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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。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の午前中欠席の届け出議員は、15番安部

重幸君であります。 

 日程に入るに先立ち、市長から発言を求めら

れておりますので、これを許します。本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  去る２月の26日に、市

長施政方針演述を申し上げたところであります

けども、その際に綾織保育園と申し述べるとこ

ろを、綾織体育館と申し上げてしまいました。

読み間違いでありました。おわびして訂正させ

ていただきます。 

○議長（浅沼幸雄君）  次に、今定例会提出さ

れました請願のうち、取り扱いを協議しており

ました１件につきましては、お手元に配付して

おきました請願文書表のとおり所管の委員会に
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付託することとしましたので、御了承願います。 

────────────────── 

   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。８番萩野幸弘君。 

   〔８番萩野幸弘君登壇〕 

○８番（萩野幸弘君）  改めまして、おはよう

ございます。萩野幸弘でございます。 

 ただいまより、通告に従い、大項目２点につ

いて一問一答方式により、一般質問をさせてい

ただきます。 

 最初に、本市の生活インフラに係る維持管理

の現状及び今後の見通しについて伺います。 

 私たちの身の回りにはさまざまな生活インフ

ラがございます。一口に生活インフラといって

も、電気、ガス、水道、道路など種類はさまざ

まではございますが、今回はその中から道路、

上下水道、防犯灯に絞って質問をしてまいりま

す。 

 本市の面積、東京23区の約1.34倍、その中に

約２万7,000人の市民が暮らしております。こ

れは、東京23区の人口合計約935万8,000人のわ

ずか0.3％弱ですが、その人口が市内の分散し

ていることを考えると、本市の生活インフラの

整備、維持管理は大都市と比べ不利な状況下に

あると推察されます。 

 きのう３日の日曜日、東北横断自動車道釜石

秋田線の遠野インターから遠野住田インターま

で11キロの区間が開通し、式典、祝賀会が盛大

に開催されました。 

 加えて、今週土曜日９日には釜石仙人峠イン

ターから釜石ジャンクション及び、釜石ジャン

クションから三陸沿岸道路に向かう南北のそれ

ぞれのルートも全通予定となっております。一

週間後の11日には、東日本大震災の発生から丸

８年を迎えますが、自動車道の開通は震災復興

の後押しにつながるのはもちろんのこと、９月

開幕のラグビーワールドカップ関連の利便性向

上などにも大いに役立つものと思います。 

 一方、本市にとっては、終点から通過点に変

わることで、人、ものの流れに少なからず影響

が出ると予想されます。過日の新聞報道では、

三陸沿岸道路の延伸により、客足が著しく低下

した道の駅などの記事が掲載されておりました。

ここにその切り抜きがございますけれども、こ

れを読みますとある商店街の、三陸の商店街で

は交通量が３分の１以下にまで激変、売り上げ

も３割ほど落とした店もあるというようなお話

があります。 

 半面、宮古の道の駅はその減るだろうという

ことを見越して、先手を打って道の駅の場所を

変えたところ、18年度、今年度の利用者は１月

末までに約28万人と、14年度の３倍以上になっ

ているというような記事もございます。 

 本市も我がことと受けとめ、従来にも増して

多くの方々にお越しいただけるよう、さまざま

な工夫と努力がより一層必要になってくるもの

と思います。そのための具体策として、市内道

路網の整備も欠かせない要素の一つだと私は思

っております。 

 そこで、最初に確認をさせていただきます。

市内の国道、県道、市道の道路総延長に対する

それぞれの割合や維持管理体制、市道の舗装率

など本市における道路の現状について御確認い

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）  萩野幸弘議員の一般質

問にお答えいたします。 

 一問一答という方式での質問であります。た

だいまお話がありましたとおり、大動脈として

東北横断自動車釜石秋田線、釜石自動車道がき

のう遠野インターから遠野住田インターまで11

キロ開通をいたしました。多くの方々が、内陸

と沿岸を結ぶ大動脈がしっかりと構築されたと

いう中で、喜びあったところであります。 

 そういった中におきまして、ただいまの御質

問にありましたとおり、防災計画としての地域

内道路はどうなっているのだろうか。国道、県

道、市道の現状等について伺いたいという、そ
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のような御質問でありました。市内の国道や約

111キロ、県道は約92キロ、そして市道は1,300

キロという、そのような中にありまして総延長

は1,503キロメートルであるという、そのよう

な状況になっております。 

 これが、市内、国道、県道、市道という中で、

まさに毛細血管として安心安全を、地域の皆様

の生活を確保しているという道路網して位置づ

けられております。この市が管理いたしますこ

の市道の割合は、86.5％ということであります

から、大半が市道であるということになろうか

と思っています。国道の割合は7.4％、県道の

割合は6.1％、そのような状況であります。 

 国道、県道はこのそれぞれ岩手県が管理して

おります。これは３桁国道とよく言われるわけ

でございますけども、国道といっても岩手県の

管理下にあるということで、したがってその補

修工事やあるいは除雪、さらには改良工事等、

災害復旧工事等も行っているわけでありますけ

ども、そのようなものがいうところの県管理の

中で行われているということであります。 

 これは、市は市内を２班体制に伴いましてパ

トロールを行っておりますし、県のほうでは１

班体制でそれぞれ市内４地区に分けまして、い

ろいろ対応をしておるというような、その中で

さまざまな安心安全、維持管理といったものに

意を用いているということであります。 

 いろんな苦情などもあるわけでございますけ

ども、市道にかかわらず国道なんでもあるわけ

でございますけども、それらにつきましてはし

っかりと遠野土木センターのほうに連携を図り

ながらという中で、県と市が一体となった中で、

市民の皆様の要望に応えているという状況にあ

ります。 

 なお、舗装の状況でありますけども、この舗

装の状況は舗装済み延長が約586キロメートル

でありますから、舗装率は45.1％という数字に

なっております。29年度末の舗装率は44.8％、

平成27年度末の舗装率が44.7％でありますから、

わずかながら道路の整備の効果がこの中に見出

すことができるんじゃないのかなというのが、

今の国道、県道、市道の遠野市の状況であると

申し上げまして答弁といたします。 

○議長（浅沼幸雄君）  ８番萩野幸弘君。 

   〔８番萩野幸弘君登壇〕 

○８番（萩野幸弘君）  わかりました。市道の

舗装率、半分くらい、半分弱ということなわけ

で、これが全部舗装すればいいというわけでも

ないと。やはり景観上、未舗装のほうがいい場

合もありますから、その舗装率をもってどうの

という議論するつもりはございません。 

 ただ、生活インフラとして市道の未舗装路に

関しては、舗装を願う市民の声というのも多々

あろうかと思います。市当局も生活に身近な道

づくり事業を通じて、順次対応されていること

は承知をしております。市民の安全性、緊急性

などの見地から、事業の順番を飛び越えてでも

整備が必要な道路も、もしかするとあるかもし

れません。 

 そこで質問ですけれども、未舗装路の市道を

舗装するにあたって、判断基準の有無について

御確認をいたします。 

○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）  市道の舗装の判断基準

というお尋ねでありました。御質問にありまし

たとおり、当市では道路整備は生活に身近な道

づくり事業の計画に基づきまして計画的に行っ

ております。現在は、平成29年度から31年度ま

での第５期計画に取り組んでいるというような

今の状況にあります。この生活に身近な道づく

り事業、これは本当に大変、大変大事な私は重

要な事業というふうに位置づけているところで

あります。 

 昨年末行いました市長と語ろう会におきまし

ても、地域住民の皆様から、切実な声がありま

した。やはり高齢化という中で通院、あるいは

買い物といったような中における道路整備、そ

れを求める声が非常に多くあったということで

もあります。ちなみに第５期計画では、24路線、

10.37キロメートルを計画いたしております。 

 これは生活身近な道づくり事業として、そし
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てこのただいまの御質問にもありました判断基

準はということになりました場合によっては、

やはりどうしても利用頻度あるいは緊急度、さ

らには必要度等を数値化しながら重要性を算出

いたしまして、事業効果の高い路線から整備を

して、利用頻度、それから緊急度、必要度とい

う点の数値化しながら、その中で判断をしなが

ら事業効果の高いものからという中で、やはり

高齢化率が進んでいる。あるいは非常にいろん

な通院、通学の、あるいは買い物の部分におけ

る一つの利用頻度といったようなものも数値化

しながら、これはもっともっと生活に身近な道

づくり事業を取り組んだときの一つのコンセプ

トがこれでございますので、これを踏襲しなが

ら対応しているということであります。 

 なお、この財源が一番大きな課題でありまし

て、社会資本総合整備交付金を活用した中で行

っておりますけども、要求額に対する内示枠が

約６割というような状況になっておりまして、

したがいまして事あるごとに社会資本総合整備

交付金、これの予算枠をしっかりとってほしい

ということを、常に県や国のほうに訴え続けて

いるということでございますので、そのことを

申して答弁といたします。 

○議長（浅沼幸雄君）  ８番萩野幸弘君。 

   〔８番萩野幸弘君登壇〕 

○８番（萩野幸弘君）  わかりました。単なる

順番ということではなくて、いろいろ利用頻度、

緊急度あるいは必要度に応じて判断をされてい

ると。また、大事なのはやはり市民の理解を得

ることと、市民にとっては自分のやっぱり要求

した部分というのは大事だから要求していると

思いますので、その点の説明をしっかりして御

納得いただく必要性もあろうかと思います。 

 財源については、いずれ国や県のほうに頼る

しかないということで、６割ということは４割

が減っていると。それだけ、恐らく事業もおく

れてくると思いますので、ぜひ市長も御答弁で

ありましたとおり、しっかりと要求をし、確保

していく努力を今後ともやるべきだなと私は思

います。 

 次に、舗装された市道でも地中への配管更新

などで掘り返して舗装がつぎはぎだらけで、も

はや未舗装路と変わりない状況になっていると

か、あるいは同じ個所を何度もパッチング補修

している道路も散見されます。その結果、市民

の利便性を損なったり修繕を繰り返した結果、

費用が肥大化したのではいわゆる安物買いの銭

失いと同じ意味になりかねないと、私は危惧し

ております。 

 これらの対策として、例えばですけども、配

管などのライフラインを掘り返さずに更新でき

る新しい工法を検討するとか、それが無理なら

ばつぎはぎの凹凸や範囲などに基準を設けて、

その基準を超えた場合は一度やり直して再舗装

するなど、マニュアルを検討してはいかがかと、

そういう私の提案に対して御所見を伺います。 

○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）  マニュアルをつくりな

がら、つぎはぎといったようなそのような工法

を、もう少し前向きに検討してみてはどうかと

いうような御提案の中での御質問でありました。

これは、この舗装道路は車両走行に伴った、御

質問の中にありましたけども、いろんな形でこ

のつぎはぎという中で段差が生じたりする現状

があるということは、私も車で走りながら、あ

るいは歩いていてそのような現場よく目にする

わけでありますけども、これが一つの中にある。 

 これ、小規模にできる、小規模で点在するこ

の箇所は、ただいま御質問がありましたとおり、

パッチング等で補修するため、結果的にはつぎ

はぎになってしまうということになるわけであ

ります。そういった中で、工事につきまして、

このような工事につきまして、市道リフレッシ

ュ事業といったようなものを展開をいたしてお

ります。 

 これは、財源は先ほど社会資本総務整備交付

金の話を申し上げましたけども、この市道リフ

レッシュ事業につきましては、防災安全交付金

事業を活用しているという、そのような一つの

対応であります。やはり、いろんな面でさまざ
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ま国や県の事業の中を呼び込みながら試してい

かなきゃならないんで、この市道リフレッシュ

事業についても防災安全交付金事業を活用して

いるということであります。 

 市道約1,300キロメートルにうち、舗装道路

は先ほど申し上げましたとおり586キロ、幹線

道路を中心にそれぞれ目視で持って補修をして

いるわけでありますけども、今御提案にありま

したどおりライフラインを同一、この暗渠内に

入れながら、道路下に埋設する共同溝方式とい

った案であれば、道路を繰り返せずという部分

が少しでも防げるんじゃないかというメリット

があるということであります。 

 これは初期建設コストが、ちょっと高くなる

というそのような中で、実施には慎重に検討し

なければならない一つの課題があることなど、

コストをどう捉えるのかという部分もこの辺も

あるわけでございますけども、そのような問題

がある。 

 マニュアルのかわりになるものといたしまし

て、平成31年度でありますけども、交付金事業

の採択要件となった、この長寿命化計画を策定

することによって、予算の重点化配分を図りな

がら、交付金の配分額の増加に結びつけていく

という、そのような一つの手法の中から、少し

でも財源を引っ張り出しながら、今御提案にあ

ったような内容に少しで近づくように、それに

さらに工夫を重ね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）  ８番萩野幸弘君。 

   〔８番萩野幸弘君登壇〕 

○８番（萩野幸弘君）  わかりました。やはり

想像を予想したとおり、そういう工法はあるけ

どもコストが、やっぱり先立つものがと。先ほ

ど安物買いの銭失いになりかねないと言いまし

たけれども、やはりあらゆる手段をとって、例

えば市長の公約の中にも電線の地中化、そうい

ったものもありますけれども、そういうのと抱

き合わせて何とか全部の地域が無理としても、

やはりある程度重点地区を絞ってそういう試み

をしてみるというものいいのではないかなと思

います。 

 次に、「私道」の私道ですね、そちらのほう

について質問いたします。 

 私道の場合は、基本的には個人の責任で管理

舗装するのが、原則だとは思いますけれども、

その道路が近隣住民にも供用される、いわゆる

公共的な要素が認められるケースもございます。

その場合、例えばですけども、みなし歩道とし

て指定をして整備費用や維持管理コストの一部

助成などを講じることで、より多くの市民要望

に応えながら、低コストで舗装率を上げ、市民

の利便性や満足度を高めることにもつながるの

ではないかと思いますが、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）  いうところの私道、私

道これについての対応についてはいかなものか

という、そのような御質問でありました。 

 これは、この申し上げるまでもなく、私道の

この私道の管理は、使用者が行なうべきもので

あるという原則があるわけであります。その中

におきまして、市が舗装したりあるいは修繕、

あるいは除雪等といったものにつきましては、

そのような対応はしていないというのが今の現

状でもあります。 

 この公共性の高い路線を市が舗装して、公衆

用道路として使用させることは、市民生活の利

便性につながるということはただいまの御質問

にあったとおりでありますけども、基本的には

個人が管理すべき財産に行政が補助をするとい

う一つの原則と、それからただいま御質問にあ

りましたとおり、その部分における負担の問題

なども踏まえながら、やっぱり何か知恵を出せ

ないだろうかという部分は、やっぱり一つの検

討課題ではないのかなというように思っており

まして、ただいまは原則論を申し上げたところ

でありますけども、やっぱり高齢化、あるいは

共生社会という障がいといったもの等々、言う

なれば共生をするかという部分があるわけでご

ざいますから、その辺も一つ加味しながら、や
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っぱり一つのあるべき姿、望ましい姿といった

ようなものをその原則を踏まえながらも、もう

ちょっとさらなる工夫を凝らさなければならな

い一つの課題ではないのかなというように認識

をしているところでございますから、それをも

って答弁といたします。 

○議長（浅沼幸雄君）  ８番萩野幸弘君。 

   〔８番萩野幸弘君登壇〕 

○８番（萩野幸弘君）  わかりました。私は何

も全てを舗装の経費を市で出してくれというこ

とではなくて、例えば共同で舗装、地元の方々

が舗装する、あるいは地権者が舗装したものを、

これだけで市の例えば舗装率が上がってくると、

そうすることで後はその維持管理で先ほど言っ

たちょっと補修に補助を出すとか、例えばそう

いうことで利便性も満足度も高まるんではない

かなという意味での質問でございました。 

 次に、上水道についての質問に移ります。 

 昨年の12月６日に、水道事業の運営権を民間

に売却できる仕組みを導入することが盛り込ま

れた水道法の改正案が国会で可決されました。

この水道法改正には、老朽化、人口減少、そし

てコンセッション方式、この３つのキーワード

があるようでございます。 

 まず、老朽化でございますが、国内の水道施

設の多くは1960年代から70代の高度経済成長期

に建設をされました。現在耐用年数40年以上を

超える水道管、約10万キロメートル、地球２周

半に相当するとのことで、これだけ長い距離の

水道管を更新するとなりますと、莫大な費用が

かかることは明らかであります。ちなみに本市

の場合、１キロメートルあたりの更新費用、こ

れは5,000万から8,000万前後かかるとのことで

す。 

 これを踏まえて質問でございますが、本市の

水道管の更新状況はどのようになっているのか、

老朽化の度合いや更新計画に対する進捗率など

の現状について伺います。 

○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）  市民生活の安心安全と

いうことになれば、先ほど御質問に出ましたと

おり、道路網としての地域内道路、国道、県道、

市道と、それからのただいまの御質問にありま

したとおり、この水道の安心安全といったもの

をどう確保するかという中で、大きな一つの大

事な市政課題であります。 

 水道管の老朽化、あるいは現状等についてと

いう御質問でありました。当市の水道管の延長

は、平成29年度末でありますけども、約608キ

ロメートルという中で水道網が張りめぐらされ

ております。608キロ。法定耐用年数を超えた

管路の割合を示す、管路経年化率という一つの

数字があります。これは、0.92％で同規模事業

体の平均値13.39％を大きく下回っておるとい

うそういうような中で、まだまだ持ちこたえる

のかなというような部分の数値がこの中には見

出すことができるわけであります。 

 今後は、昭和54年から昭和56年までの第一次

拡張事業で実施された、整備された水道管が法

定耐用年数を超えることから、2025年度に27.6

2％を超えることが予想されます。これは、昭

和54年、56年ごろ、もうこれが既に更新の時期

に迎えてということが、2025年に迫っていると

いうことでありますので、それをしっかりと踏

まえた中で、この管路の更新につきましては、

先般定めました遠野市水道ビジョン等に基づき

まして、耐久性の高い耐震管等と使用した更新

サイクルを延長していくということになるので

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）  ８番萩野幸弘君。 

   〔８番萩野幸弘君登壇〕 

○８番（萩野幸弘君）  今後、昭和54年から56

年だとまず約40年ほど経過したものが、更新の

時期、先ほどの道路のパッチングのときも言い

ました、話したのはそれも含めての話ですけれ

ども、何とかその更新のときに道路のほうもそ

んなに傷めることなくやれるような形で進めて

もらえばいいかなと感じます。 

 次のキーワード人口減少でございます。御承

知のとおり、本市も人口減少が続いております。
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水道事業、これは個人だけでなく法人や団体な

どもありますので、一概に判断できないかもし

れませんけれども、基本的には人口減少で料金

収入も減るため、水道事業の維持も困難になる

心配がございます。 

 そこで質問ですけれども、水道需要や料金収

入の現状、本市の水道事業運営に関する実情と

今後の見通しについて、御確認をいたします。 

○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）  少子高齢化という時代

の流れ、それに伴いまして避けて通れない人口

減少、そういった中におきまして、水道事業に

はどのような実情であり、見通しを持っている

のかということの御質問でありました。 

 給水人口は、過去５年間で見ますと1,600人

減少しております。５年間で1,600人、これは

核家族化等により給水世帯は60世帯の減少にと

どまっているわけでありますけども、給水世帯

は60世帯の減少、それから給水人口のほうは1,

600人ほど減ってきているという、そのような

現状にあります。 

 受給需要と給水収益につきましては、給水人

口が減少しているものの、給水世帯の減少は予

想を下回っているという、そのような状況にあ

りまして、水需要と給水収益は想定の範囲内に

おさまっているということになろうかというよ

うな状況であります。 

 平成28年度で策定をいたしました遠野市水道

事業経営戦略の、この投資財政計画では2025年

度に給水人口3,800人、そして給水収益は１億

円ほど減少するという、そのような見通しを立

てているところでありますが、これらは現在の

この料金体系においてもそれぞれの当期純利益

を計上できる計画として位置づけているところ

でございますから、そのような見通しを持ちな

がら、対応しているということでございますの

で、御了承いただきたいと思っております。 

○議長（浅沼幸雄君）  ８番萩野幸弘君。 

   〔８番萩野幸弘君登壇〕 

○８番（萩野幸弘君）  人口減少はしているけ

れども、世帯は予想範囲以内と、減少率は予想

範囲内ということでございますけれども、下回

ってきていることには変わりないわけですので、

油断なく管理をすべきだなと思います。 

 次に、水道法改正にあたってＰＦＩ法も改正

をされ、３つ目のキーワードでありますコンセ

ッション方式の導入も容易になりました。この

コンセッション方式とは、水道施設の所有権、

これは自治体が保有したまま運営権を民間事業

者に委託する方式だそうでございます。 

 政府は、この方式を導入して水道事業に民間

企業を参入させることで、競争原理が働き、さ

らなるコスト削減と水道料金の抑制にもつなが

ると期待しているようですけれども、コスト削

減の裁量、これは企業側にありますから、味方

を変えれば利益優先で住民サービスがおろそか

になると、そういう懸念もございます。 

 したがいまして、私は不採算ながら絶対に必

要な住民サービスこそ、営利を目的としない国

や自治体が行うべきと思っております。この主

張の裏づけといたしまして、海外では水道事業

を民営化した後に、各地でさまざまな問題が生

じ、2000年から2016年の16年間で33カ国267都

市が再公営化、再び公営化していると、逆戻り

していると、そういう事実もございます。 

 ただ、再公営化されたとしても、人口減少が

進めば自治体単独での事業運営が厳しくなると

いうのもそのとおりでございますので、そこで

思いつくのは広域連携、そういう考え方です。

もう本市も将来的に単独運営が仮に厳しくなっ

てくるとすれば、近隣の周辺の自治体と連携を

し、広域で水道行政、事業を運営すると。そう

いうことを今から真剣に検討してはいかがかと、

そういう私の提案に対して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）  少子高齢化、人口減少

という一つの課題に対応するためには、新たな

ステージ、新たな仕組みをつくらなければなら

ないということが、我々には求められていると

いうことになろうかというように思っておりま
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す。いうところの縮小社会にどのような仕組み

をつくっていくのかということで、その中にお

いてはやっぱりネットワーク、連携、広域連携

という言葉が出てまいりましたけども、極めて

大事なキーワードとして、この仕組みを形に持

っていかなければならないんじゃないのかなと

いうような認識を持っているところであります。 

 御質問にもありましたけども、改正水道法に

よりまして水道の運営権を民間に売却すること

ができるという話題になって、いろいろ御質問

が出ました。私もいろいろ承知をしております。

そのような中で見ますと、要するに事業規模あ

るいは人口、あるいはその土地の、町の、一つ

のまちづくりの、遠野のように先ほど御質問が

ありましたとおり、国道、県道、市道が1,300

キロという中にあっても、1,500キロってなっ

ても人口が希薄の中で網の目のように、そのよ

うなライフラインをつくっていかなければなら

ないという部分と、コンパクトな中にしっかり

とする部分と、その辺の違いがいろいろあるわ

けでございますね。 

 そのようなことを考えると、営利を目的とす

るというような部分の中での民間参入といった

ものについてはいかがなものかなというように

私は思っておりまして、今後もこの問題につき

ましては行政が責任を持ち、水道事業の経営を

行うということの、やっぱり基本的なスタンス

ではないのかなというように思っております。 

 ただ、何度も申し上げていますとおり、人口

減少は避けて通れないとなれば、その中で御質

問にもありましたとおり広域連携といったよう

な、そのような持続可能な水道経営を考えたと

きに、一つの有効な、選択肢の一つとして位置

づけられるんじゃないのかなというように思っ

ております。岩手県では、広域連携の取り組み

については、平成28年度に広域振興局単位でグ

ループを編成し、広域連携のあり方について検

討を始めているところであります。 

 当市は、御案内のとおり県南広域ブロックに

所属をしながらという中で広域連携、その現在

の検討会の中におきましてはまだ具体的な取り

組みまでは至っていないというのが現状であり

ますけども、広域連携の可能性についていろい

ろ議論を重ねているという中で、そういった中

におきまして、提案のありましたこれからの一

つのこういった安心安全な、そして持続可能な

仕組みとする場合におきましては、広域的な連

携の中で一つのいろんなメリットが出てくるの

ではないかなと思っておりますので、こういっ

た場におきまして、このような御提案があった

ような趣旨も踏まえながら、これから当市にと

って将来性のある、もっといい方法は何なのか

といったことも踏まえながら検討課題として、

やはりしっかりと捉えていかなければならない

課題の一つではないのかなというように理解し

ているところであります。 

○議長（浅沼幸雄君）  ８番萩野幸弘君。 

   〔８番萩野幸弘君登壇〕 

○８番（萩野幸弘君）  私も今市長答弁でござ

いましたとおり、民間が参入するといっても恐

らくそれは大都市のような、本当に人口も多く、

採算が見込めるところであって、地方自治体の

ほとんどは恐らくそういう民間からは参入のメ

リットがないものと思いますから、そこら辺の

心配は余り薄いかなと思っていますけれども、

ただゼロではないですので、危機管理をしなが

ら、そしてそういう今前向きに検討という御答

弁をいただきましたが、やはりにっちもさっち

もいかなくなってからではなくて、早いうちか

らやっぱり想像できることは手を打っていくべ

きかなと思っております。 

 次に、下水道の質問に移ります。 

 中心市街地の一部地域では下水道が整備され

ておりますが、その地域内でも下水道管につな

がずに生活用雑排水などを水路にお流しになっ

ている御家庭も見受けられます。 

 そこで質問ですけれども、本市の水洗化率の

実態、及びその数値が県内14市の中で度の位置

にあるのか、そしてさらなる水洗化率の向上の

ために、どのような策を講じておられるかなど、

本市の下水道事業の実態について伺います。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 



－ 29 － 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま水洗化率の現

状と、それからそれぞれの向上策についてどの

ような手だてを持っているのかという御質問で

ありました。 

 公共下水道あるいは農業集落排水、さらには

浄化槽、合併浄化槽、これらをあわせまして市

の水洗化率は平成29年度末で62.6％、62.6％で

あります。推移を見ますと、27年度末でもって

57.7％、平成28年度末で60.2％と水洗化率は少

しずつ向上しているという状況にあります。 

 御質問にありましたとおり、県全体での状況

はどうかとなれば14市の中で９番目という、そ

のような数字になっております。これは29年度

末で、29年度末で14市の中で９番目という位置

づけになっております。そして、この向上に向

けて、水洗化率の向上に向けてという部分につ

きましては、いろんな地区センターあるいは区

長会などでもってのいろんな説明会、さらには

市内26者にあります指定店、いろんな排水設備

指定店が市内に28者ほどありますので、その皆

様の補助事業等を説明しながら改正をするとか、

広報を通じてあるいはいろんなイベントを通じ

ながら、啓発に努めながら少しでも補助事業を

活用しながら、水洗化率の向上につなげるよう

に、さらなる努力をしてまいりたいと思ってお

ります。 

 この問題につきましては、都市と地方、特に

移住定住というようなそのような中に、交流人

口を定住人口にというような取り組みの中が求

められているわけでございますけども、この水

洗化という問題も大きな課題、定住に持ってい

くためには大きな課題の一つでありますので、

これも市政課題の大きな課題の一つとして位置

づけながら、確実な水洗化率の向上になお一層

努力をしてまいりたいと考えております。 

○議長（浅沼幸雄君）  ８番萩野幸弘君。 

   〔８番萩野幸弘君登壇〕 

○８番（萩野幸弘君）  さまざま努力をされて

いるようで、今後とも引き続き努力が必要なの

かなと私は思います。 

 次に、過日当局より遠野市下水道事業等経営

戦略の見直しについてと題した資料をいただき

ましたので、その書類をもとに質問を展開させ

ていただきます。 

 先ほどの市長答弁でもございましたとおり、

市内には下水道処理施設が４カ所、大工町の遠

野浄化センターをはじめ、宮守浄化センター、

沢田、飯豊及び綾織地区の各処理場、この４カ

所がございますが、全ての施設における現状分

析の数値を見ても、収益的収支比率、企業債残

高対事業規模比率、経費回収率、汚水処理原価、

施設利用率、各項目で非常に厳しい数値が並ん

でおります。 

 時間の関係もありますので、細かな数字は割

愛をいたしますが、例えばわかりやすくいうと、

100の収入を得るために200の経費をかけている

と、かけざるを得ないとそういうことでありま

して、事業運営の状況というのは一層に厳しい

というのが、私の率直な感想であります。 

 市長の市政方針演述でも申し述べられており

ましたが、４月１日から地方公営企業法の全部

を適用するようですけれども、料金収入だけで

維持することが今お話したとおり難しい状況下

で、いわゆる公営企業法を適用する狙い、ある

いは浄化槽事業のみ一般会計事業に切り離す必

要性、あるいは特別会計にしない理由、そうい

ったのも含めてその意図、地方公営企業法に移

行する意図について御確認いたします。 

○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）  市政方針演述の中にも

触れさせていただきましたけども、このライフ

ラインとしての上水道事業につきましては、４

月から新たな仕組み持っていくということは申

し上げてところであります。それを踏まえて、

ただいまの御質問でありますけども、地方公営

企業法適用は経営基盤の強化に向け取り組みの

大きな柱の一つであるということであります。 

 総務省から、2020年予算までに適用するとい

うことの通達を受けての１年前倒しの、平成31

年度からこれを適用するというそのような中に
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踏み込んだところであります。 

