性を図りながら進めていくというのが、こ

れが地域づくりじゃないのかなと思っておりま

して、昨年、上郷、松崎、小友につきましては、

地域住民の皆様の力によりまして、モデル事業

の中で地域のあり方といったものが、まさに住

民主体の中で考え方が、あるいは構想が示され

たということもあるわけでございますから、い

よいよそれを具現化していく、きちんとした形

にまで持っていくという、そのようなタイミン

グと時期に来たのかなというように承知してい

るとこでございますので、よろしくお願いをい

たします。 

○議長（新田勝見君）  ８番佐々木大三郎君。 

   〔８番佐々木大三郎君登壇〕 

○８番（佐々木大三郎君）  御答弁では、検討、

検討、会議、会議の積み重ねで、なかなか方向

性が見出せていないのが現状ではないかなと私

は認識しました。間違っていましたら、後で御

指摘願いたいと思いますけども。 

 そういう中で、じゃあ、この計画につきまし

ては、市長の思いとしましては、いつごろまで

にこの方向性を見出して、いつごろまでにそれ

を実現しなくちゃいけないというお考えなのか

伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  小さな拠点をネット

ワークにという中で、１町10カ村11地区に地区

センターの機能を充実させるという、そのよう

な方向性を明確に打ち出しているところであり

ます。 

 そういった中にございまして、地区センター

の果たす役割といったときにおきましては、旧

中学校跡地をどのようにその中に位置づけるか

ということの整合性を図っていかなければなり

ません。 

 それで、今、具体的にいつごろどのような形

でという、そのような御質問あったわけであり

ますけども、これもただただ座して待つわけに

はいかない。地域住民の皆様の合意形成の中で

案が出てくるのを待とうというわけにもいかな

い。もう時期も、３年、４年、５年と経過して

いることになれば、しっかりと建物もどんどん

老朽化が傷んできているわけでありますから、

早目早目と環境整備をしていかなきゃならない

ということは、私自身も十分承知をいたしてお

ります。 

 そのような考え方のもとに、平成30年度の予

算編成が始まっているところでありますけども、

まず１つは、小さな拠点としての地区センター

のリフォームなり、環境整備をどのような計画

的に行うのか。そのための財源はどう確保でき

るのか。 

 それから、学びのプラットホーム、郷土芸能

館、さらには総合型としての旧上郷中学校の利

活用といったようなものを、地区センター機能

とどのように連動させていくのか、そして整合

性を図っていくのかという部分で、この旧３校

に対して、どの程度の環境整備の費用を必要と

するのかという形におきまして、今、財政当局

のほうに、その辺のやりくりがどの程度できる

のか、３カ年計画なのか、５カ年計画なのか、

今の総合計画との中における整合性をどう図れ

ばいいのか、前倒しできるのかできないのか、

それをさまざまな角度から検討しながら、やは

り平成30年度の当初予算の中には、何らかの形

で地区センターの環境整備と旧中学校跡地の環

境整備利活用の問題につきましては、一つの具

体策に踏み込むという、そういうようなタイミ

ングではないのかなというように承知しており

ますので、これからの作業を緊張感を持って進

め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）  ８番佐々木大三郎君。 

   〔８番佐々木大三郎君登壇〕 

○８番（佐々木大三郎君）  ここは政策につい

て質疑応答する場ですので、余り個別具体的な

ことは質問するつもりはなかったんですが、よ

く理解できませんでしたので、あえて質問させ
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ていただきますが、例えば、例えばですが、上

郷中学校であれば、３つの活用計画があったん

ですが、その中の１つに郷土芸能伝承館、これ

をやりますよということを明言されていますし、

また設計も入っているはずです、既に。 

 そのようなところまで進んでいるわけなんで

すが、それから全然前に前進していない。これ

は一例ですけども、よその地域もそんな状況に

あるのは現実であります。ですから、私は伺っ

ているんです。 

 例えばでいいですから、この郷土芸能伝承館、

どのように考えておられるのか、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）  今、上郷中学校の例の

中で、具体的に郷土芸能伝承館をどのように考

えているのかという、そのような御質問であり

ました。 

 もちろんそのような位置づけの中で跡地利用、

遠野ならではという部分におきましては、豊富

な郷土芸能、しし踊り、神楽、あるいはそれぞ

れの地域に伝わっているさまざまな郷土芸能を

しっかりとした中に伝え、保存、そしてまたそ

れを発信していくという、そのようなものがあ

ってもいいんじゃないのかなという中で、その

ような上郷の中学校の跡地利用の中に、そのよ

うな位置づけを持ったということは、そのとお

りであります。 

 ただ、やはりそれを進めるに当たりましては、

それだけを進めるわけにはいかない。学校全体

のあの広い校舎をどのようにという部分であれ

ば、さまざまな団体、あるいはいろんな地域づ

くりに、皆様に携わっている皆様の思いといっ

たようなものの、繰り返しになりますけども、

きちんとした整合性を図って、その部分だけの

問題ではない。全体の部分としてどう見せるの

かという一つの問題と、それからもう一つは、

先ほどの答弁で申し上げましたとおり、学校だ

けの問題、学校跡地だけの問題ではない。他の

施設とどのように連携を図り、ネットワークを

構築しながら、上郷地域の一つの活性化といっ

たものをその中から見出していくのかという部

分を、やはり一つ一つクリアしていかなきゃな

らないという中で、モデル事業といったものも、

一つ地域づくりのモデル事業といったものを策

定をしていただきながら、じゃあ、これから手

をつけようと。これから、これをもう少し前に

進めようと。これはまだまだもっと議論をしな

ければならないというような整理をしながら、

一つ一つ形に持っていくという、そのような形

になるんではないのかなというように思ってお

りますから、その辺のところについては、十分

御理解をいただけるんじゃないかなと思ってお

りますので、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（新田勝見君）  ８番佐々木大三郎君。 

   〔８番佐々木大三郎君登壇〕 

○８番（佐々木大三郎君）  堂々めぐりになっ

てきそうですので最後にしますけども、それで

は、各種団体とか地元の方の考え方の整合性、

その件はいつまで図る計画にあるのか、整理を

図るお考えなのか、その辺について伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  各種団体、あるいはい

ろんな関係機関との整合性をいつごろまでに図

るのかとなっても、市長の立場として、それを

という形で示すというよりも、やはり十分議論

を踏まえ、私の持論でありますけども、丁寧な

一つの説明の中から合意形成を図っていくとい

う手順にこだわりを持ちたいというように思っ

ておりますので、それぞれの地域の皆様の主体

的な取り組みを十分踏まえながら、あとはどう

予算化するのかとなれば、きちんとした計画が

なければ、議会の承認もいただけないわけでご

ざいますので、その辺のところが今度の考えて

いる一括交付金の問題とも整合性を図りながら、

タイミングといったものにつきまして十分見き

わめながら、一つの判断をしながら予算化をし

ていくということにつながるのではないかなと

いうように思っておりますので、まずもって地

域の地区センターを中心に、地域住民の皆様の
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一つの合意形成と、その部分におきましては、

点の議論じゃなくて、一つのネットワークと面

の議論をしっかりと行っていただけるかという

ことをお願いを申し上げなければならないかと

いうように思っ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います。 

   〔８番佐々木大三郎君登壇〕 

○８番（佐々木大三郎君）  いずれ終わります

が、地元の意見要望等もぜひ酌みしていただき

ながら、行政に反映していただきたいというこ

とをお願いして終わります。 

○議長（新田勝見君）  次に進みます。 

 ２番小林立栄君。 

   〔２番小林立栄君登壇〕 

○２番（小林立栄君）  公明党の小林立栄でご

ざいます。通告に従いまして、一問一答方式で

質問してまいります。 

 22年前のちょうど今ごろ、私は馬を扱う仕事

がしたいと就職活動中でありました。日本中央

競馬会の機関広報誌として発行されている競馬

の専門誌に、遠野馬の里職員養成所の研修生を

募集する告知記事を見つけ、すぐに願書を出し、

入所試験を受験したことが懐かしく思い出され

ます。 

 今の私があるのは、多くの馬たちと、馬が巡

り合わせてくれた多くの方々のおかげでござい

ます。今、私は、生産者の高齢化や後継者不足、

市民が馬を身近に感じ、触れ合う機会が減り、

馬が遠くの存在になりつつある現状から、馬事

文化の継承への危惧を抱いております。 

 馬産地遠野として、馬の生産、馬を活用した

市民福祉の向上、地域振興のために何とかした

いとの思いで、大項目１点目である、持続可能

な馬事振興について質問をいたします。 

 遠野は、名馬の産地として輝かしい歴史を持

ち、農業や畜産、駄賃づけなど、馬が大きな役

割を担ってきました。これまで先人が馬と共に

暮らし、築いてきた伝統、文化が脈々と引き継

がれ、現在に至っています。 

 こうした背景を地域資源として位置づけ、現

代という時代に合った形で、馬事文化の継承、

教育・福祉・交流人口の拡大・観光振興・雇用

や地域経済への寄与に取り組んでまいりました。 

 また、平成24年１月からは、遠野市進化まち

づくり検証委員会の緊急提言を受け、馬事振興

ビジョンを策定し、日本一の乗用馬生産地の確

立を目指し、あわせて遠野のにぎわいを盛り上

げるため、馬事振興、教育・福祉事業、観光交

流事業との連携を基本理念に、遠野市も全面的

にサポートしながら馬事振興を推進してきたと

認識しております。 

 馬事振興ビジョンは、今年度、最終年度を迎

えます。改めて遠野市における馬事振興の意義

を、馬事振興ビジョンの総括とあわせてお伺い

をいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  小林立栄議員の一般質

問にお答えいたします。 

 馬の里への小林議員の思いから始まっての、

この質問でありました。 

 そういった中にございまして、遠野市におけ

る馬事振興の現状といったようなものにつきま

して、ただいま御質問の中にもそれぞれ触れて

おりましたけども、馬事振興ビジョンそのもの

は、３つのコンセプトで構成されております。 

 日本一の乗用馬生産地の確立を目指すという

ことが１つ。２つ目は、遠野馬の里の機能と施

設を活用し、馬との触れ合いを通じた交流を図

るというのが、２つ目のビジョンのコンセプト

であります。そして、３つ目は、人材育成の拠

点づくりを進めるという、その３本柱でこの馬

事振興ビジョンが制定されているというか、策

定されたということであります。 

 そういった中におきまして、関係者一丸とな

って、この問題に取り組んでいるわけでありま

すけども、具体的に申し上げますと、１つは冬

期間における当歳馬を越冬するというような施

設を整備いたしまして、まさに環境整備を図っ

たと。 

 さらには、乗用馬市場におきまして、主取り

をした馬を遠野馬の里に委託をしながら、きち
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んとした調教をしながら、さらに馬としての価

