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   午前10時00分 開議   

○議長（浅沼幸雄君）  おはようございます。

本日は東日本大震災の月命日に当たりますので、

開会に先立ち、黙祷を捧げたいと思います。皆

様御起立願います。その場所でそのままの姿勢

で黙祷を捧げたいと思います。黙祷。 

   〔黙祷〕 

○議長（浅沼幸雄君）  お直りください。あり

がとうございました。着席願います。 

 これより本日の会議を開きます。 

────────────────── 

   日程第１ 一般質問   

○議長（浅沼幸雄君）  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。10番多田勉君。 

   〔10番多田勉君登壇〕 

○10番（多田勉君）  おはようございます。今

定例会において一般質問を行います多田勉でご
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ざいます。さきに行われました遠野市議会議員

選挙において、三度この席に立たせていただく

ことになりました。常に市民のための活動に自

覚を持って、初心を忘れず、与えられた職を全

うしてまいりたいと、その決意であります。 

 今定例会においては、大項目２点についての

市長に対して質問をさせていただきます。 

 遠野のすばらしい森林、財産を未来の遠野市

民にしっかりと引き継いでいくために、根気よ

く質問を続けてまいりたいというふうに思いま

す。 

 最近のテレビや新聞等の報道を見ますと、水

道の民営化に向けた水道法改正法案が成立いた

しました。水道事業が大きく変わろうとしてお

ります。 

 豊かな森の麓からこんこんと湧き出る水、下

流で暮らす人間社会では、我がもののように扱

おうとされております。いかような時代の変革

があったとしても、森に全ての権利を委ねられ

ていることを決して忘れてはなりません。 

 そのことを守り、伝えることが、我々の役割

であり、命の次に大事な財産であると強く訴え

てまいりたいと思います。 

 課題となっている近年の木材価格の低迷は、

外材等の輸入などが起因となってきたところも

ありますが、戦後一斉に植林された樹種の選択

にもその要因があったのではというふうな考え

もあります。 

 戦後の復興を目指した日本は、住宅建設進展

をはじめとして、発展途上へと移り変わってま

いりました。このことによって、スギなどが主

流となり、その後の手入れが行き届かない環境

などもあって、産地間競争という波に打ち勝つ

ことができなかったというのも現実であります。 

 遠野市の森林の樹種構成が現状のままでよい

のか、特殊材を意識した森林造成確立が問われ

てくるのではないかというふうに思います。 

 例えば、特用林産には欠かすことのできない

ナラや住宅建設においては特殊用材の育林など、

積極的に取り組むことや、技術の提供、経営に

結びつく森林造成の普及が求められているもの

と受けとめております。 

 遠野市は、将来に残すことを目指した森づく

りにいち早く取り組むべきと考えるものであり

ます。 

 それでは、大項目１点目の質問に入らせてい

ただきます。 

 大項目１点目の質問は、第２次遠野市農林水

産振興ビジョンの検証と今後の対策についてで

あります。 

 その１点目として、森林整備について質問を

いたします。 

 第２次遠野市農林水産振興ビジョンの森林整

備計画は、本計画は平成28年３月に策定され、

その期間は32年度までの５カ年となっておりま

す。 

 今、32年を目指した計画に対して、実績と課

題について当局はどのように分析され、受けと

めているのか、お伺いをいたします。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  多田勉議員の一般質問

にお答えいたします。 

 質問に先立ちまして、森林という部分に対す

る認識が述べられておりましたけども、私も全

く同じような認識であります。 

 遠野という一つのあるいは日本の国土形成と

いうことから考えても、この森林といったもの

に対する一つのきちんとした対応、これが非常

に大事ではないのかなと思っております。 

 きのうも議論されましたけども、森林環境贈

与税の導入、これが森林環境税のほうに入って

くるということになるわけでございますから、

そのような中で、この森林資源といったものを

しっかり後世にという、そのような認識の中で、

これは取り組まなければならない大きな課題で

あるというように承知もいたしているところで

ございますので、そのような認識も私も述べさ

せていただきます。 

 さて、きょうの今の御質問の中で、このビジ

ョン、第２次遠野市農林水産振興ビジョン、こ

の農林水産振興ビジョン、これはどうなってい
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るのかという、そのようなお尋ねでありました。 

 ひとつ森林面積そのものでありますけども、

これにつきましては、90％以上の達成率という

ことになっております。森林資源面積のほうで

す、これは90％の達成率。 

 それから、その他につきましても、大体目標

値以上の進捗状況にあるということになろうか

と思っております。 

 川上から川下という中で、全国でも冠たる木

工団地を持っているわけでありますけども、こ

の木工団地事業体の売上高につきましては、17

億円前後で推移しておりますから、これもある

程度目標値をクリアしているということになろ

うかというふうに思っております。 

 ただ、これにつきましては、沿岸地域の、先

ほども月命日ということで、この議場におきま

して、黙祷を捧げたわけでございますけども、

この沿岸地域における復興需要といったもの、

今後どのように推移していくかということにな

りますと、この木工団地の役割が、また改めて

見直され、新規開拓といったものにつながって

いくのではないのかなということも期待される

んじゃないかなと思っております。 

 松くい虫対策につきましても、目標値を達成

しながら進めているという状況でありますし、

さらにはそれぞれの遠野地方森林組合と連携を

図りながら、さまざまないろんな取り組みを計

画に基づきまして、進めているということにな

ろうかと思っております。 

 原木シイタケ、特用林産物、これにつきまし

ては、東日本大震災の影響を受けまして、なか

なか出荷宣言等もまだ一部解除にとどまってい

るところでございますから、目標値の達成まで

には至っていないという、そのような状況にあ

るということを申し上げて、答弁といたします。 

○議長（浅沼幸雄君）  10番多田勉君。 

   〔10番多田勉君登壇〕 

○10番（多田勉君）  ビジョンの計画に掲げら

れているものに対しては、現在、おおむねの達

成を見ているというところでありますけれども、

戦後、先人が造林してまいりました森林が、現

在、大半が伐期を迎えております。 

 木材価格の低迷などが、その意識の低迷に影

響を及ぼしているということでありますけれど

も、今、ここに立って、50年、70年後を考えた

ときに、そのときに遠野市の森林資源、今のよ

うな存在価値があるのかどうかということが、

非常に私としても不安なところがあります。 

 遠野市として、将来の森林を守り、そして育

てていくということが、重要であるというふう

に思いますが、市長はどのようにお受けとめな

のか、お伺いをいたします。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  これは、先ほども申し

上げてきましたけれども、やはりこの森林、林

業というものは、30年、40年あるいは50年とい

うスパンの中で取り組まれる一つの課題であり

ます。 

 戦後、人工林の中で、伐期も来ているという

ことになれば、この伐採したものにつきまして

は、再造林という中に、きちんと位置づけなが

ら、次の世代にということに持っていくのが、

ごく当たり前の取り組みなわけでございますの

で、遠野市におきましては、今、森林所有者に

交付される補助金、これは森林の造成に当たっ

てでございますけれども、補助金が68％、県の

ほうからの部分につきましては、それに対しま

して遠野市のほうでは22％のかさ上げを行い、

90％ほどの補助率を確保しているところでござ

いまして、自己負担ができるだけないような中

での対応を進めているという中で、これだけの

かさ上げをしているのは、県内市町村では遠野

市だけだということになるわけでございますか

ら、このような制度をしっかりと森林組合等と

も連携を図りながら、やっぱり再造林、そして

そのようなものを次の世代にというような取り

組みの中で、仕組みとして今後ともこれらを充

実強化していくことが必要ではないのかなとい

うように考えているところであります。 

○議長（浅沼幸雄君）  10番多田勉君。 

   〔10番多田勉君登壇〕 



－ 62 － 

○10番（多田勉君）  今市長の答弁にあったよ

うに、90％という、トータルの高補助率、これ

はそのとおり、県下では遠野市だけということ

でありますけれども、せっかくこのように有利

な制度をもって振興している遠野の林業であり

ますから、それに期待するものも大きいという

ふうに御理解をいただきたい。 

 御承知のとおり、森林は木材の需要から受け

る利益とは別に、市民生活の安全安心を守るた

めに、これは欠くことのできない貴重な資源で

もあります。 

 これを守り引き継いでいくことが、責任が

我々にはあるのだということを、先ほど市長も

申しておりましたけれども、しっかりと意識し

て常に計画に反映していく、計画を練っていく

ということが必要であろうというふうに私は思

っております。 

 そのことに対して、市長の考えをお伺いをい

たします。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  御案内のとおり、８割

以上が森林という遠野市であります。これに基

づきまして、遠野の一つの、遠野ならではとい

う部分が、その中に醸し出されているというこ

とになるわけでございますから、いうところの

川上から川下という部分の中における一つの循

環型の産業として位置づける。 

 そのためには、やっぱり伐採した場合におい

ては、下刈り等を含めながら、しっかりとした

手入れを行うという部分における対応なども行

いながら、進めていくという部分につきまして

は、森林所有者だけの問題ではない。森林組合

ともよく連携を図りながら、一つのこれも今の

このタイミングの中においては、非常に大事な

ことだと思っておりますけれども、新たな仕組

みをしっかりつくっていくということが大事じ

ゃないのかなというように改めて思っていると

ころであります。 

○議長（浅沼幸雄君）  10番多田勉君。 

   〔10番多田勉君登壇〕 

○10番（多田勉君）  平成30年度の計画では、

市有林、民有林の間伐等の面積が547ヘクター

ル、そして民有林の再造林が42ヘクタールとい

うふうに、計画ではなっておりますけれども、

今までの数字を振り返ってみますと、平成20年

度、造林26ヘクタール、下刈りが138ヘクター

ル、間伐が289ヘクタール。 

 そして、平成29年度、25年度もここにありま

すけれども、29年度の造林が46ヘクタール、下

刈りが207ヘクタール、間伐52ヘクタールと。 

 平成25年度は、造林が56ヘクタールでありま

したから、約10ヘクタール低下をしております。 

 このような状況を見ますと、森林が存在して

いても、やはりこの森林整備、継続した森林整

備に取り組んでいくためには、そこに働く労力

の問題もあろうかというふうに思います。 

 雇用の確保を安定的に図るためにも、伐採と

造林が適正に進められることが必要であるとい

うふうに思います。 

 伐採は、現在、高性能機械の導入が進められ

てきたことで、作業効率は向上しておりますけ

れども、一方では、造林が進まなければ下刈り、

除伐などの主とする雇用機会が伸び悩みの状況

を生み出すことにつながるのではないかという

ふうな懸念もあります。 

 林業に携わる担い手や林業技術者を育成、確

保する上においても、林業の計画的かつ総合的

な振興を未来永劫にわたって常態化をしていく。

そういう対処が必要ではないのかなというふう

に思います。 

 遠野市の林業振興に、今後その未来を見据え

た中での、どのように立ち向かうのか、その施

策に対する市長の決意をお伺いしたいというふ

うに思います。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  林業振興についての市

長の決意をということでありました。今、いろ

いろ数字に基づいて、いろいろ現状を話をして

おりましたけども、これらをしっかり踏まえな

がら、林業振興といったものを一つの遠野市の
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大きな市政課題、これは森林環境贈与税、繰り

返しになりますけれども、そのようなものも新

たに制度として、我々市町村にしっかりと受け

とめなければならないというような、そのよう

なタイミングでございまして、今、このような

システムとして、林業振興策をどのようにとい

う部分が、遠野市としての大きな課題でありま

して、私はこの部分につきましては、今、農林

課という課の中で、さまざまな議論をしており

ます木工団地、あるいは森林組合、それからこ

の森林環境税を導入しながら、森林台帳のよう

な、そのようなものも整備しなきゃならない。

所有者も明らかにしなきゃならないということ

で、いろいろ多面的に、それこそ多角的に検討

しておりますので、その検討状況も含めながら、

担当の産業部長のほうから、来年度予算編成に

向けても、いろいろ担当部のほうで議論してい

るところでございますから、その状況も踏まえ

ながら、御答弁申し上げますので、御了解いた

だければと思っております。 

○議長（浅沼幸雄君）  産業部長。 

   〔産業部長大里政純君登壇〕 

○産業部長（大里政純君）  命によりまして、

多田議員の一般質問にお答えをいたします。 

 現在の林業システムでは、間伐や皆伐等の伐

採作業は、ハーベスタやフォワーダといった高

性能林業機械である重機によって行われており

ます。 

 一方、春から夏にかけて行う造林や下刈りは、

重機による作業が確立されていないため、その

ほとんどが人力による作業となっております。 

 作業員の不足の状況を考慮し、国では標準単

価を毎年上昇させておりまして、これは国・

県・市の発注する際の公共事業の積算や補助金

の算定に反映されているところでございます。 

 また、平成29年度から岩手県では林業アカデ

ミーを開校いたしまして、林業就業者向けの研

修制度を整備し、人材育成に取り組んでおり、

遠野市からも研修生が出ております。 

 2019年度から始まる新たな森林経営管理制度

では、市町村と森林組合等の意欲と能力のある

林業経営者が連携するシステムを構築すること

となります。 

 具体的には、市町村が土地所有者情報を管理

いたしまして、森林経営が行えなくなった森林

については、担い手を探す取り組み等を行って

いく予定でございます。 

 このような業務は、人工林面積等に応じて、

来年度から全市町村に譲与される森林環境譲与

税を財源といたしまして、民間のノウハウを生

かすことも視点に置き、森林組合や民間事業者

と連携しながら、業務の効率化を図っていきた

いと考えております。 

 さらに、県では、県産木材の利用を促進する

ため、仮称ではございますが、岩手県県産木材

利用促進条例の制定を目指して、素案を公表し

ているところでございます。 

 この条例では、県が市町村が実施する県産木

材の利用の促進に関する施策を支援するため、

情報の提供、技術的な助言、その他の必要な措

置を講ずるよう努めるという内容になっており

ますので、県と一体となりながら、川上から川

下までの流れの中で森林整備を進めていきたい

と考えております。 

 今、木を植えなければ、将来伐採する木がな

くなり、林業がなりわいとして成り立たなくな

ると認識をしているところでございます。 

 戦後は、広葉樹の天然林から、杉やアカマツ

等の人工林へ植えかえが行われましたけれども、

現在は、人工林から人工林への植えかえの時期

でありまして、県内で２番目の人工林面積を有

します遠野市が、産業としての林業を継続でき

るかの過渡期でございます。 

 再造林の必要性や遠野市の補助制度の概要に

ついて、座談会等を通じまして、周知をしてい

きまして、新たな森林経営管理制度により、森

林整備を推進していきたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（浅沼幸雄君）  10番多田勉君。 

   〔10番多田勉君登壇〕 

○10番（多田勉君）  確かに、標準単価が上が

るということは、働く側にとっては非常にいい
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わけですが、これはそのまま守ることにしても、

山の所有者がそれによって負担がさらに高まる

ということのないように、両者がしっかりと成

り立つような林業施策を講じてほしいと考える

ところであります。 

 それでは、小項目２点目でありますが、特用

林産の振興についてお伺いをいたします。 

 先ほど、市長の答弁の中にもありましたけれ

ども、震災後、出荷の制限を強いられてまいり

ました原木シイタケでありますけれども、生産

者の強い意志のもとに、全員が一部解除されま

した。 

 今後も、出荷時における検査において、基準

値を超えないような監視と対策を講じていかな

ければならないというふうに思うところであり

ますが、当局の考えをお伺いいたします。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  林業振興の新たなシス

テムの構築につきましては、先ほど担当部長か

ら、そのような認識のもとで議論を深めながら、

各関係機関あるいは県、国との連動の中で、さ

まざまな施策の充実を図っているということを

申し上げたところでありますけども、この原木

シイタケの林用特産品のこの問題につきまして

も、遠野市としても大きな課題であるというこ

とはそのとおりであります。 

 まさに、東日本大震災でこの分野については、

ゼロからのスタートを余儀なくされたというこ

とでありまして、大変な御苦労を関係者の皆様

におかけをしているということになるわけでご

ざいまして、半分ほどに生産者のこの分につい

ては、東日本大震災の影響を受けまして、減少

いたしましたけれども、一部解除等も昨年から

進められているところでございますから、生産

者全ての出荷宣言が一部解除となったという、

そのような状況にもありまして、その中で原木

シイタケのこの部分については、まさにさまざ

まな形で充実を図りながら、対応していかなき

ゃならない。 

 ホダ木の部分についても、コナラの一つの供

給体制も確立をしていかなきゃならないんじゃ

ないのかなというように考えているところでご

ざいますから、遠野市にとっては、シイタケ、

そしてそれを乾燥し、通年で対応できる一つの

魅力のある特産品であるわけでございまして、

そのような部分につきましては、しっかりとし

た仕組みの中で、このような生産体制の確立、

特に東日本大震災のゼロからのスタートという

中における、懸命に頑張っている生産者の皆様

や、しっかりと支援体制を構築するように、こ

れからも検討を進めてまいりたいと思っており

ますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（浅沼幸雄君）  10番多田勉君。 

   〔10番多田勉君登壇〕 

○10番（多田勉君）  今の答弁で、今の現在の

生産者に対する対応も、もちろんこれは重要で

あり、必要だと思いますけれども、そこで現在

の体制を私は維持して継続することも一つの考

えでもありますけれども、新たな生産者の掘り

起こし、育成も大切ではないかというふうに思

います。 

 そのことによって、遠野市の特用林産という

のの振興も、さらに強固なものになるというふ

うに私は信じておりますが、そのことについて

は、どのようにお考えなのかをお伺いします。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  新たな生産者の確保と

いうことにつきましては、やはり大事な取り組

みではないかなと思っておりますので、この部

分は、後継者不足という部分もありますし、あ

らゆる分野でそのことが問われているわけでご

ざいますけれども、こういった原木シイタケの

生産の維持という部分につきましては、いろん

な補助金なども用意しているところでございま

すので、そのような部分を活用しながら、新規

参入者にとって、いうところの魅力のある産業

だという部分につきましてのいろんな働きかけ

なども行っていくことを、これからも関係者と

一丸となって取り組んでまいりたいというよう

に思っております。 
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○議長（浅沼幸雄君）  10番多田勉君。 

   〔10番多田勉君登壇〕 

○10番（多田勉君）  遠野地方のシイタケ栽培

は、複合経営の有効作目の一つとして位置づけ

られてまいりました。農家の経営を現在まで支

えてまいりました。 

 もちろん、これを原木シイタケを専業とする

農家もありますけれども、収穫時期を考慮した

栽培が可能であったことから、経営体系の一つ

として、重要な位置を原木シイタケは、その位

置を確立してきた経緯があります。 

 遠野市では、新規参入の農家が徐々にふえて

はきておりますけれども、大事なのは、経営が

安定して、そして最終的には、遠野市に定住し

ていただくと、定住されることであるというふ

うに私は望むものでありますけれども、そのた

めにも、このビジョンに掲げるいろいろな施策

の中での複合作目として、資源を生かした原木

シイタケの生産を推奨する施策が一層必要だと、

もっと力を込めて私は施策の一つとして振興す

べきだというふうに思いますが、市長の決意を

お願いいたします。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この分野につきまして

は、議員御指摘のとおり、複合作物として、非

常に魅力のあるという部分があるわけでござい

ます。 

 そのような部分の中で、遠野という一つのイ

メージからしても、非常に通年、一つの作業の

中で対応できる一つの品目でございますから、

国や県でもさまざまな補助制度を用意しており

ますし、先ほど担当部長のほうからも答弁申し

上げましたけれども、林業振興という観点の中

から、このような中できめ細かく配慮していく

という部分の中で、国や県の中で、ホダ木の購

入や、あるいは簡易ハウスの設営やら、さまざ

まなメニューもあるわけでございますから、そ

の辺のところをしっかりと周知を図りながら、

その中で遠野市として何ができるかということ

を、その中で見出しながら、国、県、遠野市と

いう連携、それから森林組合、あるいは生産農

家の方々との一つの中で実態を把握しながら、

そこにどのようなきめ細かい対応ができるかと

いうことにつきまして、きちんと議論しながら、

進めてまいりたいと、取り組んでまいりたいと

考えておりますから、これからも御指導をよろ

しくお願い申し上げ、答弁といたします。 

○議長（浅沼幸雄君）  10番多田勉君。 

   〔10番多田勉君登壇〕 

○10番（多田勉君）  それでは、大項目２点目

の高速道路開通後の影響と対策についてを質問

とさせていただきます。 

 なお、質問に入る前に、私は決してこの交通

網の進展を否定するものではありませんので、

そのことを申し述べておきます。 

 まず、第１点でありますが、交通量の推移に

ついてお伺いいたします。東北横断自動車道釜

石秋田線の開通を間近に控えておりますけれど

も、そのことによって、市内に及ぼす影響の数

値、前には同僚議員の質問に対しては、どのよ

うな影響があるのかといった議論はされたとい

うふうに記憶しておりますけれども、この現時

点において、やはり遠野市として、その影響と

される数値を捉えておく必要があるのではない

かというふうに思ったところでありまして、そ

のことについてお伺いいたします。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  釜石自動車道花巻釜石

間の80キロが間もなく全通ということに、もう

カウントダウンが始まっております。 

 そういった中におきまして、今御質問があり

ましたけれども、この平成27年度の遠野イン

ターチェンジ開通時の交通量調査といったもの

が、今私の手元にありますけれども、遠野市内

を経由する車両、１日当たり１万4,200台、８％

減ということになったところであります。 

 １万4,200台のうち、遠野インターチェンジ

を利用して通過する車両は、約5,000台という、

そのような一つの結果というか、数字が出てい

るわけでございまして、これが全通ということ
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になれば、やっぱりまた、この通行量が減ると