 当市の下水道事業は、維持管理費を使用料で

賄えず、一般会計から繰り入れしているという

そのような中で、地方公営企業法を運用すると

いう中で成り立っているわけでありますけども、

経営状況を的確に把握分析する必要がやはりこ

れはあります。 

 ただいまの御質問にあったとおりであります。

きちんと分析をしなければならない。したがい

まして、浄化槽事業への地方公営企業法の適用

については、浄化槽がこれは公設の場合に限ら

れるというような一つの中にあります。 

 当市の浄化槽は、個人設備型で整備を進めて

おり、現在も一般会計事業であるという中にあ

りまして、今後もこの下水道区域外では浄化槽

設備を進め、先ほど御質問にありましたとおり、

水洗化率を少しでも高める方向でこのような新

たな仕組み、そしてまた新たな国との連動の中

における法の仕組み、これがやはりどうしても

人口減少社会における一つ行政コストの問題と

も考えれば、このような中において費用対効果

という部分もしっかりと踏まえながらも対応を

していかなければならない。 

 何よりも一番肝心なのは安心安全と快適な生

活環境の確保ということが、都市と地方の中に

おける地方の役割として、そのような環境をし

っかり整備しなきゃならない。したがいまして、

このような部分における国の安定的な財政支援

といったようなものも、今後も引き続き強力に

求めていかなければならない大きな課題の一つ

であろうかというように思っているところであ

ります。 

○議長（浅沼幸雄君）  ８番萩野幸弘君。 

   〔８番萩野幸弘君登壇〕 

○８番（萩野幸弘君）  国の通達もあり、経営

状況の的確な把握のためには、なるほど仕方な

い、やるべきかきかなと、何よりも命の水であ

りますので、市民の安心安全のためにしっかり

と経営分析をしながら、維持に努めていただけ

ればと思います。 

 今後、利用者の減少が先ほどから申し上げて

いるとおり予想される中で、現状の使用料でど

の程度まで維持できる見通しなのか、また見直

す場合の改定率がどうなるのか、とても気にな

るところであります。まずは最低でも現状維持

の努力をすべきと思いますが、その手段として

水洗化率の向上対策を例に挙げれば、従来実施

している無利子融資制度の継続だけではなくて、

各種申請手続の代行など、未加入者の手をわず

らわせないような加入促進対策を実践するなど、

待ちの市政でなく積極的に仕掛ける対策を数多

く講じる必要があると私は思いますが、先ほど

ちらっと御答弁の中で加入している市内の店に

もという話もありましたが、恐らくそういうこ

とをやられているということについて、もうち

ょっと詳しく市長の持論も踏まえて御答弁願い

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）  使用料の見直し及び加

入促進という部分についての、御質問というふ

うに承りました。使用料の見通しにつきまして

は、現在の経営戦略の中におきましては、使用

料の改定は見込んでいないという、そのような

状況で今いるところであります。 

 使用料の改定につきましては、地方公営企業

法の適用に経営状況の適用後、地方公営企業法

に適用するという、移行するわけでございます

から、これをしっかり移行させながら経営状況

を分析するということがやっぱり極めて大事な

一つの課題ではないのかなと思っておりますの

で、しっかりと分析をしながら、やはりどうあ

れば使用料といったものに立ち向かいことがで

きるのかというような一つの一定の答えを、そ

の中から見出してまいりたいと思っております。 

 また、さらなる加入促進というものにつきま

しては、現在の利子補給制度を継続しながら、

個別的な戸別訪問などを含め、どのようなサ

ポートを行っていくのが一番いいのかというこ

とを、効果的な形で今後も進めてまいりたいと

思っておりまして、このような対応につきまし

ては、やはり地域住民の皆様のそれぞれのお声
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を聞きながら、どのように効率的にという部分

と、いうところの費用対効果の部分、経営をい

ったものをどう考えるのかということを常にバ

ランスをとりながら、やっぱり使用料問題にも

向き合っていかなければならない、そのような

形で対応して、慎重に対応を進めてまいりたい

というように考えております。 

○議長（浅沼幸雄君）  ８番萩野幸弘君。 

   〔８番萩野幸弘君登壇〕 

○８番（萩野幸弘君）  わかりました。いろん

な諸手続、そういったのを代行してあげるとか、

そういうことでわずらわしさから解放すること

も一つの策かなという考えでの質問であります。

何とか、水洗化率をともかく上げていくという

ことが、100％に限りなく近づけるということ

が目標だと思いますので、そこに向けて鋭意努

力を期待するものであります。 

 次に、投資以外の経費についての考え方、検

討状況という項目がありまして、その中に先進

事例を参考としながら、民間ノウハウの活用に

よる施設維持管理の効率化及びコスト削減につ

いて検討しますと、そう明記さえております。

また、資産活用による収入増加の取り組みの項

目では、活用資産がないため現時点での予定は

ないとなっておりますが、これらについてちょ

っと御確認をしたいと思います。 

 民間ノウハウの活用、これ具体的に何か検討

があるのか、ある場合は自治目標、さらには資

産活用による収入増加策として現時点で予定は

ないとなっていましたが、私のこれ提案なんで

すが、例えば下水の汚泥、これを利用したメタ

ン発酵、これで発生したガスを利用してタービ

ンを回す。いわゆる発電をすることで、いわゆ

るバイオマス発電ですね、これによる売電によ

る利益確保、あるいは自家利用での経費削減を

目指してはいかがかと、この件について御見解

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）  この水洗化率の限りな

く100に近いというような御質問がありました。

まさにそのような方向に持っていかなきゃなら

ない大きな課題であります。ちなみに、ちょっ

と先ほど御質問を聞きながら思ったわけであり

ますけども、田瀬ダムのアオコ対策が、毎年毎

年問題になっているわけであります。アオコが

発生する。これは、上流域に約１万世帯、２万

8,000人の住民が住んでいるダムの上流域に、

ほとんどダムは水源ダムなわけであります。上

流に集落が、町があるというダムは全国的に余

り少ない。 

 その中におきまして、田瀬ダムのアオコの発

生は、やはり水洗化率も一つ影響しているんじ

ゃないのかなという中で、国交省といろいろ話

し合ったことがあります。アオコ対策にいろん

なランニングコストをかけるんであれば、上流

域の遠野の水洗化率を促進したほうが、その無

駄な経費をかけなくて済むのではないのかなと

いうような訴えをしたことを思い起こしており

ますけども、これは私はすごく大事な切り口じ

ゃないのかなというように思っておりまして、

今お話ありましたとおり、さまざまな知恵を出

さなければ、民間ノウハウの活用のさまざまな

対応を考えなければならないんじゃないのかな

というような、そのような下水汚泥の問題もバ

イオマスというような切り口の中からというお

話がありました。 

 現在、民間ノウハウ活用の具体的な推進事例

としては、先進事例としては持っておりません

けども、今年度より岩手県汚水適正処理推進幹

事会におきまして、汚水処理事業運営にかかる

広域化、共同化計画、共同というのは、ともに

共同の共と共同化計画を岩手県と県内市町村で

2022年までに策定に向けるということで、この

幹事会の中でいろいろ議論をいたしております。 

 遠野市といたしましては、広域化、共同化に

よる維持管理コストの縮減を目指しながらとい

う部分の中で、基本的なスタンスとしてそれに

取り組んでおります。 

 バイオマス発電につきましては、全国的にも

下水処理場における利活用事例はまだ少ないと

いう中でありますので、採算性等を慎重に分析
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している必要があるんじゃないのかなと思って

おりますので、これもやはり今の技術革新、あ

るいはさまざまなものにつきましては、もう予

想を超えるいろんなものが進んでおりますから、

その辺にしっかり着目しながらやっぱり今のよ

うな御提案を踏まえた対応をしていかなければ

ならない、これも繰り返しになりますけども、

課題の一つであろうかというように承知をいた

しております。 

○議長（浅沼幸雄君）  ８番萩野幸弘君。 

   〔８番萩野幸弘君登壇〕 

○８番（萩野幸弘君）  バイオマス発電、私、

無作為にというか、勝手にということじゃなく

て、国交省のホームページのほうにそういう可

能性もありましたので、もしかすると国のほう

からメニューが出てくるかもしれません。常に

アンテナを張りめぐらされて、いわゆるどぶろ

く特区第一号じゃないですけれども、バイオマ

ス発電第一号のような形で持っていければなと

思っております。 

 ちょっと時間が押してまいりましたので、飛

ばしていきたいと思います。防犯灯について移

ります。 

 東日本大震災時、市内全域が本当に２日間漆

黒の闇に包まれ、不安に駆られたことを思い出

します。現在も多くの市民が暮らす住宅地であ

りながら、防犯灯が設置されず真っ暗闇で通行

に支障があると、いろいろ不便があるところも

あります。 

 半面、余り人通りのない箇所でも防犯灯が設

置されているケースもございますので、この機

会に質問ですが、市として人口密度のデータに

応じた計画的かつ効率的な防犯灯整備が必要で

はないかと思うんですが、その基準等々につい

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）  人口密度に応じた、一

つのデータに応じた効率的な防犯灯の整備につ

いてということであります。 

 現在、市の防犯灯は3,668基設置されており

まして、28年度に防犯灯がＬＥＤ化という中で

対応をいたしました。そういった中におきまし

て、それぞれ地域からの申請に基づきまして、

市がそれぞれの設備の設置の可否を調査しなが

ら、防災防犯灯として順次整備を進めていると

ころであります。 

 そういった中におきまして、人口データに応

じたという部分の中を考えておりますけども、

地域からの要望も多く、そのような中を、いう

ところの数字化をしながらなのか、あるいはこ

の地域の要望といったものはあれするのか、さ

らには通院、通学、特に高校生、中学生が自転

車で夜遅くなっていたところもあるわけでござ

いますから、そのようなことの緊急度も踏まえ

ながら、やはりそれぞれの地域の実情に応じた

という部分で、その意味につきましては今お話

しましたデータが極めて大事であるというふう

に認識しながら、設置をきちんときめ細かく対

応するような、そのような施策を進めてまいり

たいと考えております。 

○議長（浅沼幸雄君）  ８番萩野幸弘君。 

   〔８番萩野幸弘君登壇〕 

○８番（萩野幸弘君）  安心をいたしました。

次に、今後の防犯灯整備、維持管理コスト、今

ＬＥＤ化ということも大事ですけれども、例え

ばですけども観光地ではその景観をさらに幻想

的に引き立たせるような色、アンバーといいま

すか、オレンジ色の蛍光が、光ですね。あるい

は、逆に繁華街では防犯、犯罪率の抑止効果が

あるブルー、青色の、青色系の照明とか、そう

いう発光色に配慮したり、あるいは長時間の停

電などのときにも点灯可能な蓄電装置、あるい

は小水力発電と連動させた防犯灯設置など、こ

ういったことも検討に値するのではないかと思

いますが、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）  大変急速な形で技術革

新が進んでおります。御質問がありましたとお

り、それぞれの地域の実情、あるいはその地域

のロケーションによりまして、発光色をあるよ
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うな形での防犯灯のあり方といったものを検討

していいんじゃないかと、これはまさにそのと

おりだというふうに思っておりますので、アン

テナを高くしながらそのような情報をしっかり

と把握しながら、それぞれの中に再生可能エネ

ルギーの導入なども入れながら、停電等に対す

る対応など、もう既に取り組んでいるわけでご

ざいますけれども、そのようなきめ細かい対応

を求められているんじゃないのかなと思ってお

りますで、それになお一層留意をしてまいりた

いというふうに考えております。 

○議長（浅沼幸雄君）  ８番萩野幸弘君。 

   〔８番萩野幸弘君登壇〕 

○８番（萩野幸弘君）  わかりました。生活イ

ンフラの整備、これは市民の暮らしに欠かせな

いのはもちろん、定住人口をふやす意味でも重

要な要素と思います。冒頭の述べましたとおり、

広大な面積、そして人口減少、この本市の現状

を目の当たりにしたとき、今後の生活インフラ

の整備や維持管理対策、これ一歩間違えれば深

刻な問題になり得ます。 

 それを踏まえてこのテーマのまとめの質問で

ございますが、今後の生活インフラの整備と維

持のあり方について、まちづくりの観点や費用

面での制約など現実的な問題を踏まえてどのよ

うに進めていこうとお考えでしょうか、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）  大動脈に対する毛細血

管としての国道、県道、市道といったような問

題、それから上下水道の問題、さらには防犯灯

のきめ細かい対応という中での御質問をいろい

ろいただきました。やはり、これは市民生活の

安心安全と快適な生活環境で暮らす遠野という

組織があります。 

 遠野で暮らす、そしてこの東京一極集中の中

で都市と地方の格差が広がって、しかし広がっ

ているだけではない、そこに道路インフラとい

ったようなものが大動脈としてきちんと整備さ

れてくるとなれば、今度は地方が持つ特性を生

かした安心安全、そして快適な生活環境という

手もその中で求めていかなきゃならないという

ように思っておりますので、ただいま御質問を

いただきました本市を取り巻く交通事情、社会

経済情勢が大きく変化をするという、その中の

一つの正念場にあるわけであります。 

 これを一つ追い風として捉えながら、さらな

る産業振興あるいは交流人口の拡大、観光振興、

インバウンドの受け皿という、そのような受け

皿整備にとりましても、ただいま御質問ありま

した社会インフラとしての、生活インフラとし

てのさまざまな道路、上下水道、あるいは下水

道を含め浄化槽の水洗化の問題、防犯灯の問題、

いずれも大事な課題であるということは今般の

質問の中でも改めて浮き彫りになったというふ

うに私受けとめているところでございますので、

そのようなきめ細かい対応になお一層、意を用

いた対応をしてまいりたいというふうに考えて

いるところでございますので、よろしくお願い

を申し上げます。 

○議長（浅沼幸雄君）  10分間休憩いたします。 

   午前11時01分 休憩   

────────────────── 

   午前11時12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。 

 引き続き一般質問を行います。８番萩野幸弘

君。 

   〔８番萩野幸弘君登壇〕 

○８番（萩野幸弘君）  次に、大項目２点目、

子どもたちの健やかな成長を見守る取り組みに

ついて伺います。 

 子どもたちをめぐるトラブルについて、これ

まではいじめなどの学校生活を介した問題が多

かったと感じておりますが、昨今は親による暴

力やネグレクトなど、いわゆる家庭内トラブル

が全国的に問題視されております。 

 昨年５月には、東京目黒で５歳の女の子が父

親に虐待され亡くなりました。彼女のノートに

は、「きょうよりかあしたはもっとできるよう

にするから、もうおねがいゆるしてくださいお
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ねがいします」と悲痛な思いがつづられていま

した。 

 最近では、先月２月14日に千葉県野田市の小

学４年生の女の子が父親から暴力を受けて亡く

なりました。このケースでは、女の子の通って

いた小学校でのアンケートで、虐待の意実が明

らかになっていたにもかかわらず、女の子を保

護した児童相談所が父親の恫喝に屈し、女の子

を家庭に戻したことで悲劇が起きました。 

 また、本県でも父親が１歳９カ月の長男に十

分な食事や水分を与えず、家に一人置き去りに

して衰弱死させたり、小学４年生の女の子の頭

を踏みつけ、逮捕された父親がしつけの一環だ

ったと供述するなど、信じられないような事件

が多発しております。 

 このような悲劇、もう二度と繰り返してはな

らないと誰もが感じるものと思いますが、過去

の事例から判断すれば、今後また、同じような

事件が繰り返されることも否定できません。し

たがいまして、本市においても、起こり得ると

いう認識を持ち、日ごろから危機管理を徹底し

ていかなければならないと思います。 

 新聞等の報道によれば、このような事件を受

け、全国的に子どもたちを守る条例制定の動き

があるようですが、本市においては平成21年に

遠野市「わらすっこ条例」を制定し、子どもた

ちの権利を明確化するとともに、市民こぞって

子どもたちを守る規定が明文化されております。

その意味では、先進的な取り組みを行っている

と高く評価できるものと思います。 

 しかしながら、単に条文化しているだけでは

なく、その思想や信念を具現化することが重要

だと思いますが、そのための手段として日ごろ

からどのような取り組みをされているのか伺い

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）  ただいま子どもたちを

取り巻く状況につきまして、御質問の中でいろ

いろ事例を挙げて御質問をされておりました。

まさに信じられないという言葉があったわけで

ありますけども、テレビ、新聞を見ても、まと

も目で見たり聞いたりできないような事案が起

きているという現実があるわけであります。 

 これをこのまま放置していいだろうかと、大

人の責任は何だろうかと。じゃ、行政の役割は

そこになんだろうかという部分が、それぞれが

言葉は慎まなきゃなりませんけども、責任の転

嫁という中において、たらい回しされているよ

うな現状も、また一方にはあるというそのよう

な中で、みんなが関係者が苦しんでいるという

状況に、私はあるんじゃないかなというように

思っているところであります。 

 平成21年に「わらすっこ条例」を策定いたし

ました。そして、子どもの権利をという中にお

ける取り組みをその条例の中で明確に示したわ

けであります。この部分も今、御質問ありまし

た中におきまして、この第４条、子どもが安全

で安心して生きる権利、虐待、暴力、いじめな

ど受けない。第９条は、保護者は子どもに愛情

を持って子どもを虐待しないというそのような、

そして子どもの権利を保障する責務を定め、そ

して第15条では、行政の役割として市の取り決

めをしっかりとその中で言い続けるという中で、

この「わらすっこ条例」を策定したというのが

10年前であります。 

 そういった中におきまして、今、御質問あり

ましたとおり条例を定めたというだけではいか

んだろうと、日ごろからどのような活動をして

いるのかという部分が、私は非常に大事だとい

うように思っておりますので、この平成31年度

の取り組みも含め、あるいは県内の状況も含め、

さらには母子安心課という中における取り組み

として、この子育て応援部という部を１年前、

昨年の４月に立ち上げておりますので、日ごろ

の活動という部分につきまして、担当の子育て

応援部長のほうから活動の内容について御答弁

を申し上げますので、御了承いただければと思

います。 

○議長（浅沼幸雄君）  子育て応援部長。 

   〔子育て応援部長兼総合食育課長佐々木

    一富君登壇〕 
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○子育て応援部長兼総合食育課長（佐々木一富

君）  命によりまして御答弁申し上げます。 

 まず、子どもの虐待につきましては、身体的

虐待、心理的虐待、育児放棄、それから性的虐

待の大きくこの４つに分類されます。市として

は、保育園長会議、小中学校長会議、主任児童

委員会議等におきまして、市の児童虐待防止の

取り組みについて説明するなど、児童虐待の早

期発見、早期対応に努めているところでござい

ます。 

 また、東館庁舎、元気わらすっこセンターで

ございますけれども、保育、教育、福祉の総合

的な体制として、昨年４月には子育て応援部を

設置しました。「子育てするなら遠野」をキャ

ッチフレーズに、子育てに係る関係部署により

子育て支援実施本部も立ち上げました。相互に

情報共有を行うとともに、連携の強化を図って

おります。 

 31年度の新規事業であります「未来へつなぐ

こども・家庭支援事業」は、東館庁舎の元気わ

らすっこセンター内に、こども・家庭総合支援

の拠点を設置する予定になってございます。 

 県内の設置状況は、現在、盛岡市のみであり

まして、国では2022年４月に全市町村がこれを

設置しなければならないことになってございま

す。しかし、本市としては、全国で発生してい

る虐待を重く受け取りまして、わらすっこ条例

の具現化として、３年繰り上げてこれを拠点化

して設置するものであります。県内では２番目

の設置となりますが、保健、福祉、医療、教育

との連携をさらに強化して、子どもや保護者に

寄り添ったきめの細かい支援を行ってまいりま

す。 

 また、既に母子安心課内で実施しております

子育て世代包括支援センターと一体となりまし

て、保健、福祉、医療、教育等の連携をさらに

強化し、子どもや保護者に寄り添ったきめの細

かい支援によりまして、児童虐待の発生防止に

努めてまいります。 

 さらに、本市の子育て支援の特徴でもある児

童館、児童クラブにおける学童保育の利用料に

つきましては、これは無償化しておりまして利

用児童の保護者の経済負担も軽減してございま

す。県内14市のうち、児童学童保育の利用料を

無償化しているのは、本市のほか１市のみでご

ざいます。 

 以上で、答弁とさせていただきます。 

○議長（浅沼幸雄君）  ８番萩野幸弘君。 

   〔８番萩野幸弘君登壇〕 

○８番（萩野幸弘君）  時間も少なくなってま

いりましたので、ちょっと質問をまとめさせて

いただきます。 

 今、ちょっと答弁の中にも出てきました先進

的な取り組みをしていると。よくテレビでは虐

待が疑われる場合の通報先に、児童相談所とい

うがよく出てまいりますけれども、そうします

と、本市の場合はそれに値するものとして、子

育て応援部、こども政策課が窓口になっている

と理解していいのか、であればその担当人員や

組織系統などの詳細、あるいは市民への周知方

法、そして本市における実際の虐待の有無につ

いて、もし差し支えない程度で答弁できるので

あればお願いをしたいと思います。 

○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）  わらすっこ条例に基づ

きまして、日ごろ取り組んでいる活動、さらに

は平成31年度この４月から新たにスタートさせ

るような事業等につきましても、子育て応援部

長のほうから、みんなで関係機関がしっかりと

連携を図りながら、情報を共有しながら対応し

ていこうという仕組みに持ち込んだという、そ

のようなことを申し上げました。 

 この虐待の通報は、子育て応援部、こども政

策課が窓口という中に対応をしたいというよう

に考えております。この県内のこの児童相談所

は、盛岡市、一関市、宮古市の３カ所に設置さ

れておりまして、当市がこの管轄するのは盛岡

中央児童相談所ということになりますので、元

気わらすっこセンター内の子ども政策課にこの

直通電話を設けながら、しっかりと連携を図る

というような仕組みにもち、まさにこの電話番
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号が「いちはやく」ということで、「62の018

9」と、「いちはやく」というそのような電話

番号の中で24時間きちんと対応できる環境を整

えているということでございますので、これも、

ただこれを整えたからじゃなくて、やっぱりし

っかりと連携を図るということが基本でありま

すので、その連携といったようなものをしっか

りと図るような対応に、私もしっかりと市長と

しても向き合ってまいりたいというように考え

ているところでございますから、御理解をいた

だければと思います。 

○議長（浅沼幸雄君）  答弁者に申し上げます

けれども、先ほど質問者が、時間がないので何

点かまとめて質問をするということで、まとめ

て質問されましたので、虐待の有無についても

答弁をお願いします。（発言する者あり）担当

人員や組織系統を……。（発言する者あり） 

 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  それで、窓口という部

分が一つ頭にあったものでございますから、そ

のように捉えたわけでありますけども、それぞ

れの中身ということになった場合にこれにつき

ましては、今のこの窓口の一つのこども政策課

あるいは母子安心課が連携をしながら対応する

ということになるわけでございまして、こども

政策課の担当職員１名と相談員２名が担当とな

りまして、状況に応じてそれぞれ職員が６名、

９名という配置をしてございますので、その中

で適時、適切な対応をしてまいりたいというよ

うに考えておりますし、まさに、この本市にお

ける虐待のそれぞれの有無や対応の状況につき

ましても、このしつけと称しながらいろいろ対

応をしているというケースも見受けられる。 

 このしつけというものをどのように捉えるか

という部分が、いろいろあるかと思っておりま

すけども、そういうようなものも見受けられる。

２月末現在で、この虐待対応件数といたしまし

ては、身体的虐待が９件、心理的虐待が24件、

そして、このネグレクト、育児放棄これが15件、

計48件という中で、年齢帯、子どもの年齢はゼ

ロ歳から18歳未満というそのような現状にある

ということでございますので、この数字をしっ

かりと、そして重く受けとめながら、ただいま

御質問があったようなそのような事例につなが

らないように、あるいは事案につながらないよ

うに、さらには事件にならないようにしっかり

と向き合わなければならない。 

 大人の責任であり、行政の責任であり、関係

機関の連携がいかに大切であるか。さらには、

専門知識を持ったそのような児童相談所との連

携も、いかに大切であるかということを改めて

認識をしながら向き合っ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）  ８番萩野幸弘君。 

   〔８番萩野幸弘君登壇〕 

○８番（萩野幸弘君）  はい、わかりました。

当市の場合、「62の0189」が緊急ダイヤル、こ

れはぜひ周知を徹底していただきたいと、ある

いはやはり市内での虐待48件もあると、これは

やはり重大なことだろうと思います。 

 それではまた質問をちょっとまとめさせてい

ただきます。一口に虐待と言いましたけれども、

個別に内容が異なり対処法も多岐にわたること

が考えられますので、どんな事案でも柔軟に対

応できるマニュアルや体制づくりが必要だと思

います。これについての現状を、まず１点確認

をします。 

 そして２点目として、虐待はわざとじゃなく

ても加害者自身が心の病に侵されていたり、暴

力的だと、いわゆる行政や教育機関だけでは対

応しきれない部分、これは医師とか警察とかの

横連携が必要だと思うんですが、そのような体

制、この２点についてちょっとまとめさせてい

ただきます。質問します。 

○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）  限られた時間でありま

すので、まとめてということでありまして、ま

たそれも一つの手法かというふうに思っており

ましから、私のほうもそれを踏まえながら答弁

をさせていただきますけれども。 
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 マニュアルという言葉がありました。マニュ