値を高めていったという部分におきましても、

遠野産馬という一つの大きなあれが、姿に見出

すことができたんじゃないのかなというように

思っておりますし、３つ目は、馬の里を活用し

た触れ合いというなれば、ホースパーク構想で

あるわけでありますけども、これなども着実に

馬の里のスタッフの懸命な努力によりまして、

例えば交通安全パレード等、あるいは流鏑馬の

一つの妙技といったものにつきましても、馬の

里の果たしている役割といったものは非常に高

く、市内のイベントにおきましても、それぞれ

の役割を果たしているということになろうかと

いうように思っておりますし、あるいは被災地

の子どもさんたちにも、馬との触れ合いをとい

う部分におきましても、馬の里が果たした役割

は極めて大きい。 

 小学校の遠足、あるいは馬との触れ合い体験

を通じてという部分につきましても、馬の里の

果たしている役割は非常に大きい。 

 これは福祉事業という一つの捉え方になろう

かというように思っておりますけども、障害を、

就学前の障害を持つ子どもさんに対しても、馬

の触れ合いを通じながらという部分におきまし

て、平成28年度などは、計10回のそのような場

も設けているという部分も、これも評価値する

取り組みじゃないのかなというように思ってお

りまして、観光事業はもちろんでありますけど

も、そのような部分にも懸命に頑張っていると

いう踏まえながら、この３つのビジョンに掲げ

た３つにつきましては、それぞれ、よく私使っ

ている言葉でありますけども、身の丈の中で懸

命に頑張っている姿が、馬の里の中に見出すこ

とができるんじゃないのかなというように考え

ているところであります。 

○議長（新田勝見君）  ２番小林立栄君。 

   〔２番小林立栄君登壇〕 

○２番（小林立栄君）  この馬事振興について、

いろいろ総括をしていくと、どうしても馬の里

の存在、これは欠かせないものでございます。

馬の里についての議論は、また後ほど後段で質

問したいと思います。 

 これまで馬事振興課を中心に、馬事振興の推

進に取り組んでまいりました。担当課の役割は

重要でございます。平成30年度組織再編におい

て、馬事振興課は統廃合され、畜産園芸課とな

る計画であると認識をしております。 

 遠野市の馬事振興のシンボル的な課であった

ので、残念な思いはございますが、私はこれを

後退ではなくて、チャンスだと捉えております。

この後、詳しく質問はしてまいりますが、乗用

馬市場の継続開催、馬の生産現場を元気にして

いくには、全国各地の遠野産馬を御購入いただ

いた方、遠野産馬を応援していただいている方、

遠野の関係者や生産者の皆さんが、お互いに日

ごろからの関係性を保つこと、情報のやりとり

をすることが大事でございます。 

 そういった意味で、大変感謝をしているとこ

ろですが、遠野の生産馬や遠野の馬産を応援し

ていただいている方が、ＳＮＳのフェイスブッ

クを使って、情報交換や交流ができる場所を立

ち上げていただきました。遠野産馬が競技会に

出場している様子、遠野産馬を愛馬として接し

ていただいている近況報告、遠野の生産者が馬

を放牧している様子など動画を使って情報発信

をされ、コメントなどを通して交流をしており

ます。 

 生産者や生産組合に、今述べたような、その

他いろいろな案あると思いますが、さまざまな

企画を提案したり、助言をしたり、組織間の連

絡調整を行うなど、担当課に求められるものは

大きいと考えます。 

 農林畜産部と産業振興部が統合する今回の再

編を、畜産としての馬事振興だけでなく、観光

や交流、産業振興として活用していくという視

点で、馬事振興を推進していけるチャンスにし

ていく必要があると考えております。今後の馬

事振興の推進組織体制についてのお考えをお伺

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）  お答えいたします。 
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 組織再編の中で馬事振興課が、一つ畜産園芸

課という中で改編をすると。そして、その上部

組織であります産業振興部と農林畜産部が統合

になり、産業部という一つのくくりの中で行っ

ていくということにつきましては、考え方等、

方針等は、既に議員各位にもお示しを申し上げ

ているところであります。 

 そういった中で、ただいま小林議員のほうか

ら、まさに馬事振興課という１つのセクション

がなくなるけども、これは１つのチャンスだと

いう一つの表現が言われておりました。まさに、

私もそのような認識で受けとめていただいたと

いう部分につきましては、本当に正直なところ、

ほっといたしているところであります。 

 やはり一つの産業部という中にございまして、

ただいま申し上げましたとおり、観光振興もあ

れば、交流人口の拡大もある。あるいは、畜産

という一つの切り口から考えれば、乗用馬の生

産といったようなものも、しっかりと環境整備

をしていかなければならない。それは農業の現

場であり、それから出るさまざまな、堆肥も含

め、園芸といったものにもつながっていく。 

 一方、馬との触れ合いの中から、交流・定住

人口を確保しながら、一方においての観光振興

にもつなげていくということになるわけであり

ますから、産業部という組織の中で、馬事振興

課、馬の里といったものの、一つのキラッと光

る、一つの価値観というよりも、機能を総合力

という形で発揮する、一つのチャンスとして捉

えることができるんではないのかなというよう

に思っておりますから、そのような点で、いろ

んなＳＮＳの一つの発信の仕方、あるいはホー

ムページを立ち上げながら発信するということ

も含めながら、またそのような一つの遠野産馬、

乗用馬、実は先般の開かれました乗用馬市場に

は、宮内庁の御料牧場の関係者の方々も見えて

おりまして、私も名刺交換をいたしましたけど

も、そのような中で全国的にも注目されている

遠野馬の里であり、遠野馬事振興であり、馬事

文化だということを踏まえての一つの機能を充

実として捉える中で、組織再編を受けとめてい

ただけばということを申し上げて答弁といたし

ます。 

○議長（新田勝見君）  ２番小林立栄君。 

   〔２番小林立栄君登壇〕 

○２番（小林立栄君）  ぜひ畜産という視点だ

けではなくて、幅広く積極的に、馬事、馬とい

うものを活用していくことが求められておりま

す。 

 さまざまな活用法がございますが、遠野馬の

里では、上野動物園の職員や大学生、全国の馬

事関係職員の研修や実習を受け入れております。 

 また、職員が全国各地へ、調教や飼養技術の

指導に講師として派遣をされております。その

ほか、馬搬、流鏑馬についても同様に、技術を

持つ市民の方が遠野で技術指導をしたり、講師

として全国各地で活躍をしております。 

 馬を扱い活用する技術は、遠野の財産であり、

この財産を生かしながら、技術や経験を伝承し

ていかなれば、未来がありません。多くの市民

の皆様が馬に乗ったり、世話をする知識や技術

も大事であります。技術の習得を目指している

方も全国各地にいらっしゃいます。中央馬事団

体が認定する馬に関する資格もさまざまありま

して、市民や全国各地の馬関係者が、遠野で技

術の習得、馬に関するさまざまな資格を取れる

仕組みが求められているのではないでしょうか。 

 例えば、乗馬関係者であれば、中央馬事団体

と連携しながら、遠野馬の里で一定期間働きな

がら資格取得に向けて研修を受ける仕組みをつ

くる。当然、研修料金をいただいてもよいと思

います。馬搬や流鏑馬の研修については、宿泊

場所や食事、移動のための手段を用意するなど、

技術を見につけるために遠野に来ていただいた

方の滞在中の生活を支援する。そのような研修

や資格の取得への支援の制度化、受け入れ体制

の整備が必要ではないでしょうか。 

 また、この後、改めて質問いたしますが、遠

野の馬事文化、馬資源を生かし切れていない最

大の要因は、マンパワー不足だと考えておりま

す。馬を扱う技術は、知識ではなく、実際に経

験して学んでいく分野であります。遠野で学べ
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る仕組みを整備することで、学ぶために、遠野

にある程度馬を扱える人が集まる可能性が高ま

ります。 

 馬を扱い、サービスを提供することは、提供

する側の人の技術や経験に合わせて、それぞれ

役割分担をしてサービスを提供してまいります

ので、やはり人が多くいること、マンパワーが

あることはとても大事なことでございます。 

 技術の継承とあわせて、馬資源を生かすため

のマンパワーの増強にもなる遠野での技術の習

得や資格を取れる仕組み、受け入れ体制の整備

を検討する必要はないでしょうか。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）  馬の里を活用しながら、

資格取得と申しますか、研修、人材育成といっ

た部分において、極めて大事な一つの取り組み

ではないだろうかという認識のもとに、提案と

して御質問があったわけであります。 

 馬に関する資格でありますけども、１つは全

国乗馬倶楽部振興協会で行っている資格取得の。

それから、日本馬術連盟で行っている資格取得。

もう一つは、日本体育協会で取得できる一つの

資格といったものがあるというなれば、いずれ

もオール日本の中におけるそうそうたる団体が、

このような資格及び研修といった一つの取り組

みを行っているわけでありますから、そういっ

た方々との連携を図れば、遠野馬の里も、その

ような一つの環境をということに持ち込むこと

ができるんではないのかなというように思って

おります。 

 やはりいい馬をというなれば、いい、まさに

インストラクターといったようなものを。ある

いは、馬術という通じれば、オリンピックとい

ったような最高の世界の最高舞台もあるという

ようなことも含めれば、やはり人材を、資格の

ある人材をいかにというなれば、これも極めて

遠野とすれば、馬事文化、馬事振興を確固たる

ものにするためには、避けて通れない大きな課

題の一つではないのかなというように思ってお

りまして、そのための環境整備に、どのような

形のものとしてのことで取り組まなければなら

ないのかというようなことも、幅広く意見を聞

きながら、環境整備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。 

 あるものに新たな役割といったような中で、

新たなものをつくるんじゃないと。今あるもの

に新たな役割としながら、その中の機能をさら

に高めていく。発信力をその中でもっと高めて

いくという部分が、この資格取得に係る環境整

備としても大事なことでは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、環境

整備にどれくらいの一つの費用が、あるいは事

業費としてどのぐらいがかかるのかということ

も十分見きわめながら、見きわめながら、まさ

にいろんなオール日本の団体との皆様との話し

合いなり、あるいは御意見を聞きながら、しっ

かりとしたプログラムを持たなければならない

のかなというように認識しておりますので、そ

の認識をお示しいたしまして、答弁といたしま

す。 

○議長（新田勝見君）  ２番小林立栄君。 

   〔２番小林立栄君登壇〕 

○２番（小林立栄君）  ぜひ中央馬事団体はじ

め、地元の馬関係者の方ともいろいろ意見を交

換をしていただいて、よりよい形で進めていた

だきたいと思います。 

 馬事振興を馬たちにも協力していただきなが

ら、市民福祉の向上、地域貢献、地域振興とな

るように積極的に活用すること、これが大事で

ございます。 

 観光振興や福祉・介護・医療分野への貢献、

地域間交流、交流人口の拡大など馬を通じて、

まだまだ活用できることがたくさんあると感じ

ております。組織再編もございます。積極的な

活用については、やはり今後も改めてじっくり

と質問していきたいと思いますので、今回は次

の質問に移らさせていただきます。 

 馬を地域づくりに活用している自治体は、全

国各地にございます。 

 しかし、遠野がほかと違うのは、現在も馬産
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地であること、その１点でございます。遠野に