いうことは予想されるのではないのかなという

ように思ってまして、よく言う通過させない魅

力のあるまちづくりを進めるということが、今

私どもにとっても大きな課題であるということ

が、この数字からも読み取ることができるんじ

ゃないかなというように思っておりますので、

この全通、高速インフラの整備といったことを

素直に受けとめながら、であれば、どのような

中におけるまちづくりを行うのか、一つの減少

といったものに、どのように歯どめをかけるの

かということにつきまして、さまざまな手だて

を講じていかなければならない、そのようなも

のが、まさに待ったなしの中で始まっているの

ではないのかなというような認識でございます

ので、その認識を申し上げまして、答弁といた

します。 

○議長（浅沼幸雄君）  10番多田勉君。 

   〔10番多田勉君登壇〕 

○10番（多田勉君）  今市長の答弁の中には、

遠野インターの開通による数値を示していただ

きましたが、その前の宮守インターの開通後の

状況によると、宮守道の駅での車の減った割合

４割、それから売り上げが１割減となったとい

うふうな、今の現状が示されております。 

 そういったことも含めて、減るということに

対する危機感、そういったものをしっかりと行

政としてもしっかり受けとめながら、市民の生

活の向上に私は意識を傾注すべきじゃないかと

いうふうに思っているところであります。 

 この数値によっては、市内道の駅などに影響

が懸念されることもあります。市の行政の課題

にも、今現在議論されている課題にも関係して

くる広い議論であるというふうにも考えますが、

この今行政として抱えているその課題との兼ね

合い、そういったものの問題にもどのように対

処されるのか。 

 やはり重要な、昨日も同僚議員の質問にもあ

りましたけれども、そういった第三セクター等

への影響も非常に大きいものがあるのではない

かなというふうに懸念されますので、その辺に

ついての対処、この交通網の進展に対しての対

処の仕方というものをもう一度市長からお伺い

したいと思います。 

○議長（浅沼幸雄君）  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あ

りました交通量の減が、想定されている中にお

きまして、どのような活性化を図っていくかと

いうことにつきましては、非常に大事な取り組

みであるわけであります。 

 先ほど遠野インターチェンジが開通したとき、

８％減の１万4,200台というように答弁申し上

げましたけど、これは５％減の１万4,200台と

いうことでございますので、おわびして訂正さ

せていただきます。５％減の１万4,200台。 

 それを考えれば、こういった部分におきまし

ては、今御質問にありましたとおり、めがねば

し産直、さらには産直ともちゃん、夢産直、遠

野風の丘、夢産直かみごうです。それから風の

丘、そのような一つの施設が国道396号、283号

線あるいは107号線、340号線という中に、その

ような地域の方々の懸命な汗の結晶が、そのよ

うな中にあるわけでございますから、こういっ

た部分をしっかりネットワークに構築しながら、

魅力のある一つの産直施設として位置づけると

いう部分につきまして、今、遠野風の丘を中心

としながら、ネットワークという部分の中で、

さまざまな取り組みを行っております。 

 産直の高齢化といったことも含めながら、ど

のようにそこにものを運ぶのか、生産現場から、

その取れたばっかりの安心安全の農産物を運ぶ

のかという部分の、それらのシステムも新たに

構築しようという部分の中で、さまざま検証を

進めておるところでございますから、やっぱり

基本は、ネットワークをどう構築するかという

ことになるのではないのかなというように思っ

ておりますので、そのネットワークの構築のた

めに、こういった関係者が一丸となって、その

知恵を出すという中で、この問題にも立ち向か

っていきたいというように考えているところで

あります。 
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○議長（浅沼幸雄君）  10番多田勉君。 

   〔10番多田勉君登壇〕 

○10番（多田勉君）  今までは、交通量の推移

について、関連して質問してまいりました。今

までも若干触れてきたところもありますけれど

も、市民生活、現在物価の違いもあろうかと思

いますが、市外からの買い物客が遠野に訪れて

いるというふうなことも聞いております。 

 これが、高速道が全線つながることによって、

内陸沿線への分散も想定されるわけであります。 

 このような将来を見通して、購買力の推移を

どのように捉えていらっしゃるのか、お伺いい

たします。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この購買力の推移をど

のように捉えているのかという部分の御質問で

ありました。 

 この部分につきましては、よく言うストック

効果、ストロー現象といったものの中で、この

道路の整備の問題と立ち向かっていかなければ

なりません。 

 これにつきましても、さまざま本議会でも、

あるいはこれまでもこの議場の中でこの問題に

ついていろいろ議論されてきているところであ

りますけども、やはり魅力のある一つの安心安

全な農産物あるいは魅力のある一つの商品、お

土産品、あるいはさらにはおいしいレストラン、

食事といったようなものをどのように提供する

のかということによりまして、購買といったも

のにひとつ結びつく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、地元の方々も、このひとつの購買

という部分においては、地元から、きのう小林

立栄議員の中で、いろいろ議論をいたしました

けれども、そのような一つの仕組みも、ただ来

てくれるから、買ってもらえるからじゃなくて、

買ってもらおうというようなそのような一つの、

何と申しますか、アプローチの仕方ということ

について、関係者、さらなる工夫をしなければ

ならないかというように考えているところでご

ざいますから、そのようなものに、ふるさと公

社の一つのノウハウをうまく生かしながら、ネ

ットワークの中でそれを生かす方向に持ってい

き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。 

○議長（浅沼幸雄君）  10番多田勉君。 

   〔10番多田勉君登壇〕 

○10番（多田勉君）  この購買力については、

私は商工業関係の組織とどの程度検討されてき

ているのかなというふうな思いもあります。商

工業の活性化、その振興に対して、影響が及ば

ないような対処が必要ではないかなというふう

に思います。 

 そして、もう一つは、市民がこのことによっ

て、どれだけどのような影響がある、効果があ

る。そういったことを私は、共有する必要があ

るというふうに思います。 

 いろいろ現在も当局はしていると思いますけ

れども、市民に対して、その情報提供すること

で、その市民の全体の意識の共有なり、遠野市

民としての安心感、そういったものも与える必

要、市としてはそういう取り組みも必要ではな

いかなというふうに思うわけですが、そのこと

についてはどのようにお考えでしょうか。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  こういった部分につき

まして、市民の皆様にしっかりと情報を提供し

なかったという部分につきましては、産業連関

という一つの仕組みの中で分析をしながら、こ

のようなものが遠野の経済を産業をあるいは雇

用をしっかりと守っているんだという部分の中

における一つの情報を数字として示しながら、

この一人のお客様がどのような中で買い求め、

それが最終的にはどのような波及効果を生んだ

のかという部分を、対応していかなければなら

ない私どもの一つの仕事ではないのかなと思っ

ております。 

 ちなみに、まちづくり指標の中におきまして

は、平成26年度、317億円といったようなもの

を、一つの指標として位置づけておりまして、
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平成32年度、2020年度ということになりますけ

れども、325億円まで購買力が増加するという

ようなまちづくり指標の中で位置づけておりま

すから、文字どおりこれを達成するように、あ

るいはこれに近づくように、さまざまな形での

購買力の一つの数字をクリアするように関係者

一丸となって努力をしてまいりたいというよう

に考えております。 

○議長（浅沼幸雄君）  10番多田勉君。 

   〔10番多田勉君登壇〕 

○10番（多田勉君）  それでは、次の質問に移

ります。 

 観光客の入り込み数についてでありますけれ

ども、このことについても、たびたび議論され

ております。 

 まず第１点目でありますが、市内観光施設の

入り込み数が現在伸び悩みの傾向にあるという

ふうなことは、機会あるごとに報告をいただい

ておりますけれども、しからば、その高速道路

の開通後の数値は、どのように受けとめておら

れるのか、お伺いをいたします。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この部分について、ど

のように見込んでいるのかということにつきま

して、きのう、ふるさと公社の小松正真議員の

ふるさと公社に係る質問に対しまして、いろい

ろ数字を上げながら申し上げたところでありま

すけれども、いろんな観光客の入り込みにつき

ましても、それぞれ数字を持ちながら取り組ん

でいる。 

 しかし、なかなか伸び悩んでいるという状況

の中に、これは遠野市だけではない、岩手県全

体が落ち込んでいるという部分の中で、これを

釜石のラグビーの釜石会場なりあるいはオリン

ピック・パラリンピックの流れなり、インバウ

ンドの流れなり、そのような中で、このふやし

ていかなければならないという部分の中で、観

光推進協議会のような組織を立ち上げ、さらに

はふるさと公社のノウハウをさらに次のステー

ジに持っていくという部分の中における改革と

いったものにも取り組みながら、観光客の増あ

るいは交流人口の拡大といったものに取り組ん

でいかなければならないかというように思って

おります。 

 繰り返しになりますけれども、宮古・遠野間

も立丸の２つのトンネル、釜石自動車道も間も

なく全通ということになるわけでございまして、

新幹線、花巻空港あるいは宮古航路のフェリー、

さらには釜石港のコンテナ機能の充実に伴いま

して、物流といったものも遠野の拠点というこ

とになるという方向に、さまざまな動きが出て

きておりますので、そのようなプロジェクトと

しっかり連携を図りながら、一つの沿岸エリア

と内陸エリアとの中における中間地の遠野とし

ての存在感を示しながら、観光客、交流人口の

拡大になお一層全力挙げて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（浅沼幸雄君）  10番多田勉君。 

   〔10番多田勉君登壇〕 

○10番（多田勉君）  今の市長答弁の中には、

ワールドカップなどの、そういったこれから計

画されている、開催される行事というか、そう

いったものに対しての期待感が答弁の中にあり

ましたけれども、私は遠野の観光は、もちろん

他市町村でのそういったいろいろなかかわりも

効果を受けるという、波及効果を受けるという

ことも、私はそれはそれでよろしいですが、た

だ、遠野市しての独自の観光、そういったもの

に継続性がある、私は観光施策をやはり持つべ

きだなと思います。 

 大会とかそういったものについては、一過性

で終わってしまうといえば失礼ですけれども、

そういったことになるわけですから、遠野市と

して、どのような施策で入り込み数の確保を図

っていくのか、そういったことを議論する必要

が私は大事だと思う。そういったことについて

は、先ほども答弁いただきましたれども、その

ことについて市長のお考えをお伺いしたいと思

います。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 
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○市長（本田敏秋君）  この観光振興につきま

して、今、多田議員のほうからお話しましたと

おり、ワールドカップがあるじゃないか。オリ

ンピック・パラリンピックがカウントダウン始

まっているだけじゃないだろうと。遠野独自の

そのような一つの魅力のある観光資源をどう生

かしながらという部分の中で、観光交流人口の

拡大、それが経済産業をしっかり支えるという

部分の中に持っていかなきゃならない。これは

全くそのとおりでありまして、観光推進協議会

の中で、きのうもこの本会議場で議論したわけ

でありますけれども、アクションプラン、それ

をしっかり立てなければならないんじゃないだ

ろうかというような、そのような御指摘もいた

だきました。 

 これは、もちろん、これまでもいろいろやっ

てきているわけであります。それを踏まえなが

ら、戦略会議といったものを、毎月位置づけな

がら、どのような仕掛けをしていくのか、どの

ような対応をしていくのかという部分の中にお

ける一つの取り組みを進めておりますので、こ

のアクションプランの一つの明確な位置づけと、

それに基づくメニューといったようなものを、

やはり急がなければならない一つの課題ではな

いのかなというように考えているところでござ

いますから、観光推進協議会の会長という一つ

の立場もいただいているところでございますか

ら、関係者一丸となって、そのような魅力のあ

る観光資源をどのように発信していくのか、そ

れをどう受けとめるのかという部分についての、

プランの策定を、これを急ぎたいというように

考えているところでございますので、御了承い

ただければと思っております。 

○議長（浅沼幸雄君）  10番多田勉君。 

   〔10番多田勉君登壇〕 

○10番（多田勉君）  ぜひこの場からの発信で

はなくて、外から遠野を見て、その外で立つ場

所で、遠野の観光というものも私は考える必要

があると、今市長の答弁にもあったとおりであ

りますが、ぜひそういったところに行政として

の役割、そういったものを、姿勢をもって臨ん

でいただきたいと思います。 

 それでは、交通が便利になると、これは人の

感情そのものでありますけれども、便利になる

ことによって、さらに広域化が進むことになる

んじゃないかなというふうに思います。 

 今までの取り組みがこれでよいということで

はないというふうな、今市長の答弁にもあった

ように、それを意識しながら、セールスのあり

方というものについて、もう少し考える必要が

あると、そのことにあるものをどうするという

ことも前提にはあるわけですが、それをどのよ

うなセールスをもってそれを動かしていくかと

いうことも私は大事な一つの手法じゃないかな

というふうに思うわけでありまして、待つのも

一つの手ではありますれども、さっきも申し上

げたとおり、中身の濃いセールスポイントをし

っかりと築いて、そのことによって、人の心を

動かす、これが誘客の重要なポイントだと私は

思います。 

 人の心が動くことによって、行動力も行動も

変わっていくわけですから、そういったところ

に遠野市として意識をしながら、これからの観

光施策の構築に臨んでいただきたいというのが、

私の考えでありますけれども、そのことについ

て、市長の再度決意をよろしくお願いします。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  再度ということであり

ました。やっぱり広域化という部分の中で取り

組んでいかなきゃならない。遠野に来て、遠野

を観光したら帰るわけじゃない。遠野が終わっ

たならば、遠野を観光したならば、１泊しよう

かと。であれば、今度は三陸のほうに行こうか

とか。三陸のほうに来るのであれば、今度は金

色堂のほう、あるいは花巻のほうという部分の

流れが遠野としての一つの有利性があるわけで

ございますから、広域的な中で取り組むという

部分が、観光振興ではないのかなというように

思っておりますので、周辺市町村あるいは周辺

の市町村の関係団体、文字どおりネットワーク

がキーワードだというように思っておりますの
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で、その視点でさらなる充実策を、図ってまい

りたいと思っておりますので、多田議員のほう

からもいろんなアイデアあるいはいろんな発想、

あるいはいろんな企画がございましたならば、

どんどんどんどん私どもにそれを提言をいただ

ければということをお願い上げまして、答弁と

させていただきます。 

○議長（浅沼幸雄君）  10番多田勉君。 

   〔10番多田勉君登壇〕 

○10番（多田勉君）  やはり、私たちもこの世

に遠野市で生まれ、遠野市で育ち、そして生活

をしているわけですので、そういったいろんな

取り組んでいる数々の施策については、いろい

ろな角度からの思いがあるというふうに思いま

す。 

 そういったところも真摯に受けとめながら、

未来に引き継いでいけるような遠野市を築き、

そして守っていただきたいと。 

 これはちょっとあれですが、私のうちの周り、

現在、森林の、木を伐採しております。それを

見た私の孫でありますが、何で木を切るんだと、

もったいないと言われました。 

 何でだと言われたんですが、いろいろ聞いて

みると、子どもには子どもの思いがある。山に

はカブトムシもいるし、鳥もいるし、いろんな

子どもの見方、角度がある。そのことに私は気

づきまして、やっぱり子どもでもそういう見方、

目にはそういうふうに見えるんだなと思いまし

た。 

 ですから、切るのは、人にも寿命があるよう

に、木にもそういった利用価値のある、この木

は何年というふうな大体の目安があるんだとい

うことを言いました。そのことによって、じゃ

山が荒れてしまうんじゃないかという意見を言

われました。 

 だから、切ったら、また次に木を植えるとい

うふうなことを、今までずっとやってきたんだ

よということを、私は言って聞かせましたけれ

ども、そういった、昨日の教育長の答弁にもあ

りましたけれども、そういった遠野の山々に囲

まれて生命を生きている我々に、そういうふう

な思いが一つでもあれば、私は未来が、遠野の

未来が非常にすばらしいものになっているんじ

ゃないかなというふうに気づかされましたとい

うことを紹介して、私の一般質問を終わります。 

○議長（浅沼幸雄君）  10分間、休憩いたしま

す。 

   午前10時57分 休憩   

────────────────── 

   午前11時10分 開議   

○議長（浅沼幸雄君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 次に進みます。12番菊池巳喜男君。 

   〔12番菊池巳喜男君登壇〕 

○12番（菊池巳喜男君）  議席番号12番菊池巳

喜男でございます。 

 市民と議会、そして執行機関と議会の活性化

と充実を図っていくという立場で、今任期にお

かれましても質問を継続させていただきます。 

 それでは、通告に従い、市長に対しまして、

大項目２点について、一問一答方式により質問

を進めてまいります。 

 最初の大項目は、国土強靭化対策に伴う遠野

市の取り組みについてであります。 

 先ほどは、東日本大震災の月命日で御冥福を

祈ったところでございます。そして、安倍総理

大臣は、先月27日に、今年相次いだ大規模災害

を受けて、９月に指示した重要インフラの緊急

点検の結果が11月26日にまとまったといたしま

して、河川や空港で人命被害、非常用電源設備

の浸水等、点検がまとまったということに対し

まして、堤防強化などに取り組むことを表明さ

れました。さらに、翌27日、関係閣僚会議で点

検結果を踏まえた今後３年間の緊急対策を指示

したところでありました。 

 その中で、国土強靭化基本計画を見直し、３

年計画で集中的に公共施設の防災力を早急に強

化し、平成30年度補正予算に１兆1,500億円前

後の金額を計上することで、今月の14日にも計

画の改定案を決定する見込みとなった旨の記事

が、全国紙で掲載されておりました。国では、

強くしなやかな国民生活の実現を図るための防
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災・減災等に資する国土強靭化基本法が、平成

25年、法律第95号により、第10条第１項の規定

に基づきながら、国土強靭化基本計画を平成26

年６月３日閣議決定されたところであります。 

 御存じのとおりですが、国土強靭化について、

ちょっと長くなりますが、共有する意味で説明

させていただきます。 

 国では、大規模自然災害等に備えるため、事

前防災・減災と迅速な復旧、復興に資する施策

を、まちづくり政策や産業政策も含めた総合的

な取り組みとして計画的に実施し、強靭な国づ

くり・地域づくりを推進するとうたっておりま

す。さらに、我が国におかれましては、その国

土の地理的、地形的、気象的な特性ゆえに、数

多くの災害に繰り返しさいなまれてきました。

そして、規模の大きな災害であればあるほどに、

まさに忘れたころに訪れ、そのつど、多くのと

うとい人命を失い、莫大な文化的、社会的、文

化的損失をこうむり続けてまいりました。しか

し、災害はそれを迎え撃つ社会のあり方によっ

て、被害の状況が大きくことなるということで

ございます。 

 国の説明では、国土強靭化と防災は、災害へ

の対策という点で共通しますが、防災は、基本

的には地震や洪水などのリスクを特定し、その

リスクに対する対応を取りまとめるものですと

あります。したがって、例えば防災基本計画で

は、各災害に共通する対策編を設けつつ、地震

災害対策、津波災害対策など、リスクごとに計

画が立てられております。 

 一方、国土強靭化は、リスクごとの対策、対

応をまとめるものでありません。それは、あら

ゆるリスクを見据えつつ、どんなことが起ころ

うとも最悪な事態に陥ることが避けられるよう

な強靭な行政機能や地域社会、地域経済を事前

につくり上げていこうとするものですと説明が

されております。 

 また、国土強靭化基本法第13条国土強靭化地

域計画では、都道府県または市町村は、国土強

靭化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を

図るため、当該都道府県または市町村の区域に

おける国土強靭化に関する施策の推進に関する

基本的な計画、いわゆる国土強靭化地域計画を

定めることができるとあります。 

 国土強靭化地域計画の策定状況を都道府県で

調べると、沖縄県は策定中でありますが、その

ほかの都道府県では策定済みでございます。一

方、各市町村でのこの岩手県内を見ると、二戸

市は策定済みであり、また、滝沢市では策定中

であるとのことでございます。 

 その中で、我が遠野市はまだ策定をしていな

い状況と判断をしておりますが、どのように国

土強靭化地域計画を立てていこうとしているも

のなのでしょうか。地域計画の策定は、法律上、

義務規定とはなっておりませんが、地域の強靭

化を総合的、計画的に実施することは、地方公

共団体の責務として定められております。地域

が直面する大規模自然災害のリスク等を踏まえ

て、地方公共団体が地域の強靭化を総合的かつ

計画的に推進することは、住民の生命と財産を

守るのみならず、経済社会活動を安全に営むこ

とができる地域づくりを通じて、地域の経済成

長にも資するものであり、きわめて重要なもの

と考えております。 

 なお、地域強靭化を実効あるものとするため

には、国における取り組みのみならず、地方公

共団体や民間事業者を含め、関係者が総力を挙

げて積極的に取り組むことが不可欠であるとい

うことでございますが、遠野市といたしまして

の対応を、最初に伺いたいと思います。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  菊池巳喜男議員の一般

質問にお答えいたします。 

 一問一答方式でありますので、まずもってこ

の国土強靭化法に対応するこの地域計画の位置

づけと、その作業はどうなっているのかという

中で、法律の趣旨、さまざまな中で、今質問の

中で述べられておりました。そのとおりであり

ます。 

 特に、話の御質問でありましたとおり、今年

度というか30年度も、29年度も、日本列島、相
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次いで災害が広域化、大規模化の中で押し寄せ

てきております。西日本豪雨をはじめ、２年前

の熊本地震、ことしの９月には北海道胆振町の

ほうにおきまして、大変な大きな地震災害があ

ったという中で、広域化、大規模化してきてい

るわけであります。 

 そういった中におきまして、この住民の安心、

安全、そしてまたその災害に対応するという部

分におきます国土強靭という部分が、もちろん

位置づけとしては当然なわけでありますけれど

も、一方においては、高度成長時代に整備をい

たしましたさまざまな道路、橋梁、あるいはラ

イフラインとしての上下水道といったようなも

のも、かなり老朽化してきているという部分も

現実にあるわけであります。このようなものを

放っておいたんでは、まさに災害時においては

大変な事態になるということの中で、やっぱり

これを長寿命化、あるいは維持管理といった部

分についてもしっかり手を打っていかなければ

ならないという部分が、国土強靭化法の中に一

つの理念として持ち込まれているわけでありま

す。 

 御質問にありましたとおり、災害対応に備え

るというばかりではない、国民生活の安心、安

全のために、しっかりそのような部分について

計画を持ちながら対応していかなければならな

いという部分の中における法律の位置づけであ

りますから、二戸市とか滝沢市の例も出たとこ

ろでありますけれども、遠野市としても、この

地域計画をやはり急がなければならない。 

 ただ、これは一つの総合、ひとつの健全財政

というものを維持しながら、もう一方において

は、総合計画といったものの中におけるプロジ

ェクトとどのように整合性を図っていくのかと

いうようなところの対応をしなければ、ちぐは

ぐになったんであれば、せっかく立てた地域計

画も絵に描いた餅になってしまう。 

 しかし、一方においては、地域計画をしっか

り持つことによって、こういった法律に基づく

国の財源の導入も可能になってくるということ

になるわけでございますから、やはりそのよう

なタイミングと、そのような広い、広大な遠野

市という面積の中にあって、どのような状況に

あるかということをしっかり踏まえながら、や

っぱり地域計画の策定を総合計画のローリング

の中で、あるいはこの健全財政５カ年計画の中

で、そしてまた、この総合計画の中においても、

実施計画があるわけでございますから、それと

どう整合性をとっていくのかという部分の中で

対応していくということが大事じゃないかなと

思っておりますから、策定の作業を前倒しにし

ながら、その部分における、今、例えば申し上

げましたとおり、総合計画なり、あるいは総合

計画に基づく実施計画なり、そのようなところ

と整合性を図る作業を急い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。 

 特に、国土強靭化という部分におきましては、

今、水道法が改正されて、また、国でも大きな

流れを変わりました。遠野市におきましても、

毎週のようにというと大げさでございますけれ

ども、毎月のように漏水事故が起きている。か

なり老朽化してんじゃないのかなという部分は、

もう当然、それを素直に受けとめながら、どの

ようにしなければならないかというのを、この

ような市の計画の中でも、改めて位置づけてい

かなければならないんじゃないのかなと思って

おりますから、作業を、ただいまのお話にあり

ましたとおり、きちんと共通理解のもとに、こ

の作業を急いで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

を申し上げたいと思っております。 

○議長（浅沼幸雄君）  12番菊池巳喜男君。 

   〔12番菊池巳喜男君登壇〕 

○12番（菊池巳喜男君）  ただいま市長の答弁

の中では、策定作業を急ぎながら、その中でも

そのプロジェクトの総合性を持ちながら、タイ

ミングと状況を踏まえながら持っていくんだと

いうお話でございました。地域の住民の生命と

財産を守る意味でも、早急に整えていただきた

いなというふうに思っております。 

 次に、国土強靭化の具体的な面を検証してま

いりますが、先ほど言われましたいろいろな
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ハード対策だけではなく、ソフト対策との適切

な組み合わせが求められております。基本目標

である人命の保護等のためには、施設の整備、

耐震化、代替施設の確保等のハード対策のみで

はなく、訓練、防災教育、国土利用の見直し等

のソフト対策を、災害リスクや地域の状況等に

応じて適切に組み合わせて、効果的に施策を推

進することがうたわれてもおります。 

 例えば、ハザードマップの作成や避難訓練と

いったソフト対策は、限られた財政の中で、短

期的に一定の効果を得るための有効な対策とな

り得るものでございます。一方、ハード対策は、

堤防の整備や施設の耐震化のように、対策の実

施や効果の発現までに長期間を要するものや、

老朽化対策のように、時機を逸することなく、

着実に対応することが求められるものでもあり

ます。 

 したがって、長期的な視野のもとで、全体の

工程を念頭に置きつつ、ソフトとハードを適切

に組み合わせた多重防御の考え方により、計画

的に施策を推進していくことが重要となってお

ります。水害、津波等の対策の例として策定さ

れた地域計画では、実際にハード施策に加え、

避難行動、要支援者への配慮、自主防災組織の

育成、消防団員の確保、風評被害対策、防火訓

練の実施、防災教育の実施など、多くのソフト

施策が盛り込まれております。 

 遠野市でも、ハザードマップの作成として、

防災マップを作成して、安心なまちづくりス

ローガンのもと、各世帯に、平成26年の３月に

配布されております。また、あわせて、避難訓

練等も毎年実施されているところでございます。

この防災マップは、遠野市のホームページでも、

あわせて公開をしているところであります。 

 そこで、この防災マップ、各世帯に配布した

紙ベースではなく、ウエブ化を提案したいと考

えております。つまり、どこにでも持ち出され

るスマホやタブレットで見られる体制を構築し

てもらいたいものでございます。紙にはない、

ウエブならではの機能が得られると思います。

マップ上で縮尺変更による詳細情報も簡単にで

き、しかも、随時最新情報への更新も可能にな

ることでしょう。あわせて、災害上、伝達にも

なり得ることでございます。早い段階で取り組

んでいる市町村もあると聞いておりますので、

ぜひ前向きの対策として、早急に対応してほし

いと思いますが、どのようにお考えなのか、市

長に伺います。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  国土強靭化に対する地

域計画を、策定を急がなければならない、そう

いった場合におきましては、先ほどの第１問の

質問でも申し上げましたとおり、いうところの

計画との整合性を図っていかなければならない。

限られた財源をどのように有効、あるいは緊急

性の中で対応していかなきゃならないという部

分を整理をしなきゃならない。 

 だから地域計画となるわけでございますけれ

ども、この計画は、やっぱりハード、ソフト、

その中が組み合わさって、しっかりとした安心、

安全の環境がつくられるということになるわけ

でございますから、今、防災マップ、ハザード

マップ、これに対する一つの考え方はどうなん

だろうと。自主防災組織もある、この小さな拠

点をネットワークにといった取り組みも、やっ

ぱり安心、安全をしっかりと地域住民とタッグ

を組みながら構築しようというようになれば、

ソフト対策になるわけでございますから、今の

御提案の中で、今、じゃあどのような状況にな

っているのか、防災マップを担当しております

消防本部消防長のほうから今の状況と考え方等

につきましては御答弁申し上げますので、よろ

しく御了承いただきたいと思っております。 

○議長（浅沼幸雄君）  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、菊池巳喜男議員の一般質問にお答えい

