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   午前10時00分 開議   

○議長（新田勝見君）  おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 これより本日の議事日程に入ります。 

────────────────── 

   日程第１ 一般質問   

○議長（新田勝見君）  日程第１、一般質問を

行います。 

 順次質問を許します。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）  皆さん、おはよう

ございます。市民クラブの佐々木大三郎でござ

います。 

 事前通告に従い、一問一答方式により一般質

問を行います。 

 今回は、大項目２点について伺います。１点

目は、社団法人遠野ふるさと公社の事業内容に

ついて、そして２点目は、馬事振興について、

市長の御見解を伺います。 
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 けさほど、大阪府内で震度６弱の地震が発生

したということであります。先ほど、来る途中、

車の中でのラジオのニュースでは、住宅火災と

かブロック塀の倒壊によるけが人も発生してい

るようだというようなニュースでございました。

大きな被害につながらないことをお祈りしたい

と思います。 

 それでは、質問に入らせていただきます。ま

ず、大項目１点目の、遠野ふるさと公社の事業

内容について伺います。 

 この件については、これまで過去３回にわた

り質問させていただいておりました。今回はそ

のおさらいの意味を込めて、最初に質問した平

成27年９月議会の質問内容を改めて御紹介しな

がら質問させていただきます。 

 その内容は、遠野ふるさと公社の平成20年度

以降の７年間の収支状況についてでしたが、平

成23年度だけが黒字計上となっております。こ

の黒字要因は、東日本大震災直後で復興支援団

体等の利用客が増加したことによる一過性のも

のであると推察しております。しかし、この年

度以外の６年間は毎年当期純損失、いわゆる赤

字傾向という大変厳しい事業内容になっており

ます。 

 また、各施設や物産振興部門の利用者数と売

上額の年度別推移は毎年低下傾向にあり、特に、

平成26年度単年度の収支状況は4,000万円を超

える赤字計上で、過去に例のない危機的な状況

に陥っていることを指摘させていただきました。 

 そしてまた、遠野ふるさと公社は第三セク

ターですが、第三セクターは公益性と収益性の

微妙なバランスの上に成り立つ事業であり、多

少の低採算事業は許容されるかもしれませんが、

大幅な赤字経営に陥ってしまいますと、そのツ

ケは市民に転嫁され、市財政の圧迫要因になっ

てしまいますので、決して許されるものではな

いということを指摘の上で、私から事業運営の

改善策について何点か提案させていただきまし

た。 

 また議会からも厳しい指摘と質問がありまし

た。当局では、このことに対して、平成27年９

月に経営改革３カ年計画が示され、今日にいた

っております。 

 この経営改革３カ年計画は、本田市長自ら御

説明があり、公社幹部はじめ関係職員が一丸と

なって事業収支の黒字化に向けて不退転の気持

ちで事業遂行に当たるという強い意気込みが感

じられました。しかし、この件に関して、最近

の地元紙に、「ふるさと公社３年ぶりの赤字、

累積過去最大4,010万円」という記事が掲載さ

れました。 

 その詳しい内容ですが、平成29年度の単年度

収支は、減収減益で３年ぶりに823万円の赤字

に転落し、同年度末の累積赤字は過去最大の4,

010万円となり、平成30年度で単年度黒字化を

目指して経営改革に取り組む中で、厳しい現状

が示されたというものでした。 

 また、主要４施設である道の駅遠野風の丘、

伝承園、遠野ふるさと村、そしてたかむろ水光

園の利用者数は市の指定管理を始めた平成17年

度以降初めて100万人を割り、97万人、これは

前年度比で4.9％の減まで落ち込んだというも

のでありました。 

 そしてまた、公社全体の売上高は５億2,744

万円で、これも前年度比で4.7％の減と低迷し、

売店、食堂部門ともに売り上げが減ったという

大変残念な内容のものでした。 

 そこで伺います。これまで経営改革３カ年計

画を掲げて取り組んでこられたにもかかわらず、

減収減益で赤字転落した原因やその背景につい

て市長はどのように御認識しておられるのでし

ょうか。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）  佐々木大三郎議員の一

般質問にお答えいたします。一問一答方式とい

うことで、公社の経営問題と馬事振興対策につ

いてという大項目の中で、１項目めは公社の経

営状況についての御質問でありました。この平

成27年、これまでも３度、４度と佐々木議員と

はこの問題につきまして、この議場、あるいは

委員会等でもさまざま議論を交わして、そうい
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った意味においては大変な緊張感を持ちまして

この公社経営に当たらなければならないという

ふうに十分認識もし、また自覚もしているとこ

ろであります。 

 ただ今の質問の中で、公社の経営状況、ある

いはその後の推移等につきましては、それぞれ

数字を上げて質問の中で述べられておりました

ので、私のほうからは、答弁の中におきまして

は、そのことについてはふれませんけれども、

そのとおりの事実であります。数字はうそをつ

かないわけでありますから、そのとおりである

ということの中で、やはりこの売り上げが減少

しているという部分の中におきまして、御質問

にありましたとおり、この公社としての公益性

と収益性をどのようにバランスをとるのかとい

うことが、やっぱり一番重要ではないのかなと

いうふうに思っておりまして、この経営改革、

さらなる、それこそいい意味での緊張感を持ち

ながら、そこにどう組み込むのか、そしてまた、

この大きな正念場を迎えている遠野全体の中に

おけるストロー効果と申しますか、道路のイン

フラ整備を含めて遠野の魅力をどのように高め

ていくのかという中に、公社の位置づけをしっ

かりと見据えながら、繰り返しになりますけど

も、広域性、収益性のバランスをしっかり見つ

めながら、経営改革になお一層きちんとした分

析のもとに取り組んでまいりたいと決意をいた

しているところであります。 

○議長（新田勝見君）  私のほうから申し上げ

ますけれども、市長の答弁は質問者に沿った答

弁ではなかったというふうに思いますので、赤

字に転落した原因や背景についてどのように認

識しておられるのかという部分だというふうに

判断します。 

 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま議長から答弁

の内容につきましてお話がありましたので、答

弁を申し上げますけども、売り上げが減少した

という佐々木議員の答弁の中にそのことがしっ

かりと述べられていたということから、あえて

ふれなかったということでございますので、や

はり売り上げの減少が、やはり赤字というとこ

ろに入ってきているということは、これは言わ

ずもがなの問題であるというように承知してい

るということであります。 

○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）  先ほど、議長のほ

うからもお話がありましたけれども、もっと具

体的な御答弁を実は出てくるものと期待してお

りましたけれども、残念であります。 

 私、思うには、やっぱりこの課題というのは、

経営改革３カ年計画のもとでいろいろと取り組

んできたことにもかかわらず、売り上げと利用

料が毎年対前年比で減少しているということを

認識しております。なぜ毎年売上高と利用料が

減少しているのか、その本当の真の原因を突き

とめなければ、当然適切な改善策もこじられな

いわけであります。 

 私が推察するには、せっかく作成したこの経

営改革３カ年計画、これが的外れなものだった

のではないかと、あるいは計画内容を忠実に実

践されてこなかったんではないかと。そしてま

た、外部的な大きな要因が作用したんではない

かと、この３つのうちのいずれか、あるいは３

つ全部絡めた内容ではないかなというふうに私

は感じておりますが、その辺について市長の御

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）  お答えいたします。 

 ３つの要因がというお話がありました。文字

どおりそのとおりだというように考えておりま

す。それぞれの要因が重なりあわせながらとう

い分にありましては、やっぱり経済活動、商売

は文字どおり生き物でありますから、経営改革

３カ年計画が着実に実行するという中にあって

も、なかなか売り上げが伸びない、商品開発も

思うように進まない、またさらには人口減少と

いうものを歯どめのかからない中におきまして、

やはり観光客そのものも入ってきているという
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さまざまな要因がこのような数字となってあら

われているんではないのかなというふうに思っ

ておりまして、それぞれの要因を３つの要因と

いう中で申し上げましたが、お話がありました

けれども、それをしっかり分析をする中で、ま

たさらにこの経営改革に努めなければならない

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）  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）  私思うには、やっ

ぱり本田市長がふるさと公社の理事長でもある

わけですので、もっと現場状況をしっかりと突

っ込んで把握していただいて、その上に立って

具体的な改善策を講じる必要があるんではない

かなというふうに思います。その辺、これから

詳しく伺ってまいります。 

 次の質問ですが、遠野市からふるさと公社に

支払われる指定管理料は平成27年度に340万円

から一気に10倍以上の4,000万円に増額されて

おります。その主な理由は、施設利用者が減少

しているからというものでありました。しから

ば、平成29年度はさらに利用者数が減少してお

りますので、指定管理料の再度の見直し加算が

必要になるということになるでしょうか。この

辺、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）  指定管理料の問題につ

きましては、３カ年に一度見直しをするという

ルールの中で対応してきておりますし、光熱水

費なども含めながらそれをしっかりと把握しな

がら、それに見合う指定管理料という対応にし

てございますので、赤字をもって指定管理料と

いったものを上げるというような、そのような

ルールはないという中で対応しているところで

ございますから、御承知いただきたいと思って

います。 

○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）  少し厳しい指摘を

させていただきますが、せっかく経営改革３カ

年計画を打ち立てて、職員は新たな意気込みで

取り組み中にもかかわらず、平成29年度事業、

先ほど来御説明させていただいているとおり、

収支面で赤字に陥ったこと。さらには平成20年

度以降、利用客が減少し続けて、収支が悪化傾

向にあり、ついには遠野ふるさと公社が設立し

た昭和59年以降、過去最大の累積赤字4,010万

円が発生したことに対し、遠野市長であり遠野

ふるさと公社の理事長というお立場でどのよう

な責任を感じ、また今後どのような措置を講じ

ようとしておられるのか、もし構想等をお持ち

でしたらお答え願います。 

○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）  市長という職をいただ

いております。その市長という職の中におきま

して、ふるさと公社の理事長という職もいただ

いておるという中で、先ほど御質問ありました

とおり、何もしていないんではないかと言わん

ばっかりの御質問であったわけでありますけど

も、懸命に頑張っているわけであります。 

 そういった中で、公社そのものの今の抱えて

いる業務といったものをもう少し冷静に分析し

た上で御質問をいただければということを思っ

ているわけであります。公社は、今遠野にとっ

ては大事なふるさと村、水光園、伝承園、風の

丘、そしてアンテナショップの役割を果たす一

つの結いの市といったようなものを抱えながら、

一方においては文字通り、東北、北海道唯一の

道の駅としての風の丘、それも抱えながらのさ

まざまな事業を展開していると。 

 この公社の歩みの中にあっては、昭和の時代、

あるいは平成に入り、さまざまな中で公社がい

ろんな業務を抱え込みながら、そしてそれをい

かに発信するかということで懸命にスタッフが、

職員が頑張っている。しかし、一方においては、

繰り返しになりますけども、広域性と収益性の

中におけるバランスの中で、それをもう少し厳

しく整理をし、そしてまた、その中においての

市としての役割、あるいは民間活力の導入、一
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方においては自助努力といったものを踏まえな

がらという部分が経営改革であるわけでありま

す。 

 その歩みはとめることなく厳しく市長として、

理事長として関係者と、あるいは関係機関と向

き合いながら進めているところでございますの

で、そのことをもって真正面からこの課題に向

き合っているんだということを申し上げて、答

弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  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）  御答弁にありまし

たように、市長はいろんな場面で、市長をはじ

め職員、関係者は懸命に頑張っているという御

答弁をなされます。それはそのとおりです。私

もよく存じ上げております。そのように理解し

ているところであります。 

 ただ、商売というのは、懸命に頑張っただけ

では済まされないんです。利益を出さないとど

うにもしょうがないんです。そのことだけはし

っかりと御認識おきいただきたいと思います。 

 私は、８年前に議員になって初めての一般質

問で、行政サービスを向上させるには市民サー

ビス第一、上司は二の次ということが大切なん

だということを申し上げた記憶がございます。

このことに対する市長からの御答弁は、市民を

大切にしない職員はいないと、またそのような

職員は必要としないという趣旨の御答弁であり

ました。確かにそのとおりだと思います。また、

そうあるべきであります。 

 しかし、今回、あえて言わせていただきます

と、遠野ふるさと公社に以前のような活気と活

力をもたらすには、お客様第一、上司は二の次

という心構えが必要だということを申し上げさ

せていただきます。 

 その心は何かといいますと、仕事や施策の策

定は、トップダウンとか行政主導ではなくて、

現場の職員がお客さんの立場に立った柔軟な発

想して、そして行動力を生かせるようなボトム

アップ方式、そちらのほうへの移行が重要なん

だということであります。 

 いわゆる職員が自発的にやる気を起こすよう

な職場環境づくりが大切であると私は常々認識

をしておりますが、市長の御認識を伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま前の答弁の中

でのことを引用しながらお話がありました。商

売とは何か、赤字を出さないことである、全く

そのとおりであります。自発的な中におけるや

る気といったものを引き出す、それがトップと

しての仕事ではないだろうと、全くそのとおり

であります。認識は何も変わることはありませ

ん。その方向で懸命に関係機関、関係者等向き

合っているということを申し上げたいと思って

おります。 

 商売という一言で、赤字という言葉の中で出

るわけでありますけれども、しかし、一方にお

いては、雇用が確保され、そしていろんな遠野

の地域経済の活性化のために大変なふるさと公

社を取り巻く事業所約100近い事業所の方々が

それによって成り立っているという部分も一つ

の公社の果たす役割の中に、数字の中にあるん

だということも御認識をいただければというこ

とを申し上げて、答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  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、盛岡南店内

の結いの市の状況について伺います。 

 この件につきましても、昨年の９月議会の一

般質問でも伺いましたが、再度確認させていた

だきます。 

 結いの市の収支状況については、平成18年の

出店以降、毎年赤字状態が続いており、平成29

年度末の単年度赤字の累計額は8,600万円まで

膨らんでおります。ちなみに、平成29年度も27

0万円の赤字になっております。この状況のま

ま推移しますと、数年後の累積赤字額は１億円

を突破してしまうことが懸念されます。大変な

ことになってしまいます。 

 したがって、存続などを含めた抜本的な対応

策を検討しなければならないのではということ
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を昨年の９月議会で質問させていただきました。 