は、馬との暮らしが今も息づいています。これ

は大きな強みであり、今後も馬の生産、乗用馬

市場を継続させていくことが重要であります。 

 しかし、先ほども述べましたが、生産者の高

齢化、後継者不足という課題を抱えております。 

 第２次遠野市農林水産振興ビジョンで掲げて

いる馬生産頭数、乗用馬市場取引金額の目標数

値の達成、乗用馬市場の継続に向け、今後どの

ように取り組もうとお考えなのか、馬事につい

ての取り組みの現状とあわせてお伺いをいたし

ます。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  タフビジョンの中に示

している馬事振興の一つの取り組みの現状とい

う、一つの御質問でありました。 

 今、馬を利用したイベントなどは、さまざま

な形で行っておりますけども、乗用馬の生産そ

のものは、30頭目標数値ビジョンの中で示して

いる目標の30頭等に対しまして、30頭以上の生

産を一応確保しているということでございます

から、現状維持という状況になっているわけで

ありますけども、なかなか高齢化というものが

進んでおりますから、この生産体制をどのよう

に持っていくのかということも、大きな課題と

いうことになっているかというように思ってお

ります。 

 先般開かれました市場におきましても、１歳

馬の、何と申しますか、主取りが、売れ行きが

落ちている。やっぱり２歳馬、３歳馬という中

で、ある程度調教したものが、200万、300万と

いう中で取引されていることになれば、いかに

調教が、マンパワーが、そしてまた馬の里の果

たす役割がいかに大事であるかということが、

その中でも示されたということになるわけであ

りますし、さらには30頭を維持するといっても、

その中で高齢化が進んでいるという現状にある

わけでありますから、生産体制もしっかりした

ものに持っていかなければならないかというよ

うに、一つの大きな課題ではないかなというよ

うに思っているところでございますので、乗用

馬生産組合と、それから市場関係者の皆様との

十分な意見交換と情報を共有しながら、体制に

どのように切り込んでいくのかという部分につ

きまして、さらなる話し合いを進めていかなき

ゃならないし、何らかの形で平成30年度の当初

予算の中においては、乗用馬の今、奨励金も、

生産者の方々に対する奨励金も制度としてある

わけでありますけども、もうちょっと踏み込ん

だ、やっぱり何と申しますか、支援策も考えな

ければならないのかなという部分と、先ほどあ

りましたマンパワーの育成をどのように図って

いくかということにつきましては、一つの中央

馬事関係団体の皆様の御指導も、またいただけ

ればならないかというように思っております。 

 先ほどの答弁の中でちょっと申し上げました

けども、宮内庁の御料牧場の関係者の皆様も、

遠野馬の里のほうに足を運んでいるという状態

にありまして、御料牧場では、いうところの皇

室行事に使用される馬の生産を行っている一つ

の牧場でございますから、こういったところと

もしっかり連携を図りながら、遠野の品質の高

い乗用馬の生産といったものを図りながら、誇

るべき遠野の馬事文化、馬事振興、そしてその

ような環境づくりといったものにつきましても、

ただいま申し上げましたような形での、もう一

歩踏み込んだ環境整備にも持ち込まなければな

らないのかなというように認識しておりますの

で、よろしくお願いをいたします。 

○議長（新田勝見君）  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。 

 ２番小林立栄君。 

   〔２番小林立栄君登壇〕 

○２番（小林立栄君）  生産者の高齢化と後継

者不足の現状から考えると、今後、生産者お一

人当たりの管理をする頭数を増やして、多頭数

で管理をしていただき、生産頭数の確保、市場
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規模の維持に取り組む必要も生じてくるのでは

ないでしょうか。乗用馬資源の確保を図るため

に、例えば、一定の生産頭数を管理している生

産者に生産奨励金を交付するなど、新しい制度

の検討も必要だと考えます。また、現在ある対

策事業の補助規定、これも市場の活性化となる

ように、やはり現状に見合ったものに見直しを

するなど、踏み込んだ支援策を求めるものでご

ざいます。 

 この原稿をつくっていく上で、平成16年度に

つくられました馬の里機能強化報告書を見る機

会がございました。やはり同じような問題提起

を当時からされております。ということは、な

かなか有効な手がないという実情もあるのでは

ないかと、ここは痛感もしているところでござ

います。 

 さて、冒頭で、市民にとって馬の存在が遠く

なっていて、遠野の馬事文化の継承に危惧を抱

いていると述べました。これは、馬資源を生か

し切れていない、馬文化が残っていることの良

さを生かし切れていないからであります。 

 その最大の要因は、やはりマンパワー不足、

人が足りないことだと考えております。マンパ

ワー不足で馬を活用できない、つまり、市民に

とって馬の存在意義が薄れる。ますますマンパ

ワーを増強することができず、ますます馬が遠

くの存在になっていく、こういった悪循環に陥

っているのが現状だと思います。 

 遠野の馬事振興を担っている中心は、何とい

っても遠野馬の里であり、確かな技術と経験を

持ち、遠野の馬事振興に取り組まれています。

ですが、当の遠野馬の里がマンパワーを発揮で

きない状況に陥っているのではないかと感じて

おります。仕事量、求められていることとマン

パワーのバランスが崩れており、取り組みたく

ても取り組めないという中途半端な状況になっ

ていると私は捉えております。 

 遠野馬の里が、馬事振興に果たす役割、存在

意義をどのように捉えているのか、現状認識と

あわせてお考えをお伺いいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  お答えいたします。 

 新たな制度の取り組みにかかる時期にきてる

のではないだろうかという中で、現状について

いろいろ質問の中に述べられておりました。現

状に対する認識の御質問の内容を聞いておりま

して、私も全く同じような認識だということを

まずもって申し上げたいというふうに思ってお

ります。 

 そういった中におきまして、遠野ならではと

いう言葉の中で、馬事文化、馬事振興という１

つの拠点形成を図り、それを発信していかなけ

ればならないということは言うまでもありませ

ん。発信することは可能なわけでありますけど

も、それをきちんと迎え入れる体制もとってい

かなければならないとなれば、人材養成も含め、

生産体制の対応もきちんとしていかなければな

らないという中におきまして、畜産振興公社の

果たす役割といったようなものをその中でまた

改めて問い直さなければならないかというよう

に思っております。 

 特に、１歳馬を上場しないで、そして２歳馬、

３歳馬という中に、ある程度調教し、仕上がっ

た馬として全国の市場に、いうなれば上場する

ということになればもちろん価格も高くなるわ

けでありますけども、その間の費用がどうして

もかかるという部分になれば、そこを馬事振興、

馬事文化という切り口の中で、何かの新たな仕

組みをつくれないだろうかと。 

 今、奨励制度はあるんだが、例えば１歳馬に

は上場しないけども、２歳馬の中に上場するま

での間は、その部分の何らかの形での支援策は

講じられないだろうかというようなこともそろ

そろ考えていかなければならないじゃないのか

なというように思っているところでございます

から、その辺も含めながら畜産振興公社の望ま

しい姿といったものの中に、この馬事振興、馬

事文化といったものの一つの位置づけも明確に

しながら、生産者の組合の皆様との、いうなれ

ば話し合いもしっかりともち、そして中央馬事

団体の皆様の御指導もその中から得ていくとい
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うことになろうかというように思っております

ので、先ほどの答弁と繰り返しになりますけど

も、平成30年度の当初予算の中においては、何

らかの形でこの部分を前に進む方向で、前向き

に進むというような中における対応と一つの事

業を考えてみたいというように今検討をしてい

るところでございますから、その状況を踏まえ

て答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  ２番小林立栄君。 

   〔２番小林立栄君登壇〕 

○２番（小林立栄君）  さまざま来年度取り組

めるもの等、この馬事振興について検討をされ

ているという御答弁をいただきました。 

 この遠野馬の里の強化なくして馬資源の活用、

持続可能な馬事振興は難しいと考えます。その

上で、遠野馬の里が提供しているサービスにつ

いて、適正に評価された対価を得ているのか、

正直疑問に思っております。 

 一例ではございますが、市民や生産者の負担

軽減を考慮しつつ、委託料や騎乗料、体験料の

値段を上げて、適正な評価をするべきだと考え

ております。また、馬の馴致や調教、種つけ、

人工授精の技術や経験、また、整備された施設

を活用して市外から稼げる仕組みをつくってい

く必要もあると考えます。 

 適正に利益を上げて、必要なマンパワーを確

保してサービスを充実させる。そして、馬事資

源を生かして市民へ還元することが好循環への

転換のポイントだと考えます。 

 持続可能な馬事振興に向け取り組めるよう、

遠野馬の里としてしっかりビジョンを持ち、自

立した運営をしていくことが基本であり、大事

であることは承知をしております。 

 そこで、提案となりますが、有識者、こうい

った方をアドバイザーとして配置をするなど、

ビジョン作成への支援、馬事振興のサポート体

制を充実する必要があると考えますがいかがで

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）  アドバイザー等の派遣

を求めながら、支援体制をしっかりしたものに

するという部分は、これも本当に大事な取り組

みの一つではないかなというように思っており

ます。 

 私も畜産振興公社の理事長として、この経営

に携わっている責任者の一人でありますけども、

やはり馬事文化、馬事振興といっても、馬とい

うものを通じた、きちんとした情報と知識を持

っていなければならない。また一方においては、

いろんなネットワークもその中で持っていかな

ければならないというようにいつも思っている

ところであります。 

 先般の上場の際にも、中央馬事団体の関係者

の皆様が遠野にまいりました。そういった中に

おきまして、その中には農水省の職員も入って

いたわけでありますけども、昼食を取りながら

約１時間半にわたって、さまざまな問題をざっ

くばらんに意見交換をいたしました。 

 さまざまな協力も要請をしながら、どうあれ

ば一番馬の里の一つの存在感をという部分であ

れば、やっぱり人だなということになりまして、

それからもう一つは、やっぱり畜産振興公社の

役割をどのようにその中に位置づけるかという

ことも大事だろうなと。それからさらには経年

劣化と申しますか、もう20年以上経っているあ

の馬の里のさまざまな施設の老朽化といった問

題に対しても、どのように対応していったらい

いのかとなれば、本当に頭の痛い課題だらけだ

なということを認識したわけでありますけども、

しかし、遠野の誇るべき一つの馬事文化であり、

馬事振興であります。 

 やはりそのようなことをぼやかずに、前向き

にこれを生かすという方向で取り組んでまいり

たいという中に、ただいまのお話などもあるん

ではないのかなというふうに思っているところ

でございますから、そのような認識の中で前向

きに取り組みたいということを申し上げて答弁

とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  ２番小林立栄君。 

   〔２番小林立栄君登壇〕 

○２番（小林立栄君）  馬の里を核として、馬
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事文化を継承する中で、市民と馬との距離が縮

まり、教育、福祉、交流人口の拡大、観光、雇

用、地域経済、こういったものに寄与していく、

市民福祉の向上となる持続可能な馬事振興を推

進していくときであると感じております。 

 中途半端なこの悪循環を好循環させていくこ

とが、最重要課題であると思います。そういっ

た考えを述べまして、次の大項目に進みます。 

 大項目２点目、防災減災、安心安全の充実に

ついて質問をいたします。 

 平成30年度に東北横断自動車道が全線開通を

いたします。当然、事故や災害時には遠野から

出動をすることになります。高速道路での災害、

事故対応には、一般道路での災害や事故対応と

はやはり少し違う対応も必要になると思います。

スピードの速い高速道路での事故や災害に対応

できる機材の整備、花巻、北上、奥州、釜石な

ど広域での決まりづくりと連携、隊員の安心安

全を確保し、被害を軽減するための訓練、そし

て多くの人員、車両が必要となると考えられま

すが、高速道路への出動の際の体制整備につい

て、現在どのような状況な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）  安心安全なまちづくり

ということにおきましては、消防防災機能の果

たす役割は極めて大事であります。ただいま、

施設の現状につきまして、どのような状況にあ

るのかという一つの質問でありましたので、こ

の現場の責任者であります消防長のほうから、

この現状について具体的に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）  消防本部消防長。 

   〔消防本部消防長小時田光行君登壇〕 

○消防本部消防長（小時田光行君）  命により

まして、小林立栄議員の質問にお答えいたしま

す。 

 高速道路での事故対応に伴う資機材整備や広

域連携、隊員の訓練等についてですが、現在、

遠野市内の高速道路は、東の仙人峠道路、西の

東北横断自動車道釜石秋田線があり、関係消防

本部と協力して対応しているところです。 

 仙人峠道路の管轄は、滝観洞トンネルと仙人

トンネル間までであり、消防相互応援に関する

協定に基づき、釜石大槌地区行政事務組合、大

船渡地区消防事務組合及び遠野市消防本部の相

互間で消防協力に関する覚書を締結しておりま

す。 

 東北横断自動車道釜石秋田線においては、管

轄は上り線が遠野インターチェンジから江刺田

瀬インターチェンジ間と、下りは宮守インター

チェンジから遠野インターチェンジまでです。 

 遠野市、奥州金ケ崎行政事務組合、花巻市消

防本部間で、消防及び救急業務に関する相互応

援について協定を締結しております。 

 事故等が発生した場合は、自動車道を管理し

ている三陸国道事務所、岩手河川国道事務所と

情報を共有し、岩手県警高速隊とともに連携を

とって活動しております。 

 遠野消防署では、自動車道で事故が発生した

場合、水槽つきポンプ自動車、ポンプ車、救助

工作車、救急車の４隊を出動させ、さらに平日

の日中であれば指揮隊も出動し、速やかな現場

対応と安全管理に努めています。 

 署全隊が出場となるため、非番週休者を招集

し、予想される救急隊の増隊、ドクターヘリへ

の要請に伴う支援、別事案に対する対応等、消

防本部一丸となって対応しているところです。 

 以上で答え終わります。 

○議長（新田勝見君）  ２番小林立栄君。 

   〔２番小林立栄君登壇〕 

○２番（小林立栄君）  しっかりと体制を整備

をしているという内容の御答弁でございました。 

 この質問をした理由なんですが、これまでも

市内の救急車が全て出動していて、新たな出動

要請への対応に支障が生じる可能性について、

委員会質疑の中で質問をしてきた経緯がござい

ます。隊員も車両も、高速道路での対応で多く

必要になると思います。市内での救急搬送や事

故対応など、他の出動要請があった場合でも十

分な対応ができる必要な機材、人員、車両、そ
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ういった足りないものがあれば、しっかり整備