たします。 

 遠野市では毎年、市内全域で、自然災害から

身を守るために防災訓練を実施し、自助、共助、

公助の防災意識の向上を働きかけております。
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幼少期からの防災意識の向上を図るため、チャ

レンジ防災スクールの実施や、消防フェアでは

防災体験を実施しております。 

 市内90行政区のうち、89行政区の自主防災組

織による自主防災組織連絡会が設置されており

ます。連絡会では、自主防災組織向上に向けた

研修会及び行事が計画され、地域での防災研修

及び防災出前講座を行い、防災意識の向上を図

っております。 

 市民への防災情報としては、防災マップ、土

砂災害ハザードマップについて、遠野市ホーム

ページ上で、ＰＤＦによる電子ファイルで確認

できるようになっております。 

 緊急情報及び防災情報を市民に伝達する手段

として、ことし６月から、遠野テレビのデータ

放送をＬアラートと連携したシステムに更新し

ております。さらに、今年度中に、遠野テレビ

のデータ放送と連携したスマートフォン向けの

アプリを導入し、データ放送の地域情報ととも

に、防災情報を配信できる仕組みづくりを進め

ているところです。 

 訓練などを通して地域の防災意識の向上を図

りながら、引き続き、地理情報システムを活用

したハザードマップなどのウエブ化についても、

今後検討していく考えであります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（浅沼幸雄君）  12番菊池巳喜男君。 

   〔12番菊池巳喜男君登壇〕 

○12番（菊池巳喜男君）  ただいま、消防長の

ほうから詳しく答弁がございました。それこそ、

89組織が自主防災組織連絡会を設置しながら、

防災の意識の向上を図っていくんだということ

で、遠野テレビとの共有を含めながら、アプリ

も今進めているというような話もございました。

ぜひ早く進めていただきたいものだなというふ

うに感じているところでございます。 

 国土強靭化は、警察、消防機能、医療機関、

交通、物流機能、エネルギー供給機能、情報通

信機能、ライフライン機能、行政機能等が、さ

まざまな重要機能のあり方をリスクマネジメン

トの観点から見直し、対策を考え、施策を推進

するものでありますとあります。 

 この中で、まさに遠野市が進めようとしてい

る情報通信機能の中の、現在、同報系防災行政

無線のデジタル化整備があるわけでございます

けれども、その進捗状況を、先にまずお伺いし

たいと思います。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この情報というものは、

やっぱり災害対応においてはきわめて基本なわ

けであります。情報を的確に把握し、それに基

づいて判断ができ、さまざまな行動に移すこと

ができるとなるわけでございますから、命を守

るという部分においては、まさにこのシステム

をどのように構築していくかということが大事

であります。 

 ただいま、この防災デジタル無線の進捗状況

はどうなっているかということでございますの

で、今、担当しております経営企画担当部長の

ほうから、進捗状況につきまして御答弁申し上

げますので、御了承いただければと思っており

ます。 

○議長（浅沼幸雄君）  佐藤総務企画部経営企

画担当部長。 

   〔総務企画部経営企画担当部長佐藤浩一

君登壇〕 

○総務企画部経営企画担当部長（佐藤浩一君）

  命によりまして、菊池巳喜男議員の一般質問

にお答えいたします。 

 同報系防災行政無線のデジタル化整備につき

ましては、昨年度、災害時における情報伝達シ

ステム導入検討会議を開催しております。 

 防災行政無線を情報伝達の基幹システムと位

置づけ、他の情報伝達システムと組み合わせた

ベストミックスなシステム構築が図られるよう

提言をいただいております。 

 既存のアナログ防災行政無線につきましては、

設備の老朽化のほか、無線設備の技術基準の改

正により、現在の電波の使用期限が2022年11月

末までに迫っていることから、2021年度末まで

のデジタル化整備が必要となっているところで
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あります。 

 今年度は実施設計業務を行い、伝搬調査、屋

外拡声子局の配置の検討、音達調査などを実施

し、防災無線システム全体の設計を完了する予

定で、これをもとに工事の工程を作成する予定

になっております。工事につきましては来年度

から着手し、2021年度までの３年間で、親局整

備や中継局、屋外拡声子局の整備を順次行う計

画としております。 

 同報系デジタル防災行政無線の整備にあわせ

て、市公式ホームページやメール配信、遠野テ

レビのＩＰ告知端末などの他の情報伝達ツール

と連動するシステム構築を目指しているところ

でもあります。 

 以上、答弁といたします。 

○議長（浅沼幸雄君）  12番菊池巳喜男君。 

   〔12番菊池巳喜男君登壇〕 

○12番（菊池巳喜男君）  現在は調査、設計の

段階だということで、来年度から工事に着手す

るということでございます。幾らかでも早く、

情報伝達の中で進めていただきたいなというふ

うに思います。 

 次に、ハード対策について、改めて市内の防

災に係る河川、市道の点検状況は、強靭化対策

から見ますとどのようになっているものなのか

を伺いたいと思います。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま、情報につき

ましては、今の進捗状況を答弁申し上げました

けれども、このベストミックスという言葉が

キーワードになるんじゃないのかなと思ってお

ります。 

 やっぱり、今既にあるものをいかに組み合わ

せしながら、より確実な情報伝達のシステムを

構築するのかということが、やっぱりいいんじ

ゃないのかなというふうに思っておりまして、

これは県立大学の副学長でありました柴田先生

が座長となって、さまざまな検討会を開いた結

果として、このようなベストミックスという一

つのキーワードの中で取り組んでいるわけでご

ざいますから、こういった、それこそかみ合わ

せ、あるものに新たな役割といったようなもの

が、やっぱり今、私ども市町村という現場には

求められているんじゃないのかなと思っており

ます。 

 そういった一つの認識の中で、今、この河川

等の一つの状況はどうなっているかというよう

な、そのような御質問でありました。道路、河

川、橋梁、これら日常のパトロールを行ってお

ります。それから、また、外部委託業者の２班

体制でもって、このパトロールを行っていると

いうことで、単なる役所だけではないと。いろ

いろな業者の方も入りながら、その中でしっか

りとパトロールしながら、それぞれ点検をして

いるという、そのような中で、職員が現場に出

動した際にも、それらをしっかりと点検すると

いう中で、通常の一つのパトロール点検業務を

行っているということは、これはごく当たり前

でありますけれども、そのような日常活動がま

ず一つもって大事であるということになろうか

と思っております。 

 それから、台風等の異常気象等があった場合

におきましては、これは本当に頭の下がる思い

でありますけれども、消防団の方々、自主防災

組織の方々も、それぞれの危険個所、あるいは

氾濫予想箇所等につきまして、あらかじめ土の

うを積むとか何とかといった部分におけるその

対応も、そのような方々のお力添えをいただき

ながら対応しているという、そのような形での

状況であります。 

 ２年前の平成28年の台風10号、このときには、

まさに大変な状況が生み出されました。その中

で、小烏瀬川が氾濫し、そしてまた、一方にて

は、山口川も大分被災を受けたという中で、こ

の部分におきまして、直ちに国のほうからの一

つの対応をいただいたというのを、地域住民の

皆様の力、消防団の皆様の力、そして、議会と

市が一致団結いたしまして、国や県のほうにし

っかりと訴えたという中で、直ちにその復旧工

事のほうに指定をいただきながら、今順調に工

事が進んでいるという状況にあるわけでござい
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ますから、日ごろの日常のパトロール、そして

また、あらかじめ想定される一つの気象状況に

よっては、それにきちっと手当をするという部

分の中で、これからもこのような日常活動の強

化と、それから、あらかじめ防災マップ、ハ

ザードマップの話も今出ておりますけれども、

そのようなもとをきちんと連携を図りながら、

一方においては、これも繰り返しになりますけ

れども、国土強靭化法に基づく地域計画の中で、

このような部分もしっかりと把握をしながら位

置づけという部分において、安心、安全な環境

を構築していくということになるんじゃないの

かなと思っておりますので、よろしくお願いを

いたします。 

○議長（浅沼幸雄君）  12番菊池巳喜男君。 

   〔12番菊池巳喜男君登壇〕 

○12番（菊池巳喜男君）  ただいま、小烏瀬川

の復旧状況等を踏まえながら、説明がございま

した。 

 日常の活動が大変重要であるというような中

でございますけれども、次に質問する修繕、保

全対策というようなものまで踏み込んでいただ

いたような感じもいたしますけれども、再度、

その辺、どうなっているものなのかを伺いたい

と思います。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この点検に伴う修繕や

保全対策、どのようになっているかということ

でありました。 

 パトロール中に被害を発見した場合において

は、小規模の修繕等は委託業者が速やかに行う

という方向に持っていっている、当たり前であ

りますけれども、そのとおりであります。また、

維持補修工事での対応が必要な箇所は、予算の

範囲内で、これも速やかに工事発注を進めてい

ると、ごく当たり前のことでございますけれど

も、このような一つの中で。 

 しかし、やっぱり限られた、そして、今、市

長と語ろう会でもいろいろ地区に入っています

けれども、やっぱりいっぱいあるんです、さま

ざまな対応をしなきゃならない、急がなければ

ならないと。そこを、緊急性あるいは優先性の

中で、やっぱり判断をしていかなきゃならない。

財源が限られておりますから。 

 その辺の、まさに点検に伴う安全対策といっ

た部分につきましては、繰り返しになりますけ

れども、パトロール等を踏まえながら、あるい

は地域住民の皆様のしっかりとした現状把握し

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思っておりまして、この点

検といったような中で、遠野市におきましては、

これはまだ、平成30年度まででありますけれど

も、約449橋の１巡目の点検を完了する予定に

している、約449、500近い、450近い、そのよ

うなものをちゃんと１巡しながら点検をし、そ

の中で、維持補修といったものに、安全対策と

いったものに、一つひとつ手を打っていこうと

いう、そのような考え方でいるところでござい

ますから、繰り返しますけれども、やはり日常

活動が一番基本ではないのかなというふうに思

っておりますから、そのことを申し上げて答弁

といたします。 

○議長（浅沼幸雄君）  12番菊池巳喜男君。 

   〔12番菊池巳喜男君登壇〕 

○12番（菊池巳喜男君）  この国土強靭化対策、

重要な施策であると私は考えております。一刻

も早く、国土強靭化地域計画を策定することを

求めて行きたいものと思っております。 

 それでは、次に進みたいと思います。 

 ６次産業の取り組みの進捗状況についてに入

りたいと思います。 

 第２次遠野市総合計画に基づく個別計画の第

２次農林水産振興ビジョンの目指すべき姿５に、

６次産業化に積極的に取り組むまちとして策定

をされているのは、そのとおりでございます。 

 施策別計画では、地域資源の活用の促進とし

て、商品開発の委託も示され、６次産業化、農

商工連携の推進、地産地消の推進が掲げられて

おります。 

 さきに、第10回遠野市農林水産振興大会が遠

野の農業、これまでの10年、これからの10年と
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いたしまして、先ごろ開催されました。大会の

開催に尽力なされた関係団体、関係者に敬意と

感謝を申し上げるところでございます。また、

農林水産業の分野で活躍された個人、団体の

方々に、遠野市農林水産業表彰も行われました。

改めまして、受賞者に対しまして祝福を申し上

げる次第でございます。 

 大会では、大会スローガンといたしまして、

「７項目の目指すべき姿の実現、安全・安心な

農産物の生産と農業が持つ多面的な機能の発揮

を通じ、食と職を提供し、夢ある農業・農村を

創造しよう。」として確認し、決議されたとこ

ろであります。 

 その７項目めの一つといたしまして、観光や

商工業との連携が進み、付加価値を高め、６次

産業化に積極的に取り組む町を目指そうとあり

ましたが、今回の受賞者では、６次産業に取り

組んでいる個人・団体は、新たな段階ではちょ

っとなかったように見受けられました。６次産

業の現状がどのように進んでいるのかを、最初

に伺います。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  さきに開催された農林

水産振興大会の状況の中から、７項目めの一つ

の中に６次産業について書かれている。しかし、

その中には表彰された方が見えなかったぞとい

うことも含めながら、６次産業化のこの状況は

どのようになっているのかという、そのような

御質問でありました。 

 この農林水産振興大会には、私もパネラーの

一人として、これまでの10年、これからの10年

というテーマの中で、この農林水産、１次産業

の活性化の必要性につきまして、みんなで総合

力で、ひとつこの活力をあるものに持っていこ

う、足腰の強い農業振興、１次産業の振興に持

っていこうということを、私なりにも訴えたつ

もりであります。 

 そういった中におきまして、この６次産業と

いった言葉が、そしてまた、市のほうの組織に

も、６次産業推進室というのを設けているとこ

ろでございますので、この御質問をいただきま

したこの取り組み状況について、具体的な数字

を挙げまして、今の状況と、遠野の６次産業化

の進捗状況がどのようになっているかというこ

とにつきまして、御答弁申し上げたいと思って

おりますので、担当の産業部長のほうから今の

数字、あるいは６次産業といったものの状況が

今どうなっているのかということにつきまして、

御答弁申し上げますので、御了承いただければ

と思っております。 

○議長（浅沼幸雄君）  大里産業部長。 

   〔産業部長大里政純君登壇〕 

○産業部長（大里政純君）  命によりまして、

菊池巳喜男議員の一般質問にお答えさせていた

だきます。 

 遠野市における６次産業の取り組みは、現在、

組織再編により、農林水産業と農商工業が連携

した取り組みができるように、産業部として横

断的に課題対応できるように、６次産業室を設

置して取り組んでいるところでございます。 

 また、国、県、市、金融機関、農業団体、商

工団体、観光協会、遠野ふるさと公社、産直連

絡協議会等で構成をいたします遠野市六次産業

化・地産地消推進協議会を立ち上げまして、６

次産業化による情報共有や事業連携を図るとと

もに、遠野市六次産業化・地産地消推進戦略を

策定し、その進行管理を行っているところでご

ざいます。 

 遠野市六次産業化・地産地消推進戦略の中で、

目標といたしました６次産業関連効果額は、市

内の製造、加工品出荷額、特産品の販売額、農

産物直売所売り上げ額などの合計額の平成26年

度の実績値16億5,000万円を基準といたしまし

て、平成27年度から2020年度、平成32年度まで

の５年間に効果額を１億円増加させることで、

総額17億6,000万円とすることを目標にしたと

ころでございます。 

 目標額に対する達成状況といたしましては、

平成29年度、一部統計推計値も含むところもあ

りますけれども、17億4,000万円と順調に推移

しているところでございます。数値上昇の要因
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といたしましては、市内の食料品製造額や加工

食品出荷額が順調に伸びていると分析しており

ます。なお、農産物直売所での売り上げは、ほ

ぼ横ばいの状況となっております。 

 ６次産業の取り組みについては、昨年度、６

次産業チャレンジ応援事業により新商品開発の

助成をした商品が、今年度、いわての特産品コ

ンクールにおきまして、最高賞となる岩手県知

事賞を受賞いたしました。 

 平成28年度から３カ年の事業期間で実施をし

ております地方創生とおののもの・こころ海外

経済交流事業におきましては、台湾や米国にお

いて市内の加工食品や牛肉などを販売し、国外

への販路拡大も手がけております。本事業によ

りまして、市内高校生と企業が連携いたしまし

て、高校生が企画をし、商品化した商品を、台

湾での物産展において販売するなど、新たな取

り組みにも発展しているところでございます。

また、これらの海外での取り組みが評価されま

して、農林水産省のディスカバー農山漁村の宝

において優良事例として選定され、先日、首相

官邸で授与式が行われたところでもございます。 

 さらに、金融機関と地方創生に関する連携協

定によりまして、産業振興基金を活用した、チ

ャレンジする６次産業応援資金を活用し、市内

で６次化に取り組む事業者に対し設備投資、運

転資金などの事業資金を、最大１億円の融資に

伴う利子を補給いたしまして、現在は５件の活

用実績となっているところでございます。 

 また、学校給食の地産地消率においては、地

元産直食材使用割合を高めるため、市内産地直

売所、産直給食連絡会と連携をいたしまして、

活用に向け、食材の納入規格や衛生管理等の研

修会を開催し、安全、安心な食材の納入に努め

ているところでございます。 

 今後におきましても、６次産業による商品開

発、販売促進及びブランド化を、市としてさま

ざまな機会を捉えて政策的に支援してまいりた

いと考えております。 

 以上、御答弁とさせていただきます。 

○議長（浅沼幸雄君）  12番菊池巳喜男君。 

   〔12番菊池巳喜男君登壇〕 

○12番（菊池巳喜男君）  タフビジョンの中で

は、６次産業化に向けて農商工連携の取り組み

が進んでいるということを言われて、生産され

た農産物に付加価値をつけて販売することによ

る所得の確保と、多様な労働力の発揮のため、

集落営農や農産物直売組織、各種グループによ

る農産物加工品開発の取り組みと販売促進に対

する支援を強化しますとうたっています。まさ

に、今、産業部長がそれを詳しく説明されたも

のと思っているところでございます。26年の16

億5,000万円を基準といたしまして、29年度は

推移で17億4,000万円になるというような説明

もございました。さらに、今後進めてまいりた

いというふうに考えております。 

 私の質問、最後にしたいと思いますが、この

６次産業化につきまして、国では１億総活躍社

会の実現、働き方改革、人づくり革命が叫ばれ

ております。その中で、農業を取り巻く情勢は、

環太平洋連携協定、いわゆるＴＰＰがこの12月

30日に発効し、また、日本と欧州連合ＥＵの経

済連携協定ＥＰＡも、来年２月発効を見据え、

国会での成立を目指す方針でありまして、日本

の農業はかつてない市場開放に直面することが

予想されております。 

 地域では、これから生産物をただ販売するこ

とじゃなく、何らかの農業所得向上対策が必要

ではないものかと考えております。もっと広く

農業者や地域住民の活性化を図る上でも、老若

男女、幅広く、農業についてより多くの方が関

心を持ち、就農や雇用が可能となるべく対策が

必要と考えるところでもあります。 

 そこで、提案型として、行政指導のもと、各

町単位での６次産業化の拠点を設けてはいかが

なものかというふうに提案をしたいところでご

ざいます。その中で、試作品を重ねながら、新

たな特産品を開発、販売につなげていくことが

肝要ではないのかなというふうに感じるところ

でもございます。 

 市長はこの点について、広く予算も伴うこと

でもありますが、市内11カ所に計画するという



－ 79 － 

ことも一斉には無理かと思いますけれども、国

や県からの予算を幾らかでも取り入れながら、

何らかの実行ができないものなのか、その点を

伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ６次産業化の進捗状況

につきましては、担当部長のほうから詳しく状

況について御答弁申し上げました。着実に進ん

でいるという捉え方をしてよろしいんじゃない

かなというように思っております。しかし、ま

だまだ取り組まなければならない課題がその中

にある、もっと発想とアイデアを活用しながら

商品開発というものに取り組んでいくというこ

とが大事じゃないかなと思っておりまして、そ

の提案型といたしまして、町内、各町ごとにそ

のような拠点を設けてはどうかというような、

そのようなお話でありました。 

 小友産直のともちゃん産直の小友ようかんの

開発なども、これも町単位における一つの取り

組みの事例ではないのかなというように思って

おりまして、そのような中で地域を活性化しよ

う、それぞれの１町10カ村というコミュニテ

ィーの中で、それぞれの特性を生かしながら活

性化しようという中で、今、取り組んでいるわ

けであります。 

 安心、安全だけではない、その地域の中に誇

れるものを、いかにそれを発信していくのか。

それを一つのなりわいまで行かなくとも、それ

なりの、この６次産業化という中で付加価値を

つけていくという部分についての取り組み、大

事だというふうに思っておりますので。各地区

センターには調理室のようなものもちゃんと整

備されておりますから、まさにあるものに新た

な役割という部分を考えれば、まちづくり計画

の中でそのようなものも位置づけながら、その

地域ならではという部分の中における取り組み

を、この小さな拠点ネットワークに、あるいは

６次産業といったもののさらなる充実といった

ことを含め、そしてもう一方においては、ふる

さと公社のさまざまなこれからのあり方も、こ

れから本格的に議論が始まるわけでございます

ので、そのような中におきまして、ふるさと公

社が持つノウハウ、そのようなものを地域との

ネットワークの中でどのように構築していくの

か。 

 あるいは、めがね橋産直、ともちゃん産直、

あるいは風の丘産直、かみごう産直といったよ

うな、そのようなマンパワーと拠点と、どのよ

うな連携を図っていくのかという部分を、これ

からしっかり市の立場としても応援をし、また

充実を図っていくような対応を進めてまいりた

いと思っておりますので、ただいまの提言を貴

重な提言として受けとめながら、これを仕組み

に持っていくという方向に努力をしてみたいと

いうふうに考えているところであります。 

○議長（浅沼幸雄君）  12番菊池巳喜男君。 

   〔12番菊池巳喜男君登壇〕 

○12番（菊池巳喜男君）  農業者、地域住民が

活性化を図る意味で、老若男女、幅広く農業に

ついてより理解を示しながら、就農の場、そし

て雇用の場をつかむ意味でも、そういう提案を

したところでございます。 

 これで私の一般質問を終わります。 

○議長（浅沼幸雄君）  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（浅沼幸雄君）  休憩前に引き続き、会