アルは大切、大切ということにつきまして先ほ

ど遠野市とできる限りのことがそのような体制

をとっておると、またとりたいということも申

し上げたわけでありますけども、このいろんな

アセスメントシートという言葉がありますけど

も、緊急度アセスメントシートいう言葉があり

ます。 

 虐待の通告を受けた場合のマニュアルをひと

つ整備いたしまして、ケースの緊急度に応じ、

柔軟に対応していくといるというのが、このア

セスメントシートという、それも緊急度アセス

メントシートと名づけた、そのような柔軟な対

応できるようなものを整備しておるということ

であります。 

 また、相談は文字どおり多種多様であります。

したがって、この職員のあるいは相談員の知識

や対応を、この対応技術というのは対応技能と

申しますか、そのような一つの見識と知識を持

ってなければ対応できないわけでありますので、

そういった習得、よく言うスキルの向上といっ

たようなものをその中で図っていかなければな

らない。 

 単に向き合う場合によっても、そのような見

識と知識と、そしてまたそのような保護者に子

どもに向き合う場合のいろんな技能と申します

か、そのようなものを持っていなければならな

いという部分で、そのような体制も構築にも努

めてまいりたいというように考えております。 

 それからもう一つは、やっぱり横連携だとい

うように思っております。いろんなトラブルも、

その横連携がうまく取れなかったがゆえにトラ

ブルが発生しているというケースもあるわけで

ございますから、そのいろんな子育てに悩み、

そして不安を抱え、そしてさらにはそういった

家庭へどのような対応するのかとなれば、関係

機関・団体できちんと連携を図りながら向き合

わなきゃならないという中で、遠野市要保護児

童対策地域協議会というものを設置いたしてお

ります。 

 遠野市要保護児童対策地域協議会、そしてそ

の中でいろんな情報交換しながら、このメン

バーには医療機関や警察の関係者などにも入っ

ていただいているということでありますので、

特に、お医者さん医療機関の対応なども、いろ

んな虐待の発見が医療機関から通報があったと

いう事例も結構あるわけでございますね。した

がって、この医療機関や警察との連携も大事で

はないのかなというように思っておりまして、

さまざまなそのような連携を図りながら未然に

防止をする。絶対起こさない。早く、まさにき

ちんと把握をしながら、それに応じた適時、適

切な対応をしていくという対応が、まさに今、

子どもの命というものの中に向き合わなきゃな

らない我々の課題として、大きく今、迫られて

いるんじゃないかなと思っておりますから、真

剣にこの問題にも向き合っ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）  ８番萩野幸弘君。 

   〔８番萩野幸弘君登壇〕 

○８番（萩野幸弘君）  行政として子どもたち

の見守り体制に万全を期すという熱意、今ひし

ひしと伝わってまいりました。とても心強く感

じた次第です。万全を期すという意味では、学

校現場の見守り体制も充実というのも必要があ

ろうかと思います。 

 そこで、教育長に質問いたします。学校にお

ける虐待防止に係る取り組み、行政との連携に

ついて体制等の詳細を伺います。 

○議長（浅沼幸雄君）  中浜教育長。 

   〔教育長中浜艶子君登壇〕 

○教育長（中浜艶子君）  虐待防止に向けた取

り組みについて答弁いたします。 

 平成12年に制定された児童虐待防止法では、

関係機関が連携して児童虐待の防止に努めるこ

ととされており、中でもさまざまな角度から児

童に目配りができる学校の役割が明記されてお

ります。 

 現在、学校においては、虐待を発見するポイ

ントや発見後の対応の方法等について、教職員

の共通理解のための研修を実施しております。

そして、学校生活の中で、児童生徒の日常観察
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や身体測定などを通し、子どもの不自然な言動、

傷やあざなどの身体的変化やサインを見逃すこ

となく、虐待のいち早い把握に努めております。 

 教育委員会では、各校に対して特別な理由が

なく３日以上欠席した児童生徒の家庭を訪問し、

必ず児童生徒と顔を合わせ、安否を確認するよ

う指導しております。 

 先ほどの答弁と重なる部分もありますが、虐

待が疑われる事案については、担任は学校長に

報告するとともに、校内で情報を共有し、子育

て応援部へ通報及び教育委員会への報告を義務

づけています。さらに緊急時には、学校子育て

応援部、教育委員会、警察、児童相談所、臨床

心理士などで専門チームを組み対応に当たって

おります。 

 事案によっては、保護者への支援も必要とな

ることから、スクールソーシャルワーカーやス

クールカウンセラーなどの専門家を派遣し、保

護者への相談体応を行っております。また、民

生委員や主任児童委員の協力を得て、日常から

地域における見守りをしていただいているとこ

ろです。 

 遠野の宝、そして社会の宝である子どもたち

を守り抜くためには、関係機関相互の強い連携

が欠かせません。教育委員会としても引き続き、

子どもたち一人ひとりの命、人権、そして未来

を社会全体で守っていく体制の強化を推進して

まいります。 

○議長（浅沼幸雄君）  ８番萩野幸弘君。 

   〔８番萩野幸弘君登壇〕 

○８番（萩野幸弘君）  愛情いっぱいに育った、

わらすっこが郷土愛に溢れ、いつまでもこの地

で暮らすことを選択していただければ、遠野市

の未来も一層輝かしいものになると期待をして

おります。そのためには、当然ながら学校教育

の現場と子育て行政が、縦割りで風通しが悪い

状態であってはならないと思いましたので、こ

のような質問をさせていただいたわけでござい

ます。 

 ただいまの教育長の御答弁を受け、行政間の

垣根を取り払い、風通しよくきめ細かい見守り

体制を組んでおられることがよくわかりました。 

 それでは、このテーマの結びの質問といたし

まして、子どもたちの健やかな成長を見守る本

市の取り組みに秘めている熱い思いや願い、決

意などについて、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）  子育てに係る熱い思い

という御質問をいただきました。 

 平成21年度にわらすっこ条例を制定し、それ

に基づくわらすっこプラン、それを過度のとど

めるわけにはいかない。これをやはりきちんと

形にし、仕組みにしなければならない。そのた

めには財源が必要であるということで、わらす

っこ基金というものの３点セットの中から「子

育てをするならば遠野」という一つのキャッチ

フレーズスローガンを出しながら、この10年間

取り組んでまいりました。 

 今、この少子化という流れ、そして大変急速

に進む技術革新、特に情報化の流れ、携帯電話

どころかスマートフォンという中におけるネッ

ト社会、そういったものの中で、いかに子ども

たちと向き合いながら、子どもの権利をあるい

は親の権利という役目を責務を、そして行政の

役割という部分をしっかりしていかなければな

らない。 

 したがいまして、昨年子育て応援部を立ち上

げたというのは、この10年という節目の中で、

わらすっこ条例をもう一度しっかりと今日的な

課題の中で見直しをしなければならない。そし

ていろいろ職員が、関係機関が連携を図りなが

ら、懸命に汗をかきながら頑張っております。

子どもたちと向き合っております。その守りに

は、多くの保護者の方々と地域住民、市民の皆

様がボランティアで参加をされております。 

 そういった中におきまして、この部分を子育

て応援部という一つの切り口の中から、総合力

でこの子育て、あるいは子どもと向き合うとい

うような、その健やかな成長を見守る遠野市の

ひとつの姿を見出したいというように思ってい

るところであります。 
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 そういった一つの中におきまして、昨年、子

どもたちが大活躍をいたしました。スポーツ、

芸術、文化、もう随所で遠野といったものの中

で、子どもたちが学校現場であるいは地域で、

さまざまな中で活動をしております。そのさま

ざまな中で活動している中には、やはり体育館

があり、児童館があり、さらには運動公園とか

サッカー場とかさまざまな施設があるわけであ

ります。 

 したがまして、これを含めましてスポーツ、

芸術、文化といったような一つの切り口の中か

ら、子どもたちが手ごたえを感じ、やればでき

るという夢と可能性に向かって行くかという、

そのような環境をしっかりと後押してまいりた

いというように考えておりまして、もちろんさ

まざまな、今、出ました虐待の問題から発達障

害の問題から、学力向上の問題から、いろいろ

やらなければならない課題があるわけではござ

いますけれども、一方で追えば、夢と可能性に

果敢に挑戦していくという、そのような子ども

たちをきちんと後押しをしてまいりたいという

ように思っておりまして、この一つといたしま

して、この31年４月から「わらすっこ基金」を

財源といたしまして、子どもたちのクラブ活動

や団体活動、そのような利用する施設利用料の

無償化をこの中で見出しながら、この活動をサ

ポートするというような中における、わらすっ

こ基金とわらすっこプランの一つの見直しを急

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。 

 地域で育み、そして市民みんなで支え合うと

いうよう中におきまして。市の行政もそことし

っかりとタッグを組んでまいりたいというよう

に考えておるところでございますから、それが

必ずや子どもたちが遠野の未来に大きな輝きと

光を与えてくれるんじゃないかというように、

私は信じておりますし、なんでこんなに素直な

子どもたちが遠野に多いんだという話をよく聞

きます。 

 この素直な子どもたちのそのような素直な可

能性に、大いに大いに夢と希望を与えるような

そのような仕組みと、そしてまた形をつくって

まいりたいものだなというように思って、それ

が少子化と、あるいは高齢化というものに対す

る我々なりの答えとして見出さなければならな

い。また見出すことができるというように思っ

ているところでございますから、熱い思いとい

う話でございましたので、私の一つの思いを申

し上げて答弁とさせていただきます。 

○議長（浅沼幸雄君）  ８番萩野幸弘君。 

   〔８番萩野幸弘君登壇〕 

○８番（萩野幸弘君）  ただいまは、まさに市

長の熱い思い、本当に伺いまして、私は虐待を

一つのテーマとして今回取り上げさせていただ

きましたが、最後の市長の御答弁で、虐待のみ

ならず、多方面にわたる子どもたちを見守る取

り組みというのを明らかにしていただいて、非

常に心強く感じた次第であります。 

 市長も今、触れておりましたが、「わらすっ

こ条例」平成31年度には10周年、並びにわらす

っこプラン計画期間満了ということで、第２期

の計画策定に向け動き出すという節目の年であ

るということで、先ほど御答弁をいただきまし

たが、今後も引き続き、あすの遠野を担うわら

すっこのすこやかな成長を、市民全員で温かく

見守っていきたいものと、改めて強く感じた次

第であります。 

 私の質問は、以上でありますが、結びに当た

り、今回取り上げさせていただいた大項目２点

の議論が、今後の遠野市のさらなる活性化に生

かされることを期待しながら、私の一般質問を

終わります。 

○議長（浅沼幸雄君）  次に進みます。４番

佐々木敦緒君。 

   〔４番佐々木敦緒君登壇〕 

○４番（佐々木敦緒君）  佐々木敦緒でありま

す。事前に通告した畜産振興対策の強化及びＪ

Ａいわて花巻第４次中期経営計画策定（案）に

ついて、市長に対し一問一答方式で質問いたし

ます。 

 さて、本市の農業総生産額は平成12年に100

億円を超えていたのが、現在73億円ほどに低下
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した中、畜産は44億円強と約61％を占める柱と

して頑張っておられます。とはいえ、農林業セ

ンサスのデータによれば、平成17年から平成27

年までの10年間で市内の農家数が1,010戸、農

家人口も5,139人減っています。 

 畜産の現場も同様に、乳用牛が642頭、肉用

牛も1,623頭減るなど、本市農業農村の現場は

極めて深刻な状況に追い詰められると受けとめ

ています。なだらかな勾配など盆地特有の風土、

先人がこの自然の恵みを生かし、牧場や草地を

造成するなどしてつくり、育て、守り続けてき

た遠野の畜産業、増頭する若者が現れるなどわ

ずかな救いはあるものの、依然、廃業に歯どめ

がかからず、飼養農家、頭数ともに減るばかり。

このままでは、今後も高齢化の進行や担い手不

足によって畜産廃業の増加が確実と思われます。 

 葉タバコやワサビ、ホップもそうであります

が、一度やめたら土地や機械、建物などへの初

期投資が大きく、再起業することは難しいのが

農業であります。 

 市長は、市内畜産業の状況をどのように捉え

ておられるのか、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）  佐々木敦緒議員の一般

質問にお答えをいたします。 

 一問一答という中で、ただいま本県を取り巻

く畜産業の現状につきまして、いろいろ数字が

述べられておりました。そのとおりであります。

この世界にも文字どおりこの分野にも少子高齢

化というよりも、高齢化という波が押し寄せて

きているという現実が、ただいま質問の中に申

し上げられた数字の中にあったのではないのか

なというふうに受けとめたところであります。 

 そういった中におきまして、市長はどのよう

に認識をしているのかというこの畜産業の状況、

今の質問とちょっと重なるところもあるかとい

うように思っておりますけども、農家戸数、さ

らには飼養頭数、東日本大震災以降かなりのス

ピードで減少しているというような状況にある

のではないかというように認識をいたしており

ます。 

 また、あの先人がそれこそ汗をかきながら懸

命に努力して良質な牧草が、福島第一原発の影

響によりまして汚染されました。その汚染され

た牧草も、まだ1,200トン近くがそのまま保管

されたままになっているという状況にあるわけ

であります。 

 さまざまな形でこの東日本大震災から間もな

く８年、いろんな意味で状況が変わってきてい

るわけでございますけども、産業といったもの

にも大きな影を落としたという部分が、この、

今の申し上げた数字、このようなかなりのス

ピードで減少しているという部分にも、一つの

要素としてあったのではないのかなというよう

に思っております。単なる高齢化だけではない。

東日本大震災のそのようなものによりましても、

まさに放牧が不可能となり、労力の負担増が大

きなきっかけとなったということにもなろうか

というように思っております。 

 しかし、そういった中におきまして、この農

業生産額におきまして、これ29年度の一つの数

字でありますけども、畜産生産数は44億6,600

万円という数字になっております。これは、こ

の和牛子牛市場の高値というものもあるわけで

ありますけども、平成24年度には８億6,500万

円であった子牛販売額が、平成29年度には11億

7,600万円となり、畜産生産額の約４分の１を

占めているというような状況にもあるわけであ

ります。 

 したがいまして、この市場取引の高値推移に

もよりますけども、このさまざま離農されるこ

の方の遊休農地を活用しながら、増頭を進めて

いるという農家の方々もおりますので、その辺

も含めながら、また離農しないための手段とし

て牧場とキャトルセンターをうまく活用すると

いうような、そのような中で労働力の抑制を図

るというような新たな畜産農家の方々も、畜産

経営の形態も生まれてきておりますので、その

ような制度を利用する。 

 さらには、平成24年度から始めました「農業

次世代人材投資基金事業」、これは旧青年就労
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給付金事業でありますけども、37人の新規就農

者が誕生して、そのうち７人は畜産に挑んでい

るというような状況を、これをやはりしっかり

とした確実な数字として受けとめながら、この

減少が高齢化だということではなくして、今の

ような仕組みの中から新たな畜産の見通しとい

ったものを、将来といったものをきちんと打ち

立てていかなければならないんじゃないのかな

というように認識しているところでございます

から、その認識をもって答弁といたします。 

○議長（浅沼幸雄君）  ４番佐々木敦緒君。 

   〔４番佐々木敦緒君登壇〕 

○４番（佐々木敦緒君）  畜産業の現状につい

て、市長の認識を伺いました。確かに青年就労

交付金によって、新たに畜産業に挑んでいる若

者があるということも承知しています。 

 平成初期と記憶しますが、合併前の旧宮守村

では肉用牛や乳牛の飼養頭数が減少してきたこ

とを憂い、これに歯どめをかけるため牧場使用

料と粗飼料価格の減額にあわせて、１戸１頭の

増頭運動を働きかけたところ、微増ながらでは

ありましたが飼養頭数が増加したことがありま

した。 

 先ほど話したとおり、本市の畜産廃業が急速

な勢いで増加し、飼養頭数を大きく減少してき

たことは、農業生産額の減少ばかりか畜産が維

持してきた農地の荒廃など大きな損失につなが

っています。これらを防ぐ対策として、例えば

既存の畜産農家の親元にＵターンした担い手の

機械の更新や、堆肥舎の増改築、新規就農者の

宿舎の新築や機械の購入及び牛の導入、農家や

公社等が離農跡地を買い入れ、または借り入れ

して補修し、規模拡大するものへ貸しつける畜

産クラスター事業などへ市の上乗せ補助、ある

いは助成等支援制度の拡充強化を図るとともに、

ほかの牛を見る機会や情報交換を通し、互いの

切磋琢磨により改良技術の向上につなげ、遠野

牛ブランド化へと結びつけるためにも、遠野市

畜産共進会の開催を、和牛、乳牛、隔年で開催

するなど畜産振興対策の強化が緊要と思います

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）  畜産減少農家の歯どめ

策と申しますか、対策を講じるべきだというよ

うな中で、いろいろ御質問が提案も含めてあり

ました。いずれもそれぞれ検討しなければなら

ない質の課題ではあろうかというように承知を

いたしております。 

 ちなみに、平成23年度から繁殖素牛導入事業

といたしまして、繁殖牛の導入及び自家保留牛

に対し補助を行ってきた、援助を行ってきた、

補助を行ってきた。これは御案内のとおりだと

思っております。実績といたしまして、平成15

年の3,512頭と比べ、平成29年度は約1,000頭の

減となった。実績といたしましては15年から約

29年までに1,000頭が減少となったという状況

にあります。 

 これは、畜産農家の減少もありますけども、

全体的な増頭にはなっていないものの、１戸当

たりの飼養頭数が平成24年に5.1頭であったの

が、平成29年には6.1頭になっているという、

そのような数字としても把握をいたしていると

ころであります。 

 さらには、最近、高級ブランドという話も出

ておりましたけども、平成23年10月７日であり

ますけども株式会社イトーヨーカ堂と、遠野牛

という一つの位置づけの中で協定を結びました。

遠野生まれ、遠野育ち、岩手遠野牛の育成がス

タートしたのが平成23年であります。これにあ

わせまして、さまざまな形でこれも補助、助成

を行って、そのような対応も進めているところ

でございまして、これもいうところの一つの手

ごたえが感じられてきているところでもありま

す。 

 さらには、御質問にもありました機械や畜舎

の整備に関しましても、いろんなアンケート調

査等を行いながら、この増頭を計画している農

家が複数あったことから、畜産クラスター事業、

あるいは岩手地域農業マスタープラン等事業を

活用しながら、そのような増頭対策にもこれは

努めてまいりたいというように考えております。
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これは考えなければならない一つの大きな課題

だというように思っております。そのためには、

国と県としっかり整合性をとった、そのような

仕組みの中で応援をするということになろうか

というように思っております。 

 それから、新規就農者に対する一つの補助も

ありますので、これにつきましてもしっかりと

した、いうところのマンツーマンで情報をとり

ながら、これもしっかりとフォローしてまいり

たいと思っております。アスト事業といったも

のもありますので、このアスト事業の中からい

ろんな切り口、いうところの簡易牛舎の整備事

業やさらには里山放牧支援事業といったような

ものも、しっかりとした仕組み、より指導をし

っかりとした仕組み、そして自己負担がそれほ

ど高額にならないことから、増頭ができるとい

う環境整備も、またしていかなければならない

のではないかなというように思っております。 

 そのような中での、それぞれの仕組みを丁寧

に、そしてまたきちんと関係機関と連携を図り

ながらの環境整備に、なお一層努力をしてまい

りたいというふうに考えております。 

○議長（浅沼幸雄君）  午後１時まで休憩いた

します。 

   午前11時58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。 

 引き続き、一般質問を行います。４番佐々木

敦緒君。 

   〔４番佐々木敦緒君登壇〕 

○４番（佐々木敦緒君）  先ほどの御答弁の中

で、一部農家が大家畜化をしておると。そして、

新規就農者37名中７名が畜産就農をしているん

だというバラ色な、虹色的な希望の持てる御答

弁をいただきました。これは今後、農家が自信

を持って農業を営むためには必要なことである

というふうにお聞きしたところでありますが。 

 つまり、私が言いたいことはこのことではな

くて、大事なのはホップ農家も稲作農家も畜産

農家も同じなんですが、新しく事業に取り組む

というときには機械に対しても畜舎に対しても

補助がありますが、これを大事に──一番大変

だなあと思うのは、新規就農者が５年間経過し

て150万円ずつ１年いただくわけですが、５年

経過した時点で基盤ができて放り投げられると、

捨てられるといったときに、機械も更新したい

というときには補助事業がないと。そういうふ

うなところに追い込まれて廃業に結びついてい

るのではないかというふうなことも思ったもの

ですから、この国の事業制度、更新制度につい

ても認めるように、認めていただくように動い

ていかないと、ますますホップ農家も稲作農家

も畜産農家も減ってくるだろうというふうに考

えております。 

 さて、質問に移ります。人口約４万9,400人、

耕地面積は本市より1,150ヘクタール小さい熊

本県菊池市、二毛作が可能とはいえ、農業総生

産額が389億円もある本市の5.3倍の生産額を誇

る農業市であります。中でも畜産は全体の75.

6％を占め、294億円の生産額になっています。

これは国や県の補助事業に市単独上乗せ制度の

構築や阿蘇の放牧などで労力を軽減し、経営基

盤を確立したからと聞きました。 

 農業の10年後で重要なことは後継者を確保す

ることです。菊池市では、40歳以下の経営者が

畜産農家で42％、耕種農家も13％、所得1,000

万円以上の畜産農家が多数を占めて、担い手の

心配はしていないとＪＡ組合長はお話ししてい

ます。 

 本市でも、遠野市畜産振興公社に荒川、石羽

根、大出、大野平、高清水、寺沢の採草放牧事

業を委託し、畜産農家の労力軽減を図っていま

す。その公社に遠野市進化まちづくり検証委員

から提言されていることがあります。この冊子

にきちっと記載をされているとおわかりだと思

います。 

 一つに、畜産振興計画、仮称としていますが、

を策定し、計画的な畜産振興策を講ずるものと

し、市やＪＡに依存しない自立的経営をその目

標に据えるものとされたい。 
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 ２つ目に、放牧頭数の確保は公社の経営改善

と畜産振興に直接寄与するため、増頭対策とそ

の環境整備に積極的に取り組まれたい。 

 ３つ目に、畜産農家の意欲と環境を図るとと

もに、遠野牛のブランド化についても具体的に

検証することなどであります。 

 提言から数年経過した今、ブランド確立のた

め、乳用牛の飼育指針や何年度までに繁殖牛の

飼養頭数を何千頭まで増頭すると成果検証が可

能な目標値を掲げるとともに、現在３カ所ある

放牧場の統廃合等の再編や採草放牧地の管理基

準など、現場の声を酌み上げた遠野市畜産振興

計画の策定が急務と考えます。 

 平成12年に100億円ほどの農業生産額があっ

た本市遠野市でありますが、その当時、このよ

うな遠野市農業基本計画となるものを岩手県・

ＪＡ・普及所・市、４者でもって計画書を作成

し、その計画に一丸となって向かっていったと。

大自然に息吹く永遠の田園都市を目指して足腰

の強い地域農業の再編、この計画書をもって10

0億円を生み出してきたということですから、

できないことはないというふうに思います。 

 遠野市畜産振興計画の策定について、市長の

御所見をお伺いします。 

○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）  この畜産振興計画とい

うものについての御所見をという御質問であり

ました。質問の中で、いろいろ菊池市の事例な

ども出てまいりました。私も菊池市のほうへは

何度かお邪魔しておりますので、農業振興、畜

産振興に取り組んでいる状況等については、私

なりにも菊池市の状況については承知している

つもりであります。そういったことを踏まえな

がら、この畜産振興公社あるいは、この畜産振

興計画の今後の取り組み等につきましてという

ことでありました。 

 御質問の中に、平成23年２月に策定をいたし

ました遠野市進化まちづくり検証委員会から、

この第三セクターの検証結果の報告の中での畜

産振興公社への３つの提言のお話がありました。

放牧牛に対して依存しないというところの、こ

の依存しないというのは、市に依存しないとい

うような意味で自立をするという、そのような

位置づけが一つ。 

 ２つ目は、増頭対策としての環境整備をすべ

きだというのが２つ目。 

 ３つ目は、遠野の農業のブランドの確立とい

ったような中での取り組みの提言を受けたとこ

ろであります。 

 これらは単なる報告を受けたことを放置して

おったものじゃなくして、これについてはいろ

いろ取り組みを進め、現在進行形中であるとい

うふうに御理解をいただければと思っておりま

す。 

 畜産公社の実施事業としての繁殖素牛を導入

いたしまして子牛生産を行っているという、そ

のように29年度は40頭の子牛を出荷いたしまし

て約2,300万円余の売り上げを図ったというこ

とであります。 

 ２つ目の遠野市としての繁殖牛のこの導入補

助につきましても、畜産振興拠点施設であるキ

ャトルセンターをかなりの経費をかけて整備を

したと、環境整備ということになろうかと思っ

ております。 

 そして、31年１月現在、この預託頭数は278

頭となっておりまして、施設規模の約７割が利

用状況にあると、施設規模の約７割が利用され

ているということであります。この辺もしっか

り検証をしなければならないかと思っておりま

す。 

 ３つ目のブランド化につきましては、先ほど

申し上げましたとおり、三者協定によりまして、

岩手遠野牛の環境整備を行っているところであ

ります。商標登録も、平成24年に岩手遠野牛と

しての商標登録を行ったと。 

 そのような中で現在、首都圏のイトーヨーカ

ドーでもって年間1,000頭が販売されておりま

して、29年度の農業生産額の73億4,000万円の

うち、17％の12億5,000万円がこれを占める生

産額となっているという状況にあります。 

 この提言に対する取り組みは、いずれも着手
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済みということになっておりまして、公社のほ

うの立場としても、いろいろ実現に向け鋭意努

力をしているということの、そのような状況に

あるということをまずもって承知をいただけれ

ばと思っております。 

 さらに、御質問にありましたとおり、牧場の

統廃合につきましては今回、放牧料の改定に先

立った、この利用者説明会の中では大変多くの

意見が寄せられているという報告を受けている

ところであります。 

 今後この畜産農家の声をきちんと聞きながら、

現状に合った牧場の再編統合について早急に検

討を進めながら、その方針をまとめなければな

らないのかなというように認識いたしておりま

して、改めて農家の方々の現場の声、そしてま

た御質問のありましたとおり、市内に展開され

ております牧場の現状等を踏まえながら、さら

には畜産農家の減少も含め、そのようなものを

どのような形で受けとめながら、この再編・統

合といったものの道筋をつけていくかというこ

とにつきまして検討いたしまして、報告をする

方向で検討を進めてまいりたいと思っておりま

す。 

 採草地のこの牧地を含めた管理全体のあり方

についても、当然でありますけれども、牧草の

成育管理はもちろんのこと、施設の老朽化に対

する計画的な改修等についても、きめ細かく進

めていかなければならないかというように承知

いたしております。 

 平成31年度から第２次遠野市総合計画後期基

本計画の検討に入りますので、このタイミング

に合わせまして施設の改修計画についても、そ

の方向性でまとめていきたいというように考え

ております。 

 第２次遠野市農林水産振興ビジョン、この中

で目標数値を設定しながら進めておりますけれ

ども、きちっとした進行管理を進めながら、こ

の畜産振興部分をしっかりと抜き出しながら集

中的に取り組みを進めて、遠野の畜産業の一つ

のあり方といったようなものをその中で見い出

していきたいということ、現場の皆様の声の中

から見い出すということをやっぱり基本としな

がら対応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）  ４番佐々木敦緒君。 

   〔４番佐々木敦緒君登壇〕 

○４番（佐々木敦緒君）  ただいまの御答弁で、

進化まちづくり検証委員会から提言があった３

つの項目については全て達成済みというふうに

御答弁いただきましたが、私はそのようには思

っていないからの質問でございました。畜産に

特化したわけでありますが、遠野市畜産振興計

画の樹立が必要ではないのかということの質問

でございました。 

 再質問にさせていただきますが、第三セク

ターの検証を踏まえ、立て直しを図るため、遠

野市第三セクター改革推進プロジェクトチーム

の設立、遠野駅舎、まずは遠野の再活用等中心

市街地活性化計画樹立を目的に、遠野市中心市

街地活性化プロジェクトチームの立ち上げなど、

何事の対策にも早い市長の取り組みはすばらし

いというふうに思っております。 

 今、市内の農業・農村の現場は、高齢化や担

い手不足などにより、相当に疲弊していると考

えています。 

 市長、遠野市畜産振興計画の策定とあわせ、

農業振興を図るため、仮称ではございますが、

遠野農業活性化推進プロジェクトチームなどを

創設され、魅力にあふれた足腰の強い遠野農業

を創出されてはいかがでしょうか。お考えをお

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）  私もこれは非常に基本

的なスタンスといたしまして、スピードとタイ

ミングは逸しないようにということを基本とし

ながら、市政運営に当たっているところであり

ます。 

 かつて、農業活性化推進本部あぐりステーシ

ョン遠野という組織を立ち上げました。総合力

で行こうじゃないかということで、今もＡＳＴ

という一つの組織が多くの関係者の認知を受け
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ながら取り組んでおります。これも時代の進展