 市長からの御答弁内容は、収支面での採算性

を認識しつつも、盛岡市は40万人商圏であり、

遠野市内への日帰り観光客の７から８割は盛岡、

花巻方面からなので、アンテナショップや観光

情報の発信基地としての役割を担っているとい

うことも踏まえて、今後も存続したいというこ

とでありました。 

 このことに対する私の認識は、生活圏という

観点に立てば、むしろ釜石や陸前高田、住田な

どの沿岸方面からの来訪者も結構多いというふ

うに認識いたしております。 

 そんな中で、遠野ふるさと公社の主要４施設

の利用者数がついに、先ほども話したとおり、

100万人割れの97万人まで落ち込んでしまいま

した。このことは、結いの市のアンテナショッ

プや情報発信基地としての機能は十分発揮しき

れていないというふうに感じてなりません。 

 むしろこれからの時代はＩＣＴ時代ですので、

インターネットやウエブをうまく活用したやり

方のほうが有効であると私は考えます。 

 いずれ、結いの市の今後のあり方については、

再度農家生産者も交えて採算性と貢献性につい

て検証と協議が必要であると認識しますが、市

長の御見解を伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  このイオン盛岡南店に

つきましては、ただいま御質問にありましたと

おり、平成18年にスタートをしたという中で、

いろいろ数字を申し述べておりました。そのと

おりであります。そういった中におきまして、

年間約60人の生産者の方が5,000万円の野菜の

売り上げを結いの市の中で遠野の新規就農者の

方を中心に販売収入をその中で得ているという

ひとつの事実があります。 

 さらには、１日この平均、これは12年間の平

均でありますけども600人の方々の売り上げの

中で、イオン盛岡南店は年間約800万人の方々

が入り込み、利活用しているというひとつの拠

点なわけであります。 

 住田、あるいは釜石という話もありました。

しかし、40万人という商圏の中で、この地域商

社をひとつ目指すふるさと公社の将来あるべき

姿の中で議論している過程の中におきまして、

遠野を訪れる、あるいはこの観光客、道の駅風

の丘も含めて、約６割、７割が盛岡圏域から来

ているという事実があるわけであります。 

 したがいまして、その数字を無視するわけに

はいかない。これをしっかりとキャッチングし

なければならない。いろんな議論が、ただいま

いろいろお話がありました。そのとおりであり

ます。そのとおりであるわけでありますから、

これをしっかりと位置づけながら、地域商社と

してのあり方、そして東北、東北というよりも、

観光推進協議会という市内の観光交流人口をさ

らに加速させ、拡大するための推進組織といた

しまして、マーケティング、そしてプロモーシ

ョン、インバウンドというひとつの３つの切り

口の中から、観光振興、交流人口の拡大、そう

いったものをみんなでやっていこうという中で

立ち上げたのが、昨年の観光推進協議会なわけ

であります。 

 その中にありまして、やはりふるさと公社の

果たす役割、抱えている結いの市の一つの位置

づけ等も踏まえながら、ふるさと公社の理事長

が観光推進協議会の会長をやるのが一番、まさ

にリーダーシップを発揮できるにはそのほうが

いいだろうという皆さんの総意の中で、私が今

この観光推進協議会の会長の職にあり、繰り返

しになりますけれども、マーケティング、プロ

モーション、インバウンドというひとつの中で、

さまざまな仕掛けを今行っている中に、結いの

市もその中で観光発進、情報発信、さらにはア

ンテナショップというような役割を果たしなが

ら、この遠野の持つ地域資源、観光資源の中に

盛岡商圏の方々をどんどん呼び込もうというそ

のような中に、まさに打って出るという仕組み

を立ち上げての今、対応でございますので、そ

の中にありまして、結いの市をどのように位置

づけ、またどのように切り込み、どのように経

営改革をしていったほうがいいだろうかと。 
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 特にこの新規就農の方々も遠野にふえてきて

おりますから、その方々の販路といったものも

しっかりと確保していかなければならない、そ

の辺のところのバランスをどのようにとったら、

結いの市のひとつの役目が見えてくるだろうか

と。なかなかそこが見えないということになれ

ば、やっぱり正直なところ、撤退ということも

選択肢の中にないわけではない、あるというこ

とも踏まえながらやはり検討していかなければ

ならない、緊張感を持って検討していかなけれ

ばならない一つの大きな課題ではないのかなと

いうように承知いたしております。 

○議長（新田勝見君）  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）  間違いがあると議

論になりませんので、再確認をさせていただき

ますが、先ほどの御答弁では、盛岡方面からの

観光客、遠野への入込数の割合は６割から７割

程度ですという御答弁でありました。前回の質

問では、７割から８割という御答弁でした。そ

のことに対して私は多過ぎると、６割から７割

ぐらいの間違いではないですかと質問をさせて

いただきましたが、事務方では７割、８割と言

っているよという御答弁でしたが、どちらが正

確なのか、再度御答弁願います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この６割、７割の中で

の数字、８割という数字の中で御質問ありまし

たけれども、これは日によって、月によって、

年間によってさまざまな動きがあるという中で、

その幅があるという中で捉えていただきたいと。

しかし、半数以上、６割から８割近い部分は盛

岡圏域のほうから遠野に来ているんだという事

実を申し上げているんであり、７割、８割をど

うだとか、６割にしたらおかしいんではないか

ということではなくして、その辺の中で数字は

動いているということをひとつ捉えていただき

たい。 

 前は確かに７割、８割という数字は申し上げ

たかもしれませんし、それもその当時の数字と

してはそのままだった。しかし、やはり、いろ

いろ動きが出てきているという部分の中で、あ

る程度、一つの許容の中でそういう数字を見て

いただければということを申し上げたいという

ように思っておりまして、決して前の数字を否

定したわけではないということでありますので、

御了解いただければと思います。 

○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）  市長、私は違うと

思います。ものごと何か改善策を講じるに当た

っては、何度も言いますけれども、悪さの根源

はどこにあるのか、その原因、数字をしっかり

と捉まえた上で、それに対する効果的な改善策

を講じなければ、なかなかいい成果は期待でき

ないと思います。時間もありませんので、これ

以上は質問しませんが、次の質問に入らせてい

ただきます。 

 道の駅遠野風の丘創業20周年感謝祭について

伺います。 

 これは、先般の議員全員協議会でも説明があ

りましたけれども、今月６月に開始するという

御説明でありました。正直なところ、唐突感を

否めません。なぜ今この段階でこのような重大

案件が思いついたように出てくるんでしょうか。

遠野ふるさと公社の平成29年度の事業内容が思

わしくないという結果が出たことから、取り急

ぎてこ入れの必要があったのでしょうか、不思

議でなりません。 

 前段でも述べさせていただきましたが、遠野

ふるさと公社の事業収支が低迷しているという

ことで、その改善策として経営改革３カ年計画

が示されたわけですので、本来であれば、この

時点で20周年感謝祭についてもこの計画に盛り

込んだ上で、前準備段階から計画的に取り組む

べきものであったと、私は強く感じます。 

 また、この20周年感謝祭を行う背景として、

観光客の落ち込みに歯どめがなかなかかからな

いとか、宮古室蘭間のフェリー航路の開港がな

されたとか、立丸峠のトンネル化、あるいは東

北横断道釜石秋田線の全通ということを上げて
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おりますが、これらは以前から市民も十分承知

していることであります。 

 繰り返しになりますが、ただいま述べさせて

いただいたような環境下にあって、計画性やビ

ジョンもないまま突然このような大きな事業が

持ち上がってきたのは疑問であります。もっと

計画的に行うべきであったと認識しますが、市

長の御見解を伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいまこの道の駅の

20周年感謝祭について思いつきというような形

での御質問がありました。さらには唐突だとい

うような御質問も中で述べられておりました。

これは、非常に私にとりましては不本意であり

ます。これまでもさまざま申し上げましたとお

り、このままでは遠野全体としての通過させな

いというひとつの中におけるまちづくり、その

ためには全通ということがカウントダウンが始

まっている中に、さまざまな議論を行い、検討

を行って、そしてどうすれば道の駅風の丘の存

在感を、さらにはそれを核としながら、市内の

観光施設、あるいは交流人口の拡大につながる

地域資源等にネットワークをとりながら、バイ

パス沿い、遠野バイパス沿い、さらには中心市

街地のにぎわい、そして一方においては、めが

ね橋産直であるとかともちゃん産直であるとか

夢産直であるといったようなものとのネット

ワーク、遠野全体を底上げしながら活性化して

いくということで、この釜石自動車道の全通の

カウントダウン、そして立丸峠の供用開始のカ

ウントダウン、さらにはラグビーワールドカッ

プのそのカウントダウンといったものが次々と

目前に迫っているわけであります。 

 そして、さらにはパラリンピックのホストタ

ウンとしての、共生社会のホストタウンとして

国の登録もいただく、ユニバーサルデザイン、

バリアフリーといったキーワードの中でまちづ

くりを進めるといったようなものが当然のこと

ながら議論をし、その中でどうあればいいかと

いうことをいろいろ議論しながら、しかし、た

だ単に今申し上げましたとおり、思いつきの、

あるいは唐突的な予算を出すわけにはいかない。

議会の了解も得られないだろうと。したがいま

して、当初予算の中においてはもう少し詰めな

ければならないと。しっかりとした中でやらな

ければ、議員各位はもとより、市民の皆様の理

解も得られないという中で、戦略会議、あるい

はいろんなマーケティング会議といったような

ものを関係者一丸となり、真剣に議論する中か

ら組み立て、６月30日１日だけの感謝祭にしな

いんだと。年間を通して常に遠野を関係者にし

っかりとその存在感を訴えるんだと。そのため

には周辺市町村としっかり連携を図らなければ

ならない。県内各地の道の駅ともしっかりとし

たスクラムを組まなければならない。また一方

においては、観光関係の業者の方々、あるいは

旅行会社の方々、皆さんにもしっかりと遠野の

果たす役割を理解してもらわなければならない。

文字どおり縦糸、横糸の中でいろいろ検討をし

ながら、６月30日の20周年感謝祭をひとつのス

タートにしながら、それを年間を通して遠野全

体の観光振興交流人口の拡大、インバウンドの

受け入れといったものにつないでいこうと。 

 いろんな意味で民泊、農泊も含めながら遠野

の取り組みが評価されてきているということを

踏まえながら、関係者一丸となって議論しなが

ら、この６月の補正予算の中に観光推進協議会

構成団体が12団体、それの中でスクラムを組み

ながら、この20周年感謝祭を一つのスタートに

しながらみんなで頑張ろうという中で、予算を

計上したということでございますから、思いつ

き、唐突ではないということを十分御理解をい

ただければというように思っている次第であり

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）  私の質問事項によ

く御答弁いただいていないようでございますが、

いずれまだまだ議論したいところでありますが、

私も持ち時間の関係もありますのでこれぐらい

にしておきますけども、残りは予算委員会のほ
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うで質問をさせていただきます。 

 とにかく言いたいのは、やっぱりきれいな計

画ごとを並べるんではなくて、それはそれとし

て、やっぱり計画を立てたことは忠実に実践を

していただきたい。で、その結果として、素晴

らしい成果を上げていただきたい。そういうこ

とはしっかりお願いして、次の質問に入らせて

いただきます。 

 市民の皆さんも御承知のとおり、風の丘の利

用客を増すことを目的にしまして、現在、機能

充実整備計画が進められております。その内容

は、総予算額10.7億円を投じて駐車場の拡張や

既存建物の売り場面積の拡張と改装、そして仮

称ですが、防災館の新築、産業振興拠点施設の

新築等であります。これらは今、まさに工事進

行中のさなかであります。 

 今回、このことに加えまして、遠野風の丘創

業20周年感謝祭に負担金として1,500万円を投

じる計画であります。 

 確かに、遠野風の丘は遠野市にとって表玄関

口であり、広告塔になっておりますので、遠野

市の雇用と経済面において大きな効果をもたら

している重要施設であると認識いたしておりま

す。また、創業20周年感謝祭の必要性と重要性

も十分理解できます。 

 しかし、疑問なのは、現在進行中の経営改革

３カ年計画や風の丘の大規模整備工事、そして

今回の風の丘創業20周年感謝祭と大規模な事業

が重複することについて、関係団体やふるさと

公社の職員の皆さんはよくよく理解をし、意識

合わせをしておられでしょうか。 

 また、一極集中の予算措置に関してほかの観

光施設との整合性は取れているでしょうか。さ

らには、関連しますのであわせて伺いますが、

風の丘のみに注力するんではなくて、もっと市

内全域の観光施設や商店街の誘客対策にも目配

りと気配りの必要があると私は認識しますが、

その辺も含めて、市長の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）  ただいま御質問の中に、

道の駅風の丘に一極集中とか一点に集中のプロ

ジェクトじゃないだろうかといったような認識

の中での御質問であったわけでありますが、決

してそうではない。何でもそうなんですけども、

ハブ機能、そして核というものがあって、それ

がネットワークにつながり、全体が底上げにな

ってくると。まんべんなくそれぞれのいろんな

施設のほうにも、文字どおり気を使いながらと

いう分をしなければならないということは、こ

れは当たり前のことであり、当然なわけであり

ますから、その意味におきまして、先ほどの答

弁でも申し上げましたとおり、観光推進協議会

という12団体が構成メンバーとしてマーケティ

ング、プロモーション、インバウンドというひ

とつの３つの切り口の中から、遠野全体の地域

資源を底上げしようという取り組み体制が、昨

年の12月９日に立ち上がりながら、戦略会議を

それぞれの立場で濃密な議論をしながら、どう

すればそれぞれがよくなるであろうか、お互い

持ちつ持たれつのネットワークを構築しようと

いうことを懸命に議論しながら、今進行中であ

るということなわけでございます。 

 だから、一方その風の丘のリニューアルにつ

いては、やはり財源がどのように確保できるか

ということが非常に大きな課題であります。市

の行財政事情を考えれば、その風の丘に10億円

っていってもその部分をそのとおり進めるのか、

あるいは身の丈の中で、私の持論でありますけ

ども、身の丈の中で整備をしていくのかという

ことは、やはり冷静に考えなければなりません

し、財源をしっかりと国や県のほうからも手当

てをしてもらうと。 

 去る６日の日に知事がこの本庁舎を視察にま

いりました。その際も遠野の果たす役割、それ

をしっかりと位置づけながら、そのためには風

の丘周辺の道路整備などは県事業でやってもら

えないだろうか。さらには、北海道、東北唯一

のモデル駅として指定をし、そして花巻釜石間

の80キロにはあえてオンサイドのサービスエリ

アを設けない、風の丘を位置づけますという国

のひとつの判断であったわけでありますから、
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これがもしも花巻釜石間の自動車道にオンサイ

ドでサービスエリアを国がつくったとなれば、

それこそ道の駅風の丘そのものが大変な危機的

状況に陥ったのではないのかなということは容

易に想像つくわけであります。 

 したがいまして、そのような形での国が認め

た、あるいは県がそれをしっかりとフォローす

るということになった場合におきましては、何

とか身の丈の中における財源をやりくりしなが

ら、国や県の応援をいただいて、圧倒的な存在

感としての道の駅風の丘をその中に環境整備を

しながら、その波及効果を市内各地のさまざま

な施設、観光施設も含めてのいろんな受け皿、

そういったものにどんどん送り込む、そしてお

互い持ちつ持たれつの相乗効果をその中で位置

づけ、それを数字として確保する。そのために

はみんなで力をあわせなければならない。一丸

となってやろうじゃないかと。確かに厳しい、

数字は厳しい、商売だろうと、赤字を出してど

うするんだという部分は、私は十分過ぎるぐら

い承知しております。 

 しかし、商売というのはただただ数字をもっ

て赤字だ赤字だという議論ばっかりしておった

んでは、前に進むことができません。みんなで

それを補いながら、力をあわせるということが、

今一番、今遠野に求められているわけでありま

す。 

 確かに、先ほども６割、７割と、あなたは６

割と言ったのではないか、前には７割と言った

のではないかといった部分の中で、数字的には、

あるいは前の答弁と違ったことをおっしゃった

かもしれません、話したかもしれません。しか

し、そのような一つの数字だけでもてあそぶん

じゃなくして、しっかりと全体を見ながら、だ

ったらばどうすればいいかということをみんな

で知恵を出し、それが今、遠野に求められてい

るということを、私は理事長として、また市長

としてそのことを痛切に感じておりますので、

これに真正面から向き合いながら、一つの責任

といったものをその中に明確に感じながら、こ

の遠野といったものをさらに底上げをし、活性

化をしていくという、そのようなものに遠野は

取り組んでいかなければなりません。 

 先般、三陸連携フォーラムというものに先週

呼ばれました。宮古市の田老町で行われました。

三陸沿岸の首長さん方が揃っておりました。北

は洋野町から南は陸前高田まで、その中で遠野

市が声がかかりました。その中におけるテーマ

は通過させない魅力のあるまちづくりというそ

のようなテーマでありました。そして、三陸沿

岸のそれぞれの首長さん方、観光関係の業者の

方々、国の方々、県の方々、遠野さん、頼むよ

と、お互い連携を図りながら、お互い頑張ろう

というそのような確認をすることができました。

遠野に期待するものは大きい。それはやっぱり

しっかりと受けとめなければならない。そのた

めには、やはり今の先輩が、先人が本当に苦労

してきて立ち上げたこのような施設を、あるい

は組織をしっかりと経営改革という中で時代の

流れに沿ったものに持ち込みながら、やはり結

果的には赤字を出さないような、そのような経

営体に持ち込まなければならない、そのような

覚悟でありますので、ひとつよろしく御理解を

いただきたいというように思っております。 

 思いつき、そしてまた唐突という言葉の中で

この問題に立ち向かっているわけではありませ

ん。理解していただきたいと思います。みんな

で頑張らなければならないんです。よろしくお

願いいたします。 

○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）  いずれ、市長はふ

るさと公社の理事長なわけですので、ぜひやっ

ぱり定期的に現場を訪問して、職員の方々とも

よくよく話を聞き、現場確認をしながら改善す

べきは改善して事業が上向くように努力してい

ただきたいと思います。 

 次の質問に入ります。遠野風の丘創業20周年

感謝祭にかかわる目標設定の基本的な考え方に

ついて伺います。 

 この事業は、オール遠野で観光まちづくり推

進事業として開催するのであれば、遠野風の丘
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以外の観光施設の入込数と売上額も目標値に掲