をしていく、そういった十分な対応が求められ

ていると思います。 

 改めて、そういった十分な対応ができる体制

は整備されているのでしょうか。市民生活に直

接影響する部分でもございます。もう一度取り

組みをお知らせください。 

○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）  先ほど１問目は、高速

道路等における事故対応についての現状はどう

だというお話でありました。消防長から具体的

に答弁を申し上げました。 

 ２問目につきましては、救急車、他の出動が

あった場合の出動態勢にどのようにきちんと対

応できているのかというような御質問でありま

したので、やはりこれも同様、消防長が現場の

指揮官として、責任をとって指揮をとっている

ところでございますから、これも具体的な数字

をもって消防長のほうから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）  消防本部消防長。 

   〔消防本部消防長小時田光行君登壇〕 

○消防本部消防長（小時田光行君）  先ほど、

資機材の点に触れませんでしたので、資機材の

点を追加させていただきます。 

 資機材については、いずれ検討しなければな

らない課題等もあるものの、人口減少の中で交

通ネットワークが市町村境を超えて急速に整備

されている現状に鑑み、市町村境を超えての事

故対応等の対応については、広域的な視点の中

で整備、導入とするという新たな仕組みづくり

を、関係市町村の中で考えていかなければなら

ないと認識しております。 

 なお、老朽化する資機材の更新については、

消防力整備計画に基づき、財政事情をよく見極

めながら実施していきます。 

 ただいま質問のありました高速道路の事故対

応中における他の出動要請があった場合の出動

体制についてですが、救急需要は年々増加傾向

にあり、平成28年度の救急出場件数は1,240件

となっております。 

 救急車は、遠野消防署に予備救急車を含めて

２台、宮守出張所に１台配備し、合計３台で救

急対応をしているところです。 

 遠野市管外の医療機関に搬送した事案が平成

28年度は345件発生し、近年増加傾向にありま

す。また、管内における救急事案でも、同時間

帯に救急要請が重なり、３台の全救急車で対応

することも年間二十数件発生しております。 

 救急活動中の他の救急事案が発生し、救急車

が直ちに現場に行けない場合は、残留している

救急隊員が、救急資機材を緊急車両に積載し、

現場に向かい、初期対応を行い、活動を終了し

た救急車が現場に向かうという事案も発生して

おります。 

 現在、当直員編成は、平成27年10月から１班

当たり10人に増員し、３班編成でローテーショ

ンを行っているところです。 

 救急車の管外搬送等における当番者の確保は、

予備警防員として非番者二、三名を指名して対

応しているところです。 

 災害の形態によって当番員全員が出場するこ

とから、人員不足なった場合、非番者、週休者

を緊急招集し、人員確保に努め、災害の対応に

当たっております。 

 以上で終わります。 

○議長（新田勝見君）  ２番小林立栄君。 

   〔２番小林立栄君登壇〕 

○２番（小林立栄君）  さまざまに知恵を働か

せながら、また、職員の皆様に御尽力いただき

ながら態勢を御用意されているという内容の御

答弁をお知らせいただきました。 

 この高速道路開通という、また今までにない

条件が変わってまいります。ぜひ、市民の安心

安全のために整えられるものは最優先で整えて

いただき、また、立地的にも遠野が要となりま

す。広域での新たな仕組みづくり、遠野が中心

となって働きかけを行っていただきたいと思い

ます。 

 それでは、小項目２点目のドローン（小型無

人機）、オフロードバイクの活用について質問
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をいたします。 

 ことしの台風接近の際に、河川カメラからの

映像が遠野テレビで放映をされており、川の状

況がわかり、対処の仕方が市民それぞれはっき

りと考えることができたと思います。このよう

に情報収集と情報共有の取り組みの重要性、改

めて感じたところでございました。 

 災害現場において、素早く正確な情報収集を

行うことが大事でございます。さらなる情報収

集の向上のために、人や車両が進入できない場

所でも、上空から情報収集に使用できるドロー

ン、整地されていない場所、車両が進入しづら

い狭い道路などでも通行できるオフロードバイ

クの導入が必要ではないでしょうか。特に、山

間部の多い遠野には重要な機材であると考えま

すが、ドローン（小型無人機）、オフロードバ

イクの活用について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）  安心安全という中で、

体制がどうなっているのか、また、そのマンパ

ワーのローテーションあるいは資機材の配置の

計画はということで、消防長のほうから具体的

に数字を上げて答弁をさせていただきました。 

 やはり、この高速化、そしてまた一方におい

ては道路ネットワークの整備されたことにより

まして、いつ何どきどのような事故が、あるい

は災害が発生するかわからないという中で、よ

りよい体制を整備していかなきゃならない。 

 消防のあり方につきましては、いずれは広域

消防といった議論がまた浮上してくるのではな

いのかなというように思っているわけでありま

すけども、今、遠野市は単独消防の中で懸命に

頑張っているという状況でございますから、な

お一層連携と、そしてまたいろんな相互連携を

強化していかなきゃならないということは言う

までもないということになろうかと思っており

まして、消防長の答弁も私も聞きながら、その

数字の一つの持っている意味といったようなも

のを改めて認識もしたということも申し添え、

そしてこのオフロードバイク、あるいはドロー

ンといったものについて、どう認識をしている

かということでございますから、そのような認

識を踏まえて答弁をさせていただきますけども、

このドローン（小型無人機）の活用なども非常

に有効であるということは御質問にあったとお

りであります。 

 ちなみに県内各市町村の状況を見ますと、11

月末現在で５つの市町村がこれを保有している

と、いわゆるドローンを保有していると。それ

から、３市が民間企業との協定により災害時に

おける有効な一つの手段としてドローンを利活

用する体制をとっているということであります。 

 当市におきましては、導入時期やあるいはオ

ペレーターの確保などといったものも課題とし

てあるわけでありますけども、やはりいろいろ

情報を聞きますと、民間企業との連携により、

ドローンの有効活用を図っていくということが、

当市にとっては極めて有効ではないのかなとい

うことを、そのように考えているところでござ

いますから、民間企業との協定の中からドロー

ンの利活用という体制に持ち込みたいというよ

うに思っているところであります。その方向で

消防本部のほうには協議を進めてもらおうかな

というような認識でいるということを申し上げ

ておきたいと思っております。 

 オフロードバイクにつきましては、ただいま

お話にありましたとおり、まさに山間部が多く

て車が入れないというところに、いかに早く入

り情報を取るかという部分につきましては、オ

フロードバイクも有効な手段であるということ

は、これは言うまでもありません。 

 そういった中におきまして、オートバイとし

て購入して、導入している消防本部は、平成29

年度の統計で、全国では732消防本部中55消防

本部、112台持っているという、そのような数

字が消防庁のほうから示されております。 

 ４輪の緊急自動車よりも先行して現場に入る

ことができるという大きな利点があるわけであ

りますから、この部分もしっかり踏まえた中で、

しかし一方においては、この利活用という部分
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におきましては、自動２輪免許といったような

ものもその中に取らなければならないという、

そのようなものもありますので、この部分のオ

フロードバイクの導入につきましては、さまざ

まな課題といいますか、有効な情報確保手段と

はなるものの、これの一つの運用といったもの

につきましてのさらなる検証をしながら、必要

であればという中における対応をしていくこと

になるのではないかなというように思っており

ますので、方向性とすればこの部分については、

遠野という場においては、やっぱり考えなけれ

ばならない問題なのかなというような認識でい

るということで、ひとつ答弁にさせていただけ

ればと思っております。 

○議長（新田勝見君）  ２番小林立栄君。 

   〔２番小林立栄君登壇〕 

○２番（小林立栄君）  ドローン、オフロード

バイク、確かに導入コストであったり、維持管

理のコスト面、また人材面など、やはりいろい

ろ課題もございます。私も直接の、購入、導入

これも大事かなとは思っておりますが、やはり

現実的なことを考えると、民間企業や各団体と

しっかり協定等を結んで推進をしていくべきで

はないかなと考えております。 

 今、情報を素早く収集とするということで質

問をさせていただきましたが、続いては素早く

正確な情報を収集した後、その情報を素早く正

確に消防団員や自主防災組織の隊員に伝えるこ

とも重要であると考えます。 

 緊急情報や出動情報を一斉メール配信など通

知をして、情報共有ができる仕組みをつくる。

また、災害対応に特化した携帯やスマートフォ

ン等で利用できるアプリがございます。こうい

ったアプリを導入するなど、消防団員や自主防

災組織の隊員に素早く正確に情報を伝達する仕

組みづくりが必要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）  素早く情報を伝達する

仕組みづくりが必要ではないだろうかというこ

とは、まさに災害対応の基本であろうかという

ふうに思っているところであります。 

 こういった中におきまして情報発信といたし

ましては、災害の発生が予想されるときには、

遠野テレビあるいは災害発生予想、あるいは災

害が発生した場合におきましては、遠野テレビ

のＩＰ告知放送を通じながら、あるいは消防本

部のメール発信等も活用しながらという中で、

住民周知を図っているという部分も一つの手段

としてあるわけであります。 

 さらには、「いわてモバイルメール」といっ

たような緊急エリアメールでも発信されている

という状況にあろうかというふうに思っており

ます。この「いわてモバイルメール」なども、

地域エリアメールとしてかなり瞬時に周知が図

れるという部分もあるわけでありますから、こ

ういったようなものも利活用するということに

なろうかと思っております。 

 また、この中におきまして、ことしの上期で

ありましたけども、この情報伝達をいかに速や

かに住民周知を図るかという中で、岩手県立大

学の名誉教授であります柴田先生を座長といた

しまして、静岡県立大学や県の総合防災室、さ

らには東北総合通信局の方にもメンバーに入っ

ていただきまして「災害時における情報伝達シ

ステム導入検討会議」といったものを立ち上げ

まして、あらゆる角度からどうすれば災害発生

時瞬時に、いろんな地域災害情報を伝達できる

かということについての、システムの望ましい

あり方につきまして、多方面から検討をしてい

ただきました。 

 その結果といたしまして、全体構想としては、

防災無線と遠野テレビを基本に、ＳＮＳや防災

アプリなどを利用いたしまして多様な通信手段

を組み合わせ、それぞれがいうなれば多重化し

補完し合うという一つの言葉の中で、「ベスト

ミックス」という言葉がこの中の報告書の中に

うたわれたわけであります。 

 さまざまな今あるものをどのように組み合わ

せしたらいいのかという中で、この「ベストミ

ックス」というキーワードの中から報告書が取
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りまとめられ、私にも提出されたところでござ