とともに、このＡＳＴのあり方もやはり変わっ

てきているという状況でありますし、国の政策

あるいはさまざまな遠野を取り巻く環境をとい

う部分の中で、やっぱりスピードとタイミング

ということを考えれば、ただいま御提案があり

ましたように、このチームを立ち上げながら、

そこでもって現場の皆様としっかりと向き合い

ながら、それぞれ適宜・適切にその施策を打ち

出していくということはやっぱり必要なことじ

ゃないかなというように思っておりますので、

産業部という組織を昨年立ち上げました。 

 その中で、それぞれみんながいうところの６

次産業的なもの、あるいは遠野の産業振興、交

流人口、観光振興にかかわるようなものをみん

なでやろうじゃないかということで立ち上げて

いるわけでありますけれども、その分におきま

しては特に今、畜産振興は大きな柱になっての

遠野の農業でありますから、それらを踏まえれ

ば、その中で凝縮した一つのプロジェクトとし

て位置づけながら、それにしっかりと向き合う

ような体制を構築するということも大事ではな

いのかなと思っておりますので、一つの検討課

題として──先送りという検討課題としてでは

なくして、そのようなチームを立ち上げ、どう

すれば本当に効果的なこの成果をあらわすよう

な体勢に持ち込めるのかということにつきまし

て、関係者の意見をしっかりと聞いてまいりた

いというように考えているところであります。 

○議長（浅沼幸雄君）  ４番佐々木敦緒君。 

   〔４番佐々木敦緒君登壇〕 

○４番（佐々木敦緒君）  生産農家の数、飼養

頭数の減少ばかりか放牧頭数も毎年減り続ける

中で、本市より放牧料が高額な洋野町の大野牧

場や、花巻市大迫町の失水牧場等への放牧が

年々増加しています。その原因の分析や呼び戻

しが先と思うのですが、本市市営牧野使用料の

値上げ方針が市議会産業建設常任委員会や畜産

農家への説明、議員全員協議会においても協議

があり、先ほど市長からの御答弁にありました

けれども、いろいろな意見や要望を整理し、今

３月定例市議会に市営牧野使用料の値上げが盛

り込まれた市営牧野条例の一部を改正する条例

案が上程されました。 

 平成31年度当初予算案には市営牧野指定管理

料を30年度予算に増額して計上されていますが、

畜産農家の負担を軽減する振興予算と理解する

には重く受けとめます。なぜなら、市営牧野指

定管理料、平成22年度2,346万5,000円が、平成

29年度には倍以上の5,197万4,000円にまで膨ら

み、さらに平成31年度当初予算案では7,651万

円が計上され、平成22年度比3.26倍にまで達し

ています。このままでは、市からの持ち出しが

青天井状態になりはしないかと危惧するからで

あります。 

 私は、子牛価格が高いのに飼養頭数、生産農

家数ともに減っている現状での値上げは、ほか

の市や町への放牧や廃業がさらに増加し、近年

中に牧野の使用料の再値上げが必要になるばか

りか、市営牧野指定管理料のさらなる増額にま

で及ぶと憂慮するものであります。値上げに走

らず、増頭活動はもとより、100頭ほど、ほか

の市や町の牧場に放牧されている牛を市営牧場

に呼び戻す努力が必要と思います。全部戻れば、

全頭戻れば年間300万円以上、収入がふえると

試算されませんか。さらに、外から呼び込めば、

牧場使用料は値上げしなくても済むかもしれま

せん。今の畜産振興公社のありようには憤りを

感じます。放牧料金が高い、ほかの牧場へ放牧

するには理由、わけがあるはずです。 

 このことについては、熊本県菊池市の事例が

参考になると思いますので御紹介します。 

 放牧馴致──放牧のなれという言葉でありま

すが、放牧馴致が不十分な牛に対するピロプラ

ズマ等の発症に伴い、滑落死や衰弱死などの事

故が発生し、一挙に放牧希望者が減少したこと

で殺線虫剤の調達やダニ駆除剤の定期的塗布、

輪番での貧血観察などに忠実に取り組んだ結果、

徐々に放牧利用者が増大したそうであります。 

 本市畜産振興公社でも防疫や事故対策など、

生産農家が安心できる牧場の管理指針、マニュ

アルを策定するなど、畜産農家の目を市営牧場
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へ向ける機運の醸成が必要に思いますし、キャ

トルセンターに飼育を任せたいと畜産農家が思

わなければ、今後も畜産振興公社の健全経営は

難しいと思料します。 

 市では、市営牧野の課題と対応の検討によう

やく着手したようでありますけれども、現場に

一番近い畜産振興公社みずからが行うのでなけ

れば押しつけとなり、効果は薄いと思うのです

が、いかがでしょうか。 

 また、あえて言わせていただければ、根本的

解決にはＪＡないし民間で長く畜産の業務に携

わり、経験豊富な核となる専門職員の登用など、

遠野市畜産振興公社の改革が必要と私は考えま

す。市長の御所見をお伺いします。 

○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）  畜産振興に係りまして、

その核となる畜産振興公社のあり方、また今議

会に提案しております放牧料の改定の問題も含

め、菊池市の例も挙げながら、一つのこれにど

う向き合うのかという部分で市長の見解をとい

うような御質問であったというように承りまし

た。 

 この分につきましては、今回の放牧料の見直

しに際しましては、それぞれこの利用者説明会

では畜産振興の職員も同席しながら対応したと

いうように報告を受けているところであります。

利用者の方々からは、料金についての要望だけ

ではなく、牧場管理についても大変多くの意見

をいただいたというように聞いているところで

あります。 

 例えば今の質問の中でありましたけれども、

近隣のこの牧野サービスについて調査をし、

サービス改善を図るべきと。そしてまた、疾病

や事故が多いといったような御指摘もあったと

いうように伺っているところであります。これ

もかなりの数でありましたという報告でありま

した。この辺はしっかりと受けとめなければな

らない利用者の方々の一つの声だというように

受けとめております。さらには、伝染病予防対

策や事故対策、そして牛を安心して預けること

ができる牧場経営は本当に大事な基本であると

いうことも、もちろん言うまでもありません。 

 そういった中において、県や公社のほうに対

しましては、県やＪＡも含めた協議を進め、管

理マニュアルをやっぱりきちんと策定する必要

があるんじゃないかということで対応をいたし

ているところであります。なお、この管理方法

の改善につきましては、公社からも職員の監視

員のスキルアップ研修を行うほか、この利用者

ニーズを把握するための懇談会開催を行うなど、

そのようなことを懸命に頑張っているというよ

うな報告もあったところであります。 

 そのような中におきまして、こういったこと

を受けまして、いずれ利用者の方が納得できる

サービスに、言うなれば環境整備を改めるとい

うことがまず、市として大事なことではないの

かなというように思っておりまして、これもし

っかりと受けとめながら公社のほうと向き合わ

なければならないかというように私自身も認識

をいたしております。 

 この他地域の放牧サービスにつきましても、

これも調査をしっかりとする必要があるんじゃ

ないかなと。やっぱりその中で比較検討をしな

がら、我々のほうに何が、公社のほうに何がと

いうような部分をはっきりと把握する。それは

現場の皆さんが一番知っているわけであります

から、それをしっかりと把握をするということ

が大事じゃないかなあと思っております。 

 さらには、ただ聞いたじゃなくして、それを

学ぶという、そのような素直な姿勢も、またこ

ちらも必要であると。公社側も必要であるとい

う部分も受けとめながら、このいうところの畜

産公社職員のスキルアップをしっかり図ってい

かなければならないというように考えていると

ころであります。さらには、畜産公社の改革と

いったことも、これも言うなれば待ったなしの

課題というように受けとめなければならないか

と思っております。 

 先ほど提言を進行形で３つ取り組んでいると

いう話をいたしました。しかし、これが本当に

順調なのかとなれば、やっぱりそこにもいろん
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な課題が見え隠れしているということもあるわ

けでございます。これをしっかりと分析しなが

ら、であればどうしたらいいのかと、経営のさ

らなるスリム化はもちろん行っていかなきゃな

りません。 

 そして今般、事務局体制の一つの整理も行っ

たというように先般の臨時会で決定をしたとい

うこともあるわけでございますから、そのよう

なことを踏まえながら、一つはやっぱり今のお

話にありましたけれども、人材の確保でありま

す。これがやっぱり、きちんとした人材の確保

をしなきゃならない。 

 これも御質問の言葉をおかりするわけじゃあ

りませんけれども、この経験豊富な職員の登用

といったものも含めながら、その管理あるいは

生産、利用者、現場の皆様とのいろんなニーズ

をしっかり受けとめられるような、そのような

専門的な能力を持った職員の確保といったよう

なものを──いずれ、それらの基礎固めをまず

はしっかり行うことが一番肝要じゃないかなと

いうように思っておりまして、そのことを急ぎ

ながら、もう一方においては牧野の再編なども

視野に入れながら、先ほど答弁申し上げました

けれども、チームのようなものをあれしながら、

いろんな形でこの畜産振興にしっかりと向き合

うようなソフト、ハードの環境整備を急いでま

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、御了承いただければと思います。 

○議長（浅沼幸雄君）  ４番佐々木敦緒君。 

   〔４番佐々木敦緒君登壇〕 

○４番（佐々木敦緒君）  まだまだ問いたいこ

とがたくさんございますが、私に与えられた質

問時間の制限がありますので、次の質問に移り

ます。 

 過日、ＪＡいわて花巻冬季座談会が開催され

ました。そこでの第４次中期経営計画策定案の

突然の説明に驚きましたので、市長のお考えに

ついて伺ってまいります。 

 他団体とはいえ、市政発展には欠かすことの

できない、車の両輪としてなくてはならない団

体ＪＡですが、農協法改正により自己改革が求

められている昨今、ＪＡいわて花巻もその渦中

にあります。 

 内部監査体制の強化はもちろんのこと、外部

監査が義務となり、当然のことながら支店別に

健全な経営と透明性が求められ、要改革・改善

を指摘された支店は貯金残高の拡大、人員削減、

統廃合等のいずれかが問われるとのことで、Ｊ

Ａいわて花巻では今までの事業実績の推移から

今後の経営をシミュレーションした結果、赤字

転落が想定されたことに伴い、27の支店を17支

店に、将来的には10支店に減らす方向に理事会

で話し合われ、当面残す17支店に上郷、宮守の

２支店は含まれず、遠野支店に統廃合の計画と

聞きました。 

 ＪＡは単なる金融や共済、営農サービスばか

りではなく、外務員の預貯金や共済業務での高

齢者やひとり暮らしの方への訪問、窓口での相

談業務は福祉にも貢献していますし、各支店の

存在は地域の活性化につながっています。これ

がなくなることは地域の構造変化にまで及ぶこ

とで大変なことでございます。市長が知り得る

情報をお伺いします。 

○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）  今般明らかになりまし

たＪＡいわて花巻のこの再編統合と申しますか、

中期経営計画の内容につきましては、今いろい

ろ御質問の中に述べられたとおりであります。 

 去る２月５日に花巻農協の組合長、代表理事

組合長と代表理事副組合長が私のところを訪ね

てまいりまして、ただいまもお話のありました

ような内容の説明を受けたところであります。 

 ＪＡいわて花巻は、平成20年５月に広域合併

をしたところであります。今回、４回目の地域

経営計画が策定され、過日、１月のＪＡいわて

花巻の理事会で決定をしたというような、その

ような報告でありました。管内自治体の首長へ

は直接説明し、今後、組合員の説明にも入ると

いう、そのようなお話でありました。最終決定

は、この５月に予定されております総代会で決

定となるんではないだろうかというような、そ
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のような話でありました。 

 そして、その中にございまして、ただいまの

御質問にありましたとおり、支店の統廃合につ

いては、2020年３月に花巻農協管内28支店を17

支店に再編をするという計画案になっていると

ころであります。１支店100億円の資金料を基

準とし、再編案をまとめたということでありま

す。そういった中で、上郷・宮守支店を遠野支

店に統合する計画である旨説明がありました。 

 ただ、これは完全な統合となると、さまざま

なこの通帳の問題から何から、いろんな組合員

の皆様との対応があるわけでございますので、

組合員の手間を省くように、上郷・宮守支店を

遠野支店内に置く店舗内店舗型という統合を考

えているということでの説明がありました。い

わゆる遠野支店のほうに統合しながら、宮守支

店もあるよ、上郷支店もあるよというような店

舗内店舗型という、そのような手法だというよ

うなお話もありました。 

 ただ、この中におきまして宮守支店について

は、宮守町の重要なこの活動の拠点という位置

付けから、実は市の補助金が入っているわけで

あります。このことも含め、スタッフは常駐し

ないが、今後も地域の活動を交流拠点として、

これまでと同じように施設が利用できるように

いろいろ検討してみたいというような、そのよ

うな話もその場ではありました。 

 こういったことを含め、当初、実は平成24年

に宮守支店を移転改築したときにおきまして、

平屋建て計画であったものを、宮守町の農業振

興と地域の活性化を目的に支店を２階建てにす

ると。その２階部分に集会施設としての宮守地

域農業振興拠点施設を整備するという中で、議

会の同意も得まして事業費の一部助成をしたと

いう経緯があります。このことにつきましては、

そのほかにも第４次中期経営計画にあわせて子

会社であります、ライフサービス事業の再編も

計画をされているという話もありました。 

 言うなれば、農家のみらず、組合員のみなら

ず、市民生活にも影響があるような再編統合の

内容になっているのではないのかなというよう

に私自身も承知いたしたところでございますの

で、今回この阿部組合長代表理事からの説明も、

これは正式な報告と受けとめながら、いろいろ

この問題に対する対応につきましては、検討し

ていかなければならない一つの市政課題として

位置づけられるんじゃないのかなというように

承知をいたしているところであります。 

○議長（浅沼幸雄君）  ４番佐々木敦緒君。 

   〔４番佐々木敦緒君登壇〕 

○４番（佐々木敦緒君）  市長が知り得る情報、

詳しくお伺いいたしました。他団体に対する介

入は慎重にあるべきことは承知しています。 

 しかし、市民の生活に直結するＪＡの存在が

あってこそ、今の農業・農村、地域社会がある

と思っています。宮守支店や上郷支店が統廃合

となり、ＡＴＭも場所により廃止する計画のよ

うでございます。宮守支店、上郷支店にＡＴＭ

が残されても、車を運転できない高齢者からは

行けないし、操作ができないなど不安の声が高

まっています。 

 また、集落営農組織や中山間地域の多面的機

能支払組織などは、振込処理、通帳へのコメン

ト記入のため、上郷町の方は遠野支店、宮守町

の方は遠野支店あるいは隣の東和町支店まで足

を運ばなければならなくなります。達曽部地区

の方にあっては、場所によっては30キロメート

ル以上離れた支店へ行って用事を足すことにな

り、高齢化社会に逆行するばかりか不便になる

と、市民は不満を募らせています。 

 行政だけでは果たし得ない、地域住民が安心

して暮らせる豊かな社会生活の持続を目的に、

ＪＡの外務員や支店の職員が果たしている高齢

者の健康や防犯面の見守り隊としての役割、さ

らにはＪＡ宮守支店２階会議室の管理もありま

すので、市とＪＡが仮称ではございますけれど

も、地域ふれあいサポート事業など協定を締結

するなどして、規模はいかようでも管内のＪＡ

支店の存続が必要と考えますが、いかがでしょ

うか。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〕 
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○市長（本田敏秋君）  先ほど１問目の質問に

お答えいたしまして、経過、それからＪＡの地

域経営計画の内容につきましては、報告を受け

た私の立場として答弁の中で申し上げたところ

であります。そういった中におきまして、いろ

んな地域への影響といったものは今、御質問の

中に述べられておりました。 

 先般行われた、ＪＡ冬季営農座談会というも

のがあったと。その中で、市の職員もこの座談

会に同席しておりましたけれども、この説明の

あった支店の統合計画の内容につきましては、

宮守、達曽部、それから鱒沢地区で多くの厳し

い反対意見が出されたというように報告を受け

ているところであります。地区内の農業者の中

には高齢のため──これも御質問の中にありま

したけれども、なかなか遠出ができない、この

支店の職員が農家に出向くなどのサービスも行

っているわけでございますけれども、そのよう

なサービスが引き続き行われるのか。 

 それから、この宮守地区あるいは農家──宮

守地区は農家組合活動が活発であるが、支店が

なくなるということは、まさにそのような活動

にも影響を及ぼすんじゃないかというような話

もあったというような、そのような意見がどん

どん相次いで出されたというように聞いている

ところであります。 

 また、この中におきまして、特にこの上郷・

宮守支店がその地域からなくなるというところ

の地域での貯金の引き落とし、そしてまた買い

物をするという地域経済の衰退といったことも

考えられるわけであります。営農組合や中山間

地域等の直接支払事業など、このような資金の

決済や年金生活者の利便性も損なわれるという

ような数々の問題がそこに生じてくるというこ

とは、もうこれも御質問にあったとおりの内容

であります。 

 このことを含めながら、もう一方においては、

遠野市が今進めているのは小さな拠点をネット

ワークでという中で、安心・安全と利便性と持

続可能なコミュニティーをその中で形成してい

こうという、そのようなことに大きく踏み出し

たところであるわけでございますから、そのよ

うな市の大きな仕組みづくりの部分ときちんと

波長が合うのかとなれば、これはちょっとうま

く──それこそ波長を合わせなければ、ちぐは

ぐなコミュニティーになってしまうということ

も当然想定されるわけでありまして、この持続

可能なコミュニティーの形成に大きな影響を及

ぼすことも考えられるわけでございますから、

もうこれは花巻農協の経営だけの問題ではない

という捉え方も、一方においてはしなければな

らないかというように私自身は認識しておりま

す。 

 そのような考えに至ったことから、去る３月

１日に議会のほうとも御相談を申し上げながら、

遠野市の一つの地域づくり、あるいは少子高齢

化という現状、さらには安心・安全という一番

大事な、そのような一つのコンセプトの中から

この要望書を取りまとめながら、ＪＡいわて花

巻の代表理事組合長に要望書を手渡してまいり

ました。 

 この要望の内容は、１つ目といたしましては、

第４次中期経営計画において支店の統廃合は行

わないこと。２つ目といたしまして、宮守野菜

出荷場の経営業務の継続を行うこと。３つ目と

して、宮守球場などの花巻農協関連子会社の統

廃合に係るこの激変緩和措置を講ずる。といっ

たような内容の中での要望を申し上げたところ

であります。かなり１時間近くにわたりまして、

ＪＡいわて花巻の組合長、代表理事組合長以下、

幹部の方々が全員そろってお話を、いろいろ要

望を聞き取っていただきました。 

 その中におきましては、特に宮守支店につい

ては、市からの建設補助もいただいているので、

統合問題については大変心苦しい思いをしてい

るという、そのような話もありました。 

 そういった中におきまして、経営という部分、

金融という部分の中においての再編統合という

のは、これは経営体であれば誰も考える。また、

考えなければならない、それをやらなければ生

き残れないという部分は当然にあるわけではあ

ります。 
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 今いろいろ御質問にありましたとおり、この

問題につきましては単なる経営という視点では

ない、この営農という一つの力の中で我々とど

うタッグを組むのかということをもう一つ考え

てもらえないかという部分が、やはりお互いの

信頼関係をしっかりと構築する中で、この問題

に対して何かよい知恵が出るんじゃないかと。

よい手法があるんじゃないのかと、よい利活用

の方法があるんじゃないかと。いや、一気に統

廃合と行かなくても、このような方法があるん

じゃないかということをまずは見い出すこと。 

 そのためにはＪＡいわて花巻のほうとしっか

りと信頼関係を構築しながら、利用者の組合員

の皆様の声、それから今の遠野のまちづくりと

いったもののコンセプトの中から、それを見い

出していかなきゃならないかというように思っ

ておりますので、交渉をそれこそしっかりと行

ってまいりたいというように私自身も覚悟して

いるところでございますので、それを申し上げ

まして答弁といたします。 

○議長（浅沼幸雄君）  ４番佐々木敦緒君。 

   〔４番佐々木敦緒君登壇〕 

○４番（佐々木敦緒君）  ただいまの御説明、

御答弁で大まかなところがわかりましたし、引

き続き交渉に当たると強い意志をお伺いしまし

て安心をするところでありますが、実は議会議

員の有志で先進地研修をさせていただきました。 

 偶然にも、これに重なる部分があったと。筆

甫町といいましたか、小さな拠点づくりの先進

地の事例でございまして、まさにこれを、こう

いうふうなことを住民みんなで一緒になって考

え、実践していかなきゃならないのだというこ

とを学んできて、その中から今の御答弁を聞い

て、そのとおりだと思ったところでございます。 

 住民サービスを低下させないこと、安心・安

全の地域社会をつくり、守ることが市政の役割

であり、使命と思います。市長のお考えを再度

お伺いして、私の一般質問を終わらせていただ

きます。 

○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）  市民生活の安心・安全

をという部分が最大の使命であり、役目である

ということは十分承知をしながら、それぞれの

市政課題に立ち向かっているところであります。 

 このＪＡいわて花巻のほうからの申し出につ

きましても、そのスタンスという中で申し入れ

を行っており、その中には議員の議会の同意も

得た上で、遠野市と遠野市議会の連名でもって

要望書を差し出したという中でございます。Ｊ

Ａいわて花巻のほうからは、この要望をしっか

りと受けとめながら、これからも信頼関係を構

築しながら、いずれは交渉というか、話し合い

をしてまいりましょうというような、そのよう

なお話をいただきました。物別れに終わったじ

ゃなくして、お互いに向き合いながら、しっか

りとお互いの立場を尊重し合いながら対話をし

ましょうと。 

 何よりも組合員のため、市民生活の安心・安

全のためがやはり基本であるということにしっ

かりと軸足を置きながら、交渉を進めてまいり

たいというように考えておるところであります。 

○議長（浅沼幸雄君）  次に進みます。６番小

林立栄君。 

   〔６番小林立栄君登壇〕 

○６番（小林立栄君）  公明党の小林立栄でご

ざいます。通告に従いまして、一問一答方式で

質問をしてまいります。 

 災害が頻発しております。昨年だけでも大阪

府北部地震、西日本豪雨、台風21号による暴

風・高潮、北海道胆振東部地震など大規模災害

が相次ぎました。 

 昨年５月、障がい者の就労支援について、岡

山県総社市を視察いたしました。お忙しい中、

公務の合間を縫って片岡市長が挨拶に駆けつけ

てくれました。東日本大震災の復旧・復興支援

で岩手県入りした際に、遠野市にお世話になっ

たお礼、遠野市の官民挙げての後方支援の取り

組みについて高く評価をしていただきました。 

 総社市では、大規模災害被災地支援に関する

条例を制定し、どこかで大規模災害が発生した

際は、迅速に被災地支援に取り組める体制を整
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えております。 

 また、総社市は、人口減少社会の中でも人口

がふえ続けている自治体であり、その要因は近

隣の岡山市や倉敷市のベッドタウンであること、

福祉に力を入れていること、そして災害が少な

い地域であることとお話をいただいたことが思

い出されます。 

 その後、総社市も西日本豪雨災害に見舞われ

てしまいました。しかし、現在、懸命に復興に

取り組んでおります。 

 遠野市においても、東日本大震災、台風10号

など大きな災害に遭っているにもかかわらず、

遠野は災害に強い地域であるから大丈夫であろ

うと私自身が心のどこかで油断をしております。 

 遠野市では、ハザードマップ、災害予測地図、

地域防災計画、タイムライン、事前防災行動計

画などを策定し、防災訓練や各種研修会の開催、

自主防災組織や消防団、婦人消防協力隊の活動

支援、防災教育など防災・減災の取り組みを進

めております。 

 しかし、いざというときに計画どおり本当に

機能するのか、住民の命を守ることができるの

か、常に意識をして確認していく必要があれば、

やはり見直しや改善を図っていくことが大事で

あると改めて感じております。 

 防災・減災の取り組みについて、現状や課題、

市長の御認識など何点か質問してまいります。 

 はじめに、マイ・タイムラインについてお伺

いをいたします。災害のたびに指摘されるのが

住民の逃げおくれであります。昨年の西日本豪

雨災害において、人的被害が大きかった岡山県

倉敷市、真備町、地元の山陽新聞社が行った住

民へのヒアリング調査によると、ハザードマッ

プの内容を理解していた人は24％、見たことは

あるが51％、知らなかったが25％という結果で

ありました。ハザードマップは全ての住民に配

布されていたにもかかわらず、活用されていな

かった実態が明らかになりました。これはハ

ザードマップを配布するだけでなく、周知、活

用させるための取り組みが必要であることを示

しているデータだと思います。 

 ４年前の関東・東北豪雨で浸水被害が発生し

た鬼怒川流域の茨城県内、栃木県内の各自治体

ではマイ・タイムラインというものを提唱し、

普及に取り組んでおります。 

 マイ・タイムラインとは、災害時に個人がと

るべき避難行動を時間の経過に合わせて計画す

るものであります。例えば、Ａ君とその家族、

そしてペットを飼っていると想定して説明をい

たします。 

 台風の発生、台風の接近、雨量がふえる、川

の水位が上昇、そして氾濫、そういった時間の

経過を想定し、それぞれの場面でとるべき行動

を決めていきます。台風が接近する前に水と食

料を買いに行く、車のガソリンを満タンにして

おく、台風が接近してきたら避難場所や経路を

改めて確認する、雨風が強くなってきたら避難

に適した服に着がえて準備をする、ペットは２

階に避難させよう、おばあちゃんはこの時点で

避難を開始させる、川の水位が上昇し、避難勧

告が出たら家族で安全な場所に避難する。この

ような行動計画を決めてまいります。 

 地域の特性、家族構成や社会環境が違う中で、

自分なりの逃げ方、命の守り方を持っているこ

とは重要であると考えます。地域の危険性を認

識し、自分がとるべき避難行動を時系列に書き

込むマイ・タイムラインの普及に取り組むなど、

ハザードマップの周知活用を充実させる必要が

あるのではないでしょうか。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）  小林立栄議員の一般質

問にお答えいたします。 

 一問一答という中で、第１問目は、マイ・タ

イムラインという一つの提言の中における、こ

の周知利用、周知なり活用の取り組みについて

というお尋ねでありました。 

 御質問の中でいろいろ触れられておりました

けれども、災害が多発したのは、この平成30年

であったわけであります。平成30年を１文字で

あらわすといったときに「災（わざわい）」と、
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「災」という言葉がその年を象徴する言葉にな

ったというのは、西日本豪雨をはじめ、北海道

胆振地方中東部における地震、さまざまな災害

が多発をしたという中で多くの命が奪われたと

いう、そのような現実があるわけであります。 

 自助・公助・共助という言葉の中で、どのよ

うな仕組みをしっかりとつくりながらという部

分で、やっぱり一つの形でこの自然と向き合っ

ていかなければなりません。そういった中にお

きまして、災害時に個人がとるべき避難行動を

時系列に合わせて計画するマイ・タイムライン

──自助であります、まさに。 

 そういった部分におきまして、この災害警報

と申しますか、雨が強くなる、あるいは風が強

くなる、それからまたさまざまな市民の生活に

及ぼすような事態が生じたときには総合防災セ

ンターがまずもって立ち上がるという中で、消

防本部、消防団の皆様あるいは自主防災組織の

皆様がいろいろ動き出すという中で市民の皆様

の生命・財産・身体を守るという仕組みになっ

ているところでございます。 

 この周知及びこの利用といったものにつきま

して、安全・安心な市民生活の向上という一つ

の中で、その前線にいます遠野市消防本部の消

防長のほうから、その辺についての取り組み状

況について御答弁申し上げますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（浅沼幸雄君）  小時田消防本部消防長。 