げて取り組むべきと考えます。 

 このことによって、市内全域の観光施設や商

店街への誘客対策や売り上げ向上にもつながる

と確信しますが、市長の御見解を伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  そのとおりであります。

感謝祭の中におきましては、売り上げ目標、入

込観光客目標と全て数字として取り上げ、それ

に向かってみんなで頑張ろうというそのような

中で確認をしておりますし、今度の土日も風の

丘に、現地に足を運びながら、私なりにそれぞ

れの施設のほうに足を運びながら、スタッフと

しっかりとコミュニケーションをとりながらや

っておると。土曜、日曜を利用しながら、現場

にも足を運びながら、職員ともしっかりとコミ

ュニケーションをとっているということを申し

上げて、答弁といたします。 

○議長（新田勝見君）  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）  大項目２点目の馬

事振興について伺います。 

 まず、馬の里にかかわる今日までの情報をお

さらいの意味を込めて御紹介させていただきま

す。 

 馬の里には大きく２つの部門があって、その

１つは競走馬部門であり、２つ目は乗用馬と

ホースパーク部門の２部門で構成されておりま

す。 

 １つ目の競走馬部門については、平成22年７

月に、遠野市進化まちづくり検証委員会のほう

から緊急提言がありました。その内容は、競走

馬施設の利用頭数の減少から、平成22年度中に

競走馬部門が資金不足に陥る危険性が極めて高

く、ひいては遠野市畜産振興公社の存続問題ま

でに及ぶことが危惧されるということから、従

来の施設運営管理を市から完全に民間に委託す

るというものでありました。 

 この完全民営化によって、これ以後の馬の里

の事業収支は黒字が継続しておりますので、適

切な御決断であったと評価しているところでご

ざいます。 

 ２つ目の乗用馬とホースパーク部門について

の提言内容は、遠野馬の里の環境と技術を生か

し、市の馬事振興にこだわったまちづくりに資

することという内容のものでした。 

 当市では、この提言を受けまして、平成24年

４月に馬事振興ビジョンを作成し、馬事全般を

貴重な地域資源と位置づけ、日本一の乗用馬生

産地の確立を図ることにあわせ、心の疲れた

方々への癒やしの機会として、さらには地域の

産業振興、観光振興及び交流人口の拡大策とし

て積極的に活用するというものでありました。 

 そこで伺います。この馬事振興ビジョンは平

成29年度が最終年度に当たりますので、この機

会に馬事振興ビジョンの総括として、市長御自

身、どのように評価しておられるのかについて

伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  馬事振興ビジョンにつ

きましての御質問でありました。これは、遠野

にとっても大変なひとつの魅力のあるまちづく

りの中におけるひとつの拠点プロジェクトであ

ります。 

 そういった中におきまして、今、３つの視点

で馬事振興ビジョンという中にありました。競

走馬部門はしっかりと民営化をしながらという

部分の中で、今50頭ほどの預託馬を抱えており

ますけども、もっともっと送り込んでもいいと

いう中にあっても、厩務員が人材不足というひ

とつの時代の流れの中にあってなかなか確保で

きないというひとつの遠野トレーニングセン

ターのほうではそういうような悩みも抱えてい

るということでありますので、人材育成の面で

どのように対応していったらいいのかという部

分をやっぱり大きな課題として位置づけながら、

雇用といった部分、あるいはこの厩務員という

一つの職種の中で、どのようにそういった人材

をどう確保したらいいのか。しかし、その場合

においては行政がどういう役割を果たしていっ
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たらいいのかということを考えなければ、この

競走馬部門の安定した経営といったものには、

やはりいずれはかなり厳しくなってくるという

ことも想定されるということでありますので、

ひとつの危機感を持って。 

 一方、乗用馬部門におきましては、１歳馬、

当歳馬、１歳馬、あるいはそのような中におけ

るこの本州唯一の乗用馬生産としての市場を持

っているわけでありますから、これはやはり高

い評価を受けているところであります。 

 しかし、一方においては、乗用馬生産の方々

が高齢化という流れの中にあって、やはり一つ

の時代の流れがやっぱりひたひたと押し寄せて

きているということになっているわけでござい

ますから、この乗用馬部門をどのようにしっか

りしたものに、仕組みに思っていたのかといっ

たようなことも、ひとつ大事なあれではないの

かなと。 

 だから、このビジョンの中における３つ目の

この人材育成の拠点づくりといったようなこと

につきましては、先ほど言いましたとおり、ど

のような形でのいうところの競走馬、それから

乗用馬といったものの中においてどう捉えてい

るのか。これは馬事振興であり馬文化でありま

すから、やはりそのような点で、市としてどの

ようにここにかかわっていくのかということを、

この馬事振興ビジョンの中でさらにこの検証を

しながら、先ほど来、いろいろやりとりしてい

ますとおり、きちんとした数字の中で分析をし

ながら、どうあればという部分をやっぱり考え

ていくと、そうなれば、やはりこの高齢化とい

うひとつの流れの中にあっては、畜産振興公社

の果たす役割と機能、これをこの馬事振興ビジ

ョンの中にどのように位置づけるかということ

ひとつの課題ではないだろうかということを考

えているところでございますので、これも関係

者の皆様のさらなる御意見、あるいはいろんな、

さまざま情報をアンテナを高くしながら把握し、

そして一方においては、遠野としてどうすれば

いいかと、あの馬の里をどのように、さらには

畜産振興公社の新たな姿をその中にどう求めて

いったらいいのかということを考えていくとい

うのが、この馬事振興ビジョンの一つの検証課

題ではないのかなというように承知していると

ころでございますから、御了承いただければと

思います。 

○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）  馬事振興ビジョン

にかかわる総括の概略イメージの御答弁をいた

だきましたけども、せっかく素晴らしい馬事振

興ビジョンを掲げましたので、その後の取り組

み状況、課題などについて、いろいろあろうか

と思いますけれども、いずれその辺の内容につ

いて、今まで中間報告とか最終的な報告行われ

てこなかったと、私は認識しております。 

 やはり、せっかくつくったビジョンですので、

その辺をしっかりとみんなの前に公表していた

だいて、何がよかったのか悪かったのか、次に

生かす必要があるというふうに述べさせていた

だきたいと思います。 

 次の質問に入らせていただきますが、昨年の

12月議会で同僚の小林議員からも質問がありま

したけれども、馬事振興に関する大きな課題は、

馬の飼養農家数の減少と飼養頭数の減少であり、

その減少要因は生産者の高齢化に加えまして、

市場取引価格の低迷及び限定的なイベント需要

など、経済的利点が乏しいことにあると認識い

たしております。 

 したがいまして、この課題解決を早急に図ら

なければならないと考えますが、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）  この馬事振興ビジョン

のひとつの進行管理をしっかりすべきじゃない

かということについては、全くそのとおりであ

りますので、これにつきましては、やっぱり今

の現状を市民各位にももちろん、議員各位にも

当然でありますけれども、しっかりと報告をし

ながらどうあればいいかということにつきまし

ての対応をこれから早急に進めたいというふう
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に考えておりまして、これはほっとくわけには

いかないひとつの大きな課題でありますし、先

ほど来、議論しておりますこの馬の里乗用馬部

門は立派な観光施設なり交流人口の拡大にもつ

ながる。さらには共生社会というユニバーサル

デザインでありバリアフリーということを考え

れば、ホースセラピーというひとつの切り口の

中におけるひとつの環境としても馬の里が大き

なその存在感を示してきているということにな

るわけでありますから、そういった部分におけ

るひとつの馬事振興ビジョンのあり方につきま

しては、そういったことも踏まえまして、こと

しの１月30日でありましたけれども、私自ら出

向きまして、中央馬事団体の方々を訪問いたし

まして、どのようにすれば馬の里をもっともっ

と発信できるのか、またどうすれば環境整備の

中において中央馬事団体の協力をいただけるの

かということにつきまして、いろいろ意見交換

をしてきたと。決して座して待っているわけで

はない。 

 そのような方向の中で、馬事振興ビジョンの

今の状況、そして今後のあるべき姿としての方

向性、そして避けては通れない生産者の方々の

高齢化といった問題にどのように対応するのか

ということは、これはある意味においては待っ

たなしというような状況になってきているわけ

でございますから、その方向で、この検証作業

とビジョンの見直し作業等につきましてはさら

に加速をし、いうところのブレーキを踏まずに

アクセルをしっかりと踏み込み、ハンドルさば

きを間違えないように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）  ただいまの市長の

御答弁の中にもありましたけれども、いずれ現

状のままでは生産者にとって経済的利点が乏し

いことから、早晩、担い手不足に陥ってしまう

ことが懸念されます。その解決策としましては、

馬の生産者と飼養に当たりましては、これまで

どおり、生産者への支援と経費補助を継続すべ

きであります。また、その分に加えまして、馬

の生産はやっぱりこれからは馬の里が自ら行っ

て、その馬を農家へ預託するということも、真

剣に考えなくちゃいけないときになっているん

じゃないかなというふうに考えますが、市長の

お考え伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  まさに今御質問にあり

ましたとおり、新たな仕組みづくりを行ってい

かなければならない。したがって、市の役割、

そしてまた公社の果たす機能、その中におきま

するひとつの対応の中で、この馬事文化、馬事

振興、そのようなものをしっかりと対応するよ

うな、そのようなプログラムとプロジェクトを

位置づけながら、議員各位の御理解もいただき

ながら、遠野ならでは、また遠野しかというよ

うな、そのような遠野でしかというような部分

の中におけるひとつの魅力づくりにこの馬の里

を位置づけながら、馬事振興ビジョンといった

ものの中で、新たな仕組みづくりに取り組んで

まいりたいというように考えているところであ

ります。 

○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）  もう一つの課題は、

馬の里には運営事業費の補助金として毎年4,00

0万円から5,000万円が投じられております。こ

のことに加えまして、施設の老朽化が著しいと

いうことで、平成30年度予算に施設の長寿命化

事業名目で1,100万円が計上されております。

これは、来年度以降も同じ名目で予算措置が必

要とされております。 

 この財政措置という大きな課題を解決しなが

ら、さらなる馬事振興を継続するには、新たな

基本理念を掲げて馬事振興ビジョンを作成する

必要があると考えますがいかがでしょうか。 

 ちなみに前回作成した馬事振興ビジョンの取

り組みは、先ほど来話しているとおり、29年度

末で終了しましたが、やはり、今後も日本一の
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乗用馬の生産地を目指して、これまで以上に馬

事振興に力を注ぐ必要があると考えます。その

ためには切れ目のない馬事振興ビジョンが必要

不可欠であるというふうに認識しますが市長の

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）  馬の里の施設の老朽化、

もう20年以上も経過しておりまして、木造であ

りますから、あっちこっち傷んできている。そ

れから、東日本大震災をはじめいろんな地震災

害なども受けながら、やはり建物全体も老朽化

と、そのような地震の影響なども受けながら、

やっぱり手直ししなければならない箇所がかな

り出てきているということも事実でありますか

ら、ただやはり身の丈の中でやりくりをしなが

ら、長寿命化という位置づけの中であの施設を

維持していかなければならないというように考

えているところでございますので、ただそれも

これも言葉尻を捉えていうわけじゃありません

けれども、思いつけば唐突的にやるわけにはい

きませんので、馬事振興ビジョンの中でどうす

れば長寿命化が図られるのか、どうすれば一つ

のやりくりの中であの施設をさらに魅力あるも

のに持っていけるのか、その場合における市の

役割、公社のひとつの果たす機能、さらには馬

事団体の方々のいろんな意欲と申しますか、そ

れぞれのやる気をどのように引き出すのか、後

継者をどのように見い出していくのか。もう一

方においては、中央馬事団体のしっかりとした

フォローをどのようにして受けとめるのかとい

う部分は、やっぱり仕組みとしてなければなら

ないかというふうに思っておりますので、認識

と、現状と認識につきましては、ただいま御質

問にあったとおりでございますから、その方向

で対応してまいりたいと考えております。 

○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）  参考までにですが、

私が子どものころによく祖父母に連れられて馬

の競り市場に行った記憶があります。子ども心

にも人も馬も数えきれないほどの賑わいでいっ

ぱいでした。また、私の子どもが小学生のころ

には、馬の里に馬とのふれあいイベントのよう

なものがありましたが、これまた大変盛況なも

のでありました。 

 最近はいろんな事情もあってこのイベントが

なくなっていますが、やはり、市民にもっと馬

に関心と愛着を持っていただくためには、この

馬とのふれあいイベントの復活は有効ではない

かなというふうに考えております。 

 ぜひ年に１回、乗用馬の競り市があるわけで

すので、これにあわせるような形での馬とのふ

れあいイベントの復活を検討するのもいい策じ

ゃないかなと思いますが、このことに対する市

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）  先ほど来、答弁の中で

申し上げていますとおり、オール遠野で観光振

興をという中で、観光推進協議会が12団体で構

成されて立ち上がっているという一つの答弁の

中で申し上げております。その12団体の中には、

畜産振興公社も構成メンバーでありますので、

馬とのふれあい、さらにはホースセラピーとい

うようなひとつの切り口、そして子どもと馬と

のふれあいの中から青少年の健全育成といった

ようなひとつの対応、そのようなものをこの馬

の里を中心としながら、イベントとするのか、

あるいは一つの青少年の健全育成というひとつ

の切り口にするのか、あるいは観光振興という

ひとつの位置づけの中に持っていくのかという

部分はいろいろ議論があるかと思いますけれど

も、そっちだこっちだじゃなくて、それがトー

タルになった中で、やっぱり魅力を高めていく

という分においては、やはりさまざまなひとつ

の切り口の中で、今のような企画、あるいはイ

ベント、あるいはそのような対応をしていくと

いうことは、これは本当に必要なことではない

かなと思っておりますから、その方向で議論を

し、ただ議論だけではない、実行してもらうと、

実施してもらうという方向に持っていくために、
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私も役目を果たしてまいりたいというように考