議を再開いたします。 

 17番佐々木大三郎君。 

   〔17番佐々木大三郎君登壇〕 

○17番（佐々木大三郎君）  佐々木大三郎でご

ざいます。さきの市議会選挙におきまして、三

度当選の栄に浴させていただきました。市民の

皆様には、本席からではありますがお礼と感謝

を申し上げます。大変ありがとうございました。

今後とも御指導、御鞭撻のほどをよろしくお願

いいたします。 

 それでは、事前通告に従い、市長に対しまし

て一問一答方式により大項目３点について伺い
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ます。 

 きのうからきょうの午前中にかけまして質問

してこられた同僚議員の質問内容と、私の質問

内容に大分重複する部分がございましたので、

その部分につきましては、市長には大変恐縮で

すが簡単な簡潔な御答弁でお願いしたいと思い

ます。 

 それではまず大項目１点目、林業振興対策に

ついて伺います。 

 私が子どものころの昭和20年から30年代は、

クリやナラなどの雑木は木炭や薪の家庭燃料と

して使われ、スギやカラマツは建築用材に使わ

れておりましたので、需要増加によって価格は

急騰していた時代でありました。 

 以前の質問でも話しましたが、その当時、山

仕事を通して祖父と父から教わったのは、スギ

の木は植林して３年から４年も経過すると黙っ

ていても年間で１尺から２尺も伸びるので大き

な収入源・財産になるんだということを教わっ

たものです。 

 しかしその後、クリなどの雑木類は燃料革命

によって電気・ガス・石油に切りかわり経済的

価値が薄れたために、値段の高いスギやカラマ

ツなどの針葉樹に植えかわる拡大造林ブームが

全国的に広がってしまいました。 

 一方木材輸入の自由化によって海外から安い

木材が大量に入るようになったため、国産材の

価格は下落し続け、今では伐採や搬出等にかか

る費用も回収できない状況から後継者や担い手

は少なくなり、ほとんどの森林は放置されてす

っかり衰退しております。 

 以上の要因から森林は手入れがなされず荒廃

し、荒廃した森林は公益的な機能を発揮できず

に、台風などによる土砂の流出や二酸化炭素を

吸収する機能低下による地球温暖化、さらには

クマやシカなどの鳥獣被害などの問題も深刻化

していると私は認識しております。 

 そこで伺います、遠野市内の森林の現状につ

いて市長はどのような御見解なのか伺います。 

○議長（浅沼幸雄君）  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御

質問お答えを申し上げます。 

 重複をしているんで簡潔にということでござ

いましたので、現状というお尋ねでございます

から、担当の産業部長のほうからお答え申し上

げます。 

○議長（浅沼幸雄君）  産業部長。 

   〔産業部長大里政純君登壇〕 

○産業部長（大里政純君）  命によりまして、

佐々木大三郎議員の一般質問にお答えいたいま

す。 

 遠野市内の森林の現状についてでありますけ

れども、遠野市森林整備計画では、森林面積が

６万7,584ヘクタールありまして、内訳は国有

林が２万8,731ヘクタール、民有林が３万8,853

ヘクタールということで、民有林のうち人工林

が２万673ヘクタール、53.2％となっていると

ころでございます。 

 区域面積等の面積が８万2,597ヘクタールで

ございますので、森林率は約82％でございます。 

 管内の森林整備の状況は、年間平均約480ヘ

クタールの整備面積を維持しながら、それぞれ

の機関で計画的に整備が行われてきております。 

 しかしながら、御指摘のとおり近年の社会情

勢の変化などさまざまな要因によりまして、木

材価格が低迷しているとともに、伐期を迎えた

山林においては手入れが行き届かず、荒廃して

きている場所も多くなっている状況でございま

す。 

 もちろん、このままの状況を放っておくわけ

にはいきませんので、当然、森林整備を加速し

ていかなければならないという思いから、今後

も整備を計画的に進め、状況を見ながら整備面

積を除々に増加させていくことも検討している

ところでございます。 

 また、森林整備や木材の搬出が効率的に実施

できるための作業道の整備、高性能林業機械の

導入、遠野産材に付加価値を加え、利活用推進

や販路の拡大を行うなど国の補助事業の活用も

含めて着実に森林整備を行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。 
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 以上、お答えいたします。 

○議長（浅沼幸雄君）  17番佐々木大三郎君。 

   〔17番佐々木大三郎君登壇〕 

○17番（佐々木大三郎君）  御答弁では、私と

同様に森林は荒廃している現状にあるというこ

とでした。ただ、そのことに対しての今後の対

応策まで御答弁いただきましたけれども、その

内容はこれから入っていくと思っておりました

ので、また改めてお願いしたいと思います。 

 遠野市では、農林水産業の振興を図ることを

目的にしまして、平成28年３月に足腰の強いタ

フな農林水産業を目指すということを目標に掲

げまして、第二次遠野市農林水産振興ビジョン、

いわゆるタフ・ビジョンⅡを示しております。

このタフ・ビジョンⅡによりますと林業振興策

では、森林里山美林の推進、そして林業・木

材・住宅産業の振興、さらには原木シイタケの

生産量向上の三項目について取り組むこととし

て、それぞれ項目ごとにまちづくり指標を掲げ

て取り組んでまいりました。 

 また、このタフ・ビジョンⅡの実施期間は、

平成28年度から32年度までの５年間となってお

ります。ことしはこの振興ビジョンのちょうど

中間年度にあたりますが、目標値に対する達成

状況と成果について伺います。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  このビジョンについて

お伺いをしたいということでありました。３つ、

１つは里山美林、これはおおむね100％の達成

率の状況に今なっているところであります。里

山美林これは非常に大事な取り組みであります

ので、それぞれ目標値を定めながら取り組んで

いるわけでありますけれども、細かい数字は省

略させていただきますけれども、里山美林の達

成の状況については100％、それから林業・木

材・住宅産業のこの状況につきましては、木工

団地の売上目標これは17億円、これの２という

ことになりまして、34億円ほどの一つの目標数

値を持っているわけでございますけども、これ

もまた100％の達成率になっているということ

であります。 

 山村振興・特用林産の振興につきましては、

これは約80％という一つの達成状況に今なって

いるところであります。里山美林及びこの林

業・木材・住宅につきましては、おおむね計画

どおり。しかし、この原木シイタケきょう午前

中の質問の中でも多田勉議員から、いろいろこ

れについての質問があったわけでございますけ

れども、東日本大震災による福島第一原発の影

響によりまして、かなりの影響を受けこの部分

につきましては、計画値を下回っている状況に

あるというような、そのような状況であります。 

○議長（浅沼幸雄君）  17番佐々木大三郎君。 

   〔17番佐々木大三郎君登壇〕 

○17番（佐々木大三郎君）  タフ・ビジョンⅡ

におけるまちづくり指標の達成状況は、原木シ

イタケの生産量は東日本大震災の影響もあって

未達成ということですが、これ以外はおおむね

計画どおりに進んでいる。達成しているという

御答弁でありました。これはやっぱり林業を取

り巻く環境、大変厳しい状況下において、評価

できる成果であると私は認識します。 

 また、今後もこれは継続する必要のある事業

だなというふうにも改めて感じておりました。

ただ、私の最初の質問に対する御答弁では、森

林は荒廃しているということでありました。こ

のことについて、どのように理解したらよろし

いでしょうか。 

 市内の森林の荒廃状況は、まちづくりのおお

むね達成により、少しずつでも改善傾向にある

んだよというふうに理解すればよろしいでしょ

うか。あるいは、対策を講じても焼け石に水状

態といいますか、なかなか改善の兆しが見えて

こないというふうに理解すべきでしょうか。こ

の辺の御見解について再度伺います。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  まちづくり指標と森林

荒廃の状況がどのような関連性を持っているの

かという部分についてのお尋ねだというふうに

承知いたしましたけれども、今折返しに入って



－ 82 － 

いるわけでございますけれども、その中におき

まして、ただいまの御質問で申し上げましたと

おり、この原木シイタケの林業特産品の部分に

ついては、80％であるけどもおおむね計画値を

達成をしているというような状況にあるわけで

ございますから、この森林荒廃というような現

状と、この部分におきましては、関係者が懸命

に頑張っているという一つの成果ではないのか

というふうに捉えているところでございますか

ら、現状とそれから目標値といったものについ

ても、その部分についてはもちろん関連はある

わけでございますけれども、さまざまな部分で

関係者が懸命に頑張っている数値がこの中に現

れているのではないのかなというふうに捉えて

いるところであります。 

○議長（浅沼幸雄君）  17番佐々木大三郎君。 

   〔17番佐々木大三郎君登壇〕 

○17番（佐々木大三郎君）  今の件承知しまし

た。 

 次の質問の林業従事者の年度別経過に関して

伺います。私が事前に確認した内容では、平成

12年度以降の林業従事者は200人前後で、しか

も減少傾向で推移しております。さらに経営規

模は10ヘクタール以下の林家が58％と過半を占

めている状況であります。 

 このことから、山林所有者のうち、林業を生

業としている林家や、ほかの仕事の副業として

生計を立てているのはごくわずかと認識します

が、このことに対する市長の御認識を伺います。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  林業従事者というその

ような中で200人という数字も、今、質問の中

で出ておったわけでありますけれども、平成12

年に比べ平成27年は74人減少しておると、これ

も減ってきているということであります。 

 平成27年時点での割合を見ますと、１次産業

の7.3％、全産業で占める割合は1.3％というそ

のような数字であるわけでございますので、こ

の200人前後の方々が言うなれば懸命に頑張っ

ているという部分が、この数字の中にその先ほ

どのありましたとおり、計画と現状といったも

のを比べるために、この方々の懸命な努力がや

っぱりそれを支えているということに捉えるこ

とができるのではないかなというように思って

おりまして、この林業従事者の方々の懸命な取

り組みといったものを、どのようにしっかりと

支援をし、そしてまた新たな後継者そのような

一つの新規参入といったものを、どのように求

めていくのかという部分がこれからの大きな課

題として位置づけられるんではないかというふ

うに捉えているところであります。 

○議長（浅沼幸雄君）  17番佐々木大三郎君。 

   〔17番佐々木大三郎君登壇〕 

○17番（佐々木大三郎君）  山林所有者が林業

を生業としない。あるいは生業にできないこと

の一番の理由は、やはり原木を売ってもわずか

な原木代金しか入ってこないとか、赤字になっ

てしまうからと認識しております。 

 しかし、これを全国的な傾向だからといって

放置するわけにはいかないと思います。むしろ

この現状に対して速やかに抜本的な改善策を講

じる必要があると考えます。 

 といいますのは、現状のまま放置いますと、

ますます後継者不在や担い手不足により山林は

荒廃し、特に私が住んでいる上郷町のような市

街地から離れた集落は少子化と人口減少が進み

衰退と過疎化が懸念されるからであります。 

 そこで、この防止策と改善策について提案を

させていただきます。 

 今の一戸建て住宅の状況を見てみますと、中

央から大手ハウスメーカーの進出が目立ちます。

また最近はリフォームまで手を出してきており

ます。 

 この影響によって、地元産木材は使われなく

なり低価格化を招くことが懸念されます。また

市内の工務店や製材所、そして木工団地の仕事

と収益も減少して、木材産業に携わる人材も減

少してくることが危惧されるわけであります。 

 そこで、この改善策として林業の六次産業化

の推進にもっと真剣に、そして前向きに取り組

む必要があると考えます。具体的には、遠野産
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木材というブランド名を確立しながら原木の生

産から製材、自然乾燥、一戸建ての住宅販売、

さらにはリフォームまでを市全体のスキームと

して取り組むようにされてはいかがでしょうか。 

 特に、建築設計士と工務店との連携により直

接消費者とつながるような、いわゆる川上から

川下までつながるようなしくみづくりを検討す

べきと考えます。そして、市内の小規模事業者

が大同団結して大企業に立ち向かうような心構

えが必要ではないでしょうか。 

 これには、工務店をはじめとした市内業者の

都合の利害関係も絡んでくるでしょうし、組織

体制をどのように構築すべきか等々、難題が多

く「言うは易く行うは難し」かもしれませんが、

現状と将来展望を見定めて、早目の対応策が必

要であると認識しますが、市長の御所見を伺い

ます。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいまのこの六次産

業化という取り組み、午前中の菊池巳喜男議員

からもこの六次産業化がどうなっているかとい

うことにつきまして、六次産業化の進捗状況に

つきましては、担当部長から数字を上げ、詳細

に御答弁申し上げました。その分におきまして

は、この部分も六次産業化という部分において

は、御質問にありましたとおり、木工団地の川

上から川下の大きなプロジェクト。これをどの

ようにうまく機能させるかということが、やっ

ぱりこの六次産業化、そして雇用、さらにはこ

の森林をしっかりと保全をし、利活用するとい

うそのような方向に持っていくということにつ

ながるわけでございますので、全国に冠たる木

工団地をいかに機能させるかということがこの

六次産業化といったものにつながる大きなプロ

ジェクトではないかと。そのためにもという中

で、去る９月市議会におきまして、木工団地の

活性化のための予算を可決をいただきまして、

それをいただきましたというその予算は、木工

団地をいかに活性化するのかという部分の中に

おける一つの財源であったわけでありますけれ

ども、この財源をあれしまして、木工団地の関

係者が森林の再生を考える会、特に若手の方々

かこういう会を立ち上げて今活発な活動を始め

ております。わずかな予算、300万円ほどの予

算であったわけでありますけれども、これが大

きなインパクトの中で木工団地の若い方々が新

たな可能性を求めて、さまざまな形で議論をし、

そして行動しているというところにつながって

おりますので、これがうまくそれこそアイデア

と行動力と発想力、企画力がそこに出てくれば、

今、お話あったような六次産業といったものに

しっかり位置づけた一つの森林林業振興がその

中に見えてくるのではないのかなというふうに

考えているところでございますので、特に木工

団地の一つのシステムをしっかりとフォローす

るようなそのような形で対応してまいりたいと

いうふうに考えております。 

○議長（浅沼幸雄君）  17番佐々木大三郎君。 

   〔17番佐々木大三郎君登壇〕 

○17番（佐々木大三郎君）  今、市長から御答

弁あったように、木工団地の機能を最大限に生

かすとか、木工団地との連携、これを深めると、

これはもちろん大切なことだと思いますけども、

そのことに加えまして、工務店をはじめとした

いろいろな関係機関、企業体との連携について

も必要ではないかということに伺います。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  そのとおりで連携が必

要だというふうに考えておりまして、工務店、

あるいはいろいろなハウスメーカーも含めての

さまざまな関係機関団体との連携は当然のこと

だというふうに理解しております。 

○議長（浅沼幸雄君）  17番佐々木大三郎君。 

   〔17番佐々木大三郎君登壇〕 

○17番（佐々木大三郎君）  先日、復興支援道

路の国道340号立丸峠のトンネル工事が完了し

まして、開通式が行われました。そして、今年

度末までには、東北横断道の釜石秋田線も全線

開通予定となっておりますけども、このことに

よって道路のインフラ環境が大幅に改善される
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わけですので、遠野市の主要産業である林業関

連産業の活性化が期待されるところであります。

午前中の担当部長からの同僚議員からの質問に

対する御答弁では、今、遠野は林業振興の過渡

期にあるというような御答弁がありましたけど

も、いずれこの道路整備されたこの波に乗りお

くれないようにするために、何らかの対応策が

必要になってくると思いますが、この辺につい

て市長の御見解を伺います。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  今議会におきましても、

さまざまな仕組みを新たなステージに持って行

かなきゃならない。新たな発想の中で一つの仕

組みづくりをしていかなければならないという

ことを、繰り返し答弁の中で申し上げていると

ころなわけであります。今の道路の問題も含め、

遠野は大きな過渡期にあるということは、さま

ざまな産業分野、林業振興のみならず農業もそ

して畜産業も、そして商工観光もそのような形

で大きな過渡期となり、それをきちんと踏まえ

た新たな仕組みづくりに取り組むということが、

今置かれている状況ではないのかなというふう

に認識しております。 

○議長（浅沼幸雄君）  17番佐々木大三郎君。 

   〔17番佐々木大三郎君登壇〕 

○17番（佐々木大三郎君）  次に、大項目２点

目の質問である木質バイオマスエネルギーの推

進事業について伺います。 

 この事業は、林野庁の実証実験事業であり、

遠野市の豊富な森林資源を燃料として有効活用

し、地域経済の循環を促すことの実証を行うと

いうものでありました。別な表現をしますと、

木質バイオマスのサプライチェーンの構築、い

わゆる生産から消費までの流通網の構築による

地域の活性化を狙いとしたもので、その事業内

容としましては、山林に残っている小径木や枝

葉などを燃料として活用するということであり、

製材や木材加工の過程で生じる端材、バーク、

バークは木の皮のことですがこのバーク等の副

産物を燃料資源として活用することであり、ま

た乾燥した良質なチップの保管と安定したチッ

プ供給を実現する。さらには、維持管理に優れ

たチップボイラーの導入と、バークを燃料とす

る大型ボイラーの導入による熱供給の取り組み

を実現するという内容のものでありました。 

 この実験期間は平成26年度から28年度までの

３カ年に跨がり、総事業費は約６億円になりま

して、遠野市にとっては最近にないほどの大型

プロジェクトでありました。 

 さらに、この事業実施にあたりましては、バ

イオマス設備の披露イベントと銘打って、国や

県の関係者や市内関係者、そしてマスコミ各社

にも案内さ大々的にこの設備の紹介やデモンス

トレーション、そしてＰＲが行われ今日に至っ

ております。 

 そして、既にこの実証実験は終了しているわ

けですが、この実験結果について私はもちろん

のことですが、市民や関係者も大きな期待と関

心を寄せておられることと思います。 

 しかし、大々的なデモンストレーションを行

った割には、いまだ結果報告はなされていない

と承知しております。 

 そこで伺います。実証実験は無事に終了して

いるでしょうか。そして、当初の実証実験の目

的は達成できたのでしょうか。あるいは、何ら

かの問題が生じているかどうかについて伺いま

す。 

○議長（浅沼幸雄君）  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

にありましたとおり、平成26年度から３カ年の

実証実験として、このプロジェクトが林野庁か

ら採択を受け始めたということは、御質問の中

にあったとおりであります。そういった中にお

きまして、チップボイラー、あるいはバークボ

イラーといったような一つの中でどのような熱

源が確保できるのかという中でさまざま検証し

た３カ年。その中におきましては、チップボイ

ラーのほうにつきましては、ある程度を実証試

験の結果、その生産から燃料の生産から消費と

いう部分の中における一つのプロジェクトとし
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て、十分対応できるということが検証されたと

いう結果を得ているところであります。 

 また一方、バークボイラーのほうにつきまし

ては、やはりいろんな形での実証した結果、計

画どおりの熱源が得られなかったという部分も

ありまして、さまざまな形で単独でもうこの実

証試験をさらにしながら、これをどのように生

かすのかということで、今取り組んでいるとこ

ろでございますので、特にこのバークボイラー

というよりも、チップボイラーのほうにつきま

しては、この本庁舎にも持ち込まれたという中

で、やはり効果があるというそのような一つの

結果を得られた。 

 だから、水光園のほうにつきましても、この

チップボイラーを持ち込んで400万円、500万円

ほどの経費節減につながったということにもな

っているわけでございますから、今改めてこの

市内の公共施設の中にも、こういうところの環

境に優しいこのエネルギーといったものにつき

まして、チップボイラーの導入等についてもい

ろいろ検討を始めているというところでござい

まして、これは実証試験の一つの結果としてそ

のようなものにつながっているのではないかな

と思っております。 

 バークボイラーのほうについては、もう少し

やっぱりいろいろな技術的な面、特に技術的な

面が非常にまだ課題があるということが明らか

になったことから、この平成25年においても市

の単独事業としてさまざまな実証実験を行って

いるということでございますので、そのことを

しっかりと踏まえながら改めてこのプロジェク

トの一つの成果、あるいは課題、そのようなも

のを取りまとめるような方向で進めたいという

ふうに考えているところであります。 

○議長（浅沼幸雄君）  17番佐々木大三郎君。 

   〔17番佐々木大三郎君登壇〕 

○17番（佐々木大三郎君）  この事業の趣旨と

目的は、先ほども話しましたけども木質バイオ

マスのサプライチェーンの構築ということであ

りますが、そのほかに林地残材や工場残材など

の木材の副産物利用を徹底することによって、

木材の付加価値の大幅な向上と、それによる林

業・木材産業の競争力強化と二酸化炭素の削減

を目指すということになっております。この件

については、どのような効果を見出すことがで

きたのかについて伺います。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  二酸化炭素の削減も含

めてのその効果ということでございますけれど

も、いずれこれをしっかりと数値化しながらま

とめての報告書ということになろうかというふ

うに思っておりますので、その辺につきまして

は、さまざまなチップにする一つの小径木をは

じめとするさまざまなものの中で山の手入れも

できたという部分が、この部分においては実証

されておるところでございますから、報告書の

ようなものとしてどのようにまとめていくのか

ということにつきましては、これもまた改めて

機会をいただきながら、しっかりと報告をしな

ければならないかというように考えているとこ

ろであります。 

○議長（浅沼幸雄君）  17番佐々木大三郎君。 

   〔17番佐々木大三郎君登壇〕 

○17番（佐々木大三郎君）  今の御答弁内容に

ついてでありますが、私は何もこの席で、この

数字の具体的なものを求めているのではなくて、

この事業、実験結果は何らかの目標、先ほど来

話しているとおり、目標に基づいた実験のはず

です。その目標を達成することができたかどう

かについて、もう一度御答弁願います。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この目標につきまして

は、先ほども申し上げましたとおりバークボイ

ラーの分が技術的な部分においては、必ずしも

目標のエネルギーを確保できなかったという部

分はあるわけでございますけれども、さらにそ

のことを検証しながらというとなれば、おおむ

ね実証試験としての目標はあるいは成果は得る

ことができたのではないかなと承知しておりま

す。 
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○議長（浅沼幸雄君）  17番佐々木大三郎君。 

   〔17番佐々木大三郎君登壇〕 

○17番（佐々木大三郎君）  この事業は、先ほ

どもお話しましたように、６億円という高額の

税金を投じて実証実験を行ったわけですので、

やはりこの実験結果につきましては、遠野テレ

ビとかあるいはマスコミ各社への記事の提供と

か、あるいは毎年行っている農林水産振興大会。

この場での報告等によって、市内外の関係者に

対しまして、広く周知とかあるいは認知してい

ただくということが必要と考えますがいかがで

しょうか。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  実証試験という部分の

定義の中でのこの事業であるということであり

ますから、成果、あるいは結果ということをい

ろいろ今お尋ねのわけでありますけど、いろい

ろやってみてどうなんだろうと。これが国が採

択した一つの大きな要件なわけであります。実

証試験、その中でさまざまな課題が浮き彫りに

なってくる。そしてまたそれがどのような中で

次の一つのプロジェクトにつなげていくのかと

いうことを検証してみるということであります

から、またこの検証途上であるということも含

めれば、さまざまそのマスコミを通じて大々的

にということを盛んにお話しているわけでござ

いますけれども、そのような中で山の手入れを、

そして森林資源を再生可能エネルギーといった

木質バイオマスの事業をもっとみんなで関心を

持とうというところにも、この実証試験の目的

があったわけでございますから、成果、成果、

数字、数字というばっかりじゃなくして、その

辺のところしっかり見抜いた上での国の事業で

あったということを御理解いただければという

ふうに思っております。 

○議長（浅沼幸雄君）  17番佐々木大三郎君。 

   〔17番佐々木大三郎君登壇〕 

○17番（佐々木大三郎君）  私は何も数字を求

めているわけではなくて、せっかく先ほども話

しましたように、大々的に外部にＰＲしてデモ

ンストレーション行ったわけですから、やはり

市民はじめみんな関心持っているんですよ、こ

の事業には。したがって、その内容を周知され

てはいかがでしょうかというこの質問ですが、

再度答弁願います。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  先ほども答弁申し上げ

ましたとおり、まだバークボイラーの部分につ

きまして、まだまだ課題があるということであ

ります。また、いろんな地球温暖化も含めてど

のようなコスト、あるいはコスト削減、さらに

はどのような波及効果ということを検証してい

るわけでございますから、しっかりした報告書

の中でその部分についての明らかにするという

ことについて、今、作業中であるということで

御理解いただければと思っております。 

○議長（浅沼幸雄君）  17番佐々木大三郎君。 

   〔17番佐々木大三郎君登壇〕 

○17番（佐々木大三郎君）  承知しました。じ

ゃあ、今の件につきましては、国への報告、実

験結果の報告はまだ最終報告はなされていない

というふうに、私は理解しました。 

 次の質問に入りますが、この実証実験では、

普段聞き慣れない大型で高価な機械を買い揃え

ております。その一つは移動式チッパーといっ

て伐採後そのまま山に残されていた木材や、製

材所で発生する端材などを現地で直接チップ化

する機械。２つ目は小型ボイラーで木質チップ

を燃料に活用する機械、そして３つ目は大型ボ

イラーで製材所等で発生する産業廃棄物として

扱われるバークを燃料に活用する機械。 

 そして４つ目は、チップを保管するチップ

ヤードを木工団地に整備しております。 

 これら機器について実験終了後どこでどのよ

うに活用されているのでしょうか。また、地域

経済にどのような効果を生み出しているのかに

ついて伺います。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ３年間の実証試験とし
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てのプロジェクトであったわけでございますか