   〔消防本部消防長小時田光行君登壇〕 

○消防本部消防長（小時田光行君）  命により

まして、小林立栄議員の質問にお答えいたしま

す。 

 タイムラインは事前防災行動計画といわれ、

県や市町村、防災関係機関が連携し、災害時に

発生する状況をあらかじめ想定、予想し、いつ、

誰が、何を、どうするということに着目して時

系列で整理した計画であります。 

 平成28年８月の台風10号、さらには昨年の台

風24号の際も遠野市では接近する前から災害対

策本部を設置し、消防団による土のうの準備や

学校関係など事前に対応した経緯があります。

さらには、避難に時間を要する高齢者や支援の

必要な方など、タイムラインに基づいた早目の

避難行動が重要であります。 

 マイ・タイムラインとは、このタイムライン

を個人ごと、さらには世帯それぞれの住宅事情

や世帯構成に合わせ、いつ発生するかわからな

い災害に備える計画であります。台風の接近が

予想される際に住宅への浸水を防止するため、

土のうが欲しいと連絡してくる市民もおり、当

市では対応し、これも一つのタイムラインであ

ります。 

 平成26年度に遠野市防災マップ、平成29年度

は遠野市土砂・浸水ハザードマップを全世帯に

配布し、全庁の自主防災組織に出向き、地区別

防災研修を重ね、土砂災害の危険箇所や浸水区

域など、地域ごとに危険な場所の確認とそれに

伴う避難対策を市民に周知してきました。 

 近年の自然災害は過去を上回る被害が発生し

ており、マイ・タイムラインの考え方による命

を守る行動が非常に重要であります。災害時は、

マイ・タイムラインによる個人世帯の行動計画

と地区住民の共助による防災行動計画が重要で

あります。地域防災のかなめとなる消防団、自

主防災組織と連携を図り、地域の共助とともに、

今後はマイ・タイムラインという災害時の個別

計画を取り入れた研修や訓練を通し、市民へ普

及を図っていくつもりであります。 

 以上で、答弁といたします。 

○議長（浅沼幸雄君）  ６番小林立栄君。 

   〔６番小林立栄君登壇〕 

○６番（小林立栄君）  この自助・共助・公助、

そして最近では、近助という単位もやはり大事

であると言われております。生活に密着した身

近な単位で他人事ではなく、我が事として市民

一人ひとりが、やはり当事者意識を持っている

ことが大事であると思います。そういった仕掛

け、これからも取り組みを進めていただきたい

と考えます。 

 避難行動で最も重要なことは、自分の意思決

定とそれを支える地域の存在である。災害が起

きたときにリスクを過小評価しないよう、地域
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で声をかけ合い、助け合うことでリスクを客観

的に判断し、避難できる体制をつくる必要があ

ると。これは防災危機管理の専門家の先生、兵

庫県立大学減災復興政策研究科、阪本真由美准

教授の言葉であります。 

 西日本豪雨災害で全集落が土砂に埋もれた広

島県坂町水尻地区では、避難勧告が発令された

直後に住民同士で声をかけ合い、避難を開始、

逃げおくれている人がいないか確認し、避難が

困難な人は、区長が車で避難所に運びました。

毎年、土砂災害を想定した避難訓練を実施して

おり、今回も訓練どおりの行動で避難指示が出

る前には避難が完了していたそうであります。

このような生活に密着した身近な単位での取り

組みが今後ますます重要となってくると考えま

す。 

 地区防災計画についてお伺いをいたします。

国には防災基本計画、遠野市には遠野市地域防

災計画がございます。それに加えて自治会や企

業、ＮＰＯ法人、商店街、学校、医療、福祉施

設などの地域コミュニティーが災害時の避難方

法などをみずから立案する、地区防災計画が平

成25年の災害対策基本法の改正で創設をされま

した。これは東日本大震災の教訓から、地域防

災力を高める手段として創設されたもので、地

域の特性に応じ、地区の範囲や活動について柔

軟に規定できる制度となっております。 

 遠野市地域防災計画では、市は、市内の一定

の地区内の住民等から、市地域防災計画に地区

防災計画を位置づけるよう提案を受けたときは、

その必要性を判断した上で市地域防災計画に地

区防災計画を定める。 

 また、市は計画提案の制度について、その努

力に努めるとあります。この地区防災計画の取

り決めの内容は、地区内に防災リーダーを置き、

訓練の企画を行う、住民に消火器と火災報知器

を100％設置する、避難マップを作成し、名前

などを書いたカードを避難時に携帯するなど、

地区の特性に合わせてさまざまであるようです。 

 自主防災組織を中心に消防団や婦人消防協力

隊、民生委員や婦人会、老人クラブ、ＰＴＡ、

また多くの住民みずからがお互いに考え、意見

を出し合い、自分たちが暮らす地域の防災計画

をつくっていく、地域防災力を高める上で地区

防災計画は重要であると同時に、策定に向けた

プロセス、その過程が地域コミュニティーの組

織力を高める上で重要であると考えます。 

 先ほど御答弁にもありましたが、遠野市は既

に市民一人ひとりの防災意識は高く、地域での

取り組みも活発に取り組んでおります。地域防

災の土台はできていると感じております。その

地域防災力をさらにもう一歩後押しするという

意味で、地区防災計画の地域への周知、策定支

援など地区防災計画についてのお考えをお伺い

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）  この自助・共助・公助

という一つの取り組みの中で、みずからの命を

という部分の中における取り組みは極めて大事

であるということは申し上げるまでもなく、先

ほどタイムラインの概念をマイ・タイムライン

という中で取り組むことの必要性と、ここに載

っている内容等につきましては、消防長のほう

から答弁で申し上げたところであります。 

 この地区防災計画は、地域コミュニティーの、

いわゆる地域コミュニティーごとの防災計画と

位置づけることができるわけであります。 

 当市の場合は、自主防災組織がこれに当たる

という捉え方でよろしいんじゃないかなと思っ

ています。地区の特性を踏まえ、実践的な計画

をみずから作成することにより、地域防災力を

向上させ、命を守る行動を起こすための有効な

手段であるということになるのではないでしょ

うか。 

 ちなみに、県内では、３地区で地区防災計画

が策定されているということで、それぞれの地

域防災計画に登載されているというように伺っ

ているところであります。当市は現在、この地

区防災計画の策定に取り組んでいる地区は、今

のところありません。今後、策定に向け、研修

会や、あるいは策定支援を積極的に行うことが
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地域の防災力を高める重要な施策になるのでは

ないかなというように思っております。 

 この防災の一つの位置づけにもなれば、研修

や先進事例に学ぶということが極めて大事であ

りますので、この小さな拠点を、そしてこれを

ネットワークにという部分が中にありまして、

１町10カ村というコミュニティーの中から安

心・安全と、そして快適な生活環境と、さまざ

まな一つの仕組みをということに大きく踏み出

しました。 

 この地区センターも消防団が11分団ある、地

区センターも11地区あるという、そのように一

つの重ね合わせることができるという部分も遠

野としての大きな特性でありますので、この地

区センターの機能と役割にも防災災害への対応

というような地区防災計画のような、そのよう

な位置づけも一つのまちづくり計画の中の一つ

として位置づけながら、やっぱりみんなで地域

を守ろうと、そして安心・安全を図ろうという、

そのような仕組みに持ち込むことがやはり大事

ではないのかなあと。 

 それがタイムラインと、マイ・タイムライン

といったような概念とうまくすり合わせをしな

がらとなれば、命を守れるということになるの

ではないのかなと思っておりますので、その方

向で取り組んでまいりたいと思っております。 

○議長（浅沼幸雄君）  10分間休憩いたします。 

   午後２時04分 休憩   

────────────────── 

   午後２時15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。 

 引き続き、一般質問を行います。６番小林立

栄君。 

   〔６番小林立栄君登壇〕 

○６番（小林立栄君）  休憩前に質問いたしま

した地区防災計画について、また地域防災につ

いては、今月17日に開催される防災の集いでも

テーマの一つとなっております。私自身もしっ

かり勉強したいと思いますし、ぜひ多くの市民

の皆様にも御参加をいただいて、皆さんでこの

地域防災について考えていく機会になればいい

なと考えているところでございます。 

 さて、次に進みます。防災だけでなく、日常

生活において犯罪などの危険から住民を守る治

安対策も大事な取り組みであります。地域の防

犯力の向上について質問をしてまいります。 

 人口減少、少子高齢化の進展により、防犯を

担っていただいている自治会や各団体の担い手

不足、また共働き家庭の増加といった社会状況

下で、地域の見守りの目は減少傾向であると認

識をしております。多くの人の目がある場所で

は犯罪は起こりにくいものであります。見守り

の目をふやしていくことが必要ではないでしょ

うか。例えば、道路からよく見える場所に鉢を

置き、子どもたちの登下校の時間に合わせて花

に水をあげる。散歩やジョギング、買い物、通

勤など日常生活の中に防犯の意識を加え、子ど

もや高齢者、町の異変に目を配る。個人の負担

が少ない形で見守りの担い手の裾野を広げる

「ながら見守り」という取り組みがございます。 

 また、タクシー業者や配送業者など企業、事

業所の方にも協力をいただいて、見守り要望の

多い場所では車両の速度を落として見守りをし

ながら走行をする。配達、営業活動の途中で高

齢者や子どもの異常に気づいた際の声かけなど、

日常業務を行いながらの見守りの担い手になっ

ていただく、そういった視点も大事ではないで

しょうか。 

 防犯協会、交通安全協会、交通安全父母の会

など懸命に取り組んでいただいている各団体の

皆さんの活動を支える、補完をする、そういっ

た意味でこのながら見守りの推進についてのお

考えを伺います。 

○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）  安心・安全という環境

をどうつくるかとなれば、文字どおりソフト、

ハードの対応をどうするのか。午前中質問あり

ました防犯灯の問題なども、やはりそのきめ細

かいという部分においては極めて大事な環境整

備の一つではないかと思っております。 
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 ただいま、御質問のありましたとおり、なが

ら見守りという部分の中で、市民が一丸となっ

て安心・安全を確保するということが、これも

一つの仕組みとして大事じゃないかなと思って

おりまして、ちなみに遠野市の刑法犯というの

が今、私の手元にありますけども、平成29年37

件であったのが、平成30年には57件になってい

るということであります。だから、これは悲惨

な事故に絶対つながってはならない一つの案件

でありますけども、子どもに対する声かけ事案

といったようなものが平成29年、平成30年とも

５件、遠野市内であったというような、そのよ

うな数字が今、私の手元にはありますけども、

このようなものをやはりしっかりとなくすとい

う方向に持ち込まなきゃなりません。 

 したがいまして、この市民の防犯という取り

組みの中で、防犯隊あるいはさまざまな交通指

導隊も含めて所掌しております市民センター所

長のほうから、このながら見守りについて、そ

の取り組み状況等について答弁申し上げますの

で、御了承いただければと思います。 

○議長（浅沼幸雄君）  小向市民センター所長。 

   〔市民センター所長小向浩人君登壇〕 

○市民センター所長（小向浩人君）  命により

まして、小林議員の質問に答弁いたします。 

 当市における防犯の取り組みは、遠野警察署

及び防犯活動に関する団体をもって構成いたし

ます遠野市防犯協会連合会を中心に行っており

ます。 

 活動といたしましては、春・秋・年末年始の

地域安全運動が中心で、主な取り組みとして防

犯協会や各種団体と連携し、住宅訪問、小中学

校前での挨拶運動、登下校時の見守り活動、青

パト巡回など防犯活動や防犯意識の啓発を行っ

ているところであります。 

 また、各町防犯協会ではこども110番の家、

これは職域団体128カ所ありますし、住宅では4

72カ所あります。それを設置しまして遠野警察

署、学校、民児協等と連携し、各地区において

も見守り活動に尽力をいただいているところで

あります。 

 防犯活動に継続して取り組むことが、地域の

安全・安心を保つこととなり、また市民一人ひ

とりが互いに注意し合い、高齢者や子どもに目

を配ることで事件・事故の未然防止につながっ

ているものと思っております。 

 しかしながら、組織の活動だけでは限界があ

り、議員が紹介する市民の日常生活においての

ながら見守りについても、犯罪防止のための有

効な取り組みであると考えております。 

 平成26年度から、市内の郵便局、ガス事業者、

新聞店等の配達業者と地域見守り活動に関する

協定書を結び、強力体制をとっているところで

あります。今後も、子どもの安心・安全を確保

するため、さらに協力体制を求めていく所存で

あります。 

 以上、答弁といたします。 

○議長（浅沼幸雄君）  ６番小林立栄君。 

   〔６番小林立栄君登壇〕 

○６番（小林立栄君）  この「ながら見守り」、

さまざま現状でも取り組みも進んでいると思い

ます。さらに、本当に市民一人ひとりがお互い

をちゃんと守っていく、地域を守っていくとい

う意識の醸成にもつながっていくと思います。

何か、ながら見守りをしている、それがわかる

何かアクセサリーであるとか、あるいは車につ

けるステッカーであるとか、そういったものも

うまく活用しながら意識の向上、また実際の見

守り活動の充実につながる取り組み、そういっ

たものもやはり必要ではないかと考えておりま

す。 

 今、ソフト面での、特にマンパワーを高める

こと、ここが安心・安全の上では大変重要なこ

とではございますが、ハード面の整備、こちら

のほうもやはり重要であります。 

 現在、全国的に防犯カメラの普及が進んでお

ります。防犯カメラは、犯罪の未然防止や犯罪

発生後の迅速な対応に有効であると言われてお

ります。当然、防犯カメラを設置したからと言

って、100％犯罪が起きないわけではありませ

ん。人通りの少ない場所、人目のない時間帯な

ど、地域の見守りの目を補完する手段、道具と
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して優れたものであります。市内の公園や公共

施設、通学路への防犯カメラの設置、また公用

車へのドライブレコーダーの設置を推進してい

く必要があると考えますが、現状と課題をお知

らせください。 

○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）  これまた、安心・安全

のために防犯カメラ、それにあるいはドライブ

レコーダーの設置等について現状と課題をとい

うことでありましたので、公共施設等を総合的

に管理をしながらの仕組みの中で対応しており

ます総務企画部長のほうから、その現状と課題

を申し上げますのでよろしくお願いをいたしま

す。 

○議長（浅沼幸雄君）  鈴木総務企画部長。 

   〔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。 

 公共施設のうち、本庁舎等一部施設では夜間

警備用として防犯カメラを設置してございます。

夜間・閉庁日は、当直や警備会社へ警備業務を

委託し、施設内の巡回に加え、警報、発報時は

現場へ駆けつける体制としているところでござ

います。公用車については、防犯を目的とした

ドライブレコーダーの設置はしてございません。 

 公共施設、公用車への設置に関しては、カメ

ラ設置場所の技術的なこと、また映像記録の運

用や取り扱いに関する全庁的な要項等の整備が

必要でありまして、今後検討を進めてまいりま

す。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（浅沼幸雄君）  ６番小林立栄君。 

   〔６番小林立栄君登壇〕 

○６番（小林立栄君）  ただいま、御答弁にも

ありました現状をお伺いをいたしまして、その

中でやはりプライバシーの問題であるとか肖像

権、個人情報の取り扱いなど、そういった運用

面のルール、そういったものがやはりまだ整備

をされていない状況でもあるということであっ

たり、また技術的な問題である、そういったと

ころでなかなか市内でも普及も進んでいないと

いう御答弁であったと思います。 

 そこで、質問なんですが、やはりそうは言っ

ても今後社会の流れとして、ますます防犯カメ

ラの設置、これは普及をしてくると思われます。

そうなると、今申しましたが、市民のプライバ

シーの保護、肖像権、個人情報の取り扱いの配

慮が必要となってまいります。 

 防犯カメラの設置や運用に関するガイドライ

ン、条例を制定して、防犯カメラへの信頼を確

保しながら地域防犯力を高めていく必要がある

と考えます。改めて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）  この防犯カメラという

中で、安心・安全を確保するという部分と、監

視という一つの部分もあるわけです。監視カメ

ラという部分も中にある。プライバシーも何も

ないような状況の中で、監視カメラといったも

のがそれこそそのような形で機能しているとい

う部分も現状としてあるということであります。 

 遠野市では、不法投棄を防止するために、監

視カメラを各地区センターに11台配置し、言う

ところのこの不法投棄防止に当たっている。こ

れは、まさに監視という一つの抑制効果をその

中では狙っているということである。 

 防犯カメラの設置費用の問題につきましては、

先ほど担当部長のほうからも答弁申し上げまし

たとおり、費用の問題あるいはその場所の問題、

さらにはその監視というものと防犯といったも

のの使い分けの部分等もしっかりと仕組みとし

てつくらなければなりませんので、防犯力を高

める一つの手段としての有効な手段の一つであ

るということを十分踏まえながら、今後の一つ

の検討課題として考えなければならない案件で

はないかなというふうに捉えております。 

○議長（浅沼幸雄君）  ６番小林立栄君。 

   〔６番小林立栄君登壇〕 

○６番（小林立栄君）  やはり、プライバシー

であるとかそういったところの配慮、あと実際

の防犯カメラによる監視機能であったり、犯罪
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の未然防止への抑制の効果、そういったものを

うまくバランスとりながら、ここは大事に進め

ていっていただきたいと考えております。 

 いろいろ、コスト面の問題もやはり出てくる

と思います。大阪市では、自動販売機設置業者

がこの防犯カメラの設置費用、光熱水費を負担

するという公募形式で、自動販売機と防犯カメ

ラをセットで設置をして運用している、そうい

った取り組みもしている自治体もあるようです。

また、一般家庭が設置する防犯カメラに対して

補助を行う、そういった取り組みもしている地

域もあるそうでございます。さまざま検討いた

だきながら、市民の安心・安全を進めていただ

きたいと思います。 

 それでは、学校での防犯対策についてお伺い

をいたします。 

 学校は、子どもたちが生きがいを持って安心

して過ごせる場所でなくてはなりません。また、

地域に開かれた学校として、災害時には避難場

所となるなど、地域の中で期待され果たすべき

役割は大きいものがあります。特にも、学校と

家庭と地域の連携を深めた教育環境、地域づく

りが求められております。 

 しかし、地域に開かれた学校だからと言って、

不審者に対して何の備えもなく開放することを

意味するものではありません。子どもたちを犯

罪から守るためには、教職員をはじめとする関

係各位が危機管理意識を持って緊密に連携し、

ソフト・ハードの両面から必要な対策を講じる

必要があります。 

 私も、保護者の一人であり、地域を上げて学

校の安心・安全に取り組んでいることは承知を

しております。 

 その上で、まずは学校施設のハード面につい

て、先ほどの防犯カメラでございますが、防犯

カメラやカメラつきのインターホンの設置など、

防犯監視システムの充実を図る必要はないでし

ょうか。市長のお考えをお伺いいたします。 

○議長（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）  設置及びその費用負担

の問題も含めながら、あるいはどこにどのよう

な中でという、その設置場所も含めながらとな

れば、警察署及び防犯関係者、地域住民の皆様、

あるいは学校関係であれば学校現場の皆様とし

っかりと情報を共有しながら、やっぱりしっか

りとしたセキュリティーを確保するという部分

の中における取り組みとして考えなければなら

ない。事件があったり、万が一にも命を奪われ

るようなことがあるようなことが起きてから、

それからどうすると言っても始まらないわけで

ございますので、やっぱりこの未然防止という

面においては、監視というよりも防犯というサ

イドの中で考えていかなければならない環境整

備の一つじゃないかなというように承知いたし

ております。 

○議長（浅沼幸雄君）  ６番小林立栄君。 

   〔６番小林立栄君登壇〕 

○６番（小林立栄君）  それでは、次にソフト

面を中心にした取り組みについて確認をいたし

ます。 

 緊急事態が発生した際の警察や消防など関係

機関への迅速で的確な通報、教職員や児童への

伝達、児童の避難誘導や安全確認、不審者への

対応など危機管理の対応が十分に機能する状況

でなっているでしょうか。訓練等の備えは行わ

れているのでしょうか。児童や教職員を守るた

めにどのような取り組みをされているのか、現

状とお考えを教育長に伺います。 

○議長（浅沼幸雄君）  中浜教育長。 

   〔教育長中浜艶子君登壇〕 

○教育長（中浜艶子君）  小林立栄議員の御質

問にお答えいたします。 

 教育行政推進の基本方針においても申し述べ

ましたが、地域と学校が連携した学校づくりの

仕組み、地域に開かれた学校づくりが求められ

ております。 

 地域の中にある学校として、関係者のみなら

ず、地域の多くの方々の出入りや時には見知ら

ぬ方の訪問も考えられ、児童・生徒の安全対策

はますます重要なものとなっております。 

 市内の小中学校においては、それぞれが実情
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に応じてさまざまな工夫を凝らした施策を講じ

ており、不審者等の侵入時における対応マニュ

アルは、全ての学校で整備しております。 

 また、緊急時の連絡網など連絡体制も全ての

学校において整備されておりますが、御指摘の

あった通常の避難訓練とは別に、警察、消防な

ど関係機関から協力を得て行う緊急時対応訓練

の実施は、半分にとどまっております。ただし、

緊急時における学校単独での避難誘導訓練、職

員の対応訓練は、全ての学校で行われており、

遠野警察署や民間の警備会社に協力をお願いし

ての防犯教室は、全ての小学校で行われており

ます。 

 その他、保護者への引き渡し訓練、児童・生

徒が独自に判断して行う訓練、警察や駐在所、

児童館に対する通報訓練、保護者の一斉メール

配信訓練や校舎内で見知らぬ人を見かけたとき

の声かけなど、状況に応じて各校の判断により

行われております。 

 教育委員会といたしましては、いつ何時、ど

のような事態に遭遇しても、児童・生徒や教職

員の安全が保てるよう、地震や火災を想定した

避難訓練に加え、不審者の侵入、普段と異なる

状況が見られた場合など、緊急事態を想定した

訓練を全ての学校で実施するよう指導してまい

ります。 

 また、日ごろから警察や消防、児童館や保育

所など関係部署との情報共有に努め、不審者情

報や異変等をいち早くキャッチするなど相互の

連携体制をより強固にするよう努めてまいりま

す。 

○議長（浅沼幸雄君）  ６番小林立栄君。 

   〔６番小林立栄君登壇〕 

○６番（小林立栄君）  防災・防犯についてこ

れまで質問をしてまいりました。この防災・防

犯をまちづくりの中に位置づけていくことが重

要であると考えます。地域コミュニティーの主

体性や課題解決の取り組める地域の組織力の向

上に、こういった防災・防犯の取り組みがつな

がっていく。そういった取り組みがやはり必要

であると考えます。 

 ということで、この地域づくり、これがやは

りこれから大変重要なテーマになってくると思

います。既にさまざま取り組みも進んでおりま

すが、この地域づくりというところで大項目２

点目に進みます。 

 移住定住、交流の推進について質問してまい

ります。 

 移住定住、交流人口の拡大は、人口減少、少

子高齢化に立ち向かっていくために必要な取り

組みであります。遠野市においても、遠野スタ

イル創造・発展総合戦略を策定し、遠野市総合

計画の共通優先課題である産業振興、雇用確保

と少子化対策、子育て支援をもとに、５つの重

点プロジェクトとプロジェクトＸを設定し、地

方創生関連施策の事業を展開しております。 

 特にも、観光振興と交流人口の拡大による

「で・くらす遠野」の定住の推進を重点プロジ

ェクトの一つに位置づけて取り組みを進めてお

ります。 

 しかし、全国的な現状を見ると、残念ながら

地方への移住定住、人口分散は進まず、都市部

への人口集中の傾向が続いております。移住定

住に力を入れ、どこかの定住人口がふえれば結

局どこかが減ることになる。こんな悩ましい自

治体間の競争の中で、遠野市も懸命にもがきな

がら取り組みを進めている現状であると認識を

しております。 

 このような現状であるからこそ、私は関係人

口という考え方に注目し、光を当てて、移住定

住、交流の取り組みを進めていくべきではない

かと考えております。 

 関係人口の定義について、総務省のこれから

の移住交流施策のあり方に関する検討会報告書

によると、関係人口とは移住した定住人口でも

なく、観光に来た交流人口でもない地域や地域

の人々と多様にかかわるものと明記されており

ます。つまり、移住や定住には至らなくても、

お住まいの地域や職場や御家庭で、時には遠野

へ訪れていただいて、遠野ファンとして遠野の

魅力を発信してくれる方、遠野を応援してくれ

る方のことであります。 
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 人口減少、少子高齢化が進展する社会で、地

域コミュニティーをどのように維持していくの

か、担い手不足などさまざまな地域課題に対応

していく上で、関係人口と呼ばれる遠野への思

いやかかわりが深い市内の遠野ファンをふやし、

遠野ファンの方々が地域の担い手として活躍い

ただける場をふやしていく取り組みが大変有効

であると考えます。 

 まずは、関係人口と言う概念について、市長

の御認識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）  この地域の活性化のた

め、あるいは地方の底力の発揮のためという部

分におきましては、移住定住というそのような

切り口が、ふるさとを思いながら、で・くらす

遠野といったような仕組みといったようなもの

で、いろいろ取り組んできているわけでありま

す。 

 今、この関係人口の一つの経緯及び総務省が

示す点につきましては、ただいま質問の中で述

べられておりました。 

 この中で、私は非常に注目すべき一つの言葉

が、キーワードがあるというふうに捉えている

ところであります。繰り返しになりますけども、

関係人口とは定住人口でもなく、移住した定住

人口でもなく、観光にきた交流人口でもない。

次の言葉が、やっぱり大きなキーワードじゃな

いかなというように認識しております。 

 地域や地域の人々と多岐に多様にかかわる者

という、そのようなキーワードがあるわけであ

ります。これは、遠野は本当に多くの方々と、

まさに交流をし、また地域と、あるいは人と人

とのつながりであり、地域と地域のきずなとい

う中で、さまざまな活動が活発に行われている

という部分を改めて見直ししながら、まさにこ

の地域や地域の人々と多様にかかわりを持つ

人々との交流の拡充を図りながら、地域の活性

化を図っていくという部分に、またこれまでの

取り組みをしっかり踏まえた、そのような対応

をさらに加速させ、内容を充実させ、そこに遠

野の産業振興あるいは経済振興といったような

もの、活力というものをそこに見出すという部

分の中で取り組むことが必要ではないのかなと

いう、それが関係人口として位置づけるのでは

ないのかなというように承知いたしております。 

○議長（浅沼幸雄君）  ６番小林立栄君。 

   〔６番小林立栄君登壇〕 

○６番（小林立栄君）  関係人口にかかわるさ

まざまな施策、取り組みを、やはり加速、充実

させていくことが大事であるという市長の御答

弁であったと思います。 

 この関係人口の全体像を、人数など数で把握

することはなかなか正直難しいと思います。遠

野市で取り組んでいる各種観光施策、「で・く

らす遠野」市民制度、ふるさと納税、遠野型ふ

るさとテレワーク推進事業、ローカルベンチ

ャー事業、遠野郷人会やみやもりふるさと会と

の連携交流、姉妹都市・友好都市などとの地域

間交流事業は、関係人口に深く大きくかかわる

事業であると認識をしております。 

 ここで、一つ確認をいたします。関係人口、

遠野ファンにかかわる遠野市の取り組みの現状

についてお知らせください。 

○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）  多様なかかわりを持つ

方々のその交流の中からということでありまし

て、ただいまこの関係人口と、この遠野ファン

と申しますか、そのような位置づけになろうか

と思いますけども、その取り組み状況につきま

しては担当の産業部長、今観光交流課長も兼ね

て任に当たっていただいておりますので、担当

部長のほうから現状について答弁を申し上げま

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、小林議

員の一般質問いお答えをいたします。 

 関係人口、遠野ファンにかかわる遠野市の取

り組みの現状についてということでありますけ

れども、平成30年９月に総務省が行いました関
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係人口に関する取り組み調査におきましては、