えております。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午前11時07分 休憩   

────────────────── 

   午前11時18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。１番宮田勝美君。 

   〔１番宮田勝美君登壇〕 

○１番（宮田勝美君）  まずは大阪での地震、

大きな災害にならないことをお祈りいたします。 

 通告により一問一答方式にて一般質問をさせ

ていただきます。宮田勝美です。 

 平成29年10月に行われました遠野市議会議員

補欠選挙におきまして初当選以来、初めて質問

をさせていただきます。質問に移る前に、こと

し２月11日に行われました稲荷下第二地区土地

区画整理事業完成祝賀会実行委員会主催の完成

祝賀会におきましては、遠野市長をはじめ市当

局の方々、事業に携わった歴代担当市職員の

方々、遠野市議会議長をはじめ市議会議員の

方々、岩手県議会議員や関係各企業、各団体の

方々に御出席いただき、実行委員会、地元地権

者及び関係者とともに完成式典、及び完成祝賀

会を盛大に開催することができました。 

 事業も無事完成となり、従前とは違い、道路、

公園、上下水道などの公共施設が整備され土地

の区画の整った、生活環境の整った宅地となり、

大変住みよい快適な町並みとなりました。昭和

47年３月に話が持ち上がり、平成12年の事業計

画の認可、平成14年本工事着工、平成28年本工

事完了、平成29年12月換地計画変更の認可と、

実に約18年の月日と減歩率28.8％、総事業費約

47億円の大事業でありました。ことし３月には

住所も地番変更となりました。土地区画整理事

業前の従前の道路は道幅も狭く対向車があると

すれ違いもできないような道路や袋小路が多く、

雨が降っては排水路も少なく、道路よりも宅地

のほうが低い土地も多数あり、雨水が敷地内に

流れ込むなど、水路などの未整備、未舗装の道

路などが多くあり、冬には除雪した雪の置き場

がなく、さらには雪の障害で枝道から表の通り

に出るだけでも一苦労の日も何日も続いたりと

日常生活に支障を来しておりました。宅地は細

長い形や傾斜地などの不規則な形の土地も多く、

上水道は整備されていても生活雑排水などを流

す下水道は整備されておらず、生活環境はよい

とは言えない状況でした。 

 まず初めに、都市計画事業についてと題しま

して、土地区画整理事業の効果などについて質

問いたします。 

 土地区画整理事業によって道路も６メートル

道路、12メートル道路、歩行者専用道路と整備

され、公園などの施設も整備され、災害発生時

の避難路や避難場所も確保され、日当たり、風

通し、排水のよい、地割地番及び宅地の地形が

整備され、全ての宅地が道路に面し区画も整い、

迷路もなくなり、生活環境が向上し、世帯数、

人口数、当然ながら子どもの人数もふえ、市営

住宅や民間アパートなども多数新築され、遠野

町に移り住む人がふえております。 

 平成20年には316世帯だった世帯数は平成30

年４月時点で401世帯までふえております。市

内の他の地区からの引っ越しということもある

かもしれませんし、遠野市全体を見れば少子高

齢化の影響により人口は減り続けておりますが、

土地区画整理事業が地域の安心、安全、そして

活性化、人口増に寄与してくると考えられます

が、市長は土地区画整理事業完成後の効果など

はどのようにお考えでしょうか、お尋ねいたし

ます。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  宮田勝美議員の一般質

問にお答えいたします。 

 この土地区画整理事業、稲荷下第２区画整理

事業、２月11日の日に実行委員会が立ち上がり、

みんなでその竣工を祝ったという、そのような

形で、さまざま経過、あるいはその区画整理事

業が地域に及ぼした影響等につきまして、今い

ろいろ質問の中に数字を上げて述べられており
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ました。この部分につきましては、私も市長に

就任したときに、果たしてこの事業がどのよう

な方向に持っていったらいいだろうかなという

ことをいろいろ考えたことがありました。果た

して進めることがいいだろうか、立ちどまるこ

とがいいだろうか、それとも思い切って見直し

をすることがいいだろうかということで、大変

な議論をしたことをついきのうのことのように

思い起こすわけであります。 

 そういった中におきまして、地権者の皆様、

まさにいろいろ地域の方々がやはり何とかしよ

うというひとつの思いの中で、18年というとき

を経て、きちんと完成をしながらひとつの区画

整理事業に終止を打つことができたと。遠野の

活性化に大きな役割を果たすという一つの結果

をもたらしたということでありますので、今い

ろいろ質問の中で述べられておりましたけれど

も、御質問の趣旨はこの土地区画整理事業の効

果をどのように捉えていけるのかということで

の御質問でありましたので、具体的なそれぞれ

の項目に基づきまして、市としてこれをどのよ

うに総括しているかということにつきまして、

具体的に担当の環境整備部長のほうから御答弁

申し上げますので、よろしくお願いを申し上げ

ます。 

○議長（新田勝見君）  環境整備部長。 

   〔環境整備部長千田孝喜君登壇〕 

○環境整備部長（千田孝喜君）  命によりまし

て、宮田勝美議員の一般質問にお答えをいたし

ます。 

 土地区画整理事業の効果は、土地区画整理事

業の実施によりまして、道路、公園、上下水道

及び良好な宅地が整備され、地域住民の安全性、

快適性、利便性の向上及び地域内の宅地利用価

値向上が得られました。 

 道路整備については、十分な道路幅を確保し

たことにより、緊急車輌のアクセスが確保され

たことや、地区内の雨水排水の向上が図られま

した。 

 特にも、都市計画道路の整備によりまして、

斎場にいたる浜峠地区や、東穀町までのアクセ

スが容易となり、交通の利便性向上が図られま

した。 

 また、歩行者専用道路の整備により、歩行者

の安全性の確保が図られたほか、遠野小学校に

通う児童の通学路としての役割も担うことがで

きました。 

 公園整備については、地区内に３カ所整備し

ており、特に遠野小学校に隣接しております東

舘公園は、幼児用の複合遊具やあずまや、公衆

トイレなど、機能が充実していることから、休

日には幼児を伴う多くの家族連れが利用をして

おります。 

 他の公園においても地域住民の利用により、

憩いの場としての役割も担っていることから、

地区全体として良好な生活環境形成がされてお

ります。 

 道路、公園、上下水道等の公共施設整備や宅

地整備に際し、市内の土木等工事業者が受注し、

また建物移転に係る建築工事においても約７割

が市内工務店であったことから、市内経済に一

定の波及効果が発現されたと考えております。

経済波及効果は1.95倍となっております。 

 宅地整備においては、上下水道の設置や宅地

が整形化されたことにより、土地の利用価値の

向上が図られたことから、宅地化やアパート建

設が進み、市内外からの転入者の増加が確認を

されております。 

 先に議員が述べられたとおり、事業実施した

区域内では、事業当初に比べ現在の地区内人口

は増加しております。市街地の減少傾向の軽減

に貢献しているものと考えられます。 

 参考までに、平成11年度におきまして、地区

内人口が510人、戸数は182戸ございましたが、

平成30年３月時点では、人口579人、戸数201戸

と、それぞれ69人の増加、19戸の増加となって

おります。 

 以上です。 

○議長（新田勝見君）  １番宮田勝美君。 

   〔１番宮田勝美君登壇〕 

○１番（宮田勝美君）  改めて効果は絶大であ

ったということを確認できました。 
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 次に、土地区画整理事業などの計画について

質問いたします。 

 遠野市においては、稲荷下地区土地区画整理

事業、下一日市地区区画整理事業、稲荷下第二

地区土地区画整理事業と区画整理事業が完成し

ております。先月５月８日には遠野市まちづく

り推進課によります都市計画道路、都市公園の

見直しについての説明会もありました。遠野市

都市計画マスタープランに計画されている都市

計画道路や公園など、長期未着手のままの状態

を見なおすということで説明を受けましたが、

遠野市の今後の土地区画整理事業、都市計画道

路、都市公園などの整備計画について今後どの

ようにお考えなのかお聞きいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま稲荷下第２区

画整備事業につきましての効果につきましては、

担当部長のほうから、そのとおり地域の活性化

に一つの効果が見えているということを答弁の

中で申し上げたところであります。この時代の

経過、あるいは社会経済情勢の変動、さらには

加速度的に進む高速インフラの整備、また一方

においてはもうかつてない驚異の中で情報化と

いうものがネットワークとして構築されている

という中にありまして、これからの地域をどの

ように持っていったらいいだろうかということ

が今問われていることになろうかというふうに

思っております。 

 空き家、空き店舗などもふえ続けているとい

う、そういう状況の中におきまして、ひとつこ

の土地区画整備事業の取り組むことにつきまし

ては、新たな形での展開はかからないというそ

のようなひとつの基本方針で今いるところであ

ります。 

 先ほど申し上げました地域説明会、マスター

プランの見直し等につきましても、その方向で

市民の皆様の御了解をいただかなければならな

いかというふうに思っているところであります

けれども、ちなみに数字を申し上げますと、こ

の都市計画道路につきましての現状は、昭和26

年、13路線を決定いたしまして、現在、全27路

線、総延長41.14キロメートルでありまして、

当初決定からもう既に66年という経過があるわ

けであります。 

 そして、そのうちこの整備済みが21.27キロ

メートル、進捗率といたしますと53％という数

字でありますから、なかなか66年の経過は経た

ものの進んでいないという状況にあろうかと。

これは進んでいないんではなくして、やっぱり

さまざまな要因がその中の背景にあるというこ

とをひとつ御承知の上での形で受けとめていた

だきたいわけでありますけれども、そしてまた

今質問がありましたとおり、都市公園の現状は

計画決定が９カ所、そのうちこの昭和55年に計

画された中におきまして、神明公園が未整備公

園になっているということであります。昭和55

年といいましても36年、７年前になるわけでご

ざいますから、そのような状況にあると。 

 これ御質問のありましたとおり、人口減少を

はじめとする現在の状況等におきましては、こ

の未整備箇所等の整備を進めるのはかなり難し

い状況にはなってきているんではないのかなと

いうふうに認識もいたしているところでござい

まして、都市計画道路やあるいは都市公園等の

区域内に位置するものにつきましては、これか

らもさまざまな制約があるわけでございますか

ら、こういった先ほど来申し上げましたとおり、

人口減少、空き地、空き家といったものがどん

どん進行している、どんどんというのもちょっ

と言い過ぎかもしれませんけども、進行してい

る現状の中にありましては、これを冷静に見つ

めながら、やはり見直しという方向に持ってい

かざるを得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、新たな計画は持たず

に、さらには、そういった中で、いうところの

公園の、現在、都市計画道路及び都市公園のこ

の変更、廃止に向けた見直し作業を進めている

といことでありまして、先月からはそれぞれ見

直し地区になっております遠野町、松崎町にお

きまして、計３回の住民説明会などにも入らせ

ていただいているという状況でございますので、
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ひとつ御了承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）  １番宮田勝美君。 

   〔１番宮田勝美君登壇〕 

○１番（宮田勝美君）  成約の中で検討してや

っていくという答弁で確認いたしました。 

 次に、都市計画区域内の市道の現状等につい

て質問いたします。 

 市内を見ますと、まだまだ社会資本整備が必

要な箇所が見受けられます。建築基準法による

制限にはなりますが、例えば、都市計画区域内

の前面道路が４メートル未満の道路、建築基準

法上では４メートル以上の道路に２メートル以

上接した土地でなければならない接道義務があ

ります。火災や地震などの災害が起きた際に避

難経路、消防車の救急車などの緊急車両が通れ

る経路の確保を目的としております。 

 前面道路が４メートル未満の場合は２項道路、

またはみなし道路と呼ばれ、都市計画区域内で

家を新築する際にはセットバックをしなければ

ならないなどの制約があります。 

 セットバックとは、既存道路の中心から宅地

側に２メートルバックする、または片側が河川

の場合は道路と河川の境から宅地側に４メート

ルバックする、バックした部分が自分の宅地で

あってもそこには家を建てることはできません。 

 または、道路はあるが側溝が整備されていな

い、側溝のふたが壊れている、歩道が整備され

ていない、老人の方、または身障者の方が押し

て歩くシルバーカーなど、歩行補助具などを利

用している方々にとっては不便な段差などがあ

る箇所もあり、道路機能としてはまだまださま

ざまな問題があると思われますが、このような

市内の道路の現状に市長はどのようにお考えで

しょうか、お尋ねいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  道路の現状という質問

でありました。この道路の現状等につきまして

は、今この都市計画区域内におけるひとつの道

路、これは都市計画のこの区域の変更につきま

しては、先ほどちょっと申し上げたとおりであ

りますけれども、ちなみに、ちょっと数字を申

し上げますと、平成30年３月に計画変更いたし

まして、従前の3,420ヘクタールから約5,923ヘ

クタールに区域を拡大をしたと。これは遠野市

の面積の約7.2％にあたるという中で、この土

地利用のあり方につきましてそのような見直し

を行ったと。 

 なぜなのかとなれば、やはり、これはいろん

な遠野を中心とする中心市街地の活性化、ある

いは松崎、土淵、あるいは猿ヶ石川沿い、ある

いは遠野インターチェンジを含めての住田イン

ターチェンジまでの含めての遠野町全域とそれ

から綾織、松崎、土淵、青笹、上郷、それぞれ

の地域の一部を含む平地のひとつの平坦部の役

割を明らかにしたという中で、そのような形で

の見直しを行ったということであります。 

 これは、東工業団地なども入るわけでありま

すから、そのような方向で見直しを行ったとい

う方向になるわけでございますから、そういっ

た中におきまして、この市道の状況はという中

におきましての質問の中におきまして、幹線道

路である１級道路、１級市道、これは改良率が

約95％、これはやっぱり１級市道であればそれ

ぐらいのことは当然しなければならない。本当

は100％でなければならないかというように思

っておりますけれども95％、２級市道の改良率

は83％という数字になっておりますから、今の

当市のおける行財政事情からすれば、まずまず

の中で対応しているんではないのかなと。 

 しかし、これはこのままにしておくわけには

いけない。やっぱり高齢者の方々にやさしいま

ちづくりという部分におきましては、やはりこ

の部分の改良も急いで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、その都市計画

区域内の市道を含めた道路改良事業は、御案内

のように生活に身近な道づくり事業５カ年計画、

今は置き計画でございますけども、それによっ

て進めております。 

 これは社会資本総合整備交付金をひとつ充て

ながら進めているわけでありますけれども、こ



－ 25 － 

の社会資本総合整備交付金の採択率も非常に厳

しくなってきておりますから、やはり国のほう

に対してこの身近な道づくりをしっかりと進め

るためには、地方のこのような１級市道、２級

市道も含め、生活関連道路も含め、安心、安全

な道路をやはりしっかりと整備をするというの

も、やはりこれは地方の環境整備にとっては、

例えば、我々も移住定住という一つのプログラ

ムを持っているわけでありますけれども、その

ためにも交流人口を拡大し、観光振興をするた

めにも、やはり道路のネットワーク、地域内道

路のネットワークといったものに対する所要の

財源措置はしっかりと諮ってもらわなければな

らないということを訴えていかなければならな

いんじゃないのかなというように思っておりま

す。 

 さらには、人にやさしいまちづくりというこ

とになれば、この道路の改良、あるいは舗装、

これもまた本当に大事な大事なひとつのプロジ

ェクトでありますので、いうところのバリアフ

リー、ユニバーサルデザイン、そういったよう

なものにつきましても、しっかりとした社会資

本総合整備交付金、あるいは道路整備に係る所

要の財源確保といったものにつきましては、こ

れからも国、県のほうに訴えながら、この道路

の改良、あるいは整備、そしてさらには安心、

安全な環境づくりといったものにさらに意を用

いていかなければなら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）  １番宮田勝美君。 

   〔１番宮田勝美君登壇〕 

○１番（宮田勝美君）  さらに努力して、ます

ます遠野市内、都市計画区域内の道路がますま

す整備されることを願います。 

 次に、空き家対策について質問いたします。 

 空き家の原因については、日本の人口減少が

原因とされています。鎌倉幕府設立時には757

万人だった日本の人口は、江戸時代には3,000

万人を超え、明治時代に起きた産業革命以降、

人口は急激にふえ、現在は１億2,000万人超に

なりました。 

 この100年間の人口増加が異常だったのかも

しれませんが、現在は少子高齢化により人口減

少に歯どめがかかりません。 

 また、別の分析、別な見方をすれば、人口減

少以上に労働人口が急激に減少する影響により、

貴重な労働力に対し会社の給料が上昇し、安定

した生活が確保され、安心して子育てができ、

再び日本の人口がふえるのではないか、そうす

れば空き家も減ってくるのではないかとの予測

もあります。 

 しかし、空き家は現在もそしてこれからもど

んどん増え続けます。高度経済成長時代に世帯

分離が進み、昔は３世代同居家族が当たり前で

したが、次第に５人家屋が３人家族の核家族化

になり、３人家族が２人家族に、そしてとうと

う老人のひとり暮らしとなります。 

 空き家の現実的な例としては、高齢のひとり

暮らしの親が施設に入居した、もしくは亡くな

った、または相続を受けたが遠距離のため管理

が難しい、相続を受けた本人も高齢により管理

が困難であるなどさまざまなケースが考えられ、

今後さらに高齢化が進む影響により、空き家問

題がさらに深刻化すると考えられております。 

 総務省統計局のデータでは、平成25年住宅土

地統計調査、これは５年に一度行われる調査で

すが、全国の空き家率は約13.5％とされており

ます。約７軒に１軒は空き家となっております。 

 さらには、民間調査機関によれば、世帯数が

減少し、住宅の除去、減築が進まない場合は、

2023年には空き家率は21％にもなると予測され

ております。 

 1990年代から2015年代にかけて世界の空き家

率を調べてみると、日本は9.8％から13.5％に

上昇しているのに対し、アメリカは12％から1

0％とやや減少、イギリスでは３％から３％と

ほぼ横ばいとの調査結果もあります。 

 空き家といいましても、大きく分けて４種類

に分けることができます。１つには、新築、中

古には関係なくアパートやマンションなどの賃

貸を目的とする賃貸用の住宅、総務省の調査で

は全体の約50％、約429万戸にあたります。も
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う２つ目は、これも新築、中古に関係なく、売

却目的の住宅、約31万戸。３つ目は、雇用など

を目的とした別荘、保養所などの２次的住宅、

約41万戸。４つ目が、今までの３つの種類に該

当しない一番問題とされるその他の住宅です。

何らかの理由により長期不在になっている住宅

や取り壊すことになっている住宅を指し、約3

9％、約318万戸あり、総住宅数6,063万戸の約5.