ら、ただいまのお話がありましたとおり、さま

ざまな資機材につきましても、３年間という中

で役割を終えたという中で一応の区切りはつけ

てある。しかしこのような購入したものにつき

ましては、これを利活用しなければならないと

いう中で今新たな組織を立ち上げながら、これ

を山の手入れ、森林組合とも連携を図りながら、

そのような中でチップの生産等に活用しながら

対応しているというような状況でありますので、

その辺の手続等も踏まえながら、特にこのチッ

パーやボイラーなどは継続して活用しているわ

けでございますから、そのような中でより新た

に活用できるそのような中での仕組みの中で今

動いていると、そのような一つのことで御理解

をいただければというように思っております。 

○議長（浅沼幸雄君）  17番佐々木大三郎君。 

   〔17番佐々木大三郎君登壇〕 

○17番（佐々木大三郎君）  この大型の機械類

は、多分ですが地元の企業に引き継がれて、今

活用中であるという御答弁であったと思います

が、もしわかりましたらですが、この引き受け

た企業は趣旨を考えた場合に、例えば運転にか

かわる費用とか保守料、あるいは固定資産税、

これも高額だと思うのですが、その辺も考慮し

て収支の黒字化は確保している状況なのか、あ

るいはこれは今後の検討課題ということなのか

どうかについて伺います。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  チップの生産等におき

まして、収支は確保していきますけれども、や

っぱり今後どのような中で継続的に、安定的に

その利活用を図っていくかということにつきま

しては、やっぱり一つの課題ではないのかなと

いうふうに捉えております。 

○議長（浅沼幸雄君）  17番佐々木大三郎君。 

   〔17番佐々木大三郎君登壇〕 

○17番（佐々木大三郎君）  事前通告しており

ませんでしたけれども、私に入った情報により

ますと、この大型ボイラー、バークボイラーに

ついてでありますが、諸般の事情から今休止中

であるという情報が入っておりますが、この事

実関係と今後の対応策、もしお持ちでしたら御

答弁願います。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  このバークボイラーに

つきましては、目標のエネルギーを確保できな

かったという部分で、技術的な問題がかなりあ

ったという部分につきまして、岩手大学の専門

の先生をお願いいたしまして、さまざま検証を

加えているわけでありまして、どのように改良

すれば目標値のエネルギーを確保できるかとい

うことにつきまして、また改良の余地があるん

じゃないかなということもあるわけでございま

して、今は休止しておりますけども、いずれそ

の辺の技術的な面をクリアしながら、このバー

クボイラー、大型ボイラーの一つの利活用とと

もに持ち込めるかどうかということにつきまし

て、いろいろ検証、あるいは技術的な面での改

良を行っていかなればならない一つの課題では

ないのかなというように捉えております。 

○議長（浅沼幸雄君）  17番佐々木大三郎君。 

   〔17番佐々木大三郎君登壇〕 

○17番（佐々木大三郎君）  次に、大項目３点

目の質問に入りますけれども、今回示された第

３セクター改革の推進について伺います。この

内容は遠野ふるさと公社の改革に特価されたも

のであって、観光施設の指定管理内容の見直し

と抜本的な経営改革ということになっておりま

す。また、この改革推進にあたっては新たな組

織第三セクター改革推進室を立ち上げて、兼務

職員４名を含めて７名体制で業務を遂行すると

いう内容のものであります。 

 私はこれまで第三セクターの改革、特に遠野

ふるさと公社に関しては、御案内のとおり本田

市長への一般質問により何度となく議論を重ね

てまいったところであります。 

 まず第三セクターにかかわる私の基本的な考

えは、以前にも御紹介させていただいたとおり、

第三セクターは公益性と収益性を考慮しなけれ
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ばならないことに加えまして、地域の雇用創出

を経済効果も考えなければならないという微妙

なバランスの上に成り立つ事業ですので多少の

低採算事業は許容されるかもしれません。しか

し、大幅な赤字経営は許されないと思います。

なぜなら、この赤字のツケは市民に転嫁され、

市政の財政圧迫の要因になると認識するからで

あります。 

 このような中で、遠野ふるさと公社の経営内

容は、平成20年度以降お客様入り込み数と収支

状況は毎年減少傾向にあり、平成29年度末には

過去最大となる4,010万円の累積赤字に陥って

おります。 

 以上の現状等を示しながら、本田市長に対し

て質問・提言させていただいておりましたが、

このことに対する当局のこれまでの対応内容は

一つには、風の丘青果部、要は市場のことです

が、この収支は毎年赤字状況が続いているので

既に閉鎖というふうになっております。 

ます。開業以来12年間連続赤字続きの結いの市

は参考までに、これは平成29年度末の累積赤字

額は8,600万円になっておりますけれども、こ

の結いの市は大消費地である盛岡市とつながる

重点販路先であることからアンテナ・ショップ

として今後も残すというこということになって

おります。 

 それと遠野ふるさと公社の施設全体への入り

込み数の増加と収支改善策として、経営改革３

カ年計画これは平成28年度から30年度までの御

承知の年度ですが、これを掲げて現在も鋭意取

り組み中であります。 

 この計画が出されるにあたりましては、議会

と激しい議論が交わされました。また、市長御

自身も並々ならぬ御覚悟を持って３カ年計画の

実施にあたっておられることと思います。そし

て、市内12の関係団体で構成される遠野市観光

推進協議会という組織を立ち上げて連携を図り

ながら観光客をふやしていくと。 

 さらには中小企業診断士を外部から招聘して

経営な案用の診断と改善等について、御指導を

いただいているというふうに承知しているとこ

ろであります。これだけ数多くの対応策と改善

策を講じてこられたことには、敬意と評価を表

する次第であります。その上でございますが、

これだけの対応策を講じたにもかかわらずお客

様の入り込み数は一向にふえてこえない。逆に

減ってきております。また、収支改善の兆しも

見えてこないと認識いたしております。 

 どうしてこのような改善策を講じてもなかな

か成果が見えてこないのでしょうか。現状把握

と原因分析はしっかりと行われているでしょう

か。この辺の内容について市長の御所見を伺い

ます。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この問題につきまして

は、ただいま御質問ありましたとおり、本議場

におきましても、あるいは予算委員会、決算委

員会等につきましてもいろいろ議論を交わして

きたということはそのとおりであります。なぜ

そのとおりに行かないのかという部分の中で答

えは、それこそあったらばぜひお聞きしたいと

いうふうに私は改めて思っております。何もし

てこなかったわけではない。懸命に努力をしな

がら、特に公社職員は安い給料の中で土曜も日

曜もなく、懸命に頑張っているんです。それを

何とか支えなければならないという思いの中で

さまざま改善、そして目標を立て、努力をして

きているということのわけであります。 

 しかし、この東日本大震災をはじめとする観

光客の入り込みの状況が大幅に落ち込んだとい

う部分が、まさにボディーブローのように聞き

ながら、公社にさまざまな形で影響を及ぼして

きたということが一つの背景にある。手をこま

ねいてきたではない。さまざまな形で工夫をし

ながら、改善をしながら懸命に頑張ってきたと

いう中においても、なかなか収支といったもの

を持っていくことができなった。そのような中

で御質問にありましたとおり、しっかりと分析

をしながら、何が課題なのか、何を見直さなけ

ればならないのかという中でさまざまな検証作

業を進めた結果がようやくこうした一つの経営
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改革という中における第三セクター改革室とい

うような組織の立ち上げ、いよいよ実行に移さ

なければならないという方向に持ち込まれたと

いうことになるわけでございますから、これは

今までの経緯をしっかり踏まえながら、新たな

改善、新たな仕組み、新たなステージといった

ところに一つ持っていって、遠野の産業、ある

いは経済そのようなものをしっかり下指える柱

としてのふるさと公社の新たなあり方というの

を見出していかなければならない。その場面に

立ったのではないかなというように思っており

ます。 

 きのうもいろいろこの問題につきましては、

議論を交わすことができました。その中に今ま

での議論をこれをもちろん構えての話でありま

すけれども、一つの分析した結果があるわけで

ございまして、４つの１つのそれぞれの項目に

つきまして、担当の第三セクター改革推進室長

のほうから、せっかくの議論の場でございます

ので、どのような状況になっているのか、分析

した結果がどうなっているのかにつきまして、

具体的な数字を持って答弁を申し上げますので

御了承いただきたいと思っています。 

○議長（浅沼幸雄君）  第三セクター改革担当

部長。 

   〔総務企画部第三セクター改革担当部長

竹内正己君登壇〕 

○総務企画部第三セクター改革担当部長（竹内

正己君）  命によりお答えいたします。 

 佐々木議員御質問の回答の要旨としては、今、

市長御説明したとおり４つございます。 

 １つは、昨日の小松議員の同様の質問にも答

弁させていただきましたとおり、県内、市内の

観光客数が東日本大震災前の水準まで回復して

いないことであります。具体的な数値で申し上

げれば、平成19年度と平成29年度を比較したと

き、ふるさと村、伝承園、水光園の３施設の合

計で約10万人が減少しております。 

 観光客１人の減少で、入場料も含めた客単価

では、約1,070円減少すると分析されておりま

して、10万人の減少は約１億円の売上減少につ

ながります。入場料をもって管理を行う利用料

金制度を導入している各施設では、開設当初の

入込予測を下回る水準で、利用者が年々減少を

続ける中、利用料金の減収分を自主事業で補う

ということは、経営努力だけでは困難な状況と

なっております。 

 このような状況にありますが、平成29年度の

遠野ふるさと公社の仕入れに占める市内からの

調達割合は約50％、額にして約２億円で、約15

0事業者との取り引きが行われており、遠野ふ

るさと公社が市内の産業を支える要としての重

要な役割が数値として示されてもいます。 

 ２つ目でございます。従業員の体制面の問題

でございます。 

 施設を支える従業員の体制につきましては、

経営状況が不安定なこともあり、計画的な採用

ができず、従業員の年齢の偏在が見られるほか、

経験年数の短い従業員の割合も高くなっていま

す。 

 そのため、自主事業強化に向け、人員を厚く

配置する余力がない状態にあり、改善策を打っ

て出るにしても、マンパワーが足りず十分に効

果が発揮できない体制になってしまっておりま

す。 

 この問題は、郷土食等の遠野の歴史や伝統を

広く伝えるための技術が途切れてしまうことも

懸念されております。 

 ３つ目でございますが、観光ニーズが展示型

から体験型に変化する中、遠野市の観光施設の

多くは展示型が中心となっておりまして、時代

の変化とともに魅力が薄れつつあるということ

でございます。 

 それから４つ目は、制度面の問題として指定

管理者制度が上げられます。平成17年の導入か

ら13年が経過しておりますが、手続に関する規

定は、一部改良を加えながらも、ほぼ当時のも

のを踏襲しております。 

 総務省が行った指定管理者制度の推移を見ま

すと、全国的な傾向では民間企業等の指定がふ

え、民間活力が活用されております。一方、遠

野市におきましては、公益法人等の指定管理者
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が多く、制度導入前の委託管理制度と大きな変

化がないことから、運用面においても見直しが

必要ということも上げられております。 

 そのほかにも、遠野市第三セクター改革推進

プロジェクトチームによる分析において、企画、

商品開発等のソフト面については、外部事業者

と連携するなど、指定管理者制度へ民間活力を

生かす取り組みについてもふれています。 

 また、観光推進協議会との連携等により公社

を含めた観光推進体制の構築に向けた検討が必

要であることが明確となっております。 

 以上のように、第三セクターの改革は、取り

組むべき課題が多くて、また遠野ふるさと公社

のかかわりが大きなウエートを占めることから、

遠野市も協働して取り組む基盤として、12月１

日付で第三セクター改革推進が設置されており

ます。 

 改革を進めていく過程におきましては、議員

各位との議論を重ねながら、当市にとって新た

な体制をどのように持っていくことが望ましい

のか、御意見を賜りながら進めてまいります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（浅沼幸雄君）  17番佐々木大三郎君。 

   〔17番佐々木大三郎君登壇〕 

○17番（佐々木大三郎君）  ただいまの御答弁

内容でありますが、残念ながらこれまでの経過

と現状を示していていただいたようなものだっ

たと思います。したがって、真の原因分析まで

は至っていないような感じがしてなりません。

この原因分析が不明確なまま、改善策を講じて

も、またこれまでと同じことの繰り返しになっ

てしまうことが懸念されます。 

 私が思うに、必要なのは何で入込数がふえて

こないのか。何で売上が伸びないのか、何で収

支改善に至らないのか等々について、しっかり

分析をしない限りはなかなか功名は見えてこな

いというふうに承知しますが、再度市長の御見

解を伺います。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  何度も申し上げている

わけでありますけれども、手をこまねいていた

わけではない。進化まちづくり検証委員会とい

うものを立ち上げながら、この第三セクターの

経営改革を行わなければならないという中で有

識者の方々の御意見もいただきながら、進めて

きたという一つの経過があります。さらには、

御質問にありましたとおり、民間のノウハウを

持った方を招聘しながら、この経営といったも

のにどのようにメスを入れ、どのようなステー

ジをつくるのかにあたって、いろいろ見直しを

進めてきたという一つのプロセスがあります。 

 そしてまたこのなかなか観光客がふえない。

増加傾向に転じない、さまざまなその部分にい

っても要素があるだろう。要件があるだろうと、

やっぱりみんなで総合力でそれを示そうという

中で、観光推進協議会のような組織も立ち上げ

ながら、みんな一丸となろうというような、そ

のようなプロセスも経て、今、現時点にあると

いう一つの今の状況のわけであります。 

 そしてこの８月１日には、御質問にありまし

たとおり、プロジェクトチームを立ち上げ、５

人のチームで徹底的に分析をさせました。その

結果が約100ページを超える一つの報告書とな

り、私も改めてその分析の中で、これはもう実

行に移さなければならないなと、見直しとばっ

かり言ってられないなという中でこの専従組織

を立ち上げたというところまで持ち込むことが

できたわけであります。その間におきまして、

ふるさと公社の職員とも向き合いました。夜８

時仕事が終わった後、集まっていただきまして、

真剣に今の状況を説明し、みんなで頑張ろうと

いうそのようなことを確認し合ったという中に

あるわけであります。 

 そのような今の状態の中で手をこまねいてい

たわけではない。もちろん私も理事長として責

任を感じていないわけではない。責任は十分過

ぎるくらい感じているわけであります。しかり

それを放り出すわけにはいかないわけでありま

す。それを踏まえて、こうして多くの皆様の理

解をいただきながら、新たな仕組みをつくろう

というそのような場面にようやく持ち込むこと
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ができたという、その経過とプロセスをしっか

りと理解をしていただきたいというように私思

っております。今、赤字だ、赤字だという言葉

の中で、公社職員がすっかり落ち込んでおりま

す。こんなに頑張ってもかって、中で落ち込ん

でおります。これを何とかみんなで頑張ろうと

いうそのような形に持って行かなければ、遠野

を支えるふるさと公社という柱がおかしくなっ

てしまうということに私は大きな危機感を覚え

ているということを御理解をいただきたいとい

うように思っております。 

 新たな仕組み、新たなステージ、指定管理者

制度ももう既に平成17年から始まっております

から、もう時の経過を経て、このあり方も改め

て検証しなければならないというような、その

ような時期に来ているわけでございますから、

さまざまな課題はあります。そして、またいろ

んな検証しなければならないこともあります。

それを放っておいたわけではないんだというこ

とを繰り返しでありますけども、よく理解をし

た上での御質問としていただければということ

をお願い申し上げまして答弁といたします。 

○議長（浅沼幸雄君）  17番佐々木大三郎君。 

   〔17番佐々木大三郎君登壇〕 

○17番（佐々木大三郎君）  今、市長の御答弁

から職員は懸命に頑張っていると、真剣に考え

ながら頑張っているということでありました。

しかもそれは今まで何度も答えていましたとい

うような御答弁でありました。私も何度も言わ

せていただきます。 

 商売というのは、一生懸命頑張っているだけ

じゃだめなんです。事業の存続のためには、利

益を生み出す、何かの価値観を生み出すような

ものではなければだめだと私は思います。だか

ら、真の原因は何ですかと問いただしていると

ころであります。せっかくですので、市内には

すばらしい参考モデルもありますので、御紹介

させていただきます。 

 それは、以前の一般質問で指摘させていただ

きましたけれども、伊藤家についてであります。

以前はここの営業は第三セクターが行っており

ました。そして収支状況は毎年赤字状態でした。

ところが民間に変わった途端どうでしょう。毎

日品切れが生じるほどの盛況ぶりであります。

この現状は、皆様方も御存じのとおりでありま

す。このことからわかるのは、商売の成功とは

何か、お客様に喜ばれるような商品の提供と、

直接お客様に接する現場のやる気と発想力と接

客マナー、そして達成感を味わえるような職場

環境ではないでしょうか。 

 きのうも同僚議員から質問がありました。ト

ップダウンと行政指導だけでは、職場は思うよ

うに動けないでしょうし、改善改革もなかなか

難しいと私は認識いたします。やはりときには

職場の声や環境を耳に傾けて、やりがいを、や

る気を引き出すような雰囲気づくりも必要では

ないでしょうか。 

 再度市長の御所見伺います。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいまの御質問を聞

いておりますと、あたかも何もやっていなかっ

たようなそのような印象を受けるような御質問

であります。トップダウンというような話も出

ております。責任があるんです。判断もしなけ

ればならないわけであります。放っとくわけに

はいかないわけであります。だから今度のこの

第三セクター改革室が民間のノウハウをしっか

りと生かしながら、収益性のある部門とそれか

ら公益性のある部分を分析をしながら、すみわ

けしながら新たなステージをつくろうというこ

とに持ち込んだわけであります。それがあたか

も何もしていなかったような中における御質問

となれば、私も正直なところ冷静さを失ってし

まうということあるわけであります。 

 そのようなことになってしまったんでは、ま

さにトップとしての一つの責任が問われること

になるわけでございますから、これは冷静にな

らなければならないという中で、今この演壇に

立っているわけでありますけれども、そのよう

なことを踏まえると簡単なんです。収益性がと

れない。赤字になった。だったら人員整理すれ
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ばいいわけであります。それこそ人件費を削減

すれば、その分においての収益性が出てくると

いうことになるわけです。いうところの合理化

なわけであります。 

 それに簡単に踏み込めないのが、今、遠野の

おかれている状況であるということをもう少し、

しっかりと踏まえた上での御質問としていただ

ければということを繰り返しになりますけれど

も、お願いを申し上げたいと思っております。 

 そして、また職場がほとんどそのようなやる

気のない職場になっているんじゃないのかなと

言わんばかりのそのような御質問であります。

非常に不本意であります。どんなに思ってそれ

をもってやる気のない職場になったのかという

部分を、何をもってそれを言うのかということ

につきまして、反問権があればそれを具体的に

お答えをいただきたいということを私は思って

いるところでございますけれども、そのような

冷静さを失ってしまったのでは、まさに市長と

いう仕事もできなくなる。理事長という仕事も

できなくなるということになってしまいますか

ら、それはあえて申し上げませんけれども、質

問するほうにつきましても、よろしく一つの現

状を踏まえながら、単なる赤字だ、収益だとい

う議論じゃなくして、どうすれば遠野の産業振

興がそして、またいろんな魅力が磨きをかける

ことができるのか。伊藤家の話もありました。

まさに私も伊藤家のほうに行きますたびに本当

にすごいなと、いい形で商売してくれているな

といつも感謝しております。 

 そのようなものの中から、私もいろいろな意

味で学ぶところがある。それを単なるよかった、

よかったと言っているつもりはありません。あ

の手法をふるさと公社の中にもきちんと取り組

まなければならないということを学んだという

こともあえて申し上げて、答弁といたします。 

○議長（浅沼幸雄君）  17番佐々木大三郎君。 

   〔17番佐々木大三郎君登壇〕 

○17番（佐々木大三郎君）  私は今の質問は何

も根拠もなく、質問しているつもりはありませ

ん。現場の方々からの声が私に寄せられている

もんですから、私の声として届けているだけに

過ぎません。その辺は、ぜひ、御理解していた

だくようにお願いしたいと思います。 

 これ以上、質問しても答弁内容とは並行線た

どると思いますので、これぐらいにしますが、

ぜひ、伊藤家のすばらしい参考事例をふるさと

公社にも生かしていただきたいということだけ

は、しっかりと申し述べさせていただきます。 

 次に、第三セクター改革の推進に向けて新た

な第三セクター改革推進室という組織を立ち上

げて、兼務職員を含めて７名を配置するという

ことですが、突然これだけの職員を各職場から

吸い上げて配置することになれば、現職場の仕

事が回らなくなることが心配されます。そこで

伺います。 

 今回の組織変更に伴う現職場の仕事面への影

響とその対応策について市長の御所見を伺いま

す。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  組織を立ち上げたこと

についての人事異動の問題についてのお尋ねで

あります。私には執行権があります。権限があ

ります。それに基づいてそれぞれの職場の管理

職とも十分連携を図りながら対応しているわけ

でございまして、勝手にやっているわけではな

いわけであります。そして、どのような中でそ

の職員の仕事がきちんと対応できるかというこ

とにつきまして、常に目配り、気配りをしなが

ら対応しているということになるわけでござい

ますから、具体的なそのやりくりの問題につき

ましては、総務企画部長のほうから答弁を申し

上げますので、御了承いただきます。 

○議長（浅沼幸雄君）  総務企画部長。 

   〔総務企画部長鈴木惣喜君登壇〕 

○総務企画部長（鈴木惣喜君）  命によりまし

て答弁申し上げます。 

 今回の新たな組織は、プロジェクトチームが

まとめた改革の方向性等の素案を形にし、実行

するため設置したものでございます。 

 職員体制は、竹内第三セクター改革担当部長
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を室長兼務とし、主幹、主事を含めた３名を専

従、その他兼務職員４名の計７名の体制とした

ところでございます。 

 専従のうち、主幹は遠野ふるさと公社からの

派遣職員で、特産品の開発や宣伝のほか、ふる

さと納税に関する事務を担当しており、主事の

１名は、公共的団体に派遣していた職員を配置

いたしました。 

 兼務職員についても、各職場での兼務と第三

セクター改革との関連性が強い産業部や政策担

当から配置したものであり、現在の職場で事務

をとることになります。 

 専従体制ではありますが、実質的異動は少な

く、現職場での事務も並行して行うことから、

業務への影響は限定的なものと捉えております。 

 いずれ市民サービスの低下を招かないよう、

関係課及び関係部での横断的な協力体制を強化

するとともに、第三セクターに関する指定管理

者制度の見直しや遠野ふるさと公社の経営改革

などに取り組んでまいります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（浅沼幸雄君）  17番佐々木大三郎君。 