いますから、この「ベストミックス」を具体化

するために、この災害危機対応における遠野テ

レビのネットワーク、防災アプリのさらなる利

活用といったような中における構想をしっかり

したものにまとめ、事業化に取り組みたいとい

うふうに考えているところでございまして、こ

の事業化に向けては、総合計画の前期５カ年計

画の中に位置づけた中で、この「ベストミック

ス」という言葉を形に持っていきたいというふ

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）  ２番小林立栄君。 

   〔２番小林立栄君登壇〕 

○２番（小林立栄君）  情報収集と伝達、情報

の共有の取り組みの充実について、この報告書

をもとに「ベストミックス」、具体的に具現化

をするようにぜひ進めていただきたいと思いま

す。 

 次の質問に移ります。エレベーター用防災椅

子の設置についてお伺いをいたします。 

 エレベーター用防災椅子とは、災害が発生し、

エレベーター内に閉じ込められた場合に、利用

者がパニックにならないようにラジオや非常用

飲料水、食料、簡易トイレ、ライトなどの防災

グッズを収納した椅子のことでございます。 

 このエレベーター用防災椅子を市内にあるエ

レベーターに設置をしていってはいかがでしょ

うか。平常時には立っていることがつらい方な

どが座って利用することもできます。エレベー

ター用防災椅子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）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  エレベーター用防災椅

子の導入についてはどうかという御質問であっ

たわけであります。 

 市内には、このエレベーターを設置している

施設は９つあります。その中で防災センター、

あるいはとぴあ、さらにはあすもあといったよ

うなその中にエレベーターが設置されているわ

けでございまして、具体的に申し上げますと９

つという話をいたしました。本庁舎、とぴあ庁

舎、そして市民センター、総合防災センター、

あすもあ遠野、あえりあ遠野、そして図書館・

博物館、総合食育センター、遠野中学校の９つ

であります。 

 その中で、万が一災害時に防災椅子を必要と

する高層建物となれば、あえりあの７階建ての

建物だということになっておりまして、エレ

ベーターの機能は地震等が発生した場合には最

寄りの階に緊急停止するという、そのようなシ

ステムがきちんと導入されているということも

踏まえて考えれば、この防災椅子の導入につい

ては、必要性は認めるものの、あればいいとい

うことは認めるものの、まだやらなければなら

ない課題ということを考えれば、緊急度優先度

はまた後回しということには、後回しという言

い方はこと命にかかわる問題を後回しという言

い方はちょっと言葉を選ばなきゃならないかと

いうふうに思っておりますけども、また対応し

なければならない課題があるんだということを

踏まえての一つの認識だということで、御理解

をいただければというふうに思っております。 

○議長（新田勝見君）  ２番小林立栄君。 

   〔２番小林立栄君登壇〕 

○２番（小林立栄君）  優先度、これは確かに

重要でございます。しかし、必要なものだと私

は考えておりますので、今後とも検討していた

だければと思います。 

 最後に防災訓練についてお伺いをいたします。 

 中学校での避難所設営訓練というものが開催

をされました。私もＰＴＡの一人として参加を

させていただきました。１年生と保護者が避難

してきた市民の役、３年生が避難所を設置をし

て運営をしていくという訓練でございます。 

 私は、両手をけがした男性役でございました。

そのほか、妊婦の方、目の見えない方、日本語

がわからない外国人、親と離れ離れになってし

まった家族、そういったさまざまな役割を１年

生と保護者が演じながら、３年生がそれに対処

をしていくという訓練でございました。 
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 直接生徒たちが避難所を運営することは、現

実的にはないとは思います。しかし、生徒一人

ひとりが、身も守る方法であったり、避難する

人の気持ち、受け入れる側の人の気持ち、そう

いったものをやはり理解していく上で、今後の

人生において大事な訓練になったと思います。 

 この防災減災、災害への備えなど日ごろの訓

練が大事であります。防災訓練など各訓練は、

市内全域で積極的に取り組まれていると思いま

す。ただ、全体を見たわけではございませんが、

参加者の固定化、特に共助を担う若い世代の参

加が少ないのではないかと感じております。 

 防災訓練等について、課題として捉えられて

いること、現状についてお知らせください。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  防災訓練、これは日ご

ろに本当に大事な取り組みの一つであります。

「備えあれば憂いなし」という言葉の中に、災

害対応の基本があるわけでありますから、その

部分は資機材が、あるいは消防職員含め消防団

員が、あるいは自主防災組織の皆様がといって

も、やっぱり自らの命を自ら守るという自助、

そしていろんな関係団体が連携し合いながら、

まさに命を守るという共助という部分と、それ

に公助という一つの国が、県が、あるいは行政

がという部分の中における取り組みという中で、

自助、共助、公助という言葉が災害対応に求め

られるキーワードなわけであります。 

 そういった中におきまして、市内での防災訓

練を行っておりますけども、直近の数字で見ま

すと市民の約４分の１、6,800名が参加したと、

ことしの防災訓練。この数字をどう捉えるかと

いうことにあろうかというふうに思っておりま

すけども、私は、まずまずの市民の皆様の協力

があって、こうした防災訓練が市内11地区で行

われているのではないのかなと思っております。 

 ことしの訓練も、それぞれの会場に足を向け

ました。やはり、それぞれ地域、コミュニテ

ィー、地区センター、あるいは消防防災コミュ

ニティーセンターを中心に、多くの地域住民の

方々が、消防職員やあるいは自主防災組織の

リーダーの皆様の指示に従って、整然と取り組

んでいたという現場を目の当たりにしたという

ことも踏まえて、ただ、やはり御指摘にありま

したとおり20代、30代、あるいは中学生、高校

生といった部分の方々を、いかに取り組むのか

ということも大きな課題であるということも認

識をしたところでございますので、やっぱりこ

れからの遠野を支える若い方々、これはきょう

の１人目の質問の中で、若年世代の価値観をど

う受けとめるかという部分の中で、ちょっとお

話がありましたけども、この防災減災という部

分におきましても、若年世代の方々をいかにこ

ういった部分に参加してもらうのかというのに

つきましては、さらに工夫を重ねながら対応し

ていかなければならない一つの課題ではないの

かなというふうに承知をいたしておるところで

ございますので、これからもよろしく御協力を

お願い申し上げまして答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  ２番小林立栄君。 

   〔２番小林立栄君登壇〕 

○２番（小林立栄君）  参加者の高齢化、若い

世代が集まりにくい、訓練の形骸化が進んでい

る、こういった課題は全国各地の、多くの訓練

の現場から聞こえてくるようであります。 

 そこで、提案になりますが、若い世代が自ら

参加し、楽しみながらもしっかり防災を学ぶこ

とができるエンターテインメントと防災教育を

融合した体験型の防災教育アトラクションとい

うものがございます。今、リアル脱出ゲームと

いう遊びが流行しております。家族や友人、イ

ベントによっては、その場にいた人たちでチー

ムを組んで、閉じ込められた限られた空間の中

で、いろいろな謎や暗号、パズルを解きながら、

必要なアイテムや鍵を手に入れ、制限時間内に

脱出をしていく、そういった体験型のゲーム、

アトラクションでございます。防災や身も守る

知恵を学べる内容のリアル脱出ゲームと想像し

ていただけると理解しやすいかなと思います。 

 2015年に仙台市で開催された第３回国連防災

世界会議で、このアトラクションが発表されま
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した。その後、多くの自治体、学校の防災訓練、