3％にあたります。近年最も増加傾向にある住

宅です。 

 その他の住宅の空き家は、昭和33年から増え

続け、ここ10年で何と24％もふえております。

空き家の数についてはいくつかの研究機関が推

計を行っておりますが、どの研究結果でも空き

家の数は今後もふえ続け、20年後には今の２倍

の空き家があるだろうと予測されております。 

 政府では、平成26年に適切な管理が行われて

いない空き家などが防災、衛生、景観など地域

住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、

地域住民の生命、身体、財産の保護、生活環境

の保全、空き家などの活用のための対応が必要

とのことで、空き家対策の推進に関する特別措

置法を公布いたしました。 

 このことから、遠野市においては空き家等対

策計画はどのように進められているのか。空き

家対策計画の策定状況は、空き家などの所在や

所有者の調査状況は、固定資産税情報の内部利

用は、データベースの整備状況は、適切な管理

の促進、有効活用などの状況など、現在、把握

されている状況などをお聞きいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ふえ続ける空き家対策

についての御質問でありました。江戸から、そ

して明治、大正、昭和、平成と大きな時代の変

遷の中で、人口がふえ続けながら住環境といっ

たものをどのように整えるかということが、日

本としての大きな課題でもあったということが

御案内のとおりであります。 

 数年前になりますけども、国交省の住宅局の

ほうからお呼びがかかりまして、公営住宅の今

後のあり方についてという中で意見を求められ

ました。いろいろ私もこの空き家、空き店舗を

含めての地方の公営住宅のあり方につきまして、

いろいろ意見を述べたわけでありますけれども、

どうも議論がかみ合わない、なぜだろうと思い

ましたならば、やはり、この審議会は地方の公

営住宅を議論するんではないですよということ

を言われました。そして、何を議論するんです

かとなったならば、まさに高度成長を支えた団

塊の世代を中心とする子育てをする中にあって、

相次いで全国に展開になったニュータウン構想

の中で、ほとんどがゴーストタウンになってい

る。残されているのは高齢者夫婦、もしくはひ

とり暮らし、都会の中に限界集落がある、大都

会の中に消滅集落があるという話をされまして、

それをどうするのかということがこの議論なん

だという話をされました。そうなんだと。 

 だけども、その都会の中における限界集落、

消滅集落という位置づけもさることながら、地

方のこの疲弊しているものをどのように考える

かというのも、やはりひとつの空き家、空き店

舗対策というものに対する一つの手立てではな

いでしょうか。 

 冒頭、地震があったという話がありました。

大きな大地震、大災害が起きた場合においては、

難民が出ると、そういった場合におけるひとつ

の地方のあり方といったようなものもしっかり

と考えていかなければならないという、そうい

う時代になっているんではないのかなというこ

とを思っているところでありまして、今いろい

ろ宮田議員のほうからも数字を上げてさまざま

お話がありました。平成27年２月には空き家対

策のこの措置に関する特別措置法、いわゆる空

き家法が施行されているという中で、遠野市も

これをしっかりと受けとめながら、やっぱり対

策を急がなければならないんじゃないかなとい

う中で、副市長を本部長とする対策、この本部

を空き家等対策本部を立ち上げておりますので、

本部長の副市長のほうから今の状況につきまし

て御答弁申し上げますので、よろしくお願いを

申し上げます。 
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○議長（新田勝見君）  飛内副市長。 

   〔副市長飛内雅之君登壇〕 

○副市長（飛内雅之君）  命によりまして、宮

田勝美議員から質問のありました空き家対策の

現在の状況についてお答えさせていただきます。 

 まず、空き家対策につきましては、平成28年

に空き家の実態調査と意向調査を実施したとこ

ろでございます。平成29年に市及び地域住民、

法務、不動産、建築、福祉に関する学識経験者、

またまちづくり団体で構成する空き家等対策協

議会を設立し、空き家等対策計画の策定に向け

て、現在、協議を進めているところであります。 

 空き家等対策計画は、本年度の空き家等対策

本部及び空き家等対策協議会にて引き続き検討

し、住民意見等を反映させて今年度中に策定及

び公表を予定としているところでございます。 

 平成28年度に実施した実態調査及び意向調査

を行った市内の状況については、空き家と判定

された建築物が約600棟、そのうち外観目視に

より老朽度を５つに区分して判定を行っており

まして、利用活用が可能と思われる空き家はそ

のうち約７割でありました。 

 倒壊の危険性があり、特定空き家等に該当す

る可能性が高い建物のうち、住宅または道路に

隣接するなど周辺への影響がある建物が30棟、

全体の約５％でありました。 

 先ほど、特定空き家という言葉を出しました

が、これについてお話させていただきます。 

 特定空き家とは、倒壊の危険がある、衛生上

有害となる恐れ、著しく景観を損ねているなど、

そのまま放置することが不適切な状態の空き家

をいうものであります。 

 意向調査における所有者等の把握につきまし

ては、法の施行等のために必要な限度において、

その内部での利用が認められたことから固定資

産税の情報を利用しているところでもあります。 

 実態調査結果については、空き家管理システ

ムにおいて位置、状況写真、所有者、現地調査

からなるデータベースとして整備しており、空

き家対策等を進めるための基礎資料として、今

後もその情報を適切に管理していかなければな

らないと考えているところでございます。 

 意向調査において空き家バンクに登録を希望

する者の情報につきましては、関係課で情報の

共有をしており、庁内連携により希望者への速

やかな対応を、当市への移住希望へ結びつける

ところと申しているところでございます。 

 空き家対策は、有効活用や危険空き家対策と

ともに、日ごろから適切な管理意識の啓発が重

要と考えております。 

 昨年の12月の広報では、市民へ市内の空き家

情報、調査結果、管理、活用についての記事を

掲載しております。 

 現在、空き家に関する啓発冊子を作成中であ

りまして、今後、空き家所有者に向けそれらを

送付したり空き家相談会を開催するなど、利活

用、適正管理の促進に向けた啓発をしていく予

定としております。 

 以上です。 

○議長（新田勝見君）  午後１時まで休憩いた

します。 

   午前11時59分 休憩   

────────────────── 

   午後１時00分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 １番宮田勝美君。 

   〔１番宮田勝美君登壇〕 

○１番（宮田勝美君）  先ほどの副市長の御答

弁の中に、特定空き家についての説明もありま

したが、さらに詳しく特定空き家について質問

したいと思います。 

 空き家の中でも特定空き家と呼ばれているも

のがあります。特定空き家とは、そのまま放置

すれば倒壊など著しく保安上、危険となる恐れ

のある状態、建築物の著しい傾斜、建築物の構

造耐力上、主要な部分の損傷などにより倒壊の

恐れがある建物、屋根、外壁が脱落、飛散する

などの恐れのある建物。 

 そのまま放置すれば著しく衛生上有害となる

恐れのある状態の建物、風などにより壁材や破

片が飛散し、地域住民の日常生活に支障をきた
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す状態、異臭により住民の日常生活に支障をき

たす状態やごみの不法投棄など、さらには適切

な管理が行われないことにより、著しく景観を

損なっている状態の建物。 

 そのまま放置すればその他周囲の生活環境の

保全を図るために放置することが不適切である

状態の建物、立木などが道路などにはみ出して

いる。小動物などが住みついているなどを指し

ます。 

 特定空き家等に認定されると、市長から助言、

指導、勧告を受けます。勧告を放置すると措置

命令を受けます。固定資産税の住宅用地の特例

が適用されなくなり、建物が建っていても土地

固定資産税が最大６倍になります。さらには取

り壊し強制執行の対象となります。建物の取り

壊しが行われれば費用も発生します。行政によ

り強制撤去となっても費用は所有者に請求され

ます。現在、遠野市内に特定空き家に限りなく

近い建物があると思われますが、対策などはど

のようになっているのかお尋ねいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  宮田勝美議員の質問に

お答えいたしますけれども、午前中、空き家対

策につきまして、本部長を務めております副市

長のほうから答弁を申し上げました。その中で、

ただいま御質問のありましたとおり、特定家屋

の状況につきましても、まだ認定ということに

なっていないんだけども、倒壊、もしくは非常

に危険だという部分の中に建物が約30棟、率に

すると５％という数字を申し上げたところであ

ります。 

 これは、特定家屋の定義の中に倒壊の恐れが

ある、あるいはいわゆるごみ屋敷という部分で、

衛生上、大変な地域住民に迷惑をかけるという

ような、そのようなものも特定家屋として位置

づけられるわけでございますので、これを放置

するわけにはいかないということは、もちろん

言うまでもないことであるわけであります。 

 そういった中におきまして、現在、進めてお

りますのは、いうところの、相続等がなされず、

この権利者等の把握が難しいケースが多いとい

うことが現実にあります。 

 もう一方においては、この策定中の空き家対

策計画の中で、特定家屋の認定や基準、さらに

そのフォローにつきましてもいろいろ検討をし

ているという中にありますけれども、現在では、

特定家屋というところまでしっかりと認定する

という状況にはまだ至っていないということに

なっております。 

 したがいまして、今年度この空き家対策基本

計画等を策定したものにおきまして、さらにこ

の特定空き家等の認定及び法定上のこの助言、

指導ができるよう、しっかりとしたこの権利調

査や、いうところのこの基準を定めたいという

ふうに考えているところであります。 

 今年度中に、特定家屋等の認定前であっても、

御質問にありましたとおり、助言、指導のひと

つの前段として、写真等とともにこの現状及び

権利者にしっかりとそれを周知しながら、来年

度以降、法及び市の対策計画に沿って指導、さ

らには助言していく旨の行動を移していきたい

というように考えているところでございますけ

れども、何かあったでは困りますから、やはり

余りにも危険だと、放っておくわけにはいかな

いというときには、やっぱり間髪入れず、さま

ざまな対応を、また一方においては急がなけれ

ばならないんではないのかなと認識するところ

でございますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  １番宮田勝美君。 

   〔１番宮田勝美君登壇〕 

○１番（宮田勝美君）  安心、安全のために積

極的に推し進めていただきたいと思います。 

 最後に、雇用促進住宅について質問をいたし

ます。 

 遠野市内にある旧雇用促進事業団が運営して

おりました雇用促進住宅は、現在は民間の会社

が所有しているようですが、適切に管理されて

いるのか。現在、何世帯くらいの入居者がいる

のか。空き部屋はどのような状態なのか。遠野

市として現在の状況をどのように把握し、活用

などは考えているのか。また、現在の所有者に
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対しどのような働きかけをしているのかをお尋

ねをいたします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  雇用促進事業団のこの

住宅につきましては、御案内のとおり、日本の

高度成長を支えた大きなプロジェクトであった

わけであります。役目が終わったという中で、

これは数字を申し上げますと、外資系のフォー

トレス・インベストメント・グループが落札を

したというふうに承知しておりますけれども、

約1,148カ所、2,809棟、落札額は総額で640億

円というような中で、全国の雇用促進事業団を

落札をしたというように承知をしておりまして、

遠野にある雇用促進事業団も今はビレッジハウ

スという形に名前がかわり、リフォームの上、

それを利活用するという方向にいろいろ検討し

ているというように承知をいたしております。 

 現在、この４棟160戸の入居が可能なのが遠

野の雇用促進住宅であります。この１号棟、２

号棟は、これは1970年代に、３号棟、４号棟は

1990年代に整備をされたというそのような歴史

があるわけでありまして、現在、約20世帯が入

居している。その一部は、東日本大震災のみな

し仮設としても利活用されているという形で、

約８世帯が入居をしている状況にあります。 

 このフォートレス社は、もともと米国資本で

ありますけども、その経営手法は全ての雇用促

進住宅を有効活用するという方向ではなくして、

やはり有効な物件のみを活用するというような

方向の中で検討しているというように聞いてお

ります。 

 そのようなこともありまして、今遠野市では

東工業団地のプロジェクトが進んでおります。

もう一方においては、人材不足といったような

ことも届いてきておりますし、雇用の確保とい

ったようなのもその中で図っていかなければな

らない。そのためにはやっぱり住環境をどのよ

うに整備するかということも、これも大きな課

題である。人口減少にいかに歯どめをかけ、人

材を確保しながら、そして企業のニーズに応じ

る、それは単なる企業も誘致企業だけじゃなく

て、地場企業とのきちんとした整合性も図って

いかなければならない。そのためにはやっぱり

住環境といったようなものを、大きな課題であ

ろうというような認識の中で、このフォートレ

ス社が有効、いわゆる利活用が有効なところの

み貸し出す経営方針だということを聞いておる

ところでございますから、先般、東京の本社を

訪ねさせていただきました。いろいろ遠野を取

り巻く状況、高速インフラ整備、さらには北上

を中心とする大手企業の動き、東工業団地の動

き、誘致企業のさまざまな動向、地場企業のい

ろんなそれを取り巻く地場企業の動向、そうい

った中に遠野がどのように位置づけられるのか

ということを、しっかりと説明をしてまいりま

した。 

 応じてくれました社長以下トップの方々は約

１時間にわたり遠野の状況を聞き取っていただ

きました。その中で、遠野のこの４棟ある雇用

促進住宅をどのようにリフォームしながら利活

用するかということについて、いろいろ検討を

するに値するというような、そのような感触を

得てきたところでございますので、慎重に交渉

しながらこの住環境の整備の中にこの1990年代

に整備をされた雇用促進住宅がどのように今の

時代の中で利活用できるのかというところに、

このフォートレス社のひとつの考え方と遠野市

がどのように連携を図れるかということにつき

まして、いろいろ繰り返しになりますけれども、

慎重に交渉してまいりたいというように考えて

おりますし、またそういった交渉の過程におき

ましては、議会をはじめ、市民の皆様にもしっ

かりとした状況を報告しながら、ひとつの環境

整備を、住環境の整備を図っていかなければな

らない、ひとつの課題ではないのかなというよ

うに考えているところでございますので、御了

承いただければというように思っているところ

であります。 

○１番（宮田勝美君）  以上で質問を終わりま

す。 

○議長（新田勝見君）  次に進みます。３番菊
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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