当市の関係人口は、平成29年度実績で4,974人

と回答しております。その内訳といたしまして

は、友好市町村その他自治体、遠野郷人会、み

やもりふるさと会、未来づくりカレッジ研修受

け入れなどで3,526名、そして遠野民泊協会の

農林漁業体験受け入れ総数が1,226人、「で・

くらす遠野」市民制度の登録会員数が222人と

いうことで、合計4,974人でございます。 

 総務省の関係人口に関する取り組み調査に報

告しているもの以外では、ふるさと納税納税者

や、全国にいる遠野の特産品を購入してくださ

る方々などは、今後関係人口として大いにかか

わりが期待できるところでございます。 

 遠野へのかかわり方、応援の仕方は、人それ

ぞれで、関係人口は多種多様なものであるため、

数字としては把握し切れない部分も相当にある

と考えておりますが、平成29年度のふるさと納

税者を見ますと、2,335人という数字になって

ございます。現在の遠野ファンの拡大の取り組

みといたしましては、友好都市との各種交流事

業、遠野郷人会やみやもりふるさと会の総会、

あるいは首都圏で開催する移住者相談会や物産

展等において、「で・くらす遠野」市民制度や

ふるさと納税のＰＲを行っているところでござ

います。 

 これらのＰＲについては、長年継続して行っ

ているところでありますが、今後は「で・くら

す遠野」市民、ふるさと納税者、交流市町村、

遠野郷人会やみやもりふるさと会、民泊など、

遠野にかかわっていただいている遠野ファンへ

ＳＮＳ等を活用したきめ細かなフォローなど、

より有効なアクションを行っていくことが課題

であると認識しております。 

 以上、答弁といたします。 

○議長（浅沼幸雄君）  ６番小林立栄君。 

   〔６番小林立栄君登壇〕 

○６番（小林立栄君）  ただいま、御答弁をい

ただきました。まさに、答弁の中で今後の取り

組みというところが大変重要になってくると思

います。 

 以前、ふるさと納税について質問した際も、

インターネットサイトでのふるさと納税をして

いただいた方と、「で・くらす遠野」市民制度

をどう結びつけていくのか。そういった仕組み

づくりの重要性など、議論をさせていただきま

した。それぞれの事業で遠野ファンになってい

ただいている方を有機的に結びつけていく、そ

して相乗的な効果を上げていく必要もあると考

えております。 

 答弁がまた同じような答弁になってしまうか

もしれませんが、あえて質問いたします。やは

り、このＳＮＳ等こういったものを活用して、

「で・くらす遠野」市民、サイトを利用したふ

るさと納税者、遠野郷人会の方、みやもりふる

さと会の方、交流のある自治体、民泊グリーン

ツーリズムでつながった人脈など、そういった

遠野のファン同士を結びつける場所、ファン同

士が交流できる場所、またファン感謝祭、そう

いったイベントの開催であったり、ファンが地

域コミュニティーに関われる仕組みづくりなど、

遠野市との関係性を保ち、育んでいく仕掛けが

今後ますます重要になるのではないかなと考え

ております。 

 そういった仕掛けづくり、大変重要であると

思いますが、その点についてのお考えをお伺い

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）  ただいま、関係人口に

かかわる数値等につきまして、担当部長のほう

から数字を挙げて申し上げたところであります。 

 観光推進協議会という組織を立ち上げ、もう

１年ほど経過いたしました。この２月１日には、

観光推進協議会を充実強化しようということで、

人的な体制の強化も図ったところであります。

その中で、マーケティング、プロモーション、

インバウンドという言葉があるわけでございま

すけども、この一つの観光推進協議会のプロ

モーションの一つの取り組みを合わせながら、

仕組みづくりをしっかりと行いながら、こうい

った情報化というものに的確に反応した仕組み
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づくりに、やっぱり積極的に取り組んでいかな

きゃならないというように考えておるところで

ございますので、人、食、あるいは最新のイベ

ント、あるいは遠野ならではの歴史、文化とい

ったようなものを、このようなものを活用しな

がらの発信、これにさらなる努力をしてまいり

たいというように考えているところであります。 

○議長（浅沼幸雄君）  ６番小林立栄君。 

   〔６番小林立栄君登壇〕 

○６番（小林立栄君）  今、市長のほうの御答

弁の中で、やはりこのプロモーション、そうい

ったものも大切であるということで、観光推進

協議会、そういった中で取り組みを進めている

という御答弁もいただきました。 

 ちょっと質問の順番を変えたいと思いますが、

遠野スタイル創造発展総合戦略の文書の中に、

観光と交流を遠野を知るきっかけと位置づけま

す。そのために、永遠の日本のふるさと遠野を

体現し、官民連携および地域間連携を含めた観

光資源の発掘、整備、活用、情報発信を進める

ことにより、観光客の増加、交流人口の拡大に

取り組みますとございます。これは、まさに先

ほどのシティープロモーションの考え方である

と認識をしております。 

 シティープロモーションとは、遠野の魅力を

磨き、遠野の価値を高め、戦略的に討論を売り

込む営業活動であります。市民に対しては、地

元のよさの再確認、地元への誇りや愛着を育て

る取り組みであり、市外の方には遠野を知って

いただき、遠野を選んでいただくという効果が

得られます。 

 遠野市全体として、やはり基本となるプロ

モーション計画や取り組み方針、こういったも

のが大事であると思います。どうしても、やは

り観光連携交流が中心のプロモーションと考え

がちですが、私はもう少し考え方の範囲を大き

くしていく必要もあるのではないかなと考えて

おります。 

 特に、議会関係であれば、行政視察に多くの

議員や職員が遠野市を訪れますが、そこで遠野

の名菓、お菓子をお茶菓子の一つとして提供す

る。これだけでも、宣伝とおもてなしにもなり

ます。帰りにお土産として買っていってくださ

いという営業なるわけです。秋田の横手市では、

茶菓子だけでなくお土産購入の際に使える割引

券もお礼のメッセージとともに添えられており

ました。そのほか、企業を誘致するにもシテ

ィープロモーションの考え方、取り組みは大事

であると思います。 

 子育て支援についても、全国に誇れる内容で

あると思いますが、やはりそれをどう全国にＰ

Ｒしていくか。そして、同じくどう市民の皆様

にも、遠野は子育て、これだけしっかり取り組

んでいるんだな、安心していいんだな、そう思

っていただけるような情報発信の仕方、そうい

った仕組みが大事であると思います。 

 こういったことは、ばらばらではなくて遠野

市としてしっかり営業、プロモーションすると

いう視点で、さまざまな計画、方針を立てて、

情報発信の強化、営業活動や情報発信を専門に

従事する人材、そういったものの育成に取り組

んで進めていく必要があるのではないでしょう

か。市長のお考えをお伺いいたします。 

○議長（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）  このシティープロモー

ションの考え方につきましては、ちょっと記録

を見ますと平成28年９月議会におきまして、同

様の質問をいただいたというように記録いたし

ているところであります。 

 今、進めている経営改革と行政改革の中で、

何らかの形で具体的なものに持っていきたいと

いうように答弁をさせていただいたというよう

に記録が残っているところであります。 

 本年度実施いたしました組織再編、１年前の

４月に実施した組織再編では、市の組織の中に

はシティープロモーションの専属的な取り組み

の部署は、担当については配置をしていないと

いうのが一つの状況であります。 

 御提案いただいたシティープロモーションの

考え方は、これはまさに市役所だけではない。

私は、好んで使っておりますけれども総合力だ、
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市民一丸だというそのような中における取り組

みとして、それぞれ遠野の皆さん、市民の皆様

が市民の顔となり、遠野のセールスマンとなる。

これが、プロモーションの一つのあるべき望ま

しい姿ではないのかなというようにも考えるわ

けであります。 

 観光、交流、あるいは商業などの枠組みを超

え、市民や各種団体、市全体に対する啓発的な

取り組みが今必要ではないのかなというように

思っております。 

 この、スピードとタイミングを間違えないよ

うに、あるいは待ったなしという中で、さまざ

まな組織の充実強化を急いでおりますのは、３

月昨日では、釜石自動車道が間もなく釜石につ

ながるということになりまして、全国の放送に

も遠野の姿が映し出されたということがあるわ

けであります。そういった中におきまして、３

月９日には、これは歴史的なことでありますけ

ども、三陸を貫く縦と釜石自動車道という横が

釜石ジャンクションで結節をするというような

大きな行事が、イベントがというよりも出来事

が待っているわけであります。 

 さらには、震災から８年という中で、三陸防

災復興プロジェクト関連イベント、これが目白

押しであります。ラグビーワールドカップ2019

釜石大会、そして東京オリンピック・パラリン

ピック2020年のホストタウン、まさに多くの

方々の来援が予定、想定されるわけであります

ので、市役所のこの売り込みの行う一つの組織

の一員であるという認識の中で、このシティー

プロモーションに対する共通理解と連携し合う

ことが重要であるとなれば、観光推進協議会の

果たす役割とその機能がしっかりとかみ合って、

それぞれ関係機関、団体がそれぞれの立場ある

いは役割、そしてそこに市民の皆様がそれぞれ

かかわるという中でこのインバウンド対応も含

めたおもてなし、あるいは売り込み、さらには

販路拡大、そして関係人口のさらなる拡充とい

ったところに持ち込みながら、遠野の底力、地

域の活性化といったものに持っていくことが可

能であり、またそうしなければならない、また

そう取り組まなければならないという強い覚悟

で、この市民総出のシティープロモーションと

いったものにつながる仕組みをしっかりと構築

するような形で先頭に立ちたいと思っていると

ころでありますので、御理解をいただければと

申し上げて答弁といたします。 

○議長（浅沼幸雄君）  ６番小林立栄君。 

   〔６番小林立栄君登壇〕 

○６番（小林立栄君）  情報発信、プロモーシ

ョン、本当に大変大事な取り組みでございます。

まずは、やっぱり遠野市のことを知っていただ

く、興味を持っていただく、これが何よりの始

まりであります。 

 もう少し、この情報発信について質問を続け

てまいります。この発信力、影響力のある方と

協力しての取り組みについて質問をいたします。 

 現在は、インフルエンサーと呼ばれるインス

タグラムなどＳＮＳへの情報発信に絶大な影響

力のある方々と協力体制を築き、情報発信に取

り組む自治体がふえてきております。この点に

ついては、また別な機会に質問していきたいと

考えておりますが、遠野市においては平成11年

に、民話のふるさと遠野大使設置要綱を定め、

遠野市にゆかりのある市外在住者に大使として

イメージアップや情報発信に取り組んでいただ

いております。 

 民話のふるさと遠野大使として協力をお願い

している方々の任命状況と活動の現状について、

まずはお知らせください。 

○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）  民話のふるさと遠野大

使のこの任命と活動状況等についてということ

でのお尋ねでありました。これは、この制度は、

さかのぼれば平成11年に立ち上げた一つの制度

でありますから、現在はシンガーソングライ

ターのあんべ光俊さんや、市民歌を制作いたし

ました、作詞作曲いたしました船越由佳さんな

ど５名の方々を大使として活躍をいただいてお

ります。 

 こういったことを含めながら、さらなる、た
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だいまいろいろありましたとおり、いろんな情

報発信という部分におきまして、このような

方々の──言葉は大変失礼な言葉になるかもし

れませんけれども──利用するというような一

つのしたたかな立場で、この日本の民話のふる

さと遠野大使の役割を果たしていただくような

形でのさらなる充実と申しますか、強化を図る

ことも観光推進協議会としての一つの役割の中

に見出していき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）  ６番小林立栄君。 

   〔６番小林立栄君登壇〕 

○６番（小林立栄君）  ぜひ、この大使の皆さ

んに効果的に応援をしていただくこと、これが

大事であると思います。効果的な応援をしてい

ただくために、遠野市からの情報提供、市と大

使がお互いの情報を共有する機会、また日ごろ

からの信頼関係を保つかかわりが大切でありま

す。 

 また、ホームページや広報等で、民話のふる

さと遠野大使の方のプロフィールや活動につい

て、市民の皆様にもお知らせをして、市民と一

緒に大使の活動を応援をしていく、そういった

ことも必要ではないでしょうか。 

 民話のふるさと遠野大使の皆様とのかかわり

方、遠野市からの働きかけを今まで以上に深め

てはどうでしょうか。お考えをお尋ねします。 

○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）  この民話のふるさと遠

野大使としての人と市の発信力の中に、さまざ

まなこのインパクトの強い情報を発信するため

には、今、情報化という中におけるさまざまな

ツールを使いながら対応していくということが

大事だというように思っておりますので、これ

も観光推進協議会のほうの一つのプロモーショ

ンの、あるいはインバウンドというものを含め

ながらの対応の中の一つの取り組みとして、充

実強化という方向の中で検討を急いでまいりた

いというように考えております。 

○議長（浅沼幸雄君）  ６番小林立栄君。 

   〔６番小林立栄君登壇〕 

○６番（小林立栄君）  今の質問は、まず民話

のふるさと遠野大使の方とのやはりかかわりを

深めようということでの質問でございました。

引き続き、大使制度の充実について取り組んで

いただきたいと思うのですが、今まで任命して

いる５名の方は当然なんですが、今後のことを

ひとつお伺いをいたします。 

 遠野にゆかりのある、遠野ファンである発信

力、影響力のある方、芸能人であるとか文化人、

遠野を大事に思っていただいている方をこの民

話のふるさと遠野大使にこだわらず、やはりＰ

Ｒ大使として積極的に任命をして、強力をいた

だく。そして、市と一緒になって取り組みを進

めていく必要があるのではないかなと考えてお

ります。 

 大使制度の推進について、答弁が同じような

答弁になってしまうかもしれませんが、改めて

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）  ただいま、民話のふる

さと遠野大使という一つの概念の中で御答弁を

申し上げているわけでありますけれども、今Ｐ

Ｒ大使という話がありました。やはり、この時

代の流れとともに、その役目、あるいは機能、

特に情報化といったものが想像を絶するような

中で進化をしているというような状況を考えれ

ば、やはりこのＰＲ、情報発信というものはい

かに大切であるのか。それは一気に情報が、コ

ンテンツという言葉もあるわけでございますけ

れども、そのコンテンツをどのように情報とし

てしっかりと、観光推進協議会でそれをしっか

りしながらそれをどのように、影響力のある、

インパクトのある方々に役目を果たしてもらう

かという部分におけば、出す情報、受ける方々

へ出す情報、その出す情報をしっかりとあれし

ながら、それをしっかりと発信してもらうとい

うような仕組みの、これ当然でありますけれど

も、それが大事だと思いますから、民話のふる

さと遠野大使という言葉に惑わされず、やっぱ
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りそのような基本はそこに置いていても、どの

ような中での位置づけをするのかということに

ついて、これは急いで検討しなければならない

一つの課題でもあり、新たな仕組みに持ち込ま

なきゃならない一つの課題でもないのかなと、

私自身承知しておりますので、その方向で検討

してもらうように対応して進めさせますのでよ

ろしくお願いをいたします。 

○議長（浅沼幸雄君）  ６番小林立栄君。 

   〔６番小林立栄君登壇〕 

○６番（小林立栄君）  以上で一般質問を終わ

ります。 

○議長（浅沼幸雄君）  10分間休憩します。 

   午後３時00分 休憩   

────────────────── 

   午後３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。９番瀧本孝一君。 

   〔９番瀧本孝一君登壇〕 

○９番（瀧本孝一君）  本日４人目の質問者、

瀧本孝一であります。 

 平成時代最後となる今定例会において、事前

通告に従いまして市長に対して一問一答形式に

より、今回は以下３つのテーマについてお考え

をお尋ねいたします。 

 １項目めは、我が国にとっては歴史的な転換

期であるとともに、平成時代の半分以上を基礎

的自治体の首長として市政を担われてきた御本

人に平成時代の遠野市の総括と改元新時代にお

ける本市のあるべき姿について、２項目めは、

順調な組合経営で農家のために頑張ってきてい

ると思っていた、いわて花巻農業協同組合にお

ける、年が改まってから、にわかに急に唐突に

浮上してきた感のある農家や農業経済、ひいて

は、遠野市そのものの産業形態にまで極めて大

きな影響をもたらすと話題になっているＪＡい

わて花巻の市内支店の統廃合における影響や対

策等について、そして、最後、３項目めは、皇

位継承元号改元に伴う、これまでにない長期間

にわたる休日が続く中での10連休における保育

園や児童館等の対応についてと題する質問です

が、本日これまでの質問者の内容と重複する部

分、特にＪＡいわて花巻の項目については先ほ

ど詳しく質疑が交わされましたが、あえて御了

解をいただき、本市にとって極めて大きな問題

であり、その辺りは市長の判断で答弁を願うも

のであります。 

 質問に入るに先立ち、きのうはすばらしい天

候のもと東北横断自動車道釜石秋田線の遠野イ

ンターチェンジから遠野住田インターチェンジ

の開通式と祝賀会が催され、議員という立場か

ら新しく可能性の広がる道の幕開けに参加でき

ましたことをまことに光栄に思います。 

 震災からの復興進展と地方高速交通網体系の

さらなる充実に期待される面は大きく３月９日

の三陸縦貫道に接続される効果をいかに取り込

んでいくかがより一層重要になるのではないか

と感じられたところでもありました。 

 ことしの冬は積雪が少なく、除雪に苦労して

いる地域から見れば比較的楽ではありましたが、

本格的な春を前に田植えシーズンへの水不足が

懸念されるところでもあります。 

 そして、今、全地球的に発生しているさまざ

まな異常気象により想定を超えた災害が発生し

ていることは御承知のとおりでありますが、先

般、ここ30年以内、三陸沖でマグニチュード7.0

以上の地震が発生する確率は90％程度あるとの

発表もあり、さらには、首都直下型地震、南海

トラフ地震なども懸念されているところであり

ますが、新しい時代が災害のない穏やかな年で

あってほしいと願っています。 

 先日の市民の舞台、遠野物語ファンタジーが

44回目の公演となったこの季節、町場や宿場の

おひなさまがみやびやかに市民や観光客を出迎

え、おもてなしをしてくれましたが、遠野市の

誇るべき日本のふるさとの原風景ともいうべき、

田舎としての豊かな景観である自然遺産と、い

にしえより連綿と続いてきた神楽やしし踊りな

どに代表される民族芸能はもとより遠野物語な

どの多様な伝承と伝統が醸し出す文化遺産に加

え、田舎人特有の素朴さの中にも人情味豊かな
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対外関係を築き上げてきた人情遺産というもの

もこの遠野市にはあると思います。 

 これらの遺産を人と人の関係性が薄れてゆく

ＩＴ社会の中で私たちは改めて後世に継承して

いかなければならない務めがあることを忘れて

はならないと強く思うのは私だけでしょうか。 

 さて、最初の質問に入らせていただきます。 

 人生100歳とまで言われるようになった超高

齢化社会の中で、宮内庁は、2016年、平成28年

の終戦記念日を前にした８月８日、天皇陛下が

象徴としての務めについての考えを示したビデ

オメッセージを公表されました。 

 その中で天皇は二度の外科手術を受け、高齢

による体力の低下を自覚するようになり、象徴

としての務めが果たせなくなる前に皇位を皇太

子に譲りたいとの意向を強く示唆され、多くの

国民が驚いたことは記憶に新しく、現代日本の

高齢化問題は皇室も例外ではないことを示され

ました。加齢や身体能力の衰えから象徴として

の務めを果たすことが困難になられたという現

日本国憲法の規定にはない生前退位という天皇

陛下のお気持ち表明の示唆を受け、政府は対応

を検討した結果、退位を認める天皇の退位等に

関する皇室典範特例法を2017年６月に制定し、

このたびの歴史的な出来事を皇室典範の特例と

位置づけて対応しましたが、江戸時代後期の光

格天皇から仁孝天皇への譲位以来極めて特例と

言える事例の200年ぶりの天皇の生前退位によ

る譲位が目前に迫っています。 

 沖縄や海外戦地への数多くの慰霊訪問、阿蘇

山噴火、阪神淡路大地震、そして東日本大震災

など、災害を受けた被災地を訪問され、国民に

寄り添うお姿には誰もが感銘を受け、皇后さま

とともに現代社会における国民に対する皇室の

あり方を模索されてきたのではないかと私は思

います。 

 このような中で、あと１カ月を切った４月１

日に新元号が決定、公表され、５月１日からは

改元される時期において戦後74年日本は敗戦か

ら復興を遂げ、昭和の高度成長期から平成時代

へと推移してきましたが、平成の約半分以上を

市長として遠野市を牽引してきたこの間の取り

組みの総括や感想について、大局的な観点はも

とより、この時代の流れの中でどのような認識

をお持ちであるのか、お尋ね致いたします。 

○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）  瀧本孝一議員の一問一

答の一般質問にお答え申し上げます。 

 ただいま、きのうの釜石自動車道の開通式の

様子なども含め、今、遠野市が市民一丸となっ

て取り組んでいる状況の中でさまざまに、平成

という時代が間もなく幕をおろそうという中に

あっての遠野の姿をいろいろと御披露いただき

ました。 

 きのう、遠野住田インターから遠野インター

までの開通式の中で遠野インターに向かう途中、

ウオーキング、あるいはマラソンという形で、

この高速新時代、新たな遠野市の幕開けを祝う、

また、向かっていこうという気概の中で多くの

市民の方々が歩いて、あるいはマラソンをして

いる姿と出くわしました。まさに遠野のこれか

らの姿をあの中から私も改めて見出すことがで

きたわけであります。 

 また、地域の声という中で遠野市の観光協会

の会長が多くの出席者の中で遠野の思いという

ものを熱く訴えていたことも非常に印象的な場

面でありました。そのような形で、今、平成が

幕をおろそうとしているこの時であります。 

 御質問にありましたとおり、私もこの半分以

上は、平成14年４月25日に旧遠野市の市長とし

ての仕事を市民の皆様からいただきました。ま

さに市長という職を拝命して以来、これまで通

算いたしますと５期という、４月が参りますと

18年目になるという時を数えているところであ

ります。 

 そういった中で、平成という時代、30年をど

う評価し、どのような時代であったのかとなれ

ば、後世の歴史家がさまざまな形で評価すると

いうことになろうかというように思っておりま

すけども、確かに戦争はない、平和な時代であ

ったというものの、災害が、あるいは事件が、
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そしてまた技術革新といったものが我々の創造

を上回る形でどんどん進化をしていったという

ことだという部分と、都市と地方の格差が人口

一極集中という中における一つの格差が広がっ

たという平成の時代ではなかったのかなという

ふうに思っているところであります。 

 昭和が遠くなり、平成がという中に、しかし

その平成もという中に、きょうはここは本会議

場でありますから一つのこれからの総括と感想

という話でありました。 

 さかのぼれば、30年前、昭和から平成になる

ときに私は県庁の秘書課というところに籍を置

いておりました。昭和から平成にという中で何

度も皇室行事を、当時の知事に同行しながら昭

和から平成にという時代の流れを目の当たりに

いたしました。これが時代の流れなんだなと。

元号が変わるということはこういうことなんだ

なということを思い起こすわけであります。今

度は200年ぶりの生前退位という一つの時代の

流れが来るわけであります。 

 これは、私は、この部分でただいま御質問に

ありましたとおり、国民の象徴としてのお役割

をしっかりと自分の中におきまして、その思い

の中から生前退位という一つの決断が出たので

はないのかなと。しかし、それをしっかりと受

けとめるということは新しい時代の流れにしっ

かりと国民が一丸となってそれに向き合うとい

うことにつながなければならないものではない

のかなと思っております。 

 国民が一丸ということは、これは市民が一丸

ということになるわけでございますので、その

ような総合力という一つの言葉の中で遠野の底

力を示していかなければならない、そのような

ものが今求められているのではないのかなと改

めて思っているところであります。 

 社会、経済情勢も国際情勢も大きく変貌いた

しました。そして、一つの価値観がまさに多様

化という中で、改めてその価値観の多様化の中

でどう行ければいいのか、どう地域を守ればい

いのか、国があり県があり、市町村があるとい

う構図も崩れているわけであります。市町村、

しっかりしろという、そのような一つの時代が

求めているところであります。 

 平成17年、宮守村との対等合併を機に新遠野

市まちづくり計画を策定いたしまして、２つの

個性を融合し、躍動する新しい遠野市の地域づ

くり、基礎づくりといったものを目標に新遠野

市としてのまちづくりにこれまで取り組んでま

いりました。この永遠の日本のふるさとを一つ

標榜しながら、第一次、第二次の遠野市総合計

画の策定を着実にという部分を進めてまいった

わけであります。産業振興、あるいは、雇用の

確保、少子化対策、子育て支援、あるいは共通

優先方針としての「子育てするならば遠野」と

いったような具現化に向けてのさまざまな取り

組みを進めてきたということがこの17年の流れ

の中にあったのではないのかなと思っておりま

す。 

 そういった中におきまして、子育て環境、あ

るいは雇用環境、さらにはよきせぬ自然災害に

よりまして東日本大震災、平成23年３月11日午

後２時46分という、これは私も生涯忘れられな

い一つの出来事であるわけであります。そのよ

うな大災害、さらには、昭和56年以来のまさに

34年、35年たった平成29年８月の台風10号、56

水害を勝るとも劣らないような大水害、大災害

が起きて、あの台風10号によって大変な災害、

被災を受けたということもありました。そのよ

うな災害も起きた。しかし、それを全て乗り切

ってきたのは市民の皆様のお力であります。 

 この本庁舎もこれも繰り返して申し上げます

けれども、要望したわけじゃない、おねだりし

たじゃない。建てなさい、建てたほうがいい、

庁舎を持ちなさいというのが国からの声であっ

たわけであります。 

 これは、市民が一丸となってこのような課題

に向き合ってきたということが国を動かしたと

いう力に私はなっているというように思ってお

りますので、これを重く受けとめながら、何が

課題なのか、では、その課題をどう共有するの

か、であれば、その共有した課題の中で、どの

ような道筋をつければ、まさに遠野が前に進む
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のかということを今求められているのではない

のかなというように思っております。 

 総括と感想というお話でありましたけれども、

総括となれば、今のようなことが並べられる。

しかし、感想となれば、私は市民一丸の力とい

ったものがその中でこういったものを押し上げ

てきた。人口減少だ、高齢化だ、少子化だとい

う流れの中にあっても、子どもたちが、そして、

またいろんな若い方々、お年寄りの方も含めて

しっかりと課題と向き合っていきながら、まさ

に市民一丸、総合力という中が、遠野スタイル

という一つのモデルをつくりながら、遠野がと

いう、そのような一つの形に持ち込んでいると

いう状況の中で、これをしっかりと踏まえなが

ら、これからも市民の皆様に気持ちを、そして、

また市民の目線に立ち、さらには市民の一つの

ニーズに、誠実に、正確に、そしてまた確実に

応えるというスタンスを大事にしてまいりたい

と考えているところでございますので、その感

想を申し上げまし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）  市民一丸となった後支

えがあってこそのこれまでの平成時代を振り返

っていただきました。 

 本当に私もこれまでの取り組みは評価をする

ところでありますが、次に歴史的なターニング

ポイントともいうべき意味を持つ改元新時代に

おいて本市の総合計画とも密接に関連する部分

も多々あるかとは思いますけれども、ますます

進展する人口減少に伴う縮小社会の中で、新し

い時代に向けて本市のあるべき姿とその方向性

について市長の見解を伺います。 

○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）  新しい元号の中である

べき姿の市長の考え方というお話でありました。

人口減少が加速度的に進むという現実がありま

す。これは避けて通れない一つの現状でありま

す。 

 そういった中にございまして、今の遠野市の

職員数を見ますと合併当時は459人、しかし現

在は339人、120人の減少となっております。職

員が減少する中におきまして時代は大きく変化

し、行政ニーズも年々多様化しているという現

状にあるわけでございまして、職員一人が抱え

る業務や種類は多岐にわかってきているという

現実にもなるわけであります。 

 今、この縮小社会の中での本市のこれからの

あるべき姿ということになった場合においては、

まずこれをしっかりと受けとめなければならな

いと私は思っております。 

 したがって、先ほど申し上げましたとおり、

市民一丸、それから市民協働、遠野の言葉でい

えば官民一体といった仕組みづくりが、今、避

けて通れない大きな課題。またこれをしっかり

と捉えなきゃならない。そのためには一つの

キーワードとすれば、前例にとらわれないとい

う部分がキーワードとして大事ではないだろう

かと。 

 よくいう、これも遠野スタイルという言葉の

中では私が申し上げているのは、国や県が言っ

てきたからそれをやればいいということじゃな

くして、遠野からいろいろと企画をし、仕組み

をつくり、それを県や国に訴えていくというそ

の部分、しかし、遠野市だけでは、それは力及

ばず、身の丈ということがあるわけでございま

すから、そこを市町村という一つの仲間と水平

連携という仕組みの中でそれを力にする。さら

には、地域住民、市民、町民、村民という、地

域住民の方々としっかりとタッグを組みながら、

やはりこれも水平連携という中で大きな力、パ

ワーにするということの中で、いろんな政策転

換もその中で視野に入れながら進めていかなけ

ればならないのかなと思っているところであり

ます。 

 これは、一つの新しい時代の中で取り組まな

きゃならない大きな課題といたしましては、い

ろんな包括的なアウトソーシングという一つの

言葉があります。これは、みんな点でやるんじ

ゃないんだと。それぞれの役割をしながら包括

的な中でアウトソーシングを進める、あるいは、
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水平連携という言葉も使いました。これは、自