企業の防災研修に導入されているそうでありま

す。参加者数は全国で１万人を超えたそうです。 

 おじいちゃんが２人の孫たちとチームを組ん

で参加している様子を特集したニュース動画を

見る機会がございました。大変ほほえましい光

景でございました。子どもから御高齢の方まで

楽しめる、特に若い世代が興味を持って参加で

きる分野であります。 

 遊び心を大事にしながらも、しっかり防災の

知恵を学べる体験型の防災教育アトラクション

の遠野での開催を検討してみてはいかがでしょ

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）  防災減災という中にお

きましては、防災意識の高揚といったことが求

められるわけであります。そういった意味にお

きましては、見て、触れ、体験をするというよ

うな、そのような一つの仕掛けの中から多くの

市民の皆様に関心を持ってもらう。家族連れ、

あるいは親子連れ、そしてまた３世代でもって

そのようなものを見て、触れ、体験をするとい

う中で、自らの災害から守るというものを、意

識を高めていくという仕掛けは必要ではないか

なというふうに思っておりまして、毎年９月に

防災センターを会場に行われます消防フェア、

これは本当に多くの家族連れが押しかけて来て

おります。ことしの行われた消防フェアにおき

ましても、子どもさん連れた家族連れの方々が

多数見えておりました。 

 したがいまして、運動公園がある、そこには

わらすこ広場もある、遊具施設もある、そして

広い駐車場もあり、うまく県の防災航空隊と連

携をとれば、防災ヘリも来てくれる。あるいは、

自衛隊の災害救助にかかるさまざまな車両も来

てくれる。 

 一方においては、岩手県警も白バイとかいろ

んな救助にかかるさまざまな資機材も来て体験

してくれるというような、そのような消防フェ

アが行われておりますので、こういったような

ものをさらに充実させながら、市民の皆様の世

代を問わず、参加し、見て、触れ、体験をする

というような仕掛けの充実強化を図っていきた

いという中で、ただいまの御質問に対する一つ

の答えを見出していきたい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

いいたします。 

○議長（新田勝見君）  ２番小林立栄君。 

   〔２番小林立栄君登壇〕 

○２番（小林立栄君）  ぜひ大変だとは思いま

すが、さまざまに工夫を凝らしていただいて、

多くの市民の皆さん、特に親子で参加をしたり、

若い世代の方々が参加できる訓練の場となるイ

ベント等、そういったものを推進していただき

たいと思います。 

 さて、災害は、やはりいつ起こるかわかりま

せん。まずは災害発生時に自分の命を守る自助、

これもとても大切でございます。私たちは東日

本大震災を経験いたしましたが、記憶が薄らぎ、

風化していることは否定できないと思います。 

 誰でも簡単に参加できる訓練にシェイクアウ

ト訓練がございます。指定した日時に、家庭や

職場、外出先など、それぞれその時間にいる場

所で、地震から身を守るための行動を実践をす

るという大変シンプルな訓練でございます。 

 2008年にアメリカのカリフォルニア州で始ま

り、2012年３月に千代田区で日本初の訓練が実

施されて以来、全国での取り組みが広がってお

ります。盛岡市でも実施をされました。 

 シェイクアウト訓練を市内全域で実施する必

要はないでしょうか。誰でもとっさに自分の身

を守る訓練となるシェイクアウト訓練の実施に

ついてお考えをお伺いいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  このシェイクアウト訓

練というのは、アメリカで始まった制度であり、

誰でも参加できる一つの訓練という中で、シェ

イクアウト制度があると。非常に効果的な訓練

であるというように言われているところであり

ます。 
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 地震が発生した場合には、まず、低く頭を守

り、そして動かないといったようなものを一斉

に行う。この中におきましては、Ｊアラートの

仕組みの中で、全国一斉に行うＪアラートの訓

練放送で、市内小、中、高に訓練参加を呼びか

け、約900人の参加があったということもあり

ますので、この辺の一つの取り組みなどもひと

つ参考にしながら、このシェイクアウト制度と

いう中でどのように、ただこれもしょっちゅう

あると、どうもまたかということになるわけで

ありますから、一般企業にも参加を呼びかけな

がら、避難訓練といったものの実施、そしてま

たＪアラートのテスト放送をそれぞれどのよう

な中で遠野テレビやら広報等をどのように利活

用するかという中で、このシェイクアウト制度

といった中で、誰でも参加できるというような

ものの中で、防災意識を高めていくという部分

については、これも一つの訓練のあり方として

は考えなければならない一つの仕組みづくりで

はないのかなというように思っているところで

あります。 

   〔２番小林立栄君登壇〕 

○２番（小林立栄君）  小中高生、子どもたち

は訓練をする機会があると思います。ただ、肝

心な大人、なかなかそういった経験をすること

は最近ないのかなとも思いますので、ぜひ企業

であるとか介護施設、そういったところでも訓

練を検討していただければと思います。 

 それでは、防災減災、安心安全をさらに推進

していただきたいと考えを述べまして、一般質

問を終わります。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後２時57分 休憩   

────────────────── 

   午後３時07分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き、会

議を再開いたします。 

 次に進みます。３番菊池美也君。 

   〔３番菊池美也君登壇〕 

○３番（菊池美也君）  政和クラブの菊池美也

です。道路のこと、そして、ひきこもりの２つ

のテーマについて市長に質問をいたします。 

 第二次遠野市総合計画の大綱１「自然を愛し

共生するまちづくり」では、政策が４つありま

す。そのうちの１つが「道路交通基盤の充実」。 

 総合計画を読み上げてみます。「道路交通基

盤においては、東北横断自動車道釜石秋田線の

釜石までの全線開通に向けた整備を推進すると

ともに、その活用を図ります。市民生活の利便

性を高めるために、市道の整備、橋梁の老朽化

対策を進め、長寿命化を図ります」。 

 そして、その道路交通基盤を充実するため、

施策を２つ掲げています。そのうちの１つが

「生活関連道路等の整備」となっています。 

 人口減少など課題が山積みする中、将来を案

ずる声が多く聞かれます。４期目も市長にはし

っかりとやっていただかなければならない。旧

宮守村との合併後、初めてとなる15年ぶりの今

回の市長選挙でありましたが、選車・選挙カー

で市内をくまなく回られ、15年ぶりに通った市

道、初めて足を踏み入れた市道があったかもし

れません。 

 平成29年３月発行の遠野市統計書平成28年度

版によると、市道の現況は、実延長がおよそ1,

300キロメートル弱であります。しかし、その

改良延長は約630キロメートル、舗装済み延長5

80キロメートルと改良率は49％弱にとどまって

いるほか、舗装率は45％弱です。 

 このように、市内にはまだまだ狭隘な道路が

多い上、老朽化した道路、未舗装道路も多くあ

るのが現状です。数字から読み取れることがで

きます。穴のあいたでこぼこ道路、それをパッ

チングした継ぎはぎだらけ、車がすれ違う際に

譲っていただかなければとてもじゃないけれど

通れなかった狭い道路、歩行者、自転車にとっ

て危険な道路など、いろいろと市内遊説の際に

実際に目にし、感じたことがあったかと思いま

す。 

 特にも生活関連道路の状況について、どのよ

うな感想をお持ちになりましたでしょうか。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 
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○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。一問一答方式でありま

すので、それぞれの質問項目にお答えしてまい

りますけども、この道路整備の問題が今取り上

げられました。 

 ちょうど１カ月半前、10月15日に投開票が行

われたこの遠野市長選挙におきましても、私も

選挙期間中、市内をくまなく回らせていただき

ました。その中におきまして、特にも高速イン

フラという一つの釜石自動車道、さらには国道

340号の立丸峠トンネルのいうところのトンネ

ル化といったものも実践に向かって、着々と進

んでいるという中で、高速インフラ整備の中か

ら、いうところの道路のコスト効果といったも

のを生み出そうというさまざまな手立てを講じ

ているわけでありますけども、一方においては

安心安全な、住んでよかったという、そのよう

な地域社会も構築していかなければならない。 

 その中におきまして、道路が、市道が大変痛

んでいるという状況も改めて知るところとはな

ったということも、これもただいまの御質問を

聞きながら、私もまさにまだまだやらなければ

ならないことがあるということを痛感し、また

これにしっかりと対応していかなければならな

いということを決意もいたしたということであ

ります。 

 特にもこの安心安全な道路ということになれ

ば、これから冬場に向かうわけでありますから、

冬道の交通安全といったものもしっかりと確保

していかなきゃなりません。除排雪といった問

題にもしっかりと取り組んでいかなければなり

ません。 

 そのようなことを踏まえながら、先ほどお示

しいたしました総合計画の中に、あるいは生活

に身近な道づくり事業の中に、やはりしっかり

と計画と位置づけなければならないかというよ

うに思っておりますので、その認識の中でこの

現状、今、市道の現状がどうなっているかとい

うことにつきまして、具体的な数字、質問の中

にもいろいろ述べられておりましたけども、把

握しております具体的な現状につきまして、担

当の環境整備部長からお答えを申し上げますの

で、御了承いただければと思っております。 

○議長（新田勝見君）  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、菊池美也議員の質問にお答えいたします。 

 日常生活に欠かせない生活関連道路は、計画

的に整備を進め、市内各公益施設や集落間の連

絡性や利便性の向上を図っているところであり

ます。 

 集落内における生活道路は、生活に身近な道

路づくり事業計画に基づき、地域住民の快適な

居住環境に寄与しているところであります。 

 老朽化した路面や橋梁の調査を進め、計画的

に改修し、安全を確保しているところでもあり

ます。 

 平成28年度の市道の総延長は約1,305キロ

メートルで、その舗装率は44.7％でありますが、

うち幹線道路である１級市道及び２級市道は約

235キロメートルで、舗装率は90.1％となって

おります。その他市道は約1,070キロメートル

で、国県道から市へ移管となったものや、圃場

整備により市へ引き渡された農地内の道路、ま

た集落内の道路や集落から耕地、山林への通い

道路が等が含まれています。その他市道は、農

地や山林への通いを含んでいることから整備率

が低く、その舗装率は34.8％であります。 

 幹線道路は、完成時から相当の年数が経過し

たものが多く、舗装面のひび割れや車輪による

わだちが発生しており、車両通行の安全を確保

するため、補修が必要な路線もあります。 

 なお、平成28年度は、市道改良整備として45

6メートルを行っております。 

 平成28年度におけるアスファルト舗装面の

オーバーレイ工事は960メートル行い、また、

全市区域を５工区に分けての部分的な舗装補修、

いわゆるパッチングでありますけれど1,180カ

所、156トンを実施しております。 

 道路パトロールや市民からの情報提供による

常温合材での穴埋めは３トン、20キログラム入

り150袋ほどを施工している状況であります。 
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 以上であります。 

○議長（新田勝見君）  ３番菊池美也君。 

   〔３番菊池美也君登壇〕 

○３番（菊池美也君）  市内遊説の際に、市長、

市内をくまなく回って市道の状況、まだまだ対

応していかなければならないんだという感想を

持ったという返答でございました。部長のほう

からるる数字が示されたわけですけれども、じ

ゃあこれからどうやっていくんだという話にな

ると思うんです。 

 これまでの市長と語ろう会で、市民の皆様か

ら寄せられた意見や提言が、遠野市のホーム

ページでも公表されています。その最新版が平

成28年度開催のものになっています。 

 拡幅、舗装について、あるいはインフラの維

持補修について、道路整備についてなどさまざ

まな意見、提言、要望が数多く寄せられていま

す。その要望の市側の回答は、例えば「国の交

付金などを活用しながら、適切な維持修繕、補

修に努めます」とか、例えば「目視点検などを

実施し、重大な不具合があれば、補修、修繕す

ることにしています」とか、「抜本的な整備を

行いたいところですが、ほかの路線との優先度

の観点からなかなか実施できない状況です。御

指摘の箇所は、パッチングで対応しています」

とか。 

 適切な、重大な不具合が、あるいは優先度の

観点とかファジーな回答になっているなと感じ

ました。どういう順番でやっているのか、やっ

ていくのか、順番立てする基準は何であろうか

というのが一番知りたいところになります。 

 語ろう会で出されたからであるとか、市長の

耳に入ったからだとか、大きな声の議員がカウ

ンターをたたいたからだとか、忖度が働いたと

か、そんな判断基準ではこれまでも当然なかっ

たでしょうし、これからも決してあってはなら

ないことです。 

 第二次遠野市総合計画の「生活関連道路等の

整備」の部分では、先ほど部長が答弁されまし

たけれども、「市道等の日常生活に欠かせない

生活関連道路は計画的に整備を進め、市内各公

益的施設や集落間の連絡性や利便性の向上を図

ります」、「各集落内における生活道路につい

ては、生活に身近な道づくり事業計画、これ、

名称変更になって、今は安心・安全な道づくり

ということになっているようですが、事業計画

に基づいて、地域住民の快適性の確保に努めま

す」と記載をされています。 

 計画は立てている。ただ一方で、財源には限

りがあり、やりくりしなければならないのであ

れば、当然順番がついてきます。それは理解で

きます。語ろう会提言集の市側の回答にも「イ

ンフラの維持補修にかかる費用の約７割は、社

会資本整備総合交付金として国からの支援を受

けていて、要求額に対する内示額は約８割程度。

国や県に対し、要求額どおりの内示と、さらな

る追加補正予算要求を引き続き要望していきま

す」とも書かれていました。財源は、残念なが

ら乏しいんです。 

 環境整備部インフラ管理白書にも、今後の市

道管理と整備について、「地域から要望のある

市道改良、舗装整備については、その緊急性、

地域バランス等を考慮し、整備財源を確保しつ

つ、計画的に整備を進める必要がある」と記載

があります。 

 先の市長の所信表明演説で、市政運営に当た

っての基本姿勢を述べられました。公平・公

正・公開を基本のスタンスとする。現場主義を

貫く。知恵と工夫、そして汗にこだわる。意識

の壁・組織の壁・制度の壁に挑む。連携と交流

のネットワークを大事にする。 

 ずっと要望を上げているのに、あっちの市道

はやってくれて、何でやってくれねえんだよと

いう声がよく耳に入ってきます。どのようにし

て公平・公正を保ってきたのか、保っているの

か。何をもって優先度を図っているのか。計画

に基づいて整備を進めている一方で、何度伝え

ても、しゃべっても全然やってくれないなとい

う声が聞こえてくるということは、生活関連道

路等の整備において、公開という部分がこれま

で足りていなかったのではないかなと感じてい

ます。そのことについて、いかがお考えでしょ
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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）  安心安全な生活環境と

してのこの市道整備、大きなこれも市政課題で

あるということは、先ほどの一般質問の中に申

し上げられておりましたいろんな数値、担当部

長から答弁いたしました現状等踏まえれば、大

きな課題であるということは御案内のとおりと

いうふうに私も認識しております。 

 総合計画の中で示した身近な道づくり事業と

いう中におきまして、計画的にその整備を進め

るという一つのことを出しております。 

 先般の所信表明の際も、公平であり、公正で

あり、また公開の原則に基づき、現場主義を貫

き、汗をかき、組織の壁・制度の壁、そして制

度の壁を乗り越える中で総合力を示し、住みや

すい、住んでよかったという、そのような遠野

のまちづくりにもっていきたいということの思

いと決意を申し上げたところであります。 

 この生活に身近な道づくり事業も、いうとこ

ろの公平でなければならない。例えば、ここは

本会議場でありますから、言葉を謹んで申し上

げなきゃならないわけでありますけれども、地

域の一方的な声だけを聞いて採択するわけにい

かない。 

 今、御質問にありました市長と語ろう会で話

をすれば、すぐやってくれるのかということに

あってはならない。やはり緊急度、優先度、そ

れを客観的な中で判断をし、なけなしの財源を

やりくりしながら、その緊急度と優先度をまさ

に選択をし、判断をしていかなければならない

かということは、変わらぬ一つのスタンスとし

て持っているところであります。 

 ただ、私は非常に心配をしておりますのは、

いうところの生活に身近な道づくり事業という

中で、市単独事業の中でやろうという中でこの

計画を持ったわけであります。その中におきま

して、いうところの通院、通学、あるいは買い

物、集落と集落を単なる通行車両だけではない、

いうところの定義とすれば、弱者という言葉は

私あまり使いたくないわけでありますけども、

例えば通院に不便を期している方々、あるいは

買い物にも不便を期している方々、あるいは障

がいを持っている方々がどれぐらいいるだろう

か、あるいは通学をしている子どもさんたちは

何人ぐらいいるだろうかということをきちんと

数値化をしながら、それを生活に身近な道づく

り事業の基準としてもっていこうという中でス

タートをしたのが15年前なわけであります。 

 その中で黙々とそれを進めてまいりまして、

キロ数からすれば100メートル、200メートルと

いう数字が積み上がりながら、環境整備をして

きたということでありますけども、まさに取り

組みの財源が社会資本総合整備交付金という名

の国の支援策を財源とせざるを得ないような、

そのような一つの状況になっているという中で

ございまして、今御質問にありましたとおり、

決定率が８割ほどになってきている。 

 ただ、この社会資本総合整備交付金そのもの

の決定率も、８割というのは遠野市は高いほう

だというように認識をいたしておりますけども、

国のほうの財源そのものが、国土強靭化と言い

ながらも道路の長寿命化、あるいは橋梁の長寿

命化といったものに対する財源が、財務省のほ

うの一つの考え方の中から、なかなか十分確保

できていないという、そのような状況にあるわ

けでございますので、これは何も大都市だけの

道路が道路整備ではない、人口が多いから大都

市の道路などのインフラ整備を優先させなけれ

ばならないというだけではない。 

 地方のこういった身近な市道は、生活関連道

路は、命を守る道路でもあるわけでありますか

ら、その辺をしっかりと国にも認識していただ

き、そのような長寿命化、あるいは改良、さら

には舗装というそのようなものにも取り組める

ような財源をしっかりと国が確保して、そして

我々市町村にしっかりやるよという、そのよう

な仕組みづくりにやっぱりもっていってもらわ

なければならないのかなということを考えてい

るところでございますから、そういった声を市

長会等も通じながら、社会資本総合整備交付金
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の安定的な財源確保といったようなものを踏ま