でございます。 

 平成29年４月10日公表の人口推計では、現役

世代の割合が低下し、高齢者がふえ続けるその

構造に大きな変化はありませんでした。今後も

税収の減少、福祉費用の増大、公共施設更新需

要の増大が想定されます。 

 財政制約が一層の厳しさをます中においても、

市民サービスの維持、活性化を図るには、これ

までも取り組んできておりますけれども、選択

と集中の徹底、さらなる行財政改革のみならず、

意識の壁を破り、新しい方策を探ることも必要

ではないかと考えております。例えば、遠野市

単独で対応できる福祉事業などでも近隣自治体

との連携の可能性を探ることもその一つに挙げ

られるのかと思っています。 

 ここに地域福祉計画の写しがございます。現

在、遠野は、平成28年度から平成32年度までの

５カ年を計画期間とする第３期地域福祉計画に

基づいて、福祉の推進を図っています。ちょう

ど中間年度を迎えたところでございます。 

 第３期地域福祉計画は、これまでの１期、２

期の取り組み、そして遠野市社会福祉協議会と

共同で開催した地域福祉懇談会などで寄せられ

た意見を踏まえて策定をされています。 

 遠野市の福祉全体を包含する計画として位置

づけるものであり、ワンストップの福祉サービ

ス、地域福祉コミュニティーの充実、地域福祉

の総合的推進、安心安全な福祉によるまちづく

り、この４つを基本目標に定め、地域住民主体

の地域福祉の推進を図る上での基本的な考えを

示した計画となります。その４つの基本目標に

対して、それぞれ施策の方向が示されています。 

 繰り返しになりますが、本年度、平成30年度

は計画の中間年度にあたります。何点かピック

アップをし、また関連する計画について確認を

させていただきます。 

 基本目標の２つ目、地域福祉コミュニティー

の充実に対する施策としては、災害時要援護者

の支援が掲げられています。備え、災害時の対

応です。 

 自らの力だけでは避難場所に避難できない方、

家族力だけでは避難場所にたどりつけない方、

いわゆる要援護者の情報は地域の民生委員、児

童委員の御協力により整理をされている状態だ

と思います。 

 さて、遠野市災害時要援護者避難支援プラン、

このプランは震災発災前の平成22年１月に策定

されているものです。遠野市災害時要援護者非

難支援プランの見直しに合わせて、避難所運営

マニュアル、福祉避難所運営マニュアル、災害

ボランティアセンター運営マニュアルの作成の

必要性がこの第３期地域福祉計画ではうたわれ

ております。 

 東日本大震災発災以降、想定をしていなかっ

たことも含めていろいろな経験をいたしました。

遠野市災害時要援護者避難支援プランは見直さ

れましたか。避難所、福祉避難所、災害ボラン

ティアセンターそれぞれの運営マニュアルの作

成はなされているものなのか、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）  菊池美也議員の一般質

問にお答えいたします。 

 第３期遠野市地域福祉計画に関する中におき

まして、特にこの災害時における対応につきま

してどのような状況になっているのかというこ

とについての御質問でありました。 

 御質問の中にありましたとおり、この災害に

対する共助という一つの切り口の中で、これを

確実なものに持っていかなければならない、そ

のためには地域福祉コミュニティーの一つの機

能と災害機能と充実が基本となるということは、

これは申し上げるのでもなくそのとおりであり

ます。 

 このことについては、私は日ごろから菊池美

也議員のいろんな行動を見ておりますと、しっ

かりとしたその中で、この間の消防操法大会の

中にも消防団員としてその姿があったというこ
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とも踏まえると、まさにその共助というひとつ

の中で活動しているなということを、私も先般

というよりも、きのう感じたところでもありま

す。 

 そういった中に、この遠野市災害時要援護者

避難支援プラン、これは御質問のありましたと

おり、平成22年１月に策定をしているというこ

とであります。まさに公助ありきのこの災害対

策からいうところの自助、共助という仕組みを、

そして事前の備えといったものがいかに大切で

あるかとか、備えあれば憂いなしというひとつ

の言葉の中が災害の基本ではないかなというよ

うに思っているところであります。 

 けさほど発生した大阪のこの震度６弱といっ

たものが余り拡大をしなければいいかというこ

とを心配しているわけでございますけれども、

遠野市としても津田物産をはじめいろいろお世

話になっている企業が大坂にあるわけでありま

すし、友好市町村等もあるわけでございますか

ら、連携、そういったものの中における対応も

していかなければならないかということも、先

ほど感じたところでありますけれども、いうと

ころの共助、そして公助といったような中に、

ひとつ災害対応の基本があるということになる

わけであります。 

 このことは、東日本大震災における取り組み

の中においても十分それぞれの市民の皆様も含

め、この自助、共助、公助といったものの大切

さといったものを皆さん十分認識されていると

いうことがあるんではないかなと思っておりま

す。 

 この被災者の受け入れ、あるいは炊き出しに

よる食糧支援、特にこの介護施設から被災者の

受け入れ、これにつきましては、この介護保険

事業者の方々に大変な御協力をいただいたとい

うことを、ついきのうのことのように思い出す

わけでありますけども、まさに官民挙げての遠

野の取り組みであったということになろうかと

いうように思っております。 

 さらには平成28年に台風10号によるこの直撃

を受けましたが、これも既に打ち合わせたひと

つの計画の全てが機能したとは言い難いという

状況にあったわけでありますけども、災害対応

にはそれぞれ皆さんのこの活躍に助けられた部

分もかなり大きかったというように考えている

ところであります。 

 したがって、そのつど、防災管理課を中心に

細やかに検証、見直しを実施しているわけでご

ざいますけども、この細やかに検証、そしてま

た見直しを含める中におきまして、この遠野市

災害要援護者避難支援プラン、よりよい形に持

っていくように、やはり関係者一丸、さまざま

知恵を出さなければならないかというように考

えているところであります。 

 いつ何どき、どのような形で災害が押し寄せ

てくるかわからないといったような状況でござ

いますので、まさにこの計画、計画倒れで終わ

らないように、よりきめ細かく、きちんとした

ものの中に対応するという部分におきましては、

平成30年１月に遠野市避難所運営マニュアルと

いったようなものも策定を既にしておりますの

で、このようなものも策定したからそれでよし

じゃなくして、常に見直し、検証の繰り返しに

なるんではないかなというように思っておると

ころでございますから、そのような作業を常に

緊張感を持って対応を進めてまいりたいという

ように考えております。 

○議長（新田勝見君）  ３番菊池美也君。 

   〔３番菊池美也君登壇〕 

○３番（菊池美也君）  今の御答弁ですと、ま

だプランの見直しもされていないと。そのうち、

マニュアルについては、避難所運営マニュアル

が策定されたという、まだ途中の段階のようで

すが、けさほどの災害も、大阪地方の災害等も

ございます。いつ何どきやってくるかわからな

い備えとして、早急に対応いただければならな

いと思います。 

 あわせてこのマニュアル、当初の横連携とい

うか、職員の配置であるとか、区長さんと民生

委員を兼任されているようなケースもあるよう

です。その横のすり合わせも当然ながら精査し

ていただければと思います。そのような動きで
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お願いいたします。 

 安心して住まうこととは何でしょうか。東日

本大震災以降、我々が再認識したのは、日常生

活を突然襲う災害から自分たちで自分たちを守

ることの大切さです。通常の防災マップは、危

険個所をその度合いに応じて赤や黄色に色分け

をしたもの。基本、行政担当が作成をし、住民

に配付いたします。 

 逃げ地図、逃げる地図と呼ばれる地図の記述

方法があるそうです。逃げ地図は避難時間を地

図上に可視化する方法で、避難場所までの到達

時間を高齢者の歩行速度、毎分43メートル計算

で換算し、色分けをした地図です。まず、地図

の縮尺に合わせて距離をはかる紐をつくり、そ

れを使って高齢者が避難場所まで３分以内で逃

げられる道を色鉛筆で塗ります。同様に、３分

から６分、６分から９分、９分から12分、12分

から15分で逃げられる道を白地図上で塗り分け

ます。簡単な道具を使って、誰でも実践できる

方法です。このような方法で、どの道をどうた

どればより早く安全な避難場所に到達できるか

が見える化されていきます。 

 逃げ地図は、地域住民と行政が一緒の場にお

って、一緒につくり上げていくものです。手法

のわかりやすさ、簡便な道具のおかげで集まっ

た方々の主体的な参加を促すことができるため、

地域を熟知した住民だけが知っている白地図上

にはあらわれない情報も引き出すことが可能の

ようです。また、塗り分けられた地図を前に住

民の皆さんからはこの道とこの道を路地でつな

げば今より数分早く避難できる。従来の避難場

所が遠い、実はこっちのほうが近い、夏はこの

ルートでいいけど冬は除雪が入らない道だなな

ど、アイデアが積極的に出てきます。地域住民

自身による安心、安全なまちづくりを検討する

道具として、逃げ地図が役立っているそうです。

町をよく知っている住民一人ひとりの身体感覚

が伴った避難計画ができれば、地域の安全性向

上につながります。 

 命を守るまちづくりの視点から、小さなコミ

ュニティー単位での逃げ地図活動に取り組むこ

とを提案させていただきます。 

 質問に移ります。３つ目の基本目標に、地域

福祉の総合的推進があります。施策の方向のひ

とつに、福祉教育と地域活動がございます。

「生活上の困難を抱える人を理解し、支え合い、

ともに生きるという福祉の意識のさらなる醸成

が地域福祉を進めるためには必要です。子ども

たちの「福祉のこころ」の醸成には、多様な体

験学習の機会が必要であり、体験学習メニュー

やキャップハンディ体験や施設訪問のほかに地

域活動と連携した体験の場づくりを進めること

が必要です。」今の文言は地域福祉計画に記載

されているものでございます。 

 わらすっこたちの「福祉のこころ」の醸成の

ために、どのような機会が提供されているのか、

どのような効果があるのか、紹介をいただきな

がら、地域活動と連携した体験の場づくりとは

どのようなことをイメージしているのか。また、

体験の場をつくるために、大人は何ができるの

か、教育長の考えを伺います。 

○議長（新田勝見君）  中浜教育長。 

   〔教育長中浜艶子君登壇〕 

○教育長（中浜艶子君）  菊池美也議員の御質

問にお答えします。 

 初めに、子どもたちの「福祉のこころ」を養

う活動について、現在取り組んでいる内容を御

紹介します。 

 小中学校の道徳の授業において、思いやりや

親切な行動の意義、及び相手の立場になって考

えることの大切さを学んでいます。また、一部

小中学校では、併設されている花巻清風支援学

校遠野分教室の子どもたちと、多くのイベント

や学校活動を一緒に行うなど、日常的に自然と

交流が行われています。さらに、各学校では、

地域の障がい者施設や高齢者施設を児童や生徒

が訪問しており、ハンディキャップを抱え支援

が必要な方々や、それを支える施設職員との交

流を通じて、困っている人を助けたい、誰かの

役に立ちたいといった意識が子どもたちに生ま

れるよう努めています。 

 平成29年４月に実施した全国学力・学習状況
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調査の質問紙調査の結果では、地域でのボラン

ティア活動への参加についての項目で、全国平

均を６ポイント以上、上回っているほか、人が

困っているときは進んで助けているでは、全国

平均より９ポイント以上、上回っています。こ

のことからも、遠野の子どもたちは、他の地域

と比べても、互いを思いやる心や相互扶助の意

識が強いと感じています。 

 次に、地域と連携した取り組みについてお答

えします。 

 市内には、11ある小学校区全てに地域教育協

議会が組織されています。この協議会は、学校

や子どもたちの応援隊として、さまざまな活動

を展開しています。 

 その中には、地域によって違いはあるものの、

地域で開催される敬老会への参加、世代間交流

行事や環境美化運動等へのボランティア参加が

あります。 

 綾織町では、障害者支援施設石上の園の運動

会に保育園児や子どもたちが多数参加するほか、

家族だけではなくボランティアとして多くの方

が運営に協力し、まさに地域一体の運動会とし

て取り組まれています。 

 また、記憶に新しいところでは、一昨年の台

風10号上陸により、市内住宅に多くの浸水被害

が発生した際に、遠野東中学校の生徒が、自主

的に被災した家屋に赴き、泥上げや家財道具清

掃などの奉仕活動を行い、被災した方々や友達

を励ましました。 

 全ては紹介できませんが、そのほかにも遠野

高校サッカー部員の市街地除雪作業など、子ど

もたちは地域と一緒になって、そして時には地

域のために、多くの活動を主体的に実践してい

ます。 

 さまざまな学校での活動を通じて育まれた

「福祉のこころ」が、実際に、身近な地域での

思いやりにつながっているのだと感じています。 

 今後、大人が果たすべき役割としては、地域

で開催されるさまざまな活動に、あくまでも子

どもたちの目線に立ち、日程の設定、内容など

運営についても、子どもたちが参加しやすい環

境をつくることが上げられます。 

 さらに、全国学習状況調査の結果を見ると、

地域社会をよくするために何をすべきか考えて

いる、地域や社会で起こっている問題やできご

とに関心があると答えた子どもたちは全国平均

を大きく上回っています。 

 こうしたことを考えると、大人が子どもと一

緒に活動に参加する中で、子どもが自らが考え、

活動する場面を保障することも大事だと考えて

います。 

 そうした意味では、今後、2020年の東京オリ

ンピック、パラリンピックに向けての共生社会

ホストタウン活動や、視覚障害者５人制サッ

カーのブラジル代表の合宿誘致活動は、大人と

子どもが一緒になって考える、よい契機になる

と考えています。 

 教育委員会といたしましては、関係団体等と

相談、連携しながら、子どもたちが地域の一員

として「福祉のこころ」を持つことができる、

教育環境づくりに取り組んでまいります。 

○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）  教育長から御説明をい

ただきました。子どもたちは道徳の時間を通し

て、あるいは日々の花巻清風支援学校の分教室

との自然的な交流を通して、「福祉のこころ」

は十分に醸成されていると、ボランティアの参

加率も全国平均を大きく上回っているんだとい

う御答弁をいただきました。 

 私もそうなんですが、むしろ大人のほうが

「福祉のこころ」の醸成という観点からいけば

遅れているんではないかなと。ぜひ次の質問に

ありますけど、ホストタウン、共生タウンホス

トタウンの取り組み等を通じて大人の心の醸成

のほうにも生涯学習であるとか社会教育の部分

で取り組んでいっていただきたいと考えます。 

 ボランティア活動、子どもたちは参加率が高

いんだという御説明をいただきました。同じく

社会福祉の総合的推進の施策の方向性の一つに、

ボランティア活動の推進という項目があります。

市長は以前にこの本会議場で弱者という単語を
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用いたくないとおっしゃったことがあります。

そうだなと思いました。そのとおりです。でも、

きょうこの質問席では第３期地域福祉計画の記

載文言をそのまま読み上げさせていただきます。 

 33ページにこのような記載があります。交通

弱者、買い物弱者支援については、行政による

総合交通対策などでは対応できない細やかな部

分を福祉的側面から新たなサービスとして創出

することが求められており、市社会福祉協議会

で引き続き検討していきますが、地域ボランテ

ィアによる協力も得ていく必要があります。 

 地域ボランティアの協力を得ながら、新たな

サービスを創出するんだと計画にはございます。 

 今の段階において、どのようなことが検討さ

れているのか、お示しを願います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま地域福祉計画

に記載されている内容につきまして、質問の中

でそのことを述べられておりました。いうとこ

ろの、この買い物弱者、あるいは通院弱者と、

こういう言葉で切り捨てるのは本当にそれこそ

いかがなものかと思いながらも、やはりそれで

困っている方々がたくさんいらっしゃるという

現実の中で、よりきめ細かく対応していかなけ

ればならないひと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。 

 新交通サービスと申しますか、新たなそのよ

うな交通弱者、あるいは買い物弱者という方々

に対する支援といったものに、どのように立ち

向かうのか、公共交通、あるいはボランティア

といったものの活動、あるいはその他のこの何

と申しますか、形態による地域の大きなひとつ

の課題にもなってきている。 

 質問にありましたとおり、小さな拠点、この

地区センターをいかに安心、安全という一つの

拠点にどう持っていくかという部分がこれから

問われるわけでありますけども、その辺のとこ

ろをしっかりと関係機関、あるいは社会福祉協

議会と連携を図りながら対応していくことにな

るんではないのかなというふうに思っておりま

して、この公共交通対策としては、これまで生

活交通を維持するための路線バスへの運行補助

をはじめ、さまざまな対策を、デマンドバスな

り、あるいは福祉タクシーなりといったような

中で対応してきているわけでありますけども、

なかなかその部分に追いつけないというような

状況にもあるという中におきまして、実は地域

まちづくり計画におきまして、モデル地区とい

たしまして、先行した上郷町のひとつの事例な

ども挙げられるんではないかなと。上郷町では、

交通弱者、この買い物支援として、日ごろの、

日常の買い物が困難となっている高齢者等の世

帯に対しまして、買い物を代行するボランティ

アへの支援を行っているという形で行動を起こ

しております。 

 また、健診を受診したくても受診できない交

通弱者のために健診時の交通送迎支援を行い、

高齢者等の受診率の向上につながる取り組みも

実施しておるということが動きとして出てきて

おります。 

 さらには、遠野市社会福祉協議会においては、

この地域からの要望によりまして、本年度から

この移送サービス事業の対象者を運転免許を返

納した高齢者でかつ人工透析の患者さんにまで

範囲を拡大しながら事業を進めているというよ

うな状況にあるわけでございまして、このよう

に交通弱者と買い物弱者の支援以外にも、文字

どおり福祉によるまちづくりを進めるために、

高齢者サロンのこのさらなる運営、あるいは地

域独自でそれぞれの実態を把握しながら、どう

地域の中でこういった方々と向き合ったらいい

のかということの検討がいろいろ進めておりま

すので、市といたしましても小さな拠点をネッ

トワークにという中における地区センターのこ

の機能をしっかりと後押しをしながら、そこに

地域のマンパワーを結集すると、そしてその中

できめ細かな支援ができるような一つのネット

ワークを構築してまいりたいというふうに考え

ているところでございますので、地区センター

のハード、ソフトの環境整備を、これは私自身

は少し急がなければならないかなというふうに
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認識しているところでございますから、よろし