治クラウドという一つの仕組みの中から具体的

な一つの仕組みに持っていくことが今求められ

ているのではないのかなと思っております。 

 我まちだけがよければいい、うちの、自分の

ところの仕組みだけをつくっていけばいいので

はなくて、お互いに役割分担をする。そのよう

な自治体クラウドのような一つの具体化なども

進めていかなきゃならない、それが十分な検討

を行えば、一つの大胆な政策転換ということに

もつながることができるし、業務のスリム化も

その中で図ることができるという、そのような

一つのものが時代が求めているのではないのか

なと思っております。 

 さらには、今議会でもいろいろと議論されて

いるところでございますけれども、小さな拠点

といったものをネットワークという形に持ち込

みながら、市民協働によるまちづくりを進めて、

持続可能な地域社会をその中に見出し、安心安

全な、そしてまた快適なという部分の中におけ

る一つの仕組みもつくっていかなきゃならない。

高齢化だから仕方がないんだ、通院、通学、あ

るいは買い物、仕方がないんだというわけには

いかない。その中で、いろんな一つの技術革新

なり、あるいは、情報化の進展なり、あるいは

人と人とのつながりなり、そのようなことを踏

まえながら、新たな仕組みづくりをそこに持ち

こむということが今求められているのではない

かと思っております。 

 この地方創生の流れも私といたしますとちょ

っと風が弱くなってしまったのかなという感じ

がします。しかし、これを国が地方創生という

風を吹かせなくなったから仕方がないんじゃな

くて、逆にこっちのほうから風を起こしてやる

というぐらいの気概を持たなければならないの

かなと思っているところでございます。地方創

生も理念というものは、私は非常に大事な大事

なキーワードだと思っているところでございま

すから、それにこだわりを持ちながら、遠野と

しての一つの仕組みの中から新しい時代の流れ

にしっかりと乗る形で市長としての仕事を果た

してまいりたいと改めて決意をいたしていると

ころでございますので、よろしくお願い申し上

げまして答弁といたします。 

○議長（浅沼幸雄君）  ９番瀧本孝一君。 

   〔９番瀧本孝一君登壇〕 

○９番（瀧本孝一君）  新しい元号の時代に移

っても絶えず進化する遠野であってほしいと願

っているところであります。 

 次に、２つ目のテーマ岩手花巻のＪＡ市内支

店の統廃合における影響や対策等についてと題

した質問に移ります。 

 先ほども申し上げましたが、これについては、

同僚議員がかなり詳しく質問をされておりまし

たけれども、答弁については市長の判断にお任

せするとして、本市の基幹産業であり農畜産業

や農家のよりどころであるいわて花巻農業協同

組合にかかる金融機関機能を持つ市内支店の統

廃合やその子会社が担う貸りバス、ガソリンス

タンドやＬＰガスの供給、冠婚葬祭業務などの

サービス業務休廃止という、日々の生活と密接

に結びついていたことがなくなるという段階で

の一般的な情報であります。 

 私も一人の組合員ではありますが、今のとこ

ろ２月３日に開催されたＪＡとおのよつば女性

部宮守地区支部の新年会の場で、代表理事、副

組合長さんの挨拶によってそのような方向であ

ると伺っただけでありますけれども、もしそれ

が事実であるならば、極めて突然に表面化した

という印象が否めない状況であり、何かどこま

で本当なんだという組合員が大多数の状況では

ないかと思われます。 

 現段階では、貸切バス事業は既に廃止、上郷

支店・宮守支店が来年３月をもって廃止となり、

宮守のガソリンスタンドのことしの８月までの

営業、生活センター等の営業も休止となるよう

な情報もありますが、市内の農家は極めて大き

な不安を抱えているのが現状です。 

 規制緩和の名のもとに農家や農協の組織力と

経済力の低下を招き、地方経済や農村の疲弊と

衰退をますます増長させるような国政のあり方

にも私は大きな疑問を感じざるを得ません。 
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 最初に、場合によっては、遠野市の一次産業

形態や構造にも大きな影響を与えかねないと思

われる公共的団体である花巻農業協同組合の突

然ともいうべき市内２支店を含めた状況等の本

市への説明経緯においてどのようなものであっ

たのか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）  今般、指名されました

ＪＡいわて花巻の地域の経営計画の内容等につ

きましては、去る２月５日に花巻農業協同組合

の代表理事、組合長、そして、副組合長がお見

えになりまして正式に私も説明を受けたところ

であります。 

 もちろん私一人で聞いたわけじゃなくして、

担当課長３人それぞれ同席しながら４人でこの

話を承ったところでありました。 

 ただいま申し上げましたとおり、地域経営計

画という中でどうしても経営体でありますから、

一つの採算性、あるいは一つの効率性といった

ものがその中で位置づけられた計画ではないの

かなということは説明を聞きながら承ったとこ

ろであります。 

 そういった中で、やはり基本的なものは農協

組合とは何なのかということを一方においては

忘れてはならない。金融という採算性の問題と

営農という一つの農協の基本理念といったもの

をどのようにバランスをとるのかといったこと

がしっかりと位置づけられていなければならな

いんじゃないかと思ったわけであります。 

 そういった中で、この上郷支店と宮守支店を

統廃合し、遠野支店に店舗としてサービスは移

譲する、通常の異動はないというような一つの

話もあったわけであります。関連子会社のその

ような統廃合と閉鎖もありますということもあ

りました。 

 これは、今、遠野市が向き合っている課題は

少子化と高齢化と、まさに一次産業として農業

をどう足腰の強いものにするのかということが

今求められているわけです。 

 農業という、一次産業という現場は、今、働

き方改革といったものが大きな国策になってお

ります。働き方改革をという中で大上段に振り

かぶらなくとも、一次産業はもう70歳になった

り80歳になっても90歳になっても生産という現

場に向かっている、そのような方々がいるとい

う生産現場が一次産業なわけであります。 

 したがって、そのようなことを踏まえれば、

農協という組織はそのような長寿社会、いわゆ

る高齢社会、世界最長寿国の長寿社会、そして

命を守る産業が農業だと。まさに命を守る産業

として位置づけられているわけであります。 

 食料安保という言葉もあります。それこそ輸

入している食料をとめられたら日本はどうなる

んだという問題もあります。そのような食料安

保という問題にも立ち向かうためには、しっか

りとした農業生産基盤を維持していかなきゃな

らないという部分の中に、その大きなよりどこ

ろが農協という組織がその中で見出さなければ

ならないということになれば、おのずと自治体、

あるいは生産現場の方々とどうタッグを組み、

またこのようなパートナーシップの中で新たな

仕組みをつくるかということが私は大事な大事

な一つの手順ではないのかなと思っているとこ

ろでございます。 

 ２月５日の日に説明を受けたというところは、

市長の立場として了解したということではなか

った。 

 したがって、それを踏まえて３月１日の日に

議長の了解もいただきまして、市議会と遠野市

の連名でもって要望書を提出したということに

つながったわけでありますから、これから、今、

申し上げましたことをしっかりと踏まえながら、

やっぱり農協と誠実な、そして、信頼のある話

し合いをしながら、特に組合の皆様の声はどこ

にあるのか、それをしっかりと我々も把握をし

ながら、情報として共有しながら、ＪＡ花巻と

の話し合いを進めてまいりたいと思っておりま

す。 

 ただ、５月の総代会の中においては決定をす

るという話も聞いておるところでございますの

で、時間があるようではないということも踏ま
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えて、去る３月１日に要望書の提出を持ってい

ったということも一つの背景にあったことも踏

まえて、これからこちらのほうの窓口もしっか

りとしながら、事務的にさまざまな形での課題

を整理しながら、またＪＡさん側のいろんな考

えや思いや、あるいは、一つの方針といったも

のもしっかりと把握をし、それを分析しながら、

であれば、遠野はどうすればいいのかというこ

とをいろいろ皆さんとも相談しながら進めてま

いりたいと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）  再度、丁寧に答弁をい

ただきましたが、２月５日に農協から申し入れ

があり、そして、３月１日に要望書を提出した

という行動につながっていると受けとめました。 

 次に、これまであらゆる面で互恵関係を構築

してきたＪＡいわて花巻へのさまざまな支援と

宮守支店新築の際に投資した２階会議室名目の

2,000万円を超える補助金の認識や有効性につ

いては、どのような見解をお持ちであるのかを

お伺いします。 

 また、万が一、宮守支店が来年３月で閉鎖さ

れた場合、現在、会議などで結構な頻度で使用

されていると聞く２階会議室の利活用について

は可能であるのかどうか、現時点で答弁できる

ものがあれば、お答えをお願いします。 

○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）  宮守支店の対応につき

ましては、ちょっと経過を申し上げますと、午

前中の佐々木敦緒議員の質問の際にもお答えを

申し上げているところでありますけれども、平

成24年ＪＡいわて花巻宮守支店の改築に当たり

まして、当初、平屋建てという計画でありまし

た。 

 その中におきまして、宮守地域の農業振興と

地域活性化を目的に支店を２階建てにし、その

２階部分に集会施設として宮守地域農業振興拠

点施設を整備するため当市としての事業費を一

部助成したという経緯があります。 

 支援内容につきましては、平成24年７月12日

に議会全員、議員全員協議会におきまして、宮

守総合センター跡地活用につきまして協議を行

い、補助金は２階部分の施設整備費といたしま

して2,252万円を助成したという経緯がありま

す。 

 この金額は、全体建設費が9,698万円であり

ましたけども、そのうちの２階部分の建設費4,

504万円の２分の１の額に相当するものを市と

して助成したという経緯があります。そして、

宮守支店は、平成24年12月10日、改築移転を行

ったという中であります。 

 このことを申し上げてきましたところ、阿部

組合長には地域の活動、交流拠点としてのこの

ような機能があることから、これにつきまして

は大変心うれしく思っているというお話をいた

だきました。 

 その上で、スタッフは常駐しないが、これま

でと同じように使用できるように考えていきた

いということもコメントとしてありましたけれ

ども、それは第１回目の交渉でありますから、

そのような心苦しく思っていると。 

 スタッフは常駐しないが、これまでどおりの

利活用は考えているという話も申し上げており

ましたので、その辺を一つのきっかかりとしな

がら宮守支店の存続といったところに何とか持

ち込める交渉ができないものなのかという考え

でいるところでございます。 

 これから地域でもそれぞれ入るということを

聞いておりますから、宮守支店のみならず上郷

支店のことについても上郷地域の皆様にもしっ

かりと説明できる、そのような配慮もいただけ

ればと、私個人として、個人としても市長とし

て考えているところでございますので、その辺

もしっかりＪＡいわて花巻のほうにお伝えしな

がら、みんなで知恵を出そうという、そのよう

な方向に持ち込みたいものだなと思っていると

ころであります。 

 宮守支店の移転、一連の経過はそのような経

過であります。 
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○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、宮守支店の建設の

経緯を詳しく御紹介いただき、そして、議会に

２階部分については、多分これまでどおり利活

用できるというふうな答弁を聞いてやや安心を

したところであります。 

 できることなら、現在の状況を継続してもら

うのがベストではありますが、上郷支店と宮守

支店の閉鎖が現実のものとなり、ライフサービ

ス部門も廃止となる事態となった場合、市内農

家や一次から六次産業への影響をどのように捉

え、市としてとり得る対応や対策についてのお

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）  先ほど３月１日にお伺

いし、要望書を手渡したときのＪＡ花巻側の感

触につきましてもちょっと触れさせていただき

ました。 

 大変心苦しいという話をしておったわけであ

りますけれども、私はやはりパートナーとして

のＪＡ花巻の仕組みは非常に連携が大事なわけ

であります。 

 一つ、おわかりのように、ＪＡ花巻の組合長

以下幹部の皆様に話を聞きました。 

 ＪＲ東日本という大きな組織が遠野の産業振

興のために、あるいは、観光振興のために、イ

ンバウンドの受け皿整備のためにさまざまな形

で支援をし、四季島という一つの豪華列車のお

客さんもわざわざ遠野に呼び込んでいただいて

いるような中で大変な協力をいただいている。 

 それから、ＪＰという日本郵便株式会社が仙

台支店のロビーを遠野市のために全面的に開放

しながら遠野の売り込みのために観光振興のた

めに大変な御協力もいただき、また、郵便友の

会という方々を大量に遠野に送り込んできてい

ただいているという中で、ＪＲとＪＰというネ

ットワークを持った大きな組織があります。 

 したがって、ＪＡも我々遠野のまちづくりに

しっかりとタッグを組みたいですねという話を

してまいりました。苦笑いをしておりましてけ

れども、そのような一つのパートナー関係を大

事にしながら、支店の統廃合、あるいは、関連

子会社の再編統合といった問題にも向き合わな

ければならない。地域をどのように維持するの

かということを考えていかなければならないと

いうことが基本ではないのかなと思っていると

ころであります。 

 何度も申しますけれども、厳しい財政状況の

中では、それぞれ金融といったような一つの部

分と、それから営農といったものの中で検討し

なければならないというのは、これもある意味

では十分理解ができるわけであります。 

 ただ、この中で、私ども遠野市としましては、

あぐりステーション遠野というのを立ち上げて、

行政とＪＡが一緒にやってきた農業振興に取り

組んでまいりました。そして、この農家組合員

の所得増大、あるいは、農業生産の拡大にさら

なる挑戦を最重点項目に掲げながら、販売強化、

あるいは、生産振興、トータルコストの引き下

げ、さらには担い手・若手農業者の育成、支援、

それから利用施設の効果的な運営といったさま

ざまな中で営農にしっかりと力を注ぐというこ

とでいろいろと取り組んできているわけで、こ

れはＪＡ花巻も取り組んでいる。 

 したがって、当市といたしましても農協とし

っかりとタッグを組みながら市農業振興を図っ

ていかなければならない。そのためには支店と

いったものの位置づけをその中に明確に見出し

ながら、その中における一つのやっぱり必要だ

という位置づけをその中に見出していかなきゃ

ならない。そこが、いうところの話し合いと組

合員の皆様のご理解をいただきながら、基本的

には存続という中で対応していかなければなら

ないというように考えておりましたので、今回

のいろんな要望に対する、いずれは正式な回答

を近いうちに示すという意向が示されていると

ころでございますので、これから本格的な交渉

に入る。 

 地域づくり、農業振興の観点、その観点から

花巻市農協と遠野市の良好なパートナーシップ
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をきちんと図りながら、よりよい方向に議会議

員の皆様ともしっかり歩調を合わせながら、こ

の問題には向き合ってまいりたいと考えている

ところでございますので、よろしくお願い申し

上げたいと思っております。 

○議長（浅沼幸雄君）  本日の会議時間は、議

事の都合により、あらかじめこれを延長します。 

 ９番瀧本孝一君。 

   〔９番瀧本孝一君登壇〕 

○９番（瀧本孝一君）  できる限り影響が少な

いほうがいいと思いますし、一つ懸念されるの

は、脱退する組合員が多く出てくるのではない

のかなということが心配されますが、とにかく

市との良好な関係を維持していただきながら、

今後の話し合いに臨んでいただきたいと思いま

す。 

 次に、３項目めのテーマである10連休中にお

ける保育園や児童館等の対応についての質問に

移ります。 

 最初の質問項目、天皇陛下の生前退位、改元、

新元号にも大きく関連する部分ではありますが、

間近に迫った皇位継承に伴う慶事により本年４

月27日から５月６日までのゴールデンウイーク

は10連休が確定しています。 

 先般、２月15日の地元新聞紙の社会面に「10

連休 困った預け先」の見出しと「県内保育園

休園多く自治体・施設は対応模索」のサブタイ

トルで、子どもの預け先をどうしようという大

きな記事が掲載されていました。 

 一月の３分の１の10日間を連続してしっかり

と勤務先を休める人は果たしてどのくらいいる

のでしょうか。サービス業や接客業に携わる人

は一般の人が休んでいるときこそ働かなくては

ならず、私のような百姓も春先の田植えの準備

等に忙しく、ましてや、このように仕事を持つ

親と幼い子どもがいる家庭にあっては保育や託

児といった切実な問題に悩まされることが懸念

されます。 

 首都圏や大きな都市などでは育児と仕事の両

立に不安の声が大きく、対応は自治体の裁量と

なっているらしいのですが、子育てするなら遠

野を標榜する一地方自治体である本市の10連休

における休日保育等の問題を含めた行政運営に

ついて、その対応等についてお尋ねいたします。 

 最初に、皇位継承に伴う今春のゴールデンウ

イークは歓迎する人も多いとは思われますが、

10連休中における行政運営は窓口業務などへの

影響の有無、市民生活全般に支障などが生じな

いものか、その辺りの認識からお尋ねいたしま

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）  先ほど冒頭第１問に新

しい元号の中でという中におけるさまざまな瀧

本議員の思いが述べられておりました。 

 ことしのゴールデンウイーク、この部分にお

いては、天皇の即位の日及び即位礼といった取

り組みの中で儀式が行われる。そのような形で、

天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる

日を休日するという法律が既に公布されている

ことに伴い、４月27日から５月６日までの10連

休となることがもう決定をいたしているところ

であります。その中で、行政運営の影響はとい

うことでありました。 

 したがって、この部分は、市役所業務、必要

な市民等の市民生活に支障を及ぼすことも想定

されるということでありますので、例えば、５

月１日には開所する、閉庁じゃない、開所だと

いう、そのような方向で今検討を進めておりま

す。 

 その他の休日につきましては閉庁ということ

になるわけでございますけども、窓口サービス

の有無につきましては、それぞれ庁舎のサービ

スコーナー等でさまざまな登録、あるいは届け

出等が行われますし、休日における婚姻届や死

亡届の場合も宿日直がしっかり対応していると

いう仕組みにもなっているところでございます

ので、行政運営上、ごみの収集につきましても、

祝日の有無に問わず月曜から金曜の間、収集を

行っているところでありますので、連休中にお

いては、市民生活には大きな影響を及ぼさない。

診療所も当番医制度、あるいは、それから医師
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会も歯科医師会も当番医制度も行っているとこ

ろであります。 

 情報システムにつきましても、新元号の公表

を踏まえて対応を行いながら５月１日の改元に

当たっては新元号の適用を行うということでさ

まざまな準備を進めるということになってござ

いますので、総じていえば、大きな影響はなく

対応できるのではないのかなと。特に新しい元

号の５月１日、その日は祝日ではなくて、５月

１日は当市としては開庁するという方向の中で

検討を進めているところでございますから、大

きな混乱はなく進め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）  10分間休憩いたします。 

   午後４時00分 休憩   

────────────────── 

   午後４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。引き続き一般質問を行いま

す。９番瀧本孝一君。 

   〔９番瀧本孝一君登壇〕 

○９番（瀧本孝一君）  先ほどは10連休中にお

ける行政運営等への支障についてお尋ねをいた

しましたが、５月１日には開庁し業務を行う。

そして、連休中はさほど大きな支障はないとい

う答弁であり、安心をしたところであります。 

 次に、保育を必要とする子どもなどを抱えな

がら、休日にこそ働かなければならない仕事に

ついている保護者等への支援対策や一時預かり

等のニーズの把握、休日保育や児童館の開設等

の状況、幼児等預託施設のわらっぺホーム。そ

して、緊急を要する病人への中央診療所を含め

た対応など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）  かってない10連休とい

う大型連休の中におきまして、行政運営のほう

も御心配されての御質問であったわけでござい

ますけども、先ほど申し上げましたとおり、５

月１日を開庁しながら、また、いろんな窓口も

しっかり機能させながらという部分の中で万全

を期してまいりたいというふうに思っておりま

すけども、一方、このサービスなり、いろんな

接客業に携わっている方々、休日こそ働かなけ

ればならない保護者等への皆様への一つの配慮

ということも、これも大変大切なことだという

ふうに認識をいたしているところであります。 

 保育協会のほうといろいろ協議を進めている

という中に、それぞれ、祝日あるいは日曜日、

どのように対応するのかというような一つの現

状、さらには、児童館あるいは児童クラブ、そ

ういったようなものの運営主体の、これも保育

協会のほうともよく協議をしながら進めていか

なきゃならない。例えば、当初、休日でなかっ

た４月30日、５月１日、２日といったようなも

のを、どのように対応するのかといったような

ことも検討対象になるんじゃないのかなという

ように思っておりますし、御質問にありました

わらっぺホームの対応についても、遠野病院と

の関わりもある。こっちだけで勝手に決められ

ないという部分もあります。 

 その他、一時的に家庭で子どもを、一時的に

預かるファミリーサポートセンター事業の活用

なども周知をしていくということも考えていか

なきゃならない。こうして、連休中、親子との

触れ合いも大切であるが、仕事をどうしても休

めない保護者の皆様と、きちんと、これを支援

する。保護者の皆様をきちんと支援するという

ことを基本にしながら、特に、保育協会と連携

を密にしてまいりたいというふうに考えている

ところであります。 

 これから、本格的な議論を検討しながら、繰

り返しますけども、こういったニーズのある保

護者の方々にニーズにしっかり応えるような中

で、誠実な話をしながら、安心してろという、

そのような形の環境を、まさに子育てするなら

ば遠野という環境づくりに、この部分からもし

っかりと向き合ってまいりたいというふうに思

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）  ぜひとも、的確なニー
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ズ把握に努め、安心して働ける環境づくり、そ

して、子どもを預けることができる環境づくり

に取り組んでいただきたいと思います。 

 さて、本日、最初の同僚議員の質問に、子ど

もたちの健やかな成長を見守る取り組みについ

てと題し、わらすっこ条例の具現化などについ

て触れられていました。私は、遠野市は「子育

てするなら遠野」を打ち出し、子育て応援宣言

をアピールしながら、子育て応援部や子ども政

策課を設置して、各種事業に積極的に取り組ん

でいることに大いに評価をするものであります。

しかし、今は少子化の進展から、多くの自治体

で目玉政策として子育て支援の充実強化が打ち

出され、似たり寄ったりの事業のアピールされ

ているのも事実であります。 

 その中において、当市として、遠野ならでは

の、他自治体にはない特質できる子育て応援政

策の必要性。これだけは他市にはまねのできな

い、負けない独自性と優位性を持っていると自

慢できる施策の差別化と具現化が問われている

ような気がします。10連休中の特質できる支援

策の有無も含め、そのあたりの方向性について

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）  まさに、今、この子育

てというキーワードが各自治体でも、大都市、

地方都市にかかわらず、これを全面に打ち出し

ながら政策を展開しているという中で、いい意

味での競い合いが起きているんじゃないのかな

というように思っております。これを、財源の

問題が青天井になってしまった場合においては、

財政力が豊かなところはどんどんやれるけども、

しかし、財政力の弱いところはそれをやれない

というようになってしまうと、これはいかがな

ものか。したがいまして、子育て応援部という

組織を立ち上げ、そして、教育委員会と保育協

会と、市で言えば、健康福祉部あるいは市民セ

ンターとしっかり連携を取りながら、総合力で

子育て支援を行う。だから、子育ては応援部な

んだ。わらすっこ条例も10年たったんだ。見直

しだ。わらすっこプランも、どんどん、どんど

んと新たな政策提言を行っていかなきゃならな

い。 

 それから、もう一方においては、わらすっこ

基金も多くの市民の皆様や、あるいは、遠野を

応援する方々の浄財をそこに寄せながら、遠野

の子どもたちをみんなで応援しようというとこ

に持っていくという部分が、今、問われている

んじゃないのかなと思っておりまして、今般、

改めて、スポーツ、芸術、文化の面でも、遠野

のわらすっこたちをしっかりとサポートすると

いうためには、わらすっこ基金がスポンサーに

なって、団体やスポーツ少年団なり、いろんな、

さまざまなスポーツ、芸術、文化活動で懸命に

頑張っている子どもたちを応援してやろうと。

だから、その子どもたちのスポンサーになれと

いう。そのような形で、今、具体的な検討を進

めているところでありますし、例えば、学校給

食費の問題なども、これも、ただ、消費税が上

がったから、食材の購入費が上がったんじゃな

くて、新たな仕組みの中で子どもたちに食育と

いう切り口の中で取り組んではどうかという中

で、今、いろいろ進めているところであります。 

 児童館なども、転勤族の方々は、遠野の児童

館制度に驚くわけであります。しかし、遠野は、

もう、昔から、これは、はっきり言えば無料だ

という中で、当たり前ということになっている

わけでございますけども、他の自治体から来れ

ば、すごいんだということになっているわけで

あります。これに、我々も改めて着目しながら、

そのような貴重な税金を投じながらというふう

になれば、児童館のハード整備などもしっかり、

その中で行っていかなきゃならないという部分

で、この部分は、新しいものを、ただ、はやり

のとやるんじゃなくして、今まで遠野が取り組

んできた一つの仕組みを、あるいは、形を、改

めて磨きをかけるというところに、一つの優位

性といったものを見いだすということになるん

ではないのかなと。 

 そうすれば、限られた財源も有効活用ができ

るし、また、再配分もできるんじゃないのかな
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というように思っているところでございますか