えて、この生活に身近な道づくり、市道の整備、

いうところの客観的な数値をもって優先度と緊

急度を行いながら、着実にこの改良に取り組ん

でまいりたい、あるいは整備に取り組んでまい

りたいというように考えているところでありま

す。 

 オーバーレイ等の補修、事業などもわだち、

ひび割れといったようなもの、そして担当のほ

うに寄せられるこの道路整備に係る苦情、ある

いは要望、約400件近くなっているというのも、

これも遠野を取り巻く市道の現状を表している

んではないのかなというふうに思っております

ので、この年間約400件を超える地域住民の皆

様の声をきちんと把握しながら、ただ、これ全

て対応はできないということは御案内のとおり

だというように思っておりますけども、その中

における一つの誠実な対応を、この数字の中か

らきちんと見出してまいりたいというように思

っているところでございますので、よろしくお

願いを申し上げたいというように思っておりま

す。 

 繰り返しになりますけども、市長と語ろう会

で出たから、あるいは忖度という言葉も出まし

たけども、それがあったからということがあっ

てはこれはならない、これは絶対そういう一つ

のものにもっていってはならないという厳しい

姿勢で私も対応してまいりたいというように思

っておりますので、よろしくお願いを申し上げ

ます。 

○議長（新田勝見君）  ３番菊池美也君。 

   〔３番菊池美也君登壇〕 

○３番（菊池美也君）  安心しました。まずは

年間、市民の皆様から道路に関して、市道に関

して400件余りの声が届いていると。それもこ

れまで同様、客観的な判断で、緊急性優先性で

捉えて改良工事、整備のほう進めていただいて、

住んでよかったというようなまちづくりをお願

いいたします。 

 では、２つ目のテーマに質問を移させていた

だきます。 

 「ひきこもり」という単語は、容易に使うと

人を傷つけてしまう単語かもしれません。厚生

労働省は、「仕事や学校に行かず、かつ家族以

外の人との交流をほとんどせずに、６か月以上

続けて自宅に引きこもっている状態」と定義を

しています。時々は買い物などで外出すること

もあるという場合も「ひきこもり」に含めてい

ます。 

 2016年９月、昨年の９月、内閣府は、15から

39歳のひきこもりの人が、全国で推計54万1,00

0人に上るとの調査結果を公表しています。引

きこもりの期間は、７年以上がおよそ35％と最

も多く、年齢構成別では35歳以上が約１割と20

10年の前回調査から倍増しています。長期化と

高年齢化の傾向が顕著であることが読み取れま

す。 

 推計54万人がひきこもり、実は、この数字に

は40歳以上は含まれていません。若者の生活に

関する調査ということで、あくまでも15歳から

39歳の5,000人と、その同居する成人家族を抽

出し、そこからパーセンテージで推計していま

す。40歳以上は、調査の対象から除外をされて

います。 

 しかし、自治体の独自の調査によっては、40

代が最も多いというデータもあるようです。20

15年の山梨県の調査では、県内で825人がひき

こもり状態にあり、年代別で40代が225人と最

多、続いて30代が187人、60代以上も137人いた。

2014年の島根県の調査でも1,040人がひきこも

り状態とされ、年代別で40代が229人と最も多

く、次いで30代が219人だったようです。 

 デリケートな個人情報ですが、これまで遠野

では実態について調査をしたことはあるのでし

ょうか。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ひきこもりという一つ

の言葉の中に、今質問の中にもありました極め

てデリケートな問題であると、これはそのよう

な認識でこの問題には向かわなければならない

かというように私も認識しております。 
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 単なる数字ではないという部分の中で、その

社会的背景、またそのような状況になっている

というその中に、どういう背景があるのか、理

由があるのかというようなこともしっかりと見

抜かなければならない大きな課題ではないかな

と思っております。 

 児童生徒の不登校に対する言葉としてひきこ

もりという言葉も出てきたというように承知を

いたしているところでありまして、一つの社会

問題化しているということもただいまの質問の

中にも数字として述べられていたところであり

ます。 

 そういった中におきまして、現状を把握とい

う部分におきましては、本当にデリケートな問

題としてこれを捉えなければならないわけであ

りますけども、この調査におきまして、市内に

おける実態を、実数を把握するための調査では

ありませんけども、いろんな各地域における状

況におきまして若年無業者と、いわゆる若い

方々で仕事についていないという若年無業者と

いう一つの言葉の中から、ひきこもりが認めら

れるということがあること、世帯等につきまし

てヒアリング調査を行ったという数字が健康福

祉の里で持っているところであります。 

 サンプルとして集まったデータで申し上げま

すと、63件をサンプルとして捉え、それを把握

をしたという中で、これはひきこもりという形

で認定をされる世帯がそのうち24件認められた

ということであります。 

 そして、そのうちの半数が40歳以上という数

字であったということを、ひとつこれ、あくま

でもサンプルでありますから、しかし63件とい

う中で24件が、そしてその半数以上が40歳以上

ということになった場合におきまして、今の御

質問の中にありましたこの社会問題化している

という部分につきましては、この数字を真摯に

受けとめながら、まさに、であればどのような

対応をしたらいいのかという中における一つの

答えを見出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して、潜在的な一つの事例

などがまだあるんではないかと、しかし、それ

はなかなか言えないという、そのような問題と

して、この問題は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ございますか

ら、そのような社会問題化しているという認識

を示し、サンプルではあるけども、そのような

数字として捉えているということを申し上げま

して、答弁とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  ３番菊池美也君。 

   〔３番菊池美也君登壇〕 

○３番（菊池美也君）  先ほど市長からも答弁

の中で、不登校という答弁もございましたけど、

内閣府の若者の生活に関する調査では、ひきこ

もりになったきっかけは不登校とともに、職場

になじめなかったが最も多くて、就職や職場で

の人間関係に悩んでいる実態が浮かんでいます。 

 繰り返しになりますが、ひきこもりはさまざ

まな要因によって社会的な参加の場面が狭まり、

就学や就労などの自宅以外での生活の場が長期

にわたって失われている状態のことを差します。

これは、誰にでも、どこの家族にでも起こり得

ることです。 

 何らかの理由で周囲の環境に適応できにくく

なったときに、ひきこもるということがあり得

るのです。ひきこもりとは病名ではなく、まし

てや単一の疾患ではありません。また、いじめ

のせい、家族関係のせい、病気のせいと一つの

原因で生じるわけでもありません。 

 先日、遠野地区不登校を考える親の会が主催

をした「不登校、ひきこもりを考える講演会」

を拝聴させていただきました。その時間の中で、

学校に通っている間、いわゆる不登校のときは

結構支援の手があったと。学校を卒業すると、

なかなか行政の手が回ってこない。支援の手が

見受けられないという親御さんからの発言がご

ざいました。 

 ひきこもり状態の御家族はもちろんですが、

その本人に対しても遠野ではどのような手を差

し伸べているのでしょうか。そして、その支援

のあり方が、必要な方自らが探して探してやっ

と手が届く、そんな具合ではありませんか。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 



－ 61 － 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  このひきこもりの実態

に対する支援策はという中で、このデリケート

な問題にどのように立ち向かうかという部分に

おきましては、かなり慎重に事を進めなければ

ならないということは、これは申し上げるまで

もないかというふうに思っております。 

 今、菊池議員の御質問の中にも触れておりま

したけども、不登校からひきこもりのほうにつ

ながっていくという部分も因果関係と申します

ようなのもあるということになれば、不登校問

題にもどのようにアプローチしていくかという

問題もしっかりと考えていかなきゃならない。

家族の問題、職場の問題、あるいは育ちという

か、その生い立ちの問題、さまざまな環境の問

題も含めながら、このひきこもりがなぜという

中で、特にも40歳以上がという一つの数字の中

で、そのようなものがあるということを考えれ

ば、今度はこの例えば、御両親がといったよう

な高齢化してきているという問題も含めながら

という問題も、その中にあるというさまざまな

ものが、まさにデリケートに立ち入っていると

いう一つの課題ではないのかなというように思

っておりまして、このひきこもり、不登校問題

とのかかわりの中から、若者の問題として捉え

てきた経緯があり、30代以降の大人については、

全て対応してきたという状況ではないわけであ

ります。 

 そういった中で、現在市ではひきこもりとな

る原因、あるいは問題につきまして、地域包括

支援センター、遠野市社会福祉協議会と連携を

いたしました自立相談支援窓口、そして障がい

福祉係、生活保護係及び社会支援員が連携をし

ながら、この相談に当たっているという状況に

あります。この部分はよく連携を図りながらと

いうようになれば、また社会福祉協議会では、

ひきこもりの居場所として、フリースペースの

ようなものも対応しなければならないという。 

 それから、県におきましても岩手県ひきこも

り支援センターを設置いたしまして、この問題

にきちんと対応するように保健所の保健師さん

方がその対応の窓口となり、このような相談対

応も行っているということでありますので、そ

の辺との連携もとっ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。 

 したがいまして、とにかく健康福祉の里にお

ける地域包括支援センターと十分連携を図りな

がら、社会福祉協議会あるいは在宅介護支援セ

ンター、さらには地区センター、民生委員、児

童委員の皆様のお力もお借りしながら、その

ケース、ケースによるきめ細かいフォローと指

導と相談に当たっていかなければというような、

そのような課題ではないかなというように思っ

ておりますから、よりきめ細かく細心の注意を

払いながら、この問題にも対応してまいりたい

というように考えているところでございますの

で、よろしくお願いをいたします。 

○議長（新田勝見君）  ３番菊池美也君。 

   〔３番菊池美也君登壇〕 

○３番（菊池美也君）  不登校を考える親の会

の中で、そういう発言があったということは、

頭の中に入れておいていただければと、実際そ

ういう声が上がったということで。 

 これ、直接つながるかどうかわかりませんけ

れども、二、三日前の地方新聞のコラム欄に、

デジタル技術や通信が発達するにつれて、それ

をうまく使いこなせる人と、使いこなせない方

の入手でき得る情報の差がどんどん広がってい

るんだと。量であるとか、質であるとか、ス

ピードであるとか、そういった格差があるよと

いうコラムの記事がありました。 

 自治体広報においては、当然、情報発信して

市民の皆様の、受け手の環境がどうであろうと

か何とか、そういうのは関係ないことです。ど

んな形であれ、広報を続けなきゃいけない、切

り捨ててはいけないと僕は思います。るる相談

体制ができているという御答弁をいただきまし

たけれども、実際そういうお声が上がったとい

うことは認識をいただいて、ぜひこれからはつ

ながりよりもかかわりに重点を置いたような支

援の提供のあり方を、もう一度検討していただ

ければと思います。 
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 次に、市長もちょっと触れていました遠野の