くお願いを申し上げたいと思っております。 

○議長（新田勝見君）  ３番菊池美也君。 

   〔３番菊池美也君登壇〕 

○３番（菊池美也君）  買い物に不便な方、そ

れから通院等不便な方、地域によっては上郷町

を例に挙げていただきましたけれども、代行

サービスをするとか地域独自の取り組みが進ん

でいるということでございました。ぜひこの横

連携、小さな拠点づくりというか、地域セン

ターの機能を各町とも11カ所ありますけれども、

急ぐという御答弁もいただきましたが、計画半

分過ぎておりますので、ぜひお願いします。お

願いしますというか、ぜひ取り組むべきだと思

います。 

 取り組むべきだというよりも、実は、平成30

年３月１日策定の冊子には、第７次高齢者福祉

計画、第７期介護保険事業計画、いわゆるハー

トフルプラン2018には重点施策の３は、生活

ニーズに応じたサービス提供までの体制づくり

とうたっております。 

 42ページにこのような記載があります。高齢

者のニーズは、例えば、ごみ出し支援、通院、

買い物のための外出支援、食料の確保、見守り

支援等とボランティアやサービスとのマッチン

グをし、支援が必要な高齢者に必要なサービス

を届けるための体制整備が求められています。 

 本計画期間中、ハートフルプランは32年度ま

での計画期間になるんですが、本計画期間中に

おいて、高齢者のニーズをサービスの創出や提

供につなげていく仕組みづくりを行うとともに、

生活支援ボランティアの人材育成など、実際に

生活支援サービスを提供できるように努めます

と。 

 計画期間中においては、できるように努める

ということのようですが、先ほど市長の見解の

中にもありましたけれども、やっぱり急がなけ

ればいけないんだと、市長はそのように答弁を

いただきました。高齢者のニーズ、食料の確保

であるとかごみ出しというのは、きょうも当然

ありますので、計画期間中になどと悠長なこと

は言ってられないと思います。 

 先ほどの答弁の繰り返しになるかもしれませ

んが、改めて市長の見解をお伺いします。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいまハートフルプ

ラン2018の部分の中における取り組みの中に、

よくいう計画の中に定めながらそれを着実に実

施すると、これは行政の立場としては当然なわ

けであります。そこをいかに進行管理をしなが

ら、一方においては、それを常にタイミングを

失しない形で見直しをしながら、やっぱりそこ

に、それこそミスマッチのないような対策を講

じていかなければならない。計画に載っていな

いからこれはやらないよとか、計画の中では、

まだ計画中の事業ではないから、次の計画に載

せるまで待ってくれというような部分の中を繰

り返しておったんでは、やっぱりタイミングを

失するし、ミスマッチもそこに生じてしまうと

いうことになるわけでございますので、常にそ

こを検証し、これもありきたりな言葉でありま

すけれども、きめ細かくその部分にきちんと現

場のニーズを把握しながら、何をしなければな

らないのかということを繰り返し、繰り返し行

っていくことが、やはり基本ではないのかなと

いうふうに思っておりまして、ちなみにこの

ハートフルプラン2018、生活ニーズに応じたい

ろんな事業をという部分がありましたので、非

常に、これは非常に遠野市にとっては、先ほど

教育長からも答弁がありましたとおり、共生社

会というひとつのユニバーサルデザイン、ある

いはフリーといったような中でまちづくりを行

っていかなければならない、これは単なる歩道

の段差をなくすとか、バリアフリーじゃなくし

て、やっぱり全体的にこのユニバーサルデザイ

ンというひとつのコンセプトを生かしていかな

ければならない。 

 それは、施策にも、ソフトの施策の中にもし

っかり続けなければならないかというふうに思

っておりますので、これは非常に重要な市政課

題のひとつでもありますから、いろんな生活
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ニーズに応じたサービス提供の体制づくりにつ

いて、現状がどうなっているかということにつ

きまして、私の答弁を補足する形で、担当部長

のほうからその状況については答弁を申し上げ

ますので、御了承をいただければと思っており

ます。 

○議長（新田勝見君）  健康福祉部長。 

   〔健康福祉部長兼健康福祉の里所長兼地

域包括支援センター所長鈴木英呂君登

壇〕 

○健康福祉部長兼健康福祉の里所長兼地域包括

支援センター所長（鈴木英呂君）  命によりま

して御答弁させていただきます。 

 これまで、当市の中では、多くの関係者の協

力を得て、支援を必要とする方にさまざまな

サービスが創出されてきました。近年では、平

成26年１月から、遠野市地域見守り活動に関す

る協力協定により、官民一体の見守りに取り組

んでおります。また、遠野市社会福祉協議会で

は、生活困窮者食料支援事業、いわゆるフード

バンクを平成27年８月にスタートいたしました。

そのほか、平成29年度から、遠野の福祉トップ

ランナーモデル事業で社協支部を単位に新しい

サービス創出に向けた取り組みへの支援を始め

ております。 

 地域包括ケアシステムの構築では、住民参加

による支え合いの仕組みづくり、地域づくりを

目指すことが求められております。これは、住

民が主体となって新しいサービスを創出すると

同時に、サービスの担い手となって地域を支え

ることを目指すことを意味しております。 

 加えて、高齢者の生活を支える新たな生活支

援サービスの創出については、住民、ボランテ

ィアのみならず、ＮＰＯ法人や民間企業などの

多様な主体に参加していただく必要があります。 

 市内６カ所の在宅介護支援センターの相談員

は、在宅高齢者の個別支援を行ってきておりま

すが、平成29年度から生活支援コーディネー

ターを兼任しています。 

 生活支援コーディネーターは、担当地域にお

ける住民主体の活動や組織づくり、仲間づくり

など、住民主体のネットワークの形成を支援す

るとともに、地域に必要とされるサービスの創

出や、そのサービスの担い手支援などの役割を

担っております。 

 また、生活支援コーディネーターには、住民

や地域団体、ボランティア、法人などと定期的

な情報共有による取り組み強化の場としての協

議体の組織化や調整機能の充実が期待されてお

ります。生活支援コーディネーターの活動は２

年目を迎えておりますが、このように、地域活

動にかかわりを持ちながら、地域住民が求める

ニーズの把握に取り組んでおり、今後、行政が

担うべき生活支援サービスの提案が協議体を通

じて行われることになります。 

 地域から提案を受けたニーズについては、さ

まざまな職種の方が参加する地域包括支援セン

ター主催の地域ケア推進会議を活用し、生活支

援サービスの創出や提供に向けた取り組みを行

っていくところです。このような取り組みの中

で、限られた地域で実施される生活支援サービ

スについては、地区センターとの連携を図りつ

つ事業展開してまいります。 

○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）  タイミングを失するこ

となく計画の進行管理とそしてさらなるときど

きの見直しをきちんと進めてほしいと思います。 

 次に、共生社会ホストタウン登録を通じたま

ちづくりの考え方についてお伺いをいたします。 

 遠野市は、東京パラリンピック競技大会のホ

ストタウンに名乗りを上げて登録を受け、ブラ

インドサッカー、視覚障害者５人制サッカーの

ブラジル代表の合宿誘致を進めております。さ

きの３月定例会の平成30年度予算等審査特別委

員会の質疑を通して、いろいろと確認ができま

した。共生社会ホストタウンの登録も目指すと

いう担当課からの御説明であり、無事先日共生

社会ホストタウンの登録も果たしました。 

 ホストタウンは、2020年の大会開催に向け、

スポーツ立国、グローバル化の推進、地域の活

性化、観光振興等に資する観点から、参加国、
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地域との人的、経済的、文化的な相互交流を図

る地方公共団体を指しています。 

 一方、共生社会ホストタウンは、パラリンピ

アンとの交流をきっかけに共生社会の実現のた

めのユニバーサルデザインのまちづくり、及び

心のバリアフリーに向けた特色ある取り組みを

実施する自治体のことです。 

 登録により、特別交付税などの各種財政措置、

人材の派遣、情報提供など、関係府省庁から取

り組みに対する支援を受けることができます。 

 障がい者や高齢者にとって住みよいまちづく

りを推進しようと、遠野は共生社会ホストタウ

ン登録を目指し、果たしました。 

 共生社会に向けたユニバーサルデザインのま

ちづくり、及び心のバリアフリーについて、遠

野はこれまでどのような取り組みをしてきたの

か、教育長の答弁にもちょっとふれておりまし

たけど、改めてお伺いをさせていただきます。 

 遠野はこれまでどのような取り組みをしてき

たのか、あわせてそのこれまでの取り組みにつ

いて、どのような評価をしているのかを説明を

いただきながら、大会後のレガシー、遺産とい

うか、大会後のレガシーに向けどのような遠野

ならではの特色ある総合的な取り組みを継続的、

加速的に実施しようとしているのか、どのよう

な政策、施策、事業に展開をしようとしている

のか、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）  共生社会というひとつ

の取り組みの中における新たなまちづくりの取

り組みを進めていかなければならない。先ほど、

いろんな福祉の分野におけるこの共生社会につ

きまして、教育の現場でどのような取り組みが

という中で、ちょっと教育長のほうからも答弁

申し上げておりますし、それからハートフルプ

ラン2018の中でさまざまなきめ細かい対応も地

域ならではのひとつの取り組みの中で進められ

ている交通弱者、あるいは買い物弱者という

方々に新たな仕組みの中で地域ボランティアの

方々の力をいろいろいただきながら、よりきめ

細かい対応をしていくということになるんでは

ないかなと思っております。 

 共生社会、遠野市が登録をいたしましたこの

パラリンピックの共生社会のキーワードは、

「違いを知る 違いを尊重する 違いと絆が

る」というのが、この３つのキーワードの中で

遠野市のまちづくりを行うということをアプ

ローチしたわけであります。 

 これまでどのような取り組みをしてきたのか

ということにつきまして、ちなみにこれを申し

上げますと、この施設のバリアフリーといった

ものの改修工事も進めました。これは、しかし

まだまだであります。また、歩道をはじめとす

る道路なども段差等もあり、これもまだまだや

らなければならない、そのような課題がありま

す。そして一方においては、小学生を対象とし

た、いうところのパラスポーツの体験、さらに

は障害者スポーツ大会、一方においては合宿等

のこの実施、さらには岩手県障害者スポーツ大

会への参加、障がい者と健常者の交流事業等と

いうようなもののバリアフリーに対する取り組

みもこれまでも進めてきているわけであります

けども、今回の登録によりまして、この共生社

会をさらに形にし、そしてまた一方、遠野の思

いやるまちづくり、そしてこれを、この機会を

子どもから広めるという中で、繰り返しになり

ますけれども、「違いを知る 違いを尊重する

 違いと絆がる」という取り組みをまさに思い

やりと心遣いが見えるまちづくりといったもの

に持っていかなければならないかというように

認識をいたしております。 

 このようなオリンピックだけではない、パラ

リンピックこそがという方もいらっしゃるわけ

でありますけども、そのような中で知りながら、

尊重しながら、そしてつながるというひとつの

キーワードを大事にしたまちづくりを進めてま

いりたいというように考えております。 

 したがいまして、2020年大会を契機にいたし

まして、いうところの障がい者一体となりなが

ら共生社会について考える、そのような契機に

するというようになれば、中心市街地の再開発
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というような問題、あるいは今議会でもいろい

ろひとつの課題として取り上げられております

駅舎問題等についても、この共生社会の理念、

あるいはその考え方、それを形にし、具体化に

持っていくという部分においては、このユニ

バーサルデザインというまちづくりについては、

やはり非常に大事なキーワードとして、遠野市

もしっかり受けとめたまちづくりを進めなけれ

ばならないんじゃないのかなというように承知

いたしておるところでございますので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  ３番菊池美也君。 

   〔３番菊池美也君登壇〕 

○３番（菊池美也君）  福祉の取り組みで遠野

独自の、紹介させていただきますけれども、今

年度の当初から特別な支援を必要とする子ども

たちの高等学校への通学バスであるとか、これ

までの制度の枠を超えた調整を担当課は取り組

んでいただいて、そういった事業化を図ったと、

とても遠野らしいというか、遠野独自の取り組

み、もう既にされているかと思っています。 

 ７月の、来月の頭には、放課後等デイサービ

ス、市内に１カ所、民間主導でありますけれど

も、開所いたします。遠野は児童館、児童クラ

ブを利用するのに無料という基準になっていま

す。保育料は国基準の半分、そういった設定に

なっています。放課後等デイサービスは国の基

準は利用料、利用者１割負担になっているんで

すね、国の基準のままであれば。そういったと

ころ、あとはハードなのかソフトなのかちょっ

とわかりませんけれども、遠野ならではとして

放課後等デイサービス、特別な支援を必要とす

る子どもたちの放課後の居場所づくり、１カ所

だけだとまだ困っているお子さん、親御さんが

いるようでございます。遠野ならではとして、

そういった部分にも共生支援を図るというより

も検討いただいて、見い出してもらえればと思

います。 

 先ほど、市長も言いました「違いを知る 違

いを尊重する 違いと絆がる」、そういった気

づきも共生社会ホストタウンの取り組みによっ

て市民が感じることになろうかと思います。障

がいのある選手たちとじかに接することで、住

民自らがこれから日本が目指す共生社会の実現

に向けた気づきを得て、意識をかえていくきっ

かけ、それもまたパラリンピックの大事な目的

かなと考えます。 

 新たな気づき、意識の変化、このことを踏ま

えて次の質問に移ります。 

 農副連携が持つ可能性について市長のお考え

を伺います。 

 農業は、日本の伝統的な、かつ基幹的な産業

の一つです。単に食料生産手段というものでは

なくて、遠野にとって必要な多くの機能が農業

には含まれています。存在します。 

 しかしながら、御承知のとおり、遠野のみな

らず、我が国の農業、農村の現場では、農業労

働者の減少や耕作放棄地の増加が課題となって

います。平成28年度における農業者の全国平均

年齢は66.3歳であり、わずか20年足らずで農業

就業人口はおよそ半分になってしまいました。 

 それと比例するように、農地の荒廃も進み、

耕作放棄地は20年前の２倍近くにふえ、平成27

年度の数字では、ほぼ富山県と同じくらいの面

積になってしまっているようです。 

 一方、福祉の分野に目を向けると、障がいの

ある方々はほぼ全ての年齢層で、一般の方より

就業率が低く、また就労継続支援Ｂ型事業所の

全国平均工賃月額は年々上昇しているものの、

少し過去の数字になって恐縮なんですが、平成

25年度においては１万4,437円、月額でした。

月１万5,000円弱の工賃になっています。 

 就労の機会を求める福祉サイド、労働力を求

める農業サイドが同じ地域にいます。この双方

のニーズをマッチングしたのが農福連携です。 

 農業は、いわゆる百姓と言われ、100の仕事

があり、たくさんの小さな仕事を生み出す可能

性があります。土にふれてものをつくり出すと

いう意味では、障がい者の体力づくりや心の健

康にもよく、方法によっては障がい者、高齢者、

生活困窮者など多様な人に合わせた仕事づくり

ができそうです。 
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 東京オリンピック、パラリンピック組織委員