   〔17番佐々木大三郎君登壇〕 

○17番（佐々木大三郎君）  今の御答弁で、現

職場への仕事面への影響はないというふうに理

解しました。 

 以上で終わります。 

○議長（浅沼幸雄君）  10分間休憩いたします。 

   午後２時06分 休憩   

────────────────── 

   午後２時17分 開議   

○議長（浅沼幸雄君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 次に進みます。 

 ９番瀧本孝一君。 

   〔９番瀧本孝一君登壇〕 

○９番（瀧本孝一君）  さきの遠野市議会議員

選挙において、地元はもとより多くの市民の皆

様の御理解と御支援により、厳しい状況の中で

何とか３期目の議席を与えていただきました瀧

本孝一であります。 

 またこの場に立って一般質問ができることに

感謝を申し上げ、その付託された責任の重さを

再認識するとともに、これからも常識ある市民

目線で市民の皆様の福祉向上と幸せを願い、持

続可能なカントリーシティー「永遠の日本のふ

るさと遠野」に結びつけて「地道に…愚直に…

着実に…」を合い言葉に、当局の皆様と連携さ

せていただきながら取り組んでいく決意を改め

て感じているところであります。 

 言うまでもありませんが、二元代表制の中で

議会も執行部側も究極的に目指すところは同じ

であると、私は思っています。さまざまな議論

を交わしながら、市民の皆様の安心・安全な生

活の確保、利便性や福祉向上、伝統文化の継承

や豊かな自然環境の維持保全、そして１次から

６次までの全ての産業の反映と、赤ちゃんから

高齢の方まで安心して住めるまち・遠野の発展

であります。 

 しかしながら、社会情勢は大きく変わり、高

度成長時代は遠くに過ぎ行き、平成の成熟期は、

価値観の多様化や、グローバル化の進展と少子

高齢・人口減少社会の過渡期となりました。来

年５月には、元号が変わります。この国が経験

したことのない縮小社会が既に始まっており、

今後ますます少子化・人口減少社会の加速化が

進むと予想される中において、今までと同様の

行政サービスのあり方が問われる時代となる中

で、議会もそのあり方や役割、縮小社会におけ

る当局と住民とのはざまで、納得のできる折り

合いのつけ方が問われる時代となっていると、

私は思っています。 

 さて、事前通告に従いまして、今回も市長に

対し、一問一答形式により以下の２つのテーマ

について考えをお尋ねいたします。先ほどの緊

張感あるやりとりとは違うかもしれませんが。 

 １項目めは、小規模でも強い農家の育成につ

いてと題し、大規模化・集約化が進む中で、頑

張っている小規模零細農家の存在意義や役割、

支援策等について。 

 ２項目めは、再生可能エネルギー事業と景観

保全についてと題する質問ですが、きのうの菊
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池美也議員の大規模太陽光発電所メガソーラー

建設計画についての質問に大部分が重複し、場

合によっては割愛することもあるかもしれませ

んが、本市が標榜する「永遠の日本のふるさと

遠野」の景観上極めて大事な問題であると捉え、

御了解をいただきまして答弁を願うものであり

ます。 

 最初の質問、小規模でも強い農家の育成につ

いてに入らせていただきます。 

 私はこれまで前任期の８年間の一般質問の資

料を振り返ってみたところ、農産物特産品わさ

びの振興や、就業農家と人口減少社会における

「農地を守る」ということ、また農業生産基盤

の堅持についてなど、農業と農地環境保全にか

かわって６回ほど一般質問をさせていただきま

した。 

 その中でも、平成27年３月議会において、中

小零細農家の保護と農村景観保全についてと題

した質問は、今回の２つのテーマの両方にまた

がる部分ですが、改めて市長の現段階での見解

をお伺いいたします。 

 日々多忙をきわめる中で、市長は毎日多くの

新聞からも情報収集に努められていると存じま

す。地元紙や全国紙、業界紙が多数ある中で、

なかなかゆっくりと目を通す時間があるのかど

うかわかりませんが、12月２日付日本農業新聞

に「小農」──「小さい農」と書きまして「し

ょうのう」と読むと思うんですが、「小農の価値

 韓国の「強小農」──「強い小さい農」──

に学べ」と題する論説が掲載されておりました。 

 その記事の冒頭の部分を少し紹介させていた

だきますと、 

 国連委員会が「小農宣言」を採択し、家

族農業（小農）の価値と権利を見直す機運

が高まる中、韓国は強い小農を創り出す

「強小農プロジェクト」を展開している。

米国など54カ国と自由貿易協定（ＦＴＡ）

を結ぶ中で、大規模路線には限界があると

して小さくても強い農家の育成に力を入れ

る。日本も学ぶべきである。 

規模は小さくても、経営感覚にすぐれ、それぞ

れが強みを持つ農家を韓国では「強小農」と呼

び、そのプロジェクトが着実に成果を上げてい

る──という趣旨の記事で、成功事例と、これ

に至る国を挙げての取り組みの経緯や、我が日

本でも検討するべきではないかとの提言内容で

ありました。 

 最初に、市長はこの新聞記事をごらんになっ

たかわかりませんが、お隣韓国が進めている、

強い小農をつくり出している強小農プロジェク

トの政策についてどのような認識をお持ちであ

るのか、お尋ねをいたします。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  瀧本議員の一般質問に

お答えいたします。 

 一問一答方式の中で、この「強い小農」と、

強小農という言葉の中で、日本農業新聞でも紹

介されているけども市長は見たのかという、そ

のような御質問の中にありました。その新聞は

私ちょっと見ておりませんけれども、非常に、

今の御質問を聞きながら非常に関心を持ったと。 

 かつて戸別補償の問題、農業政策の中に戸別

補償制度なども導入されたという中で、小規模

でも農家をしっかり守ろうという部分があった

わけでありますけれども、日本の農業政策がま

さに大きくさまざま、まさにいろんな形で変わ

ってきているという、その中にありまして、し

かし、欠いちゃならないものが、欠いてもいい

ものはあるけども欠いちゃならないものはある

という分におきましては、やっぱり、今のこの

ような「小規模でも強い」という、そのような

中における取り組みもやっぱり一方においては

必要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。 

 いろんな市町村の一つのこれからのあり方に

ついて、私も一つそれに参画しておりますけれ

ども、プラチナ構想ネットワークという一つの

全国組織があります。このプラチナ構想ネット

ワーク、プラチナネットワーク構想というのは、

きらっと光る、小さくてもきらっと光る──合

併したくても合併できなかったところ、あるい
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は合併という選択をあえてとらなかったところ

がもっともっと連携を図れば強い基礎自治体を

つくれるぞという、そのような一つの理念に基

づく活動であります。 

 そんなことを思えば、このいろんな大規模、

収益性あるいは採算性、さらにはそのいろんな、

スマート農業をはじめとする、このいろんな農

業のあり方というものがどんどん変わってきて

いるわけでありますけれども、小さくても、小

規模でも、きらっと光るという部分の中に、や

っぱり何かの一つの農業の活路を見出すことも、

ある意味では大事じゃないのかなというように

思っておりまして、遠野市のような典型的な中

山間地域にあっては、このような取り組みがや

っぱりある意味においては必要ではないのかな

という部分の認識は、持っております。 

 だったら、それをどのように、仕組みにし、

それを組織にし、それをどのような形で農業の

底上げにつなげる場となれば、私もちょっと具

体的な対応は……、持ち合わせておりませんけ

れども、物の考え方、あるいはこの取り組む一

つの切り口、そういった意味におきましては、

非常に参考になる一つの御提言であったのでは

ないのかなというように捉えているところであ

ります。 

○議長（浅沼幸雄君）  ９番瀧本孝一君。 

   〔９番瀧本孝一君登壇〕 

○９番（瀧本孝一君）  その新聞記事の中身の

成功事例として、わずか数頭から「韓牛」とい

う韓国牛のブランドをつくり上げた方や、何も

なかった山奥の村に10年かけて10万本の梅の木

を植えて、年間100万人も訪れる観光スポット

にさせた女性農業者などもいるそうなんですが、

今市長が言われた「きらっと光る」農業をこれ

からも──は、大事にしていかなければならな

いというふうに、私も再認識させられました。 

 次に、私は、日本の農業の原点は１軒１軒の

小さな農家であり、集落であると思います。農

業はこれまで厳しい社会情勢の中で、目まぐる

しく変わる農政に振り回されてきたと言っても

過言ではないかもしれません。 

 特に中山間地は、水田や畑、山林などの持つ

多面的な洪水抑止やダム貯水湖的機能を備え、

農地や農村としての景観が維持保全されてきた

のは、小さな農家の大きな力であると私は思い

ます。 

 その上で、本市の大部分を占める小規模ある

いは家族経営型の農家の存在意義と役割をどう

捉えているのかについて見解をお伺いいたしま

す。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  中小農家をどのように

フォローしていくのか。それが良好な農村景観

を守り、国土保全にもつながっているというこ

とになるわけでありますから、先ほどの林業の

問題につきましても、林業従事者の問題がいろ

いろと議論されたところでありますけれども、

この分におきましては、中小農家、典型的な中

山間地域としてのこの遠野、農地の集約化ある

いは担い手、あるいは、さらにはいろんな農家

組合、あるいは農事農業法人といったような仕

組みづくりが進んでいるわけでございまして、

これを一定の流れとすれば、その流れには乗ら

なければならない。 

 しかし、一方においては、地元に愛着を持ち、

そしてまた家族経営という中におきまして、し

っかりと農地を守り、その中で生産性を維持し

ている１つの部分にも光を当てるという部分は、

やっぱり大事ではないのかな。 

 その部分を、どのようにバランスをとるのか。

また、その家族経営につきましても、どのよう

な構成の中でそれを維持しているのかという部

分を、分析をし、ある意味においては、そうい

った方々にどのような中で支援の手を差し伸べ

ることができるのかという部分も、やっぱりこ

の農業政策においては大事ではないのかなとい

うように思っておりますから、遠野市におきま

しても、農業法人のそのあり方、あるいは、一

方においては集落というか圃場整備をはじめと

する集約化といったのも一方には進んでいるわ

けでございますけれども、さらに、それに対比
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するような中における小規模農家の方々に、ど

のような、「手厚い」というよりもそのいろん

なフォローをするのかという部分も、もう一方

においては、忘れてはならない１つの大きな課

題として位置づけることができんじゃないか。 

 それによって、遠野の一つの農業というより

も農村景観といったものが保持されていくとい

うことにもつながるわけでありますから、それ

にコストをどのように求めながら対応していく

のか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、そのバランスのとり方を、やは

り、それこそ調和の精神に基づきまして対応し

ていかなきゃあならない一つの切り口ではない

かなというように思っております。 

○議長（浅沼幸雄君）  ９番瀧本孝一君。 

   〔９番瀧本孝一君登壇〕 

○９番（瀧本孝一君）  大規模化、集約化が一

方にあって、小さい農家にもこれから今後して

いかなければならないという認識をお持ちであ

るというふうに捉えました。 

 次に、日本・韓国とも国土面積が狭く、さら

に労働力不足に悩まされている現状がある中で、

日本では先日、外国人労働者の受け入れ拡大に

向けた入管法改正案が、審議時間の短さや中身

の煮詰まらないままという批判のある中で成立

いたしました。 

 現に、農業分野においても、大規模な野菜生

産地などは技能実習生という形で東南アジアを

主とするたくさんの外国人の労働力もかりなけ

れば成り立たない状況になってきているのは、

御承知のとおりであります。 

 そのような中で、日本農業新聞は、「面積も

労働力も限られる中、大規模化一辺倒ではない、

小さくても強い農業政策の強化が求められる」

と問いかけをしていますが、この考え方に対す

る、遠野市としての小さくても強い家族型農業

政策のあり方についてお尋ねをいたします。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  家族型の農家経営のあ

り方についてお尋ねをするということでありま

した。 

 この家族型農家経営という中にございまして、

この遠野市の家族協定締結の取り組みについて

でありますけれども、平成９年から始まりまし

て、平成30年３月末まで261世帯がこの協定を

締結しております。 

 岩手県のこの締結数が1,916世帯であります

から、遠野の261世帯は非常に大きい割合を占

めているんじゃないのかなと思っておりまして、

農業委員会を中心に進めているこの家族協定、

これは非常に大事な取り組みではないのかなと

いうように、そのように思っているところであ

ります。 

 ちなみに、平成30年度は約５世帯が、「約」

というよりも５世帯が新たに締結する予定とな

っているということでございますから、この部

分も、やはり先ほど言いましたとおり大規模

化・集約化という部分ももちろん、担い手の中

にあって、農事組合とかそれぞれのさまざまな

ものがそれに取り組み──もう、もちろんこれ

は、繰り返しになりますけれども、大事な一つ

の方向性であります。 

 しかし、一方においては、そういった農家、

家族経営といったようなものもしっかりと守る

という部分も、もう一方においては、しっかり

目を向けなければならない。 

 これは、「そっちにシフトするから、こっち

はどうでもいいんじゃ。こっちは放っといても

いいんだ」ということじゃなくして、やっぱり

それはそれで、しっかりと守る。 

 これは、典型的な中山間地域の遠野とすれば、

非常に取り組まなければならない１つのことで、

だから200も超える家族協定が締結されている

というのは、やっぱりそのような、遠野におけ

る一つの役目が、このような家族協定の数字に

なってあらわれているんじゃないのかなという

ように私自身は評価しているところでございま

すから、この仕組みも大事にしていきたいとい

うように考えております。 

○議長（浅沼幸雄君）  ９番瀧本孝一君。 

   〔９番瀧本孝一君登壇〕 
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○９番（瀧本孝一君）  家族協定は261世帯で

県内でも大きなウエートを占めているというこ

とで、これらの協定もさらに進めていくという

答弁でございました。 

 次に、「瑞穂の国」と言われた日本は、古代

から連綿とその営みを続け、おいしい米をつく

りながら集落を形成し、共同体によって農村景

観をつくり上げ、日本の食糧供給に大きな役割

を果たしてきたわけでありますが、産業形態を

はじめ社会経済状況が大きく変わった今日にお

いて、農業を取り巻く環境や人口減少、就業者

の高齢化、後継者難等が進む厳しい状況の中で、

本市における今後の農業展望と、集落営農や農

業従者の見通し等についてどのように把握され

ているのかについて、お伺いをいたします。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  どのように把握してい

るのかということについて伺いたいということ

であります。 

 農林業センサスによりますと、この農家戸数、

これをちょっと数字を申し上げますと、合併を

いたしました平成17年には3,681戸の農家があ

りましたけれども、平成27年には2,867戸、こ

の10年間で約800戸減少しているというような

状況にあります。10年間で800戸であります。 

 それで、市内の認定農業者については、平成

21年度末の423経営体をピークに減少をし続け

まして、現時点では328経営体となり、４分の

３に減少をしているという状況にあります。 

 また、集落営農組織は、５年前までは21組織

であったわけでありますけれども、現在は19組

織に減っているということになります。 

 少子高齢化によりまして、このような状況に

陥っているということは、これは、ある意味に

おいては、それこそいつも話していますとおり、

この数字は素直に受けとめなければならない。

だから、大規模化とか、あるいは今お話ありま

すとおり家族経営といったような問題を、しっ

かりと仕組みに持っていかなきゃならないとい

うことになるんではないのかなというように思

っておりまして。 

 なお、この集落営農組織については、本年度

内に新たに１組織が立ち上がるという、そのよ

うな見通しだということの報告を受けていると

ころであります。 

 いずれ、担い手や少子化に、いかに食いとめ

るかという分につきましては、今のようなこの

数字をしっかりと受けとめながら、その現状を

分析しながら、であればどうすればいいかとい

うことの中における一つの対応を、農業政策、

遠野スタイルの中で見出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。それがタフ

ビジョンという中に、どのように具現化するか

ということになろうかと思っておりますので、

それぞれ、農業政策の今の現状等につきまして

は、進行状況というのについても御答弁申し上

げているところでございますけれども、そのよ

うなことをしっかり踏まえながら、改めての一

つの時代の流れにおける関係機関と連携を図り

ながら、それぞれの新たな一つの仕組みづくり

にも、やっぱりこの分野においても取り組んで

いかなきゃならないんじゃないのかなというふ

うに理解しております。 

○議長（浅沼幸雄君）  ９番瀧本孝一君。 

   〔９番瀧本孝一君登壇〕 

○９番（瀧本孝一君）  このような人口減少社

会において、やはり想像したとおり、農家戸数

も800戸も減って、認定農業者も減り、そして

集落営農組織は21から19、今年度中に１組織が

立ち上がって20ということで、まあまあ横ばい

ということではありますが、一方で小さい農家

を大事にすることとともに、この集落営農組織

法人等も、これからの農業を進めていく上では

両方とも大事ではないかなというふうに思いま

す。 

 １項目めの最後の質問となりますが、韓国の

強小農プロジェクトが着実に成果を上げている

ことに対し、「大規模農家だけでは国の農業は

成り立たない」のは日本も同様だと、専門誌で

ある日本農業新聞は論評をしております。 

 地理的条件を鑑みることなく農地の大規模化
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や集約化をあおり、効率性、経済性、市場原理

ありきを追求する今の農政は、中小零細農家の

切り捨てにつながり、家族で一生懸命頑張って

いてもなかなか報われないのが実態ではないで

しょうか。 

 特に高齢化や後継者難の進む中山間地におい

ては農地の荒廃を招きかねず、「永遠の日本の

ふるさと遠野」を標榜する本市の農村景観や環

境の保全に影響が出てくるのは必至だと思われ

ます。 

 本市はＡＳＴ事業でさまざまな農家を支援し

ていることは承知をしておりますが、大規模化

一辺倒と思われる国の農政のあり方と、国に先

んじた強小農プロジェクト遠野版とも言えるよ

うな本市ならではの大胆かつ強力な小規模農家

へのさらなる支援策の構築が必要と考えますが、

その可能性についてお尋ねをいたします。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  小規模農家、家族経営

にさらなる支援策をという部分が御質問の中に

ありました。 

 農家支援室あるいはアストという組織を立ち

上げながら、さまざまな形で、この小規模農家

の方々、懸命に頑張っている家族経営の中で懸

命に頑張っている方々にも支援を続けていけて

いるということは、御案内のとおりであります。 

 今、平成31年度の予算編成に当たっていると

ころでありまして、このような部分にどのよう

な支援策を講じることが遠野としてできるのか、

限られた財源の中をどうやりくりできるのか、

さらには国や県の制度とどのように連携をとれ

るのかということで、今、担当部担当課のほう

につきましてはいろいろ議論をしながら予算編

成に備えているとこでございますので、その現

状と、特にピーマンなり、あるいはアスパラガ

スなりニラなりといったようなものが、この小

規模農家の方々によって支えられているという

ような状況もございますから、その状況等につ

きまして、今のこの遠野が置かれている状況の

中で、この大規模化だけではない、小規模の中

においても、このような結果を得ている、得て

いることが数字として出ているぞというような

ところにつきまして、産業部長のほうから御答

弁申し上げますので御了解いただきたいと思っ

ております。 

○議長（浅沼幸雄君）  大里産業部長。 

   〔産業部長大里政純君登壇〕 

○産業部長（大里政純君）  命によりまして、

瀧本議員の一般質問にお答えいたします。 

 第２次遠野市農林水産振興ビジョン、いわゆ

るタフビジョンⅡに、将来の目指すべき農業の

姿として、「みんながいきいき就農するまち」

というのを掲げております。 

 これは、集落営農、農業生産法人、認定農業

者、新規就農者、さらには高齢者や女性におい

ても、農業や産直活動に参画し、一定の就農機

会や収入を確保できる農業の多様な生産体系を

目指すものとしているところでございます。 

 個人の農業者については、花巻農協との連携

により高齢者でも作業が容易となるピーマン、

アスパラガス、ニラなどの軽量作物を推奨し、

所得の確保を推進をしてきております。 

 特にも、今年度ピーマンでは、販売額、単品

で１億円達成をなし遂げたところでございます。 

 本市でのピーマン栽培は、昭和53年、68アー

ル約1,300万円の販売額からスタートし、生産

者と関係機関が連携し、栽培拡大を推進してき

ましたが、途中、生産者の高齢化・担い手不足、

異常気象による単価安等の課題と向き合いなが

ら取り組んできたところでございます。 

 このような危機に、産地に元気を取り戻し、

農業を活性化させるため、本市では遠野農業活

性化本部アストを立ち上げ、平成18年からピー

マンを重点品目に掲げ、新規参入者の初期投資

の軽減や、収量の増加につながるトンネル栽培

技術の導入支援などを行い、産地の維持に向け、

支援を継続してきたところでございます。 

 もちろん、この支援だけでなく、先駆者によ

る技術指導、関係機関による品目選定や栽培体

系を確立いたしまして、担い手確保につながっ

たことが産地維持の大きな要因と認識をしてい
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るところでございます。 

 また、少量多品目による年間を通じた作付や、

季節ごとの作業時間の分配による無理のない生

産体系による市内産直への通年出荷も推進して

いるところでございます。 

 今年度、市内産直で組織する遠野市産直連絡

協議会では、四半期ごとの定例会開催による情

報共有、協議会独自に講師を招聘し来訪者の満

足度アップへ向けた講習会及び実践に取り組ん

でいるところでございます。 

 その結果、産直協議会構成産直全体では、入

り込み客数・売り上げはほぼ横ばいの結果が出

ておりまして、来訪者における市内産直の目的

地化が進んでいる傾向と受けとめているところ

でございます。 

 今年度内に東北横断自動車道釜石秋田線が全

通となり、市内産直への入り込み客数減が心配

をされておりますけれども、定例会・講習会の

継続開催を進め、各産直の積極的な魅力発信や

来訪者の満足度アップに取り組んでいこうとい

うことにしております。 

 今後においても、集落営農の組織化・法人化

を積極的に推進するとともに、認定農業者の確

保・育成と並行し、小規模と大規模のすみ分け

を明確にしながら、地域農業の維持・発展に向

け取り組んでまいりたいと考えております。 

 花巻農協をはじめとする関係機関と農業者と

しっかり連携しながら、アスト加速化事業及び

重点品目栽培支援事業をフルに活用し、戦略的

な園芸作物の振興を図ってまいりたいと考えて

おります。 

 以上、答弁を申し上げます。 

○議長（浅沼幸雄君）  ９番瀧本孝一君。 

   〔９番瀧本孝一君登壇〕 

○９番（瀧本孝一君）  今、部長のほうから詳

しく説明をいただきましたが、私も、ピーマン

１億円達成のニュースはテレビで拝見いたしま

した。着実に成果を出しているというふうに思

われます。 

 韓国の強小農プロジェクトは国を挙げての政

策でありますが、日本はそこまでは、そういう

政策はないということで、地方の一自治体が強

力に推し進めることができるのか、ちょっと不

安な面もあります。ぜひ、ぜひですね、遠野版

強小農プロジェクトにも私は挑んでいただきた

いというふうに思っております。 

 次に、２つ目のテーマの、再生可能エネル

ギー事業と景観保全についてと題した質問に移

ります。 

 このテーマについては、冒頭にも申し上げた

ように、きのうの同僚議員の「大規模太陽光発

電所メガソーラー建設計画について伺う」の質

問で、内容的にはかなり踏み込んだ質疑が交わ

されているところであります。 

 私も、きのうの質問者の質問内容の趣旨に大

いに賛同するとともに、その的を得た鋭い着眼

点に敬意と感心をさせられた中で、市長には再

度同じような答弁をいただくのはまことに心苦

しいのではありますが、「永遠の日本のふるさ

と遠野」のブランドが問われている大事な案件

であります。 

 けさの地元紙の４面に「遠野市が制限条例を

検討」の文字が躍っていて、少し安心したとこ

ろですが、私は平成29年６月の定例会において

「就業農家や人口減少時代における「農地を守

る」ということについて」と題した一般質問で、

本市を代表する高原の１つである寺沢高原の除

染されたばかりの市営牧野と、隣接する牧野組

合の採草放牧地という農地に計画された大規模

太陽光発電所計画の問題を取り上げ、当時の農

業委員会会長との間で討論をしたことが思い起

こされますが、幾ら再生可能エネルギー事業と

はいえ、「永遠の日本のふるさと遠野」を標榜

し、景観という資源を未来に継承していくため

には、先般報道された計画は極めて大きな事案

であり、看過するわけにはいきません。 

 最初に、「遠野市景観資源の保全と再生可能

エネルギーの活用との調和に関する条例」にお

ける事業の推進で、申請された案件が該当する

地区の景観と「調和」する、しないという言葉

が意味するのは、いわゆる3,000平方メートル

の基準を１平方メートルでも超えるか超えない
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か、また誰がどのように「調和」している、し