現状は40歳以上の方もいらっしゃるんだよと。

これから大きな課題が出てくるんではないかな

と思います。ひきこもることによって、強いス

トレスを避け、仮の安定を得ている。 

 しかし同時に、そこから離脱も時間が経てば

経つほど難しくなってきます。ひきこもりの長

期化に伴い、高年齢化するひきこもりが、着実

にこれからもふえていくのではないかなと思い

ます。それと同時に、社会問題にもっと膨らん

で、大きな大きなリスクが高まってくるんじゃ

ないかなと考えます。 

 例えば親が認知症になったとき、訪問介護の

ヘルパーさんとのおつき合いができるのか。ひ

きこもりの方は他人に対し、強い恐怖心を持っ

ているケースが多く、親自身が要介護状態とな

ったとき、訪問ヘルパーさんらを追い返す可能

性もありますよね。 

 例えば、生活保護の申請ができないのではな

いか。親の死後、最後のセーフティーネットと

して生活保護がありますが、家から出れないの

に、親が亡くなったときに生活保護の申請に行

けるのか。ケースワーカーさんとうまくつき合

っていけるんだろうか。親亡き後に突入しつつ

ある高年齢のひきこもり当事者がふえていきま

す。もし、何も対策しなければ、親の支援がな

くなった途端、生活は行き詰まり、住まいも追

われかねません。 

 地域福祉計画の中には、具体な記載は見受け

られませんでしたが、ひきこもりという新たな

着目も今後必要に、重要になってくるのではな

いかなと考えます。ひきこもり当事者が高年齢

化することに伴っての新たな課題について、ど

のように取り組んでいこうとするのか、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）  ただいま御質問の中に

も触れていますとおり、この問題は、再三再四

同じ言葉を使っておりますけども、きわめてデ

リケートな問題であると。したがってよりきめ

細かくそのケースケースに応じたフォローをし

ていかなければならないということは言うまで

もありません。 

 ただ今、御質問の中にありましたこの親御さ

んが亡くなった場合において、この問題をどの

ように取り扱うのか、あるいは生活保護という

一つのセーフティーネットの中でどのようにフ

ォローしていくのかという部分を考えれば、こ

の数字がどんどん減っていくというのであれば、

だけどもいろんなものを見ますと、まだまだふ

えるんではないのかなというようなことを真正

面から捉えても対応策をやっていかなきゃなら

ないかというように思っております。 

 これまで御指摘のありましたとおり、これに

よりいろんなケースを、相談窓口を設けた、対

応しているといっても、ひきこもりそのものの

方がそれこそいうところの減っていくことじゃ

なくして、そのタイミングを失えば、またまた

もっと深刻になってくるということをやっぱり

捉えなければならないのかなというように思っ

ております。 

 介護が必要な親御さんとのその関係において

も、本来受けるべき介護サービスが受けさせて

もらえないなどといったケースも出てくるとい

うことも、その中に内在しているわけでありま

すから、やはり本当に経済的な問題、ネグレク

ト、あるいは何と申しますか、処遇の中におけ

るいろんなケースとして、関係者一同でチーム

をつくって対応していくということがやっぱり

求められる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、この部分におき

まして、これからの対応となれば、平成28年３

月に策定しております第３期遠野市地域福祉計

画といったものの中におきまして、ひきこもり

対策について、いうところのきちんとした理解

を明確な問題提起をしていかなければならない。

まだそこまで踏み込んではいない。 

 しかし、そのもう時期に来ているのかなとい

う捉え方を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、高齢化する一つのひきこ
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もりの方の対応にも、どのように対応するかと

いうのにつきましては、こういった計画にもし

っかりと位置づけながら、次期の計画策定にお

きましては、きめ細かく配慮をしたという部分

におきましては、この数字に対しての、現状に

対しての対応策もしっかりと打ち出せるような、

そのような施策の充実と事業化を図っていきた

いというように考えているところでございます

ので、これからもこういった問題に対する一つ

の御指導もよろしくお願いを申し上げるという

ことも申し上げまして、答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  本日の会議時間は、議

事の都合によりあらかじめこれを延長いたしま

す。 

 ３番菊池美也君。 

   〔３番菊池美也君登壇〕 

○３番（菊池美也君）  事業化に向けて取り組

んでいくという御答弁をいただきました。御指

導をということでしたけれども、そうではなく

て、これから質問の中で先進事例というか、秋

田県の藤里町についても触れていきたいと思い

ます。 

 ひきこもりの問題というと、ごく一部の御家

庭の問題であり、自分の家族とは関係のない話

だと捉える方も多いでしょう。ですが、先ほど

も数字が上げられたように、実際遠野でもそう

いった状態の方がいらっしゃいます。 

 具体的な事例ですが、秋田県藤里町は、白神

山地の麓に広がる人口約3,800人の小さな町で

す。若者の多くは町から出て行き、65歳以上の

高齢者が人口の４割を超えています。この藤里

町は、先輩議員から情報をいただいて、実際に

藤里町に視察研修に行ってみようという意見の

取りまとめはできたんですが、なかなか計画が

実行できずにいて、ちょっと気持ちの中で申し

わけないなというところがあるんですけど、そ

の藤里町がひきこもりの問題に気づいたきっか

けは、高齢者の介護予防に当たっていた介護福

祉士がお年寄りから受けた相談です。家に引き

こもっている若者がたくさんいるから調べてほ

しいということでした。 

 一体誰が、どこに閉じこもっているのか、地

域の協力を得ながら１軒１軒家を訪ね歩いて、

埋もれている人たちを探し始めました。すると、

予想以上に多くの人が家に引きこもっているこ

とがわかりました。その数、100人以上。3,800

人の小さな町に住む現役世代のおよそ10人に１

人という驚くべき事態でした。 

 どうすれば外に連れ出すことができるのか、

「外に行きましょう」、「外に行こうよ」と誘

っても、「どこへ」と問い返されて答えが見つ

かりません。まず考えたのは楽しい居場所をつ

くることでした。卓球やカラオケ大会などを企

画すれば、外へ出てくるかもしれないと考えた

のです。「こんなことやりますよ」とせっせと

チラシをつくって、読まれても読まれなくても、

とにかく声をかけた。しかし、結果は全然だめ

だったそうです。 

 ところが、そのチラシに資格講座の案内を入

れたら、次々に姿をあらわしました。本当は働

きたかったと。外に出たかった。自分の力を試

してみたかったという本音があらわれたんだと

思います。働くきっかけを求めて、資格を取ろ

うと家から出てきたのです。 

 多くは、働く場所がないために、家に引きこ

もらざるを得なかった人たち。チャンスがあれ

ばよみがえる。彼らは働く場を求めている。買

い物の荷物持ちとか、雪かきとか、農家の収穫

とか、お年寄りのサポート的なちょっとした仕

事、仕事というか作業を紹介したそうです。写

真店をはじめ、葬祭店、酒屋などの店主らも支

援の輪に加わり、短時間の軽作業を提供しまし

た。感謝されることで自分が必要な存在である

ことを実感し、引きこもっていた人たちの自信

が取り戻されました。 

 ひきこもりを自立させようという考え方から、

埋もれている力を地域づくりに生かそうという

発想の転換をした藤里町では、実際引きこもっ

ていた113人のうち、50人以上が家を出て、そ

のうち36人が働いているそうです。 

 このように藤里町の取り組みを見ると、高齢

者の生活をサポートする役割を積極的に担った
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り、あるいは将来、もしかしたら商店街の後継

者として育っていく可能性も出てきたように見

えます。発想を転換することで、中心市街地、

商店街のにぎわいや各地区センター単位の持続

可能なコミュニティーの育成に生かすこともで

きるのではないでしょうか。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）  このひきこもり対策に

ついて、秋田県の藤里町の事例をご紹介いただ

きながら、対応策についてどのようなことを考

えているのかという、そのような御質問であり

ました。 

 特に、この秋田県の藤里町という小さな自治

体の中においては、積極的に声かけをしながら、

そしてひきこもりの方々をいうなれば地域づく

りに参加させるという、その試みの中で、かな

りの成果を上げたというのが今紹介されたわけ

であります。 

 私も、今の御質問を聞きながら、なるほどと、

まさにそのような形でいろいろ問いかけ、声か

け、そしてまたこちらから積極的に能動的にデ

リケートな問題だといって距離を取るんじゃな

くして、自ら近づいて行きながらみんなで一緒

に仲間に入って地域づくりに社会活動に参加し

ませんかという声かけを行って、それの成果を

得たということに、やっぱり我々もこれをしっ

かりと教訓としながら対応しなければならない

かと思っております。 

 先ほどの質問の中で、健康福祉の里と社会福

祉協議会等とも連携をとりながら地域包括支援

センターといったもののネットワークの中で相

談窓口をという、そのようなお話を申し上げま

した。そういった中におきまして、去る９月議

会の中の補正予算で厚労省の事業として遠野市

も採択をいただいておりますけども、我が事・

丸ごとその事業という中で、丸ごと相談員をそ

れぞれの社会福祉協議会の支部のほうに配置し

ながらきめ細かく、その地域課題とまさに人と

人とのつながりを何と申しますか、フォローし

ていくというような体制を構築しようという事

業をスタートさせることといたしております。 

 したがって、この我が事・丸ごとその事業そ

のものをどう生かしながらということになれば、

この我が事・丸ごとの中で地域づくりの一つの

中で丸ごと相談員の方々がひきこもりと思われ

る方、あるいは引きこもっている方々、あるい

はひきこもりがいろいろ想定されるといえばち

ょっと言い方悪いかもしれませんけども、そう

いった方々に積極的にアプローチしながら、み

んなで仲間だよという一つの声かけをしながら、

地域づくりにも参加していただくというそのよ

うなプラス思考でものを考えていくには、この

制度をしっかりと生かしてまいりたいというよ

うに思っております。 

 身近な窓口と相談窓口といたしまして、これ

が機能が果たせるように、そしてまた、地区駐

在保健師との連携もこの中で図っていかなけれ

ばならないかというように思っておりますから、

藤里町の例などをしっかりを踏まえた上での遠

野としての対応を単なるひきこもりはデリケー

トな問題だからということにとどまらず、やっ

ぱりプラス思考で仲間なんだと、地域づくりに

参加しようと、そしていろんな社会参加をしな

がら仲間をつくろうと楽しいよというような、

そのような呼びかけを積極的に行ってまいり、

ただこれは、やはり押しつけであったりではな

らない、引っ張り出すようなそのような一つの

対応をしたんでは、かえって悪い結果にもなり

かねないということにもなりますから、より慎

重にケース・バイ・ケースの中で関係者が一丸

となって慎重に事に当たると、そのような対応

が必要ではないかなというように考えていると

ころでございますので、この特にも繰り返しに

なりますけども、我が事・丸ごと事業の丸ごと

相談員の利活用と申しますか、機能を十分地域

密着型で果たすように全面的にサポートしてま

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、よろしくお願いをいたします。 

○３番（菊池美也君）  全ての方が住んでよか

った、生まれてよかったという遠野のまちづく
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りをお願いいたします。 

 終わります。 

────────────────── 

   散  会   

○議長（新田勝見君）  本日の会議は予定の議

事日程が終了いたしました。これにて散会いた

したいと思います。これに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新田勝見君）  御異議なしと認めます。

よって、本日はこれにて散会いたします。御苦

労さまでした。 

   午後３時58分 散会   
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