会でも大会で提供する飲食サービスで消費され

る物品の調達基準に、「障がい者が主体的に生

産に携わった農産物等」を加えて、農福連携の

取り組みを後押ししているようです。 

 これまでの遠野において、農業サイド、そし

て福祉サイドはそれぞれ異なる領域であり、そ

の２つは余り交わることが少なかったように感

じます。障がい者は障がい福祉サービスを受給

する対象であるけれども、単にサービスを受け

るのではなく、就労訓練や就労を通して地域に

必要なサービスを提供することができるんだ、

障がい者が地域の農業のためにサービスを提供

するんだ、サービスの担い手となるんだ、この

ような発想を持つことが遠野のような高齢化や

過疎化が進む農村地域で、農業の維持や地域活

性化にもつながると考えますが、市長の見解を

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。 

 農福連携というひとつの切り口からの御質問

でありました。これは、農業の現場においては、

いうところの高齢者、高齢化、さらにはそれに

伴う担い手不足、一方においてはスマート農法

と言われるように、まさに機械化といったよう

なものがどんどん進んでいると、さらには集約

化、そういった中で、農業の仕組みも大きくか

わってきているわけでありますけども、遠野と

いう地域の中にあっては、まさにこのスマート

農法が果たして遠野にしっかりとなじむような

手法になるだろうか。やっぱり一方においては、

農業というひとつの自然を相手にしながらきめ

細かい仕組みづくりをするというなれば、この

農業と福祉が連携するというひとつの障がい者

による地域農業へのサービスの提供の可能性等

についても、既にチャレンジしている方々もい

らっしゃるわけでございますので、これをしっ

かりとした仕組みに持っていくように、行政と、

特に私は社会福祉協議会の中におけるひとつの

取り組みの中で、自立支援、あるいは就労支援

といった取り組みを積極的に進めておりますの

で、農福連携の調査研究にしっかりと行政とし

てもタッグを組んでいきたいというように考え

ているところであります。 

 この取り組みは、だれもが集えるふれあい農

園の研究、そのような分野でのことを考えてみ

てもいいんじゃないかと。さらには、この農業

関係機関との連携と協議といったようなことも、

やっぱり考えてみなければならないのではない

のかなと。３つ目は、やはりこの農福連携就労

というひとつの中にあっては、このコーディ

ネーターのひとつの役割といったものがすごく

重要ではないだろうかと。この３つの基本方針

の中から、この農福連携をきちんと推進すると、

農業従事者と就労福祉的な支援を必要とする人、

この双方の関係者がきちんと理解をしながら、

ひとつはお互い不安を取り除くという、そのよ

うな形での環境づくりが重要ではないかなと思

っておりまして、そのためにはコーディネー

ターとしてのこの役割を官民挙げての中で、

パートナーとしての遠野市社会福祉協議会と遠

野市の中におけるひとつの連携の中から、より

可能な取り決めをしっかりと具体的に進めてい

くということになるんではないのかなというふ

うに考えておりますので、その連携をさらに強

化して、この農福連携の仕組みづくりに改めて

積極的に対応してまいりたいというふうに考え

ているところでございますので、御了承願いま

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）  議員という役をいただ

いて、支援を必要とするお子さんをお持ちの親

御さんの会に携わる機会を得ることができまし

た。その親御さんの声、たくさんの声があるん

ですが、その中の一つに、自分のいなくなった

後の残された子どもたちの生活の不安、それを

いつも抱いているということです。ぜひこの農

福連携をひとつの可能性として親御さんたちの

不安の解消ができるような仕組み立てをより具

体的に、そして早急に見い出してほしいもので
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す。 

 先ほど、市長、市内でもふれあい農園等ある

んだよという説明をいただきましたが、農福連

携に取り組んでいるモデルを、全国的なモデル

を紹介させていただきます。 

 那須塩原市のとある牧場は、障がい者が働け

る牛舎を建設しました。鉄骨平屋、約4,500

メートル、牛舎と搾乳エリアに分かれ、作業用

の通路を通常より１メートルほど広げて、車椅

子で出入りができるようにしています。また、

搾乳ロボットを導入し、スマート農法という形

になるのかもしれません。搾乳ロボットを導入

し、作業の省力化も図りました。 

 東京都の特別支援学校を卒業した男性を雇用

しています。朝晩、牛の寝床の清掃などを任せ、

給与面で健常者と同じ待遇のようです。 

 浜松市には、従来、多くが家族経営ゆえに雇

用を生まないと言われてきた農業に障がい者が

働きやすくなるよう、農業の標準化を図って、

「雇う」という形態を定着させた農業法人があ

ります。従業員89名のうち29名が障がいのある

方、最高年齢は89歳。足利市では障がいを持っ

た方々がブドウ栽培からワイン生産にかかわっ

ています。その国産ワインは2016年４月の広島

市での主要７カ国外相会合や、2008年洞爺湖サ

ミットでの晩さん会、2000年、九州沖縄サミッ

トの晩さん会で提供され、高く評価されました。 

 ワイナリーは地元の雇用の場としてのみなら

ず、酒税を年間1,500万円、そして3,300万円の

市法人税を納めているようです。地域に大きく

貢献しています。 

 農福連携は、地域に新たな動きを引き起こす

可能性があります。農業を変革し、遠野を変革

する潜在能力を秘めています。ですが、単なる

先進事例やモデル事例をまねっ子するだけの取

り組みではあってはならないと思っています。

地域ごとに課題が異なり、地域にある人、物、

金、情報などの資源が全く異なるからです。多

様な主体が連携をし、遠野に応じた形をつくる

ことがまさに大切なんだろうと思います。 

 さきの質問では、農業と福祉の連携について

市長のお考えを伺いました。農福連携を発展さ

せた遠野ならではの共生社会ホストタウンとし

ての農福商工連携、農福プラスアルファ連携が

遠野の課題解決につながることを期待したいと

ころです。 

 農福商工連携、農福プラスアルファ連携が持

つ地域課題解決の可能性について、市長のお考

えを伺います。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  農福連携の農福という

よりも、この農福商工連携、さらにはプラスア

ルファ連携というそのような形で全国の事例な

ども紹介いただきながら、それが大きく地域の

活性化、あるいは税収等にもしっかりと成果を

出しておるというような事例の紹介もいただき

ました。 

 したがいまして、いうところの収益性、ある

いは費用対効果という議論だけではない。やは

り、その広域性という中に、いかに産業振興を

する中にどう位置づけていくかという部分であ

れば、農福商工といったような言葉も、あるい

はその中でプラスアルファといったものの中で、

先ほど御質問がありましたとおり、多様な主体

の中で幅広くという部分はやっぱりあってもい

いんじゃないかなと思っております。 

 つい先週でありますけれども、Ｙ・Ｙ・Ｙ推

進女性フォーラムの女性推進会議の皆様がフ

ォーラムをやっておりました。その会場に招か

れて私もお伺いいたしました。そのテーマは、

ひとつの中で、「あなたが変わる！地域が変わ

る！小さなチャレンジのすすめ」というテーマ

でありました。 

 したがいまして、やはりひとつの取り組みの

中におきまして、今プラスアルファというひと

つの話がありました。多様な主体がいかに連携

を図るのかということが大事だというような御

質問の中にはその御指摘もありました。やはり、

そのような意味におきましては、今さまざまチ

ャレンジしている市内にも３つの法人が、この

障害者福祉サービスとしての就労支援事業を行
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っているということもありますので、この辺の

ところをしっかりと行政の立場としても、先ほ

どの繰り返しになりますけども、社会福祉協議

会と連携を図りながら、いうところのコーディ

ネーターの役割、期待するところが非常に大き

いわけでありますので、多様な事業主体の一つ

の新たな、まさに小さなチャレンジという中で、

あなたが変わる、地域も変わるというような、

そのようなひとつの仕組みづくりが今、求めら

れているんじゃないのかなということを私自身

も強く感じているところでございますので、そ

のためには、やはり小さなチャレンジの中から

ひとつの大きな手ごたえを感じるということも、

農福連携のようなひとつの切り口においては、

すごく大事なことではないのかなというように、

改めて認識しているところでございますので、

その認識をお示しいたしまして、答弁といたし

ます。 

○３番（菊池美也君）  議長のお許しを得て、

私の質問で、数字の訂正とか単位の訂正をさせ

てください。 

○議長（新田勝見君）  はい、どうぞ。 

○３番（菊池美也君）  先ほど、那須塩原市の

牧場の面積ですね、「4,500メートル」と先ほ

ど私発言しましたが、「約4,500平方メート

ル」で訂正をお願いします。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後２時13分 休憩   

────────────────── 

   午後２時24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。14番細川幸男君。 

   〔14番細川幸男君登壇〕 

○14番（細川幸男君）  通告に従い、教育長に

一般質問をさせていただきます。 

 私どものふるさと遠野は、自然を守り、市民

がともに助け合い、市民の心と声を大切にし、

幸せが永遠に輝く、世界一心の豊かな遠野郷を

目指さなければなりません。 

 昨今は、人工知能の進化は目覚ましく、学校

教育に及ぼす影響などに関して簡単に質問をさ

せていただきます。以後は、人工知能の名称を

簡単にＡＩと述べさせていただきます。 

 それでは、質問に戻らせてもらいます。ＡＩ

を征する者は世界を制すとか、原爆とＡＩは人

類の失敗作などと述べている学者もいるようで

す。 

 根拠は、放射能と同じで、人の力では制止不

可能な厄介なもので、役に立つものほど危ない

という見本でしょう。さらに、ＡＩは自力でも

進歩し、年率３％進化すると言われています。

2045年には私ども人間の知能と人工知能のＡＩ

が同じレベルに達し、2045年以降は人間よりＡ

Ｉが毎年３％進化して人間より年々賢くなって

まいります。 

 未来の人類の社会はどうなるか、アメリカの

ハーバード大学の名教授でもわからないという

のが現状です。いくら優秀な天才でも人間には

寿命があり、死んだらおしまいで、人間の知能

は進化しないでしまいます。 

 逆に、ＡＩのほうは人工機器であり寿命はな

く進化する一方で、食事もなければ空気がなく

ても宇宙を自由自在に飛び回ることができる、

まさに宇宙人です。 

 現在でもいろいろな分野でＡＩの活用が多様

化し、人口減少社会において、これまで人間が

行ってきた簡単な手術はＡＩでもできると言わ

れています。仕事の多く、ＡＩが担うことにな

り、期待と不安の声が高まるとともに、人間に

はＡＩを活用する以上、必要な想像力と判断力

などが今まで以上に求められるのではないでし

ょうか。 

 本格的なＡＩ時代の到来前に、義務教育の段

階で何が必要か、このような時代の到来に即し

た教育レベルを示唆し、私みたいな者が多くを

語らずとも、教育委員会にはまれなる教育長を

はじめ最優秀な職員揃いなので、下手な質問は

下手くそでも答弁は国際級の御答弁をいただけ

るものと思います。 

 初めの質問は、このようにＡＩが進化、発展
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する社会の中で、子どもたちの生きる力を伸ば

していくための対策などはどのような取り組み

をしているか、お尋ねします。 

 次の質問は、全国学力テストの目的と効果に

ついて、全国で実施をしているこの学力テスト

の遠野地区での目的と成果をお尋ねします。 

 最後の質問は、児童生徒の思考能力の向上計

画について、学力の３つの要素は、思考能力、

判断能力、表現能力のうち、特にも思考能力を

向上させ、ひらめきを生かせる賢い生徒にする

取り組みについて、どのように考えているかお

尋ねします。 

 これにて簡単、単純な質問ですが終わります。

詳細については予算等委員会でお尋ねすること

にして、以上で私の質問は終わります。 

○議長（新田勝見君）  中浜教育長。 

   〔教育長中浜艶子君登壇〕 

○教育長（中浜艶子君）  細川幸男議員の御質

問にお答えします。 

 まず１点目、人工知能が進化、発展していく

社会の中で、子どもたちの生きる力を伸ばして

く取り組みについてお答えします。 

 議員が御質問されたように、人工知能につい

ては、年々進化のスピードが加速し、最近では、

人工知能による自動運転機能を搭載した自動車

の開発や、医療、健康面でさまざまな実証実験

が行われております。 

 人工知能が私たちの生活にとって身近なもの

になり、便利な未来が予想される一方で、人口

知能の進化で、今後20年程度で、今ある半数近

くの仕事が自動化され、人間の職業を奪うので

はないかという予測が論じられました。 

 このことは、2020年に本実施となる新学習指

導要領改訂に向けた文部科学省答申の中でも紹

介されているところです。 

 今後、人工知能が、どのように進化、発達し

ていくのか、今の私たちが正確に予測すること

は困難です。 

しかし、どのような未来になったとしても、生

きる力を身に付けることにより、未来をたくま

しく豊かに生きていくことができるのではない

かと思います。 

 そして、この生きる力は、新学習指導要領で

も重点として取り上げられ、主体的、対話的で

深い学びの中で育まれるとされています。現在、

当市では、小中が連携して、主体的、対話的で

深い学びを目指した授業の改善に取り組んでい

ます。これは、新学習指導要領が示す方向性に

沿ったものであり、私たちは自信を持って進め

ていきたいと考えております。 

 ２点目、全国学力テストの実施目的とその成

果についてお答えいたします。 

 全国学力、学習状況調査は、毎年４月に全国

の小中学校で一斉に実施されている調査であり、

小学校は６年生、中学校は３年生が調査の対象

となります。 

 調査の目的は、義務教育の機会均等とその水

準の維持向上の観点から、全国的な児童生徒の

学力や学習状況を把握、分析し、教育施策の成

果と課題を検証して、改善を図ることにありま

す。 

 目的を達成するために、この調査は、基礎的、

基本的な知識を答える分野と、知識を活用しな

がら答える分野の２種類で構成されており、児

童生徒の学力の定着度を細かに分析することが

できます。 

 昨年の児童生徒の調査結果を分析したところ、

基礎的、基本的な知識の習得についてはおおむ

ね良好な状況にあります。しかし、知識を活用

する力には課題が見られました。この知識を活

用する力とは、新学習指導要領で示される資質、

能力の３つの要素の一つであり、生きる力とも

言われる思考力、判断力、表現力等のことです。 

 当市の課題である思考力、判断力、表現力等

を育むために、各校でこれまで分析に基づいた

授業改善に取り組んできました。その成果のあ

らわれとして、まちづくり指標で掲げている全

国標準学力検査において、学力向上の兆しが見

え始めております。 

 質問の３点目、学力の要素である思考力、判

断力、表現力のうち、特にも基礎となる思考力

を向上させていくための取り組みについてお答
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えいたします。 

 人工知能がいかに進化しようとも、それが行

っているのは人間が与えた目的の中での情報処

理と言えます。人口知能に対して、人間には、

自らが目的を考え、目的達成のために、人間な

らではの感性や知性を生かし、他者と協働しな

がら考えて解決していくという強みがあります。

加速度的に変化し、複雑で、予測困難な未来を

生きて行く子どもたちに必要な力は、単なる知

識や技能ではなく、それらを活用するための考

える力です。 

 各学校では、その力の育成を図るため、意見

交流を通じて新たな考えを見つける学習活動を

中心に据えた授業改善に取り組んでいます。ま

た、これらの力は、新学習指導要領では、主体

的、対話的で深い学びの中で育まれるとされて

います。遠野市では、主体的、対話的で深い学

びを実現するため、遠野市授業づくりスタン

ダードを作成しております。これは、授業の導

入、展開、終末のそれぞれの区分ごとに取り組

むべき内容を整理したもので、思考力を含めた、

新時代に必要となる資質、能力の育成を目指し

た学習過程を、市内小中学校の教員で共有し、

実践しているところです。 

 子どもたちには、私たちが今までに経験した

ことが無い未来の時代を、身につけた資質、能

力を活かし、自分で考え判断して行動できる能

力と、自ら他者と協力し、助け合う能力を身に

つけさせ、次世代を生き抜く力を育んでまいり

たいと考えています。 

○14番（細川幸男君）  終わります。ありがと

うございました。 

────────────────── 

   散  会   

○議長（新田勝見君）  お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、散会いたし

たいと思います。これに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新田勝見君）  御異議なしと認め、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２時38分 散会   
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