ていないの判断を下すのかなど、「調和」とい

う言葉の意味する程度や範囲の定義について御

教示を願うものであります。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  景観資源と再生可能エ

ネルギーの調和に関する条例、この分につきま

しての一つの定義と、その今持ち込まれている

一つの案件について改めて問うというような、

そのような御質問でありました。 

 きのう、菊池美也議員と、この問題につきま

して、かなり突っ込んだ議論をさせていただき

ました。非常に有意義でありました。 

 そしてまた、このような議論こそが、議会の

中において、きちんと向き合うということが、

私は非常に大事なことではないのかなというよ

うに思っております。 

 この再生可能エネルギーも、エネルギー政策

の中にあって、この部分、特にもメガソーラー

は、採算性の問題をどのように捉えるのかとい

う部分が全くしっかりと位置づけられていない、

そのような中における一つの取り組みでありま

す。 

 そして、広大な面積を活用しながら、そこで

エネルギーをとる。そしたら、その電力をとっ

たものはどこに行くかとなれば都市のほうに全

部集中していくという部分の中に、都市と地方

の構図が、その中にあるわけであります。 

 地方には、誇るべき自然資源、そして水資源

を守る山、さらには生命・命の財産とも、命の

作業とも言われる農業といったものが、その中

でしっかりと支えられているという部分の中に、

エネルギー、電力という部分の中におけるもの

をそのような中で求めてきているというような

状況にあるわけでありますから、それを、ただ

単に、化石燃料に頼る電力事業じゃなく、電力

供給だけじゃなくして、再生可能エネルギーと

いう部分の中において確保するということも、

これは一つの時代の流れにあっては必要ではな

いのかなと思っておりますけれども、やはり、

そこには調和というものがやっぱりあるんでは

ないのかなというように思っております。 

 きょう先ほど、ふるさと公社の問題等につき

まして、私も冷静さを失って答弁を申し上げて

いったわけでありますけれども、ふるさと公社

は、文字どおり、遠野の産業を支えている、大

きな柱であり、よりどころなわけであります。

それを「どうでもいい」と言うつもりは毛頭な

い。その中に大きな採算性とは違った中におけ

る、支えているいろんな産業がそこにあるんだ

ということをしっかりと認識しながら、しかし

収支は、そのような状況である。しかし、一方

においては、しっかり遠野の産業を支えている、

その柱であるんだということを考えた場合にお

いては、そこをどう調和するのか。 

 じゃあ、その部分においては赤字といったも

のをどのように捉えるのかということも、やは

り１つの視点として私は必要じゃないのかなと

思うからこそ、そのような一つの冷静さを失っ

た答弁を申し上げたということを、この「調

和」の中において、やっぱり私も改めて見出さ

なければならないんじゃないのかなと思ってお

りますから、改めて、この自然環境と調和をと

った、特にも景観資源と調和をとった。 

 という中における3,000平米ということを持

ち込んでいるわけでありますけれども、やはり、

この動きが、もう未稼働のメガソーラーに対し

ては、もう買い取り価格そのものももっともっ

と低くするという話も出てこられている。 

 もう既に、もう採算性が危うくなってきてい

るわけでありますから、そのような現状を踏ま

えながら、遠野の景観資源をしっかり守るとい

うためには、やっぱりこのまま放っておくわけ

にはいかない。もう一歩踏み込むというような

中におきまして、けさの報道にも──けさの報

道になったというよりも、この場で、そのよう

な答弁を申し上げたわけでありますから、まあ

当たり前といえば当たり前なわけでありますけ

れども、そのような中で、やっぱりこの問題に

も立ち向かっていかなければならないかという

ように認識しているところでございますから、
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その認識をもって答弁といたします。 

○議長（浅沼幸雄君）  ９番瀧本孝一君。 

   〔９番瀧本孝一君登壇〕 

○９番（瀧本孝一君）  まあ「調和」という言

葉は、ある意味曖昧さもありますけれども、そ

こはしっかりと、それこそ自然と調和をとって

いただいて、遠野らしさを維持していただきた

いというふうに思いますし、ふるさと公社の経

営に関しても、さまざまな面での調和が必要で

あり、これによって働く人の意欲も湧いてくる

ようなやり方をこれからもしていただきたいな

というふうに思います。 

 次に、11月28日に地元紙が報じた高清水山山

麓の大規模太陽光発電所計画の内容等について

は、台湾企業などが設立した東京の合同会社が

計画。松崎町光興寺の民有林などの47.5ヘク

タールを地上権設定契約で確保し、年間発電量

約２万メガワット、一般家庭換算4,500世帯分

を見込み、来年６月に着工し、再来年の完成・

稼働を目指すと報じられました。 

 概略は新聞報道で把握できますが、地元の反

応や、もう少し具体的な計画内容についてお示

し願えるならば、公表できる範囲でよろしいで

すので、お伺いをいたします。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この問題につきまして

は、それぞれ今御質問の中にありましたとおり

47ヘクタールを超える広大な面積という中で持

ち込まれている一つのプロジェクトであります。 

 そして、もう一方においては、事業主体が台

湾という中における外資系企業という、そのよ

うな状況でありまして、特にも、この南向きの

斜面に当たるけども高清水というところに、一

つの中に位置づけられる部分がある。まさに遠

野の景観といったものを、まさに代表するよう

な場所なわけでありますから、慎重が上にも慎

重にならなければならないというように私は思

っているところであります。 

 であるがゆえに、この景観資源と再生可能エ

ネルギーの調和に関する条例が、言うなれば、

はっきり機能したという中で対応しているわけ

でありますけれども、当市からの指導に対しま

して、事業者から報告があることになっており

ますが、対応が──指導いたしました、指導い

たした、その対応が不十分な場合は、今度は勧

告という部分まで踏み込むことができるわけで

ありますので、この条例に定める勧告といった

ものにも、ある程度、腹をくくりながら、この

問題には立ち向かっ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。 

 これから、この指導を行った、いうところの

行政指導を行ったわけでありますから、面積が

47.4ヘクタール、47.5ヘクタールという、その

ような広大な面積が松崎町の光興寺地区に申請

が出ているということで、そのほかの詳しい状

況につきましては、それぞれ相手があることで

ございますから、十分なあれはできないわけで

ございますけれども、土地の一部には岩手県が

指定した土砂災害警戒区域も含まれているとい

うことも考えれば、本当に慎重が上にも慎重を

期さなければならないというふうに、そのよう

に考えているとこでございます。 

 これはきのうの菊池美也議員の御質問の中に

もお答えをしているとおりでございますけれど

も、まさにここ、うまく調和がとれるのか、と

れないのか。まさに非常に微妙な、そのような

プロジェクトではないのかなというように考え

ているとこでございますから、御了承いただき

たいと思っております。 

○議長（浅沼幸雄君）  ９番瀧本孝一君。 

   〔９番瀧本孝一君登壇〕 

○９番（瀧本孝一君）  相手があることである

から新聞報道以上のことは余り……、なかなか

難しいというふうに捉えました。 

 ３つ目に、先般の議員全員協議会では「景観

資源の保全と再生可能エネルギーの活用との調

和に関する審議会」に４件の諮問があったと報

告されましたが、当該案件を含め、その中身を

個々に公表することが可能であるのかどうか、

結果や答申は、きのうも少し触れられておりま

したが再確認の意味でを含めて、お尋ねをいた
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します。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま再確認の意味

を含めて、この審議会の中でどのような審議が

行われたかということでございましたので、担

当しております経営企画担当部長のほうから、

その内容につきまして御答弁申し上げます。 

○議長（浅沼幸雄君）  佐藤経営企画担当部長。 

   〔総務企画部経営企画担当部長佐藤浩一

君登壇〕 

○総務企画部経営企画担当部長（佐藤浩一君）

  命によりまして、瀧本議員の一般質問にお答

えいたします。 

 審議会に対しまして、本案件を含めて太陽光

発電事業３件、風力発電事業１件を重要事項で

あると判断し、審議会へ諮問を行い、２度の審

議会を開催しております。 

 慎重に審議を重ねた結果、諮問した４件につ

きましては11月22日に答申がなされております。 

 答申の概要は、景観資源への配慮、住民の同

意について十分な指導を行うこと、災害発生防

止策の検討、事業終了時の設備の撤去及び処分

についての計画を提出するよう指導を行うこと。 

 このように答申がありましたので、審議会か

らの答申を重く受けとめ、景観資源の保全のた

め指導が必要であると考え、条例に基づき、再

生可能エネルギー事業者に対し11月27日付で指

導を通知しております。 

 なお、各個別につきましては、それぞれ内容、

これから業者等から──先ほど市長から答弁あ

りましたとおり、業者のほうから意見等、弁明

等の機会とかありますので、そこに関しまして

は、公表はちょっとできかねますので、控えさ

せていただきます。 

○議長（浅沼幸雄君）  ９番瀧本孝一君。 

   〔９番瀧本孝一君登壇〕 

○９番（瀧本孝一君）  わかりました。その答

申が生かされるような指導を、ぜひお願いした

いと思います。 

 現在、小友町ではかなり大きな規模の太陽光

発電の施設が建設中と聞いております。面積要

件上からは条例の対象案件と想像されるところ

でありますが、審議会の諮問の対象になったか

どうかは、把握してはおりません。 

 今議論をしている高清水の大規模太陽光発電

所計画について、審議会からの答申を受けて本

市は景観配慮を求める方針で文書で行政指導を

すると報じられましたし、今、部長も答弁され

ました。 

 このような場合、適切な指導に従った場合の

計画でも、景観保全の総合的な判断から永遠の

日本のふるさと遠野にふさわしくないと判断さ

れた場合、不認可となる可能性があるのかどう

か否かについて、見解をお尋ねいたします。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この条例を定めている

という話を申し上げているわけでありますけれ

ども、本市が定める条例は対象事業の届け出で

ありまして、許認可制ではないということであ

ります。そして、この届け出に対し、景観資源

の保全のためにいうところの行政指導を行うと

いう、そのような性格を持っているという条例

であります。 

 太陽光発電事業は、再生可能エネルギー事業

の中で、環境影響評価、いうところの環境アセ

スです、これが必要はないという、対象になっ

ていないという部分があるわけであります。風

力発電の場合は、この環境アセスがしっかりと

クリアしなければ許可にならないっていうこと

になっていますけども、太陽光発電は、その環

境アセスの対象外の事業になっているというこ

とになるわけでございまして、したがって、い

うところのハードルは低いということになるわ

けであります。 

 そういうような中におきまして、よく言う入

り口、届け出、そして、この役目が終わった後

の撤去という部分における出口といった部分の

中における法整備が、しっかりとできていない

という、そのような一つの現状があります。法

的整備が十分でない。そして、進んだ場合にお
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いては、防災、あるいは環境上の問題を巡りま

して、地域住民といろいろトラブルが起きてい

るというような問題も発生しているということ

も、私も承知をいたしております。 

 こうした状況に対しまして、実は、資源エネ

ルギー庁が放っておくわけにはいかないという

中で適切な事務指導を、事業実施のための遵守

事項をガイドラインとして平成29年度に策定を

したという、一つの流れがあります。そして、

そういった中におきまして、このガイドライン

は、さまざまな事業の土地の調査、あるいは選

定、さらには設計、施工、そういったものに当

たってのいろんな項目、さらには周辺地域への

いろんな配慮、計画終了後の撤去、あるいは処

分について遵守事項が定められて、資源エネル

ギー庁も放っておくわけにはいかないっていう

中で、遅まきながらガイドラインを示したとい

うことになっているわけであります。このよう

なことになったということは、やはり、いろん

な問題が起きているという一つの証ではないの

かなと思っております。 

 太陽光発電を実施する大前提として、いうと

ころのガイドラインはもちろん順守しなければ

なりません。さらには、順守を求める事項に違

反した場合においては、それこそ、この事業が

前に進まないということになるわけでございま

すから、そのような意味におきまして、当市の

条例もそのような動きを踏まえながら、さらに

見直しを含めながら、ガイドラインに準拠した、

そのような一つの対応が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して、昨

日の御答弁の中で条例の見直しも考えなければ

ならないっていう部分を答弁申し上げたのは、

そのような背景があってのことであるというこ

とを御理解いただければというように思ってお

ります。 

○議長（浅沼幸雄君）  ９番瀧本孝一君。 

   〔９番瀧本孝一君登壇〕 

○９番（瀧本孝一君）  この太陽光は、届け出

制であって許認可制ではないということがわか

りました。 

 通告はしておりませんが、けさの地元紙に報

じられた再生可能エネルギー施設立地への制限

条例検討の記事に関し、今後、具体的な検討に

入るとのことですが、現段階で、この条例の概

要と制定時期について答弁をいただけるもので

あれば、お願いを申し上げたいと思います。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  こうして本会議場の中

におきまして議論をしているわけでありますけ

ども、条例の中におきまして景観資源という部

分の中と調和という部分もあるわけでございま

すけれども、一方においては、やっぱり土地の

権利、所有者の権利っていうものを十分配慮し

なければならないっていう部分を、まさにこれ

をどう調和するのかっていうことになるわけで

ございますから、やはり、しっかりと話し合い

しながら、やっぱりこの問題に立ち向かってい

くことになり、しかし一方においては、それを

待つわけにはいかないとなれば、条例の中でも

う一歩踏み込むという部分の中で、その対応は

私は急がなければならないかというふうに考え

ているところでございますから、担当部のほう

に指示をいたしまして、この条例の見直しとい

ったものにつきまして、全国の動き、あるいは、

ただいま申し上げました資源エネルギー庁の含

めての国のエネルギー政策の問題、あるいは電

力会社の固定買取価格制度の一つの位置づけの

問題といったようなものを情報収集に努めなが

ら、しかるべき遠野としての条例の中身を検討

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。 

○議長（浅沼幸雄君）  ９番瀧本孝一君。 

   〔９番瀧本孝一君登壇〕 

○９番（瀧本孝一君）  急がなければならない

というふうに解釈をいたしました。 

 ２項目めの最後の質問となりますが、きのう

の同僚議員の質疑にも関連する部分で、どこま

でが住民なのか、市民なのか、当該案件の対象

者なのか、明確になっていない部分があると思

われます。遠野市が誇る景観資源の存在価値を
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左右する大規模太陽光発電所の設置など、自然

環境、地域環境などに大きな変化をもたらすよ

うな計画の申請があった場合、遠野市全体の問

題と捉え、積極的に市民全体への広報や周知が

必要ではないでしょうか。 

 また、現在、市内には一定規模の太陽光発電

施設が散見されるようになってきましたが、こ

れらの施設にも必ず耐用年数がきて、施設の更

新や廃止が予想されます。そのときに施設が廃

墟化とならないためにも、させないためにも、

事業終了後の対策も含めて、今後の市の景観資

源の保全対策を確実なものとして講じられるこ

とを願うものですが、その方針をお尋ねいたし

ます。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  まさに、ただいま御質

問にあったとおりの中で取り組まなければなら

ないかというように思っております。 

 対象地域住民という中におきまして、当該地

の周辺の地域住民ということに一応はなってい

るわけでございますけども、その辺の捉え方も

昨日の答弁の中で申し上げましたとおり、もう

少し幅広く考えなければならない。 

 そして、また一方においては、その部分にお

ける一つの、市長というよりも遠野市としての

あり方につきましては、やっぱり慎重を期さな

ければならないという部分につきましては、い

ろいろ顧問弁護士にも相談しながら、この条例

をもとにどのように立ち向かったらいいのかと

いうことについて、いろいろ御相談もさせてい

ただいておりますので、やっぱり市民の皆様に

しっかりと情報を提供をする。そして、またそ

の提供した情報の中で、いろいろ市民の皆様に

も考えてもらえるというのは、そのような一つ

のような方向に持っていくことも、また行政指

導の一つではないのかなというようにも考えて

いるところであります。 

 ちなみに、参考のためにちょっと申し上げま

すけども、経済産業省のほうでは、固定価格買

取制度をこの平成29年４月に発電所と送電線を

経由接続する契約ができていない事業、いうな

れば、まだ契約ができていない事業については、

事業計画の認定を取り消せるような、そのよう

な改正を行ったということもあります。 

 また、平成30年10月、ついこの間であります

けども、稼働していない太陽光発電事業の固定

価格買取制度の減額改革に乗り出したというよ

うな、そのような報道もされておりまして、そ

のような太陽光発電事業をとり巻く国の情勢も、

いろいろ刻一刻変わってきているということも、

我々は冷静に受けとめてなければならない。 

 さらに、九州電力のほうでは、全国初となる

太陽光発電からの出力を停止するという、その

ような出力制御を10月に実施したということで

あります。東北電力においても出力制限を回避

するため、仙台市にて太陽蓄電システムを設置

いたしまして、実証実験が行われるなど、さま

ざま電力会社のほうでも、そのような動きが出

てきている。 

 需要と供給、その部分の中における一つのエ

ネルギー政策の中の中に、メガソーラーを取り

巻く環境も、このとおり刻一刻と状況が変わっ

てきているということも、我々もこれに敏感に

反応しなければならないという中で、情報提供

も含め、このような状況もあるっていうことを

含めて答弁といたします。 

○議長（浅沼幸雄君）  ９番瀧本孝一君。 

   〔９番瀧本孝一君登壇〕 

○９番（瀧本孝一君）  我々の支払う電気料金

の中にも、再生可能エネルギーの買い取りの部

分が上乗せをされているというふうに認識をし

ておりますし、東北電力がその太陽光発電の発

電を一時中止してもらうというふうな話も、私

も聞いております。 

 本日は、東日本大震災大津波から７年と９カ

月の月命日にあります。あの日を忘れることな

く、年の瀬に向かって、被災者の皆様をはじめ

市民の皆様の御安寧を願って、これで私の一般

質問を終わります。 

○議長（浅沼幸雄君）  10分間休憩いたします。 

   午後３時15分 休憩   
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────────────────── 

   午後３時25分 再開   

○議長（浅沼幸雄君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 次に進みます、16番新田勝見君。 

   〔16番新田勝見君登壇〕 

○16番（新田勝見君）  通告に従い一般質問を

行います。 

 現在、市政において課題が山積しております。

その中から１点に絞って一括方式にて市長にお

伺いいたします。それは、産業の振興が一番大

事なことと思っているからであります。 

 遠野市の場合、特にも第一産業が基幹産業と

なっている以上、基幹産業が元気にならなけれ

ば遠野市の発展はないと私は思っております。

農業で、そして林業で、畜産で、園芸で生活で

きる基盤をつくるのが今の課題ではないでしょ

うか。 

 今回のテーマは馬であります。このことにつ

いては、過去にも同僚議員が一般質問をしてお

りますが、生産者の声も聞きつつ質問する次第

であります。 

 その前に、私も幼いころから曲り家にて馬と

一緒に生活をしておりました。馬は農用馬とし

ての働きと子馬生産との役割でございます。春

は馬耕から秋の稲の運搬、そして冬は馬そりで

の堆肥の運搬とさまざまありました。その中で

私は子どものころ馬そりに乗るのが楽しみでも

ありました。 

 子馬の出産、そして荒川牧場での育成、次の

年には１歳馬市場への競り、競りのときは朝早

くに起こされ縁側にて馬とのお別れもありまし

た。馬の思い出もたくさんありますが、昭和40

年代に入りまして乗用トラクターの普及により

馬との生活も終わりました。今、市内において

馬といえば乗用馬の生産が主なところでありま

すし、またイベントにおいては馬車とか馬そり

とか、あるいは流鏑馬等々、活用されておりま

す。 

 10月30日、第45回遠野市乗用馬市場が開催さ

れました。前の日には共励会、そして夜には前

夜祭ということで、私も出席させていただきま

した。その前夜祭においては１円でも高く買っ

てもらえるようにというような生産者の叫びで

もありますけれども、そういった中で前夜祭も

終了したわけでございます。 

 30日は、私は公務のために市場には参加でき

ませんでした。そういったことで遠野テレビ、

そして担当者からの資料の請求ということで、

その関心がありましたので即資料を手に入れま

して見た次第でございます。 

 その結果、29頭が上場され、そのうち11頭が

落札し、売上総額は1,115万円となっておりま

した。昨年は29頭上場され、15頭が落札され1,

820万円となっております。昨年と比較し販売

額前年比61.3％となっております。実に競りに

おいて29頭のうち18頭が生産者が思う値がつか

なかったということになります。私はそう思っ

ております。 

 そして、昨年、主取りして馬の里で調教、育

成されました２歳馬、ことしの競りで付加価値

をつけて高く売ろうという気持ちの馬でござい

ますけれども、２歳馬については10頭のうち５

頭が販売、５頭が主取りとなる結果となりまし

た。 

 聞くところによりますと、１年のコストが約

50万円とするならば、100万円以上に販売をし

なければならない２歳馬でございます。生産者

にとっては残念な結果になったと思います。 

 馬といえば、幾ら趣味的な要素が含んでいる

としても、ある程度、産業として成り立つもの

でなければならないと私は思っています。市場

結果について市長の感想を伺いたいと思います。

これが第１問でございます。 

 次に質問ですが、飼養農家の思いと今後につ

いてお伺いいたします。 

 生産者にとって１歳馬としてそれなりの価値

で売りたいという気持ちが当然あるわけでござ

います。ことしの場合、２頭は高値取引となり

ましたが、主取りが13頭となっています。その

うち６頭が馬の里に残して次年度というふうに

なります。そして、６頭は来年の競りを待つと
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いうことになります。 

 購買者の数や好みによって競りは行われるも

のと思います。１歳馬としての結果を踏まえ、

今後の対応策について市長の考えをお伺いいた

します。 

 次に、産業としての乗用馬生産の課題につい

て質問いたします。 

 タフ・ビジョンによりますと、乗用馬の見込

みとして売り上げ3,000万円、生産頭数30頭と

なっておりますが、どの部門においても担い手

不足が心配されますが、これからも継続して乗

用馬生産を行うための課題についてお伺いいた

します。 

 次に、市の補助金のあり方について質問いた

します。 

 市では主取りし馬の里を利用して１年間育成、

調教する場合、１頭につき月２万円の助成をし

ていますが、生産者、つまり預託者も３万円程

度の負担があり、合計して年間50万円ぐらいコ

ストがかかっております。したがいまして、２

歳馬は最低でも100万円以上に売らないと採算

割れになることになります。 

 そして、それでも販売できない場合、３歳馬

として、あるいは４歳馬として長く調教してい

かなければなりません。購買者のニーズを捉え

ながら育成に励まなければなりません。そうい

うことも含めて、補助金のあり方も考えなけれ

ばならないと思います。 

 ２歳馬における月２万円は少ない額ではあり

ませんが、補助の方法について一考すべきと思

いますが、その考えについてお伺いいたします。 

 次に、ビジョンとしての乗用馬生産について

質問いたします。 

 私の見た、タフ・ビジョンにおいては市では

遠野生産馬は遠野ブランドとして定着していま

すというふうに表現しています。そして、馬事

文化の伝承、馬の里を拠点とした広域的な枠組

みの構築と生産支援、さらなる馬の品質向上、

農山村の景観維持、市場の継続開催に取り組む

と掲げております。 

 そういうことを考えてみますと、本州唯一の

乗用馬市場について、継続の鍵は生産者の高齢

化に伴う担い手の育成が大きな課題と思います

が、どうでしょうか。 

 そして、拠点となる馬の里の役割と充実が不

可欠であると思いますが、そのことについても

お伺いいたします。 

 次に、馬の里の職員は十分かということでお

伺いいたします。 

 あくまでも聞くところによればですけれども、

職員が足りないといわれています。一般の仕事

とは違い専門的な知識と経験が必要と思います。

馬の里立ち上げのときは、確かに２年間の養成

機関を経た上で馬の里に勤務することで、育て

るためには公費で行ってきたというふうに思っ

ております。 

 その後、けがなどのいろいろな事故もあり自

然的に減ったものと思っています。原因はよく

わかりませんが、人材がなければ馬の里の活用

にも影響が出ると思います。１人で見れる馬の

数は限られていると思います。生産者側、預託

にも影響してくると思います。 

 私は、中学生、高校生の教育旅行の受け入れ

をすることがあります。大体１班４人ぐらいで

ホームステイしますが、体験の合間を縫って子

どもたちを荒川高原に連れて行きます。高原に

は乗用馬が放牧されていて、それを見てそして

触れて子どもたちはなかなかその場を離れよう

としません。自然景観と馬、何にもかえがたい

瞬間であります。 

 私は、馬に乗りたいかと聞くと、乗りたいと

いうので荒川牧場から駒木を経由して馬の里に

来て、馬に乗せてくれないかと職員に尋ねると、

いいですよと答えてくれました。子どもたちが

交互に馬の背中にまたがりました。馬から降り

た子どもたちはまた乗りたいとすぐさま要求し

てきました。私は２回ずつ馬に乗せてあげまし

た。子どもたちは、私に対してありがとうござ

いましたとお礼をいってくれました。馬の人気

はすごいものだなと改めて思いました。 

 今は人材不足で乗馬教室とか引き馬とかの対

応はしていないというふうに聞いております。
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職員を確保してさまざまな要望に応えるのも馬

の里の役割と思います。 

 次に、最後の質問ですけれども、農用馬の生

産と課題についてお伺いいたします。 

 今は、農用馬は肉用となっていますが、その

生産には市でも種つけ時や出産後において補助

金を出して支援しております。余りそのことに

ついては耳にしませんが、現状と課題について

お伺いいたします。 

 以上で、１回目の質問を終わりますが、生産

者の声としては、やればやるほど赤字になりま

す、また、コストがかかり体力が持たないとの

声、また、馬の里の預託枠が８頭と少ない、市

外の人は市場に参加していますが組合員になれ

ない、馬の里を利用することができないなどの

声もあります。 

 本州唯一の市場が消滅するのではなく、盛況

で生産者のほくほくした顔が見られるような馬

の生産と活性化を望むものであります。担当者

や生産者の話を聞いていると、なかなか難しい

課題が多いと思います。そういったことについ

て市長のほうからお考えをお伺いいたします。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  新田勝見議員の一般質

問にお答えいたします。 

 馬事振興、馬文化という、そのような中にお

ける馬の里を取り巻く厳しい状況の中におきま

して、それぞれ７項目にわたって御質問をいた

だきました。 

 冒頭、お話がありましたとおり、馬というも

のにつきましては、遠野はまさに欠かせない大

きな大きな観光資源でもあり、地域資源でもあ

り、我々の仲間だと言ってもいいほどの、その

関係にあるということになろうかというように

思っております。 

 それぞれ幼いころの思い出を含めながら、馬

との触れ合いを述べられておりましたけども、

この議場にいる皆様も大体そのようなものは共

有しているんではないのかなというように私は

思っているところであります。 

 そういった意味におきましても馬文化、馬事

振興、これをしっかりと守り、そしてまたそれ

を次の世代につないでいかなきゃならないとい

う中で、この７つの項目が質問として出たので

はないのかなというように私自身も認識いたし

ております。 

 しかし、時代の経過とともに馬の里を取り巻

く、あるいは乗用馬、農用馬を取り巻く環境は

一段と厳しくなってきていることも、この質問

の中にありましたとおり、私も十分認識をいた

しているところであります。 

 しかし、それをもって厳しいといってもそれ

から逃れるわけにはいきません。これに立ち向

かっていかなければならないという中で、この

課題をどうするかというところに、やはりこの

現状をしっかり踏まえた解決策、あるいは施策、

あるいは事業の展開、そのようなものを行って

いかねばならないんじゃないのかなというよう

に思っているところであります。 

 質問とちょっと重複するというか、繰り返し

になるかと思っておりますけども、答弁でござ

いますので、ある程度、勘弁をいただきたいと

思っておりますけども、平成29年度の市場結果、

これは30頭上場いたしまして16頭を販売し、総

額1,820万円。これは29年度。そして一方、30

年度は御質問にありましたとおり、29頭を上場

いたしまして11頭を落札、販売、そして販売額

は1,115万円ということになりました。平成29

年度よりも４割の減額となったというそのよう

な厳しい数字が、この30年度の市場の中にあっ

たわけであります。 

 この振興ビジョン、タフ・ビジョンの中にお

きましては、まちづくり指標におきまして、平

成29年度、30年度とも毎年度2,350万円を取引

目標値として掲げておったわけでありますから、

29年度も30年度もその目標を未達成となったと

いう、そのような状況であります。 

 この中におきまして、29年度の反省点といた

しましては、市場での見せ方、市場前のＰＲ、

これをしっかりとしなければならないんじゃな

いのかなというようなことが反省点として挙げ
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られました。 

 また、平成30年度におきましては、ホーム

ページにおきまして直近の動画配信を行ったと

いう中で、少しでも高値で取引してもらうよう

な手立ても講じたわけでありますけども、それ

が結果として数字には表れなかったという一つ

の中であります。 

 また、昨年度は１歳馬の売却率が低迷したと

いうことから、主取りが非常に多かったわけで

ありますけども、馬の生産、付加価値の向上の

ためにさまざまな手立てを講じながら、平成30

年度は２歳馬をメインといたしました市場とい

ったところに持ち込んだわけでありまして、売

却率の向上に努めたと。中央馬事団体関係者か

らも馬の品質は悪くないと、市場での馬の見せ

方もよいと、そのような評価をいただきました。 

 しかし、そのような評価とは裏腹に、予想に

反しまして２歳馬の売却が伸び悩んだと、そし

て２歳馬の売却が伸び悩んだのは、今年度、平

成30年度がはじめてという、そのような結果に

なりました。 

 市場終了後におきまして、それぞれ協議した

結果、購買者のニーズが３、４歳馬のほうに移

行していると、そのような声も出てまいりまし

た。そのような意見もいただいたと、したがっ

て、全国の乗馬クラブのほうでは飼養厩舎がい

っぱいだというような、そのような話もありま

して、そもそも購入意欲がなくて市場に参加し

ているのではないだろうかというような、その

ような声もあったということも聞いております。 

 そのようなこともしっかりと踏まえながら、

45回を数えた歴史、本州唯一の乗用馬生産の市

場であるということを踏まえながら、ただいま

申し上げましたとおりの、そのような反省点、

あるいは評価といったものを次につなげるよう

な対策を講じていかなければならないかと思っ

ております。 

 １頭当たりの平均取引価格も、29年度は113

万7,000円でありましたけども、30年度は101万

3,000円という中に取引されているところでご

ざいますから、生産者の皆様のさまざまな生産

意欲といった部分に対する一つの答えが見い出

せない資料になっ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ので、31年度に向

けてさらなる改善、努力を進めてまいりたいと

思っております。 

 この２項目めありますけども、１歳馬の一つ

の売却の落ち込み等につきましてどのように考

えているのかと、29年度の乗用馬市場での１歳

馬の上場頭数は20頭でありましたけども、販売

頭数は７頭、売却率は35％、そして30年度は１

歳馬の上場頭数が14頭、うち販売実績は４頭、

売却率は28.5％、これはただいま申し上げまし

たとおり、非常に落ち込んでいる。３、４歳馬

のほうに移行してきている購買者の方々のその

ようなニーズにどう応えるかという部分が、や

っぱり大きな課題ではないのかなというように

改めて思っております。 

 これは、よく聞きますと調教、そしてまた余

り調教が十分でないものを乗用馬クラブの方々

があれしながら、自分らに合ったように調教す

るという部分と、しっかりと調教されたものを

購入しながら、即戦力として対応するという部

分の中における、対応がやっぱりミスマッチが

あるんじゃないのかなというような話もちょっ

と聞いておりますから、この調教のあり方とい

ったものについても対応を考えていかなければ

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。 

 それから、２歳馬の売却が低迷となった、こ

れは１歳馬、２歳馬は大丈夫だろうというのが

29年度であったわけでありますが、30年度は２

歳馬も落ち込んでしまったということになりま

して、これまでは２歳馬の売却はきわめて好調

であったわけであります。ことしの市場では、

はじめて買い手がつかず主取りになったケース

が多かったということになりました。２歳馬か

ら３歳馬への市場ニーズが動いているというそ

のようなことが考えられるわけであります。 

 しかし、これは簡単にそういっても主取りに

なった場合に、生産者の方の負担がまたふえて

くるわけであります。したがって、これは簡単



－ 109 － 

にそうなったから次の年に高く売れればいいん

だというわけにはいかない、その間、どのよう

に生産者の方々が経済的な負担の中からどのよ

うにしながら意欲を持つかということの対応を、

購買者の方のニーズがそうであればこそ、どの

ようにそこをつないでいくかということの対策

もやっぱり考えていかなければならないんじゃ

ないのかなというのが、例えば先ほどの御質問

の中にあったのではないのかなというように承

知いたしました。 

 生産者が少しでも安心して生産できるよう、

この市場上場までの経費負担を軽減できるよう

な、やっぱり施策を検討していく必要があるの

ではないかなというように、私も市場に参加し

て考えたところであります。 

 したがって、今このタフ・ビジョンに基づく

馬事振興ビジョンを策定中でありますので、そ

の辺の中で来年度の一つの施策なり事業にどの

ように展開できるのかということにつきまして

は、さらなる検討を重ねますので御指導をいた

だければということを答弁の中でお願いを申し

上げておきたいと思っております。 

 それから、この馬生産の減少傾向に対する一

つの制度、市場取引の金額の目標数値をクリア

できるような対策を考えなければならないんじ

ゃないのかなと、この馬生産頭数については、

生産者の方々の生産意欲といったものにつきま

して、若干、減少傾向になって、生産頭数の減

少は遠野産馬を生産してまいりました伝統が途

絶えるということにもなりかねないというよう

な危機感を持たなければなりません。この部分

については、関係者一丸となってその危機感を

共有しなければならないというように思ってお

ります。 

 市といたしましても、馬事振興、馬文化とい

うことをいっているわけであります。流鏑馬で

ある、あるいは馬力大会である、あるいはさま

ざまないろんな馬を通じての地域おこしなども

懸命に行われているわけでございますから、こ

の部分の危機感をしっかり持たなければならな

い。高齢化だから仕方がないんだというわけに

いかない。その部分において、いうところの諦

めるわけにはいかないという、そのような一つ

の気概の中で、遠野の馬生産を、馬産を守るた

めに、繰り返しになりますけども、馬事振興ビ

ジョンの見直しに今取りかかっているとこでご

ざいまして、ついこの間、11月末でありました

けども、庁議メンバーが全員、馬の里に揃いま

して、そして馬の里の現場をくまなく見ながら、

馬事振興ビジョンをどのように打ち出しながら、

関係者の皆様の知恵と協力をいただこうか、さ

まざまな形で力を結集しようじゃないかと、そ

のためには、まず市の取り組みといたしまして、

幹部がしっかりと現場を見なければならないと

いう中で、バスを仕立てまして馬の里にまいり

まして、いろいろ厩舎から、あるいは馬道から、

いろんな施設を見て回りました。 

 建ち上がってもう20年以上の経過の中で、木

造の建物でありますから、大分傷んでいるとい

うこともあります。しかし一方においては、当

初予算でありましたけども、長寿命化を図ると

いう中で、幾ばくかの予算を承認をいただいて

おりましたので、長寿命化という中で工事も進

んだという現場もみんなで確認をしながら、こ

の振興ビジョンにどのように馬文化、馬事振興

の拠点としての馬の里を位置づけるか、ソフト、

ハードでどのように位置づけるかということに

つきまして、課題を共有してきたということも

答弁の中で皆様に御報告を申し上げておきたい

というように思っております。 

 いずれこのビジョンは、さまざまな、繰り返

しになりますけど、馬力大会、流鏑馬、あるい

はまちなか馬車運行といったようなものの中に

おける、そしてホースセラピー、さらには新た

な活用策としての日本の馬産の生産拠点、そし

ていつでも馬に触れ合える町であるというよう

な、そのようなキーワードを具現化できるのが

遠野であるわけでございますから、そのような

環境を目指すビジョンに持っていきたい。その

ためには、ソフト、ハードの組み合わせをどの

ようにするのかということが大事であるわけで

あります。 
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 馬事文化だけではない、観光交流、そして教

育、お話がありました子どもたちがその部分、

教育の問題、情操教育の問題、あるいはホース

セラピーというような分野であれば福祉の分野

においても、この馬との触れ合いはすごく大事

な切り口なわけでありますので、そのような事

業をつくり出すためにも、この遠野市畜産振興

公社としての役割、馬の生産者の方々とどのよ

うな連携を図りながら、ただいま申し上げたよ

うな一つの仕組みを新たなステージに持ってい

くのか。全国からの馬の生産者の方々の希望、

ニーズにどう応えるのかという部分が、やはり

問わ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。 

 今議会でもいろいろ議論されておりますけど

も、12月１日に第３セクター改革推進室という

室を立ち上げました。もちろん中心となる見直

しは、改革はふるさと公社の見直しという部分

の中に位置づけているわけでありますけども、

これと関連いたしまして、第３セクター、畜産

振興公社もその見直し改革の俎上に上げなけれ

ばならないかというような認識の中における組

織の立ち上げであります。 

 この組織の中におきまして、この畜産振興公

社の役割、放牧部と馬の里部門が２つに分かれ

て畜産振興公社が成り立っている、そしてまた、

この乗用馬部門、馬の里部門におきましては、

競走馬部門は民間に移管されながら、民間の競

走馬を預託を受けながら、今40頭から50頭ぐら

い安定的に入ってきておりますから、これは競

走馬の一つの対応の中においては受け皿がしっ

かりとできているという部分におきましては、

思い切って民間に移管してよかったなというよ

うに思っているわけでありますけども、乗用馬

のほうにつきまして、その部分をどのように畜

産振興公社が役割を果たすのかという部分をま

た見出していかなきゃならないかと思っており

ます。 

 中央馬事団体からも当市の馬事振興、乗用馬

生産につきまして、大変な建設的な意見をいた

だいております。11月末に中央馬事団体、ＪＲ

Ａの関係者４人の皆様が見えました。その皆様

と畜産振興公社の幹部と私が懇談をいたしまし

たけども、高い評価を受けて、しかし、その中

におきまして、やっぱり生産者の方が高齢化し

てきている部分と、先ほど申しました、見せ方、

ＰＲの仕方、情報発信の仕方、これについては

もっともっと工夫しなければなりませんよとい

うような、そのような意見もいただいていると

ころでございますから、そのようなことも踏ま

えながら、やはり魅力のある畜産振興公社と申

しますか、馬事振興、馬文化をリーディングと

いうか、引っ張っていく、そのような畜産振興

公社に持ち込まなければならないかというよう

に思っております。 

○議長（浅沼幸雄君）  発言の途中ではござい

ますが、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します。続けてください。 

○市長（本田敏秋君）  では、次に６項目めで

ありますけども、馬の里の職員は十分かと、

ホースパーク事業のサービス事業がなかなか制

限されているということは、非常に人材不足の

中におきます一つの現実であります。 

 したがいまして、この馬の里は馬の生産、活

用といった一つの拠点であるとともに、一つの

受け皿としての環境をマンパワーの面からも対

応していかなきゃならないわけでありますので、

この馬事振興ビジョンの中でどのような人材を

その中に求めるのか、いろんな面で人材不足が

問われております。労働力不足が問われており

ます。さらには働き方改革を含めながら、さま

ざまなこの人材をどのように利活用するのかと

いう部分は大きな課題であるわけでございます

ので、後継者の問題も含めながら、全国から注

目を集めている馬の里でございますので、その

人材を全国から求めるというような、そのよう

な一つの手法も考えなければならないかという

ように思っておりますので、馬事振興ビジョン

の中で何らかの方向性を見出しながら、来年度

予算の中におきましても、この問題に対する何

らかの手立てを講じることに持ち込みたいとい

うように思っております。 
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 最後の７項目であります。農用馬の生産、こ

れを増頭できるか、方法はないかということで

ありました。 

 この農用馬につきましては、さかのぼること

平成20年、10年前でありますけども、馬パラチ

フスが発生いたしまして、そのために19頭の馬

が淘汰されたというような、そのような痛まし

い事案がありました。それ以降、生産をやめた

農家もあったというように承知をいたしており

ます。 

 したがって、農用馬も乗用馬同様、なかなか

増頭できるような一つの仕組みに持ち込めない

というような状況がありますので、決定的な切

り口がなかなか見出せない、要するに、経済的

な利点が乏しいということになるわけでござい

ますから、その部分を踏まえながら、この農用

馬生産の一つの状況につきまして、市といたし

ましてどのような対応を持っていったらいいだ

ろうかという、そのような中における一つの仕

組みづくり、これもまた対応していかなければ

ならないんじゃないのかなと、この現在の生産

者はほぼ横ばい、横ばいの中にあって高齢化と

いうことが進んでいるわけでございますから、

なかなかこの部分についての特効、手立てはな

いと決めつけるわけにはいかない、農村景観維

持、そしてまさに迫力のある馬力大会、そして

また馬とのさまざまな触れ合いというような部

分におきましては、この農用馬部門も絶やすわ

けにはいけないというような認識の中で、一定

の危機感の中でこの問題にも立ち向かっていき

たいというように考えているとこでございます

から、これまでの経験を踏まえながら、新田議

員の御指導と御教授もいただければということ

を、答弁の中でお願いを申し上げまして、私の

答弁とさせていただきます。 

○議長（浅沼幸雄君）  16番新田勝見君。 

   〔16番新田勝見君登壇〕 

○16番（新田勝見君）  ただいま市長のほうか

らいろいろと答弁いただきました。やはりかな

り難しい課題だなというふうに私は思ったわけ

ですけれども、そのとおりだと思いますし、そ

の中にあって、馬事振興ビジョン、新たなビジ

ョンを作成中ということでございますので、そ

れについては、それが出てきてから楽しみに見

たいなというふうに思っております。 

 補助金について、若干、答弁なかったんです

けれども、やはり今、市長がおっしゃいました

ように、１歳、２歳馬から３歳馬、４歳馬に

ニーズがシフトしているというふうなことを言

われました。私も購買者からそういう話を聞き

ました。君たちは車を買うときちゃんとどっち

に曲がるか進むか、いろいろ操作できないもの

を買うのかというふうに言われましたけれども、

やはり３歳馬、４歳馬となればそれだけ乗る人

が安心して乗れる、調教された馬ということに

なるわけでございますけれども、それが馬の里

で全て行うということになれば補助金も問題に

なってきますし、また農家が全て負担しなけれ

ばならないということになりますと、先ほども

言いましたような、とてもそこまで体力が持た

ないというふうなことがございますので、ぜひ

その辺についても、もう１回伺いたいなと思い

ます。 

 そして、馬の市場には非常に関心が高いとい

うことで、たくさんの方が見に来ていますけれ

ども、終わったとたんにがっかりして、やっぱ

り牛のほうがいいなというふうな捨てぜりふを

しゃべってから、そういう話も私は聞きました

けれども、確かに今は繁殖とか、そういった肥

育にする素牛、子牛も高く販売されております

けれども、単なる価格だけの比較ですと、そっ

ちがいいなということになるわけでございます

けれども、やはり牛と馬は違うんだろうなとい

うふうに思っております。その辺についてもお

尋ねしますけども。 

 それから、やはり何と言っても本州唯一の市

場だということで、購買者のニーズが一番大事

なわけでございますけれども、生産するほうも

いろいろ私も聞いてありましたけれども、同じ

種をつけて同じ馬をいっぱい生産しているとい

うようなことで、やはりもっとバリエーション

というんですかね、そういったものを多くふや
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して、そしてニーズもいろいろあるから、それ

に伴ったやはり馬の生産も必要ではないかとい

う御意見を言ってくれた人がありましたけれど

も、今度のビジョンにつきましては、そういっ

たところも考え合わせながらやっていただけれ

ばと思います。 

 それからもう一つ、職員ですけれども、ちょ

っとこの辺、もうちょっと詳しく養成するとい

うのをやはり、先ほど言いましたけれども簡単

に技術なり、そういったものは会得するには大

変厳しい、一般の職業とはちょっと違うんじゃ

ないかなというふうに思っておりますし、馬と

いうのは非常に神経質であるというのもそのと

おりでございますので、そういったことも含め

まして、馬事振興ビジョンに向けた市長の考え

をお尋ねいたします。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま再質問をいた

だきました。その中におきましては、これも繰

り返しの答弁になりますけども、馬事振興ビジ

ョンの中におきまして、この馬の里を含めた

ハードの拠点をどのように環境整備をしていく

のか、これは財源の問題とのやり繰りもしなけ

ればなりません。 

 そして、また関係職員のマンパワーをどのよ

うにしっかり確保するのかということも、長期、

中期の中でものを考えていく部分と、やっぱり

短期的な部分の中で手を打っていく部分と、そ

れをしっかりすみ分けし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。 

 そういった点では、遠野緑峰高校の馬事研究

部の皆様が、この市場にも積極的に参加をいた

しまして、いろいろなアシスタントをしていた

だいているという部分もあるわけでございます

から、そのような中で長期的な人材をその中で

見出すということもやっぱり可能ではないのか

なというようにも思っているところでございま

すから、この畜産振興公社の一つのやっぱり本

来のあるべき姿と、今、子牛価格が高値で安定

していることによりまして、放牧部のほうはそ

れなりの一つの対応はできているわけでござい

ますけども、この馬の里部門、ホースパーク部

門につきましては、やっぱり厳しい経営状況に

陥っているということにはなるわけでございま

すので、そのところを馬事振興ビジョンの中で

しっかり分析しながら、ただいまの７項目の御

質問などは、まさに馬事振興ビジョンの中で一

つ一つ検証しながら対応していかなきゃならな

い課題ではないのかなというように私は受けと

めたとこでありますから、その部分につきまし

て、何度も申しますけども、短期的な部分で手

を打つ部分と、中、長期的な部分で馬事団体を

はじめ、全国の乗馬クラブの皆様としっかりと

タッグを組む部分と、そのような中におけるソ

フト、ハードの仕組みづくりを、この馬事振興

ビジョンの中でおそくとも来年早々、２月、３

月には当初予算に反映できるような中で、馬事

振興ビジョン改訂版を取りまとめたいというよ

うに考えているところでございますから、それ

をもって答弁とさせていただきます。 

○議長（浅沼幸雄君）  16番新田勝見君。 

   〔16番新田勝見君登壇〕 

○16番（新田勝見君）  ３回目の質問を行いま

すけれども、やはり一番大切なのは生産者がず

っと継続してやれるかどうかということになり

ますと、先ほども申しましたけれども、２歳馬

から３歳、４歳に持っていくというところの体

力がないというようなことで、補助金等うまく

使えばいいのか、補助金は生産者の負担金、こ

れも全て馬の里に入るお金だというふうに思い

ますので、やはりその辺については、馬の生産

者の声というものを大事にしながらやっていた

だきたいというふうに思います。 

 買う人があって、つくる人があって市場は成

立するわけですけれども、両方の意見というか、

そういったものをきちんと聞いてビジョンをつ

くっていただきたいというふうに思っておりま

すので、生産者への助成という部分について一

つだけ質問して終わります。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 
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○市長（本田敏秋君）  この再々質問でありま

すけども、生産者の方々の生産意欲といったも

のの中で、購買者のニーズが３、４歳馬のほう

に移行しているというのであれば、その間どの

ようにつないでいくのかという部分がやっぱり

一つの課題ではないだろうかと、どのような手

立てを講じるのだという、そのような御質問で

あったというように受けとめました。これは私

のところにも届いているところであります。 

 その部分の、そこで畜産振興公社がその中に

どのような役割を果たすんだという中で、市が

直接という部分もないわけではない、遠野産馬

といったものをしっかりと守り、育て、それを

次世代につなぐという部分においては、やっぱ

り遠野市としても考えなければならない、財源

の問題のやり繰りはあるわけでございますけど

も、考えていかなきゃならないという中で、そ

の中で畜産振興公社、第３セクターの畜産振興

公社の役割をその中でどう見出すかということ

で、今、担当課のほうでいろいろ検討してもら

っておりますので、何らかの形での方策を出せ

ればなという中で、今、検討しているとことい

うことでございますので、それをもって答弁と

して御了承いただければというように思ってお

ります。 

○16番（新田勝見君）  以上で、私の一般質問

を終わります。 

○議長（浅沼幸雄君）  これにて一般質問を終

了いたします。 

────────────────── 

   休会の議決   

○議長（浅沼幸雄君）  お諮りいたします。12

月12日と13日の２日間は、委員会審査のため休

会いたしたいと思います。これに御異議ありま

せんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（浅沼幸雄君）  御異議なしと認めます。

よって、12月12日と13日の２日間は休会するこ

とに決しました。 

────────────────── 

   散  会   

○議長（浅沼幸雄君）  以上で、本日の日程は

全部終了いたしました。本日はこれにて散会い

たします。御苦労さまでした。 

   午後４時12分 散会   
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