ら、そのような知恵と工夫が、今、求められて

いるということになろうかというふうに思って

おりますので、懸命に知恵を出し、そして、ま

た、工夫をしながら、子育てするなら遠野の具

現化にしっかりと取り組んでまいりたいという

ふうに考えております。 

○議長（浅沼幸雄君）  ９番瀧本孝一君。 

   〔９番瀧本孝一君登壇〕 

○９番（瀧本孝一君）  より一層、子育てする

なら遠野のまちづくりを進め、子育て支援策の

さらなる充実を願い、これで私の一般質問を終

わります。 

○議長（浅沼幸雄君）  次に進みます。５番

佐々木僚平君。 

   〔５番佐々木僚平君登壇〕 

○５番（佐々木僚平君）  日本共産党の佐々木

僚平です。通告に従いまして一般質問を行いま

す。私は、質問事項、消費税増税についてと、

メガソーラー建設についてを一括質問方式で質

問してまいります。 

 安倍首相は、10月より消費税10％に引き上げ

る根拠として、戦後最長の景気回復で仕事がふ

えた。就業者380万人ふえたと話しております

が、ふえた就業者の７割、266万人、実は高齢

者です。政府の調査では、ドイツやスウェーデ

ンでは、仕事がおもしろい。そのような回答が

５割前後で１位です。日本では、年金の削減で、

年金だけでは生活できない。仕事がほしい。こ

のような回答が49％でトップです。また、15歳

から24歳の就業者も90万人ふえておりますが、

そのうち74万人学生です。世界に比べ学費が高

く、仕送りでは足りずアルバイトをしているか

らです。やるべきは消費増税ではなく、引き過

ぎる年金の引き上げと、高過ぎる学費を引き下

げることではないでしょうか。 

 ことしの２月９日から11日に実施したＮＨＫ

の世論調査では、景気回復を実感していない。

これは66％であります。実感している。これは

８％。この数字に表れているように大きく下回

っています。これが実感ではないでしょうか。

実際、政府自身の調査でも、物価変動の影響を

除いた実質家計支出は、2014年の消費税８％増

税を景気に大きく落ち込み、年額で25万円も減

っており、実質賃金も、この６年で年10万円以

上減っております。このような時に、さらに増

税強行したら、まずまず消費は落ち込み、暮ら

しも経済も壊してしまいます。消費税増税の中

止は、政府が決断すれば今からでもできること

だと思います。 

 消費税は、国税と地方税を合わせて税率１％

で2.8兆円。税率２％なら5.6兆円にもなります。

軽減税率導入で新聞や食料品などの税率を８％

に据え置くことで１兆円程度の影響があると言

われておりますが、それを差し引いても4.6兆

円の大増税です。消費税は、平成元年である19

89年の３％からスタートして30年間の間５％に、

さらには、2014年４月には８％へと、次々３回

増税されました。そして、現在に至っておりま

す。 

 また、安倍首相は、今回はいただいた消費税

は全て国民にお返しする。この対策をやります

と言って、ポイント還元や複数税率導入を宣言

しております。このように、全てお返しする。

このように言うくらいなら、最初から増税しな

ければいいと思います。さらには、昨年12月10

に内閣府が発表した７月から９月期の国内総生

産、いわゆる、ＧＤＰ、日速報値では、11月出

した１次の実質年率、マイナス1.2％から大幅

に下降修正されマイナス2.5％になって、これ

は、前回の増税直後の2014年４月から６月期以

来の大幅な落ち込みになっております。アベノ

ミクスのデータより悪化しているんです。個人

消費も企業設備投資も、直近では、全てマイナ

スでは、増税の準備が整ってきたのでなどと、

とても言えないことだと思います。このような

状況の中で、増税することに市長のお考えをお

聞かせください。 

 消費税及び地方消費税は、2014年４月の８％

実施から５年近く経過して、今度10％になるわ

けです。合わせて、食料品と新聞について軽減

税率を適用し、その先にはインボイス制度を導



－ 76 － 

入するとしています。そうなると、事業所は取

引の区分を８％と10％と区分しなければなりま

せん。請求書や帳簿の記載がないと、仕入れ税

額控除が認められなくなります。また、４年後

の2023年10月１日から的確請求書方式、いわゆ

る、インボイス方式になり、税務署へ登録申請

して、発行した番号を記載することで課税事業

者になるそうです。３年間ごと、何％かずつ控

除ありますが、10年後の2029年10月１日からは

インボイスを発行できない免税事業者からの仕

入れは、取引先は一切仕入れ税額控除ができな

くなり、売上税的な感じになるわけです。 

 一方、輸出大企業には、輸出戻税があります。

例えば、2015年度で見ると、消費税の納税申告

額、これは地方消費税、これは除く統計。15兆

3,000億円、還付申告３兆6,000億で、輸出戻税

により消費税の徴収額が還付額に比べマイナス

の税務署が出てまいります。還付制度は輸出企

業の補助金なので、だから、輸出大企業でもあ

るところです。小さな事業所にとって消費税は

第２事業税的となり、重くのしかかります。負

担能力のない低所得者から集めた税金を能力が

あり余る大企業に支払っているのが実態と思わ

れます。 

 また、ポイント還元は複数税率とセットで対

象品、場所、買い方によって税率は５段階にも

なり、混乱、負担、不公平をもたらします。さ

らに、商売している方も、カード会社に払う手

数料が心配とか、キャッシュレス決済に対応が

できないとか、売れてもすぐ現金化できない。

このような不便さや不安を感じる人が多くいる

と思います。 

 国民が、この30年間で、累計372兆円の消費

税を納めた一方で、ほぼ同じ時期に地方税を含

む法人３税、累計で291兆円も減ってしまいま

した。さらに、所得税と住民税までも270兆円

減ってしまい、増税するたびに消費不況で税収

も減っているのが実態です。大企業や富裕層は、

アベノミクスで恩恵で空前の設けをしたことに

なります。この優遇税制の見直しこそが必要で

はないでしょうか。前に述べたとおり、軽減税

率を取り入れたからと言っても軽減されるわけ

ではなく、ただの８％に据え置かれるだけに、

逆に４月から、３月も行っていますが、４月か

ら軒並み物価の値上げがあり、ますます、私た

ちの懐が厳しくなるのはもちろん、複雑な制度、

仕組みの導入で、農業、証券、中小企業全ての

方が戸惑うことになると思います。このような

状況がやがて来るわけですが、市長としてどの

ように捉えているか伺います。 

 次に進み、メガソーラー建設についてお尋ね

します。私事、30年ほど前、高清水を背に、前

には猿ヶ石川が流れ、朝一番には朝日が差し込

む。このような土地に移り住んできて、本当に

よかったと思っております。きっと、この最高

の自然環境に移り住んできた皆さんもそのよう

に感じているはずです。その環境、抜群のこの

地に突然始まった大規模太陽光発電メガソー

ラー建設問題で、昨年11月28日とことし２月16

日、２度も地元紙に掲載されましたこの問題で、

それは12月議会でも、先般取り上げられたとお

り、条例の遠野市景観資源の保全と再生可能エ

ネルギーの活用の調和はもちろん、生活様式、

田畑や家畜、季節季節に守り通した文化、史跡

も数多く、また、３世帯の家庭もたくさんおり、

また、移り住んできた方も含め、この３自治会

あたりに約100世帯、300人以上が生活しており

ます。 

 今回の議会にも、請願要望が出されているよ

うに、住民の合意が得られていない状況、また、

地域の有志、反対の署名も地域住民の倍の600

名近くに達している模様です。このような事態

の一因に、地域住民に沿った市の対応がおくれ

たのではと危惧しております。この間、説明会

があり、初回は９月19日、地域づくり協議会区

長、これは参加していないけど、メンバー十数

人の参加と聞いております。２回目は12月16日、

昼は金ヶ沢自治会、夜には上山自治会と別々の

集会を開き、３回目は高場自治会。この３自治

会とも十数人の参加だそうです。その後、３自

治会の役員だけ召集されたとのことです。 

 私は、隣部落の私ですので、ある人からの知
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らせで、12月16日に案内はメモ的でしてござい

ましたが、参加させていただきました。事業者

からの、来年早々から、発電事業開始予定なる

チラシ。発電所計画の環境を配付され、初めて

足元の計画を知りました。地域住民の案内も届

かなかった家庭も多くあり、役員以外、１回し

か説明、参加していない、このような人が多く

おり、日がたつにつれ心配され、また、心配や

不安に思う地域住民がふえてきており、何とし

ても早くいい解決策が見いだされ、元の静かな

集落に戻ってほしいと集落の人たちも話してお

ります。 

 地域住民は11月28日付地元紙の市の諮問機関

に、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は11月22日付で、災

害防止策の計画提出など市とするよう答申が出

され、市は、今後、内容を踏まえ、同社に文書

で行政指導をする市長が、貴重な景観資源を守

ることは遠野の責務。防災や住民同意の観点か

らも慎重かつ適切に対応していく。このような

記事で知った人がほとんどでした、地域住民と

の合意もない中、地域住民同士、トラブルに発

展しないためにも、市に適切な指導力を発揮す

ることを認めたいと思います。今までの経過、

事業所からの申し出や指導確認などの積極的な

情報公開を今こそ、地域住民に知らせる必要が

急がなければならないのではないか。このよう

な思い、市長のお考えを伺います。 

○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）  佐々木僚平議員の一般

質問にお答えいたします。一括という中で、消

費税問題と、今、話題になっております事案で

ありますメガソーラー建設問題について、２点

での御質問と承りました。この中におきまして、

景気回復が実感できない状況の中で、消費税増

税に対する市長の考え方はどうなんだろうとい

う中で、さまざまな数字を挙げて質問の中でも

話されておりました。 

 この消費税問題につきましては、私から申し

上げるのもなく、社会保障の充実、安定化とそ

のための安定財源の確保を図るという趣旨でも

って、平成24年８月に、社会保障の安定財源の

確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための

消費税法の一部を改正する等の法律という、大

変長い法律の名前によりまして、この消費税の

一部改正が行われたということは、議員御案内

のとおりであります。 

 そういった中におきまして、去年、県では、

平成22年10月に、いうところの、当時の菅総理

の時代でありますけども、本部長とする政府与

党社会保障改革検討本部を設置したほか、平成

23年２月には、当時の菅総理を議長とする、そ

のような、一つの、この中でも、社会保障改革

に関する集中検討会議を設置いたしまして、社

会保障を支える財源として消費税を基本と考え

ていくべきという形で、これまで長く議論され

てきたという、そのような経過があります。 

 ３段階に上げながら、私は、やっぱり、この

中における社会保障あるいは年金あるいは子育

て、さらには教育といったような問題。これは、

本当に大事な、大事な国づくりにとっても大事

な一つの課題ではないかなと思っておりまして、

その中におきまして、この税制改正が行われ、

消費税が上げられた場合においては、この地方

自治体にも、社会保障財源として交付される。

遠野市でも、年間約２億円以上の消費税収が引

き上げられるという中で、引き上げ分が２億円

以上の上昇消費税収の引き上げ分が社会保障施

策の中に充てられる事業費に充当されるという、

そのような仕組みになっているところでありま

す。 

 そのような中におきまして、与える影響とい

うことになれば、その消費税引き上げ前の駆け

込み需要と、その反動による消費の冷え込みと

いうものもあるんではないだろうか。あるいは、

税込み価格の上昇による家計の実質的な所得水

準の減少ということも考えられるんではないだ

ろうかということが言われているわけでありま

す。 

 この国の試算によれば、今般の消費税引き上

げによりまして、負担増が約5.7兆円というふ
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うに推定されているところであります。前回の

消費税率が引き上った場合は、引き上げた平成

26年４月以降、財とサービスの供給活動が共に

低迷するといった、経済にも大きな影響を及ぼ

したことは記憶にも新しいというとこにあるわ

けでありまして、これから、消費税引き上げに

伴う対応といたしまして、消費税率あるいは幼

児教育無償化、年金生活支援給付金など、社会

保障の充実とプレミアム付商品券などの臨時特

別の措置なども示されているということも、こ

れも御案内のとおりだというふうに思っている

ところであります。 

 そのような中で、この部分が所得の減少を和

らげず、あるいは、臨時特別措置は駆け込み需

要とその反動を抑える効果があるとも、そのよ

うな形でも言われているわけでありますけども、

確かに、臨時特別措置といたしましては、国費

２兆円以上の規模の対策によりまして、経済の

影響を乗り越えるんではないのかなということ

も指摘されているわけでございますから、言う

ところの国レベルで考えるマクロ的な見方、さ

らには、市町村の立場として見るミクロ的な見

方。これは、やっぱりどうしても立場の違いが

ある。しかし、国がしっかりとした議論の中で

組み立てた一つの政策なわけでありますから、

これの分においては、市町村の立場としては、

なかなか、この分に向き合うという分において

の、一つの、はっきり申しますと、市町村長と

しての立場で考えれば、闇もあるし、考えなけ

ればならないこともいろいろあるということも

率直に申し上げておきたいと思っております。 

 大都市に比べると、地方経済はまだまだ、私

は難しい。それこそ、厳しい。難しいというよ

りも厳しいと言わざるを得ない状況にあるんで

はないのかなと思っておりまして、今般、消費

税引き上げに伴う使用料及び手数料の条例改正

を提案しているところでありますけども、市民

生活に大きく影響を及ぼします水道料金や、あ

るいは、水道料金の基本料金や下水道基本使用

料あるいは学校給食費に関しましては、これを

見送ったという。そのような判断に達しました。

市民の生活インフラとして、ライフラインを一

つ支える水道料金あるいは市民の生活の影響を

考慮した場合によれば、実質値下げによる判断。

消費税率引き上げに伴う影響緩和を講じるべき

との判断の中で、今のような措置を講じたとい

うことも申し上げておきたいと思っております。 

 子育て支援、先ほどもいろいろ瀧本議員から

も出ました。その中で、そういった中におきま

す学校給食費も同様に、消費税の引き上げに伴

う影響が及ばないように対応していく。国政の

大きなうねりの中で、福祉予算の安定財源とし

て消費税に頼らざるを得ない、そのような一方

の中におきまして、家計の負担増の緩和策など、

市民生活の影響を極力抑えるような知恵を出し

ながら、この問題に立ち向かっていかなければ

ならない。この問題に臨まなければならないと

いうふうな認識でおるということを申し上げて

おきたいと思っております。 

 さらに、この消費税の税率に対応したインボ

イス制度の導入、キャッシュレス手段を使った

ポイント還元に対する市長の考え方はというこ

とでありました。中小企業等の影響につきまし

ても、今回の引き上げは、食料品や、あるいは、

新聞購読料を対象に軽減税率が導入されるとい

うことになっております。これらの複数の税率

が適用されると、仕入れにかかる消費税率に、

消費税額を正確に把握することが難しくなるた

め、インボイスという、先ほど御質問の中に出

ておりましたけども、インボイスの運用税率や、

あるいは、適用税額の明記が義務づけられたと

いう、そのようなものは2023年10月から予定さ

れているということが、私も報告を受け、説明

を受けているところであります。個々の取引ご

とに、その引用適用税率が異なる中での課税額

を正確に把握できるんだという、そのような仕

組みとして位置づけられているわけであります。 

 ただ、ただいまの御質問にありましたとおり、

免税事業者がインボイスを発行できない。免税

事業者からの仕入れは、消費税の申告の際に控

除できなくなるといったような、結果的に、小

規模事業者が取引から外されるという問題も一
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つあるんではないのかなということが指摘され

ているとこでございますので、このインボイス

制度を導入後の３年間、あるいは、その後の３

年間といったものの中で、さまざまな一つの検

証をしていかなければならないような制度とし

て位置づけられるんじゃないのかなと思ってお

りますので、この複雑な制度運用に、制度初年

度の消費税の申告の多少の困難は、私は避けら

れないんじゃないのかなというような認識でい

るところであります。 

 さらに、時代の流れとして、キャッシュレス

決済によるポイント還元についても、ここで言

うところのキャッシュレス決済があまり普及し

ていない。これは、私も、なかなか、実態とし

てわからない部分もあるわけでありますけども、

キャッシュレス決済の利用の多くがインターネ

ットや、あるいは、オンラインショッピングと

いったような、あるいは、携帯電話料金の支払

いなどが、こういったことになっているという

部分もあれば、どこまで、これが、キャッシュ

レス支払いが、言うところのさまざまな仕組み

にマッチをするのかということが、まだ、不明

確ではないのかなというような認識もあるとこ

であります。 

 また、キャッシュレス決済の未対応の店舗の

多くが小規模事業者の店舗が考えられるという

現実もあるわけでございますから、短期間で、

どこまで対応は広がるのか不透明ではないのか

なというように思っているところでございます

ので、ただ、キャッシュレス決済自体は、言う

ところの消費行動の変化やインバウンドの対策

の側面からは望ましいという一つの流れがある

わけでございますので、これから、残された期

間の中で、このへんがどのように対応になって

いくのかという部分は、言うところの費用対効

果の面からしっかりと課題を捉えていかなけれ

ばならない問題じゃないかなと思っていること

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。 

 続きまして、メガソーラーの建設計画につい

てでありますけども、松崎町光興寺地区の太陽

光発電事業に対する市の対応という部分につき

ましては、この問題につきましては、12月市議

会におきまして、菊池美也議員からかなりの項

目にわたりまして経過と、それから問題点、あ

るいは、私の基本的なスタンス等についても質

問として承り、お答えを申し上げているところ

であります。 

 新聞報道等で、ただいまも佐々木議員からあ

りましたとおり、これにつきましては、事前協

議も、昨年の６月16日付で本事業の事前協議が

提出されているところであります。そのような

中で、一連の経過につきましては、繰り返しに

なりますけども、12月議会の際に申し上げてい

るところでありますけども、地域住民に十分な

説明もなく事業を進めることは、資源エネル

ギー庁が策定をいたしました事業計画策定ガイ

ドラインに規定されている地域住民との関係構

築が遵守するという、そのような中で対応しな

ければならないけども、これがきちんと遵守さ

れていなければ適正な事業とは言えないという

ことが、資源エネルギー庁が定めたガイドライ

ンの中にもしっかり書き込まれているわけであ

ります。 

 それから、御質問にありましたとおり、２回

の審議会の審査を行っていただきまして、景観

資源への配慮、住民の同意について十分な指導

を行うという中で、平成30年、昨年11月22日付

で答申がなされまして、その答申を受けまして、

同日付で業者のほうには、その旨指導を行った

という、そのような経緯があるわけであります。 

 さらに、年が改まりまして２月20日に、御質

問にこれもありましたとおり、当該地周辺の自

治会の皆様で構成される松崎町光興寺地区建設

予定の太陽光発電建設計画の中止を求める会か

ら、事業の中止等を求める要望書及び市民等約

600名の事業に対する反対署名が私宛てにも提

出されているところであります。そのことも踏

まえながら、これから当市におきましては、し

っかりとした、そのような情報を踏まえながら、

この地域を象徴する優れた景観、あるいは、豊

かな自然環境を有する区域を、再生可能エネル
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ギー事業の設置を抑制する抑制区域として指定

すること等の条例改正も検討中であります。 

 この条例改正の検討につきましては、12月市

議会の場におきましても、市の方針として、こ

の条例改正にもう一歩踏み込んだ中で、やっぱ

り、遠野の自然景観、あるいは、バランスの取

れた地域開発。さらには、地域住民の一つの輪

といったようなもの。そのようなものを分断さ

せるようなプロジェクトには持ち込まないとい

う部分の中で、強く意志の中で対応していかな

ければならないかというふうに、私自身は思っ

ているところでありまして、この条例改正につ

いても検討中であります。 

 特に、条例改正に当たりましては、全国の抑

制区域を定めた、他の自治会の条例の収集、分

析を行いながら、当市に適した、そのような条

例となるように検討を進めたいというふうに考

えております。他の自治会でも、この問題につ

きましては、非常に頭を悩めているという部分

は聞いているところでありまして、私も、いろ

いろ御指導をいただいている他の自治会では、

本当に困った。大変な、プロジェクトを持ち込

まれて、地域が二分されたというような、その

ような悩みが聞こえてきているところでござい

ますから、私は、これは、先ほどの瀧本議員の

質問の中でやりとりいたしましたけども、国や

県の指導を待つ。あるいは、国や県の制度に従

うということも含めながらも、やっぱり遠野市

としてのしっかりとした考え方に基づいて、事

業者と向き合わ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。 

 最後になりますけども、国の関係者の方々と

この問題につきましていろいろ意見交換した際

には、国も困っておりました。いや、困ってい

るんじゃないと。市町村をあまり困らせてくれ

るな。エネルギー政策だろう。国がしっかりと

したエネルギー政策を打ち立て対応すべき問題

ではないだろうかというような話をいたしまし

た。これは、エネルギー政策という中で再生可

能エネルギーは何ら否定するものではありませ

ん。やはり、環境に優しい。あるいは、自然に

も負荷が少ないということを考えれば、貴重な

一つのエネルギー源としては考えなければなら

ないかというふうに思っております。 

 きょう午前中の萩野幸弘議員の質問の中にお

いても、バイオマス発電の話が一つの御提案の

中でそういったものを取り組めないだろうかと

いうような、そのような話も出ている。まさに

いろんな技術革新がどんどん進んでいるところ

でありますので、この問題にもそのようなこと

の情報収集をしっかりと図りながら対応してま

いりたいというふうに思っているところでござ

いますから、その思いも申し上げまして答弁と

させていただきます。 

○議長（浅沼幸雄君）  ５番佐々木僚平君。 

   〔５番佐々木僚平君登壇〕 

○５番（佐々木僚平君）  消費税問題について

は、立場もあるからという答弁をいただき、そ

のとおりと思いますけれども、これは今現在、

市民生活中小企業者にとって本当に大変なこと

になると思います。 

 それから、目玉の商品として社会保障になく

てはならない。これも否定はするわけではござ

いません。例えば、北欧などでは、消費税がも

っと20％なんていうところもあります。しかし、

社会保障、徹底しております。日本のようでは

ございません。安心して賄っている。こういう

ことなので、一概に消費税全てに、そういう社

会保障にそこから取るというのはいかがかなと

いうふうにもちょっと考えていただきたいとい

うふうに思いますし、今回、例えば、幼児教育、

それから無償化と。これがあるからと消費税の

問題で12月議会、11団体からのを上げたけれど

も、これもちょっと取り上げてはいただけなか

ったけれども、岩手においても待機者が５万人

以上の６万人近い待機者が、それから県北では

一戸とか軽米とか、さらには奥州とか、隣の住

田とか、このような方は取り上げて採決されて

おります。このように、これから３月議会始ま

っていると思いますが、そのようにあることも

頭に入れておいていただきたいというふうに思

います。 
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 戻りますが、利用地保障、これ、都会にとっ

ては大変都合のいいと。遠野の場合では、保育

所の数も待機者がそれほどないということ、そ

の補助に対して急激に補助があるということで

企業に対してもなるというと、それこそ申し込

みの子どもたちがふえるけれども、対応すべき

までさえ都会の場合でも待機者がすごいという

中で、施設がないのにそのようなよりも、遠野

の場合は消費税も回して利用していますよとい

うのを伺っていました。 

 しかし、これは保育士のたがを緩やかにする

ということは、裏を返せば、子どもの安心して

預けられる、こういうふうなのが少し心配され

るのではないかと。生きている人間を預かって

いるということなので、そこも頭に入れていた

だきたいというふうに思える。 

 さらに、次の地元のメガソーラーの問題につ

いては、本当に部落同士で血縁関係が多い中に、

それから、よそから来た人は本当に井戸水何百

万円もかけてつくって飲んでいるわけです。民

宿している方もおります。飲み水にしている方

もいます。下のほうには家畜もおります。その

ような状況の中で、本当に現地調査も私してき

ましたが、急斜面にわざわざ広葉樹をやって保

水力を高めるような地域住民、それでなくても、

申し出にあったように中に書いているとおり、

地域住民、消防も危険地域をくまなく回って、

本当に地域住民のために頑張っています。そう

いうわけで、本当によそからも前段に言ったと

おり、自然環境も身近なところにすごくふえて、

多くの人が移住しております。 

 それで、例えば、両方、地権者は、悪気がな

くて税金ばかり払っているよりもお金になるか

らという方が何人かおりました。こんなに揉め

ると思わなかったから悪いことをしたとか、ま

た、なに、山地開発許可書というのをもらって

いるから、あんたたちは今まで事業者に対して

かかった分、賠償請求が来るから覚悟せみたい

に亀裂が入り、欠けるような言動が、別々に聞

くとあります。 

 これをもとを正せば、前段のスタートライン

がかなり住民に遅かったのではないかと。実際、

私が知ったのは、先ほども言ったように12月半

ば過ぎです。年の瀬も暮れてドタバタと。しか

も、聞いてみると、皆さんが言っているのは、

おら山持ってないから書いていないと、そのよ

うに不参加の人がかなりあったと伺います。そ

れから、書面の中身を見ると、地権者を除き、

その集落はほとんど署名しているようです。 

 どっちがいいとか悪いとかっていうんじゃな

くて、今からでも話し合いの積み重ねでそうい

う事情も組み入れながら、市民に対しては御指

導いただければと、このように思います。私自

身も何かないかというときに、除草剤のお話を

したら絶対に使わないと言われましたけれども、

みんなは信用していません。さらには、地域住

民に草刈りも手伝ってもらいたい。そうすると、

雇用と需要とお金になると、このようなことも

言っていますし、地域に対しても自治会に対し

ても、年に２回ほど、具体的な中身は言いませ

んけれども、そういうような話もあったり。 

 最終的に責任をどなたがとるのかという、素

朴な疑問も広がっております。このように、説

明もやった回数、誰が同意したかっていうのを

判断するのかも疑問になってきます。１回しか

質問も、地権者はもう判子ついたっていうのが

ほとんどなので、２件ぐらいしか私はかたりま

せんとはっきり申し出た方は、とてもその場で

どちらという意見という状況でなかったと、こ

のようなことも後で聞きました。 

 実は、これ2006年の、戻りますが、よぎった

のは市長もおりますけれども、核の廃棄最終処

分で大野平の話があったときに、地元住民は全

然わからなくて調査されて、聞こえてやがては

市民センターで説明会を開いていただき、県に

対しても市長が県に、増田知事だったと思うん

ですけれども、そのように地域住民の命と安全

を守る。本当に、申し入れあの当時は私はわか

らなかったけれども、共産党は申し入れをして、

本当にそのときに感謝をしておる記事を見つけ

ました。 

 このように、そこ、頭よぎったもんで、それ
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の二の舞にならないような、例えは、違います

けれども、本当にこれ以上大事にならないよう

に、この大野平も、実は新聞報道で猿ヶ石川の

もとで源流で上流になるわけだったので、市民

全体の問題と捉えるような動きになる説明会を

大勢の方が参加しました。 

 最後に、戻ります。事務所、万が一の場合は

全部補償しますということであっても、市と地

権者が責任あるんじゃないかとか、そのような

ことも言われ、私らには手に負えない、市はど

うなんだと言われてもわかりません。そういう

ふうな質問が次々に関わったせいでいろんな質

問攻めに遭います。でも、一つひとつ知恵を借

りながら、何とか今までどおり、まとまった地

域にさせたいという一心で頑張りますというぐ

らいにしか言えなかったので、その辺のことも

組み入れて市長の御見解をさらに確認したいと

思います。 

○議長（浅沼幸雄君）  質問者に確認しますけ

れども、発言を制限するものではございません

が、今の２回目の質問時間のほとんどが質問者

の意見というふうに私は受けとめました。質問

というのは、最後のくだりということで解釈し

てよろしいんでしょうか。 

   〔５番佐々木僚平君登壇〕 

○５番（佐々木僚平君）  実は書いた時点で渡

された資料の中で、資料を見て初めて、前に諮

問機関もやっている経過もというのを記事にし

たもんで、これからの対処方法、深く取り組ん

でいかなければならないといったのをもう少し

具体的に聞いて地元に帰らなければならないと

思いますので、一つ、その辺も含めてもう少し。 

○議長（浅沼幸雄君）  答弁者、質問は理解で

きたでしょうか。 

 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま再質問という

形でのお話を承りました。 

 消費税の一つの取り扱いについては、社会保

障、あるいは、教育なり、子育てなり、年金問

題になりにしっかりと立ち向かうというのが消

費税であるという部分を、我々もしっかりと受

けとめながら、これには向き合わなければなら

ない。 

 一方で、では複数税率の問題で、インボイス

といったような流れも、キャッシュレスといっ

たものを含めながら、これもきめ細かく対応し

ていかなければならないというような新たな課

題、これにも向き合わなければならないという

ような、そのようなものを先ほどの答弁の中で

課題と進むべき方向について申し上げました。 

 それから、メガソーラーの問題につきまして

は、繰り返しになりますけれども、12月市議会

の場におきまして、この問題については慎重か

つ、遠野の一つのあるべき姿を見出しながらこ

れに向かっていきたい。環境の調和といったも

のの中で、これも同じことを申し上げますけれ

ども、環境の調和等に関する条例を定めていっ

たということが、実は新聞報道されたときに、

県の幹部の方から、そこまでもう手を打ってお

ったんですかという話をされました。だから、

やはり、これは県としてもしっかりとした条例

を定めるとか、あるいは指針を我々のところに

ガイドラインでもいいから示すとかっていう部

分の姿勢を示してほしいものだということで、

強く申し入れをしてきました。 

 そのような中で、やはり、市町村を苦しめる

んじゃないんだと。やはり、岩手県として、そ

して、また豊かな自然といったようなものを、

そして広大な命の作業と言われる農林畜産業と

いったものがその中でしっかりと位置づけられ

ており、水産業を世界三大漁場という中で、遠

野というよりも岩手の三陸沖が大きな、そうい

った水産資源のそのような漁場にもなっている

というような、いろんなことを含めれば、一次

産業のしっかりとした構築をしなければならな

いという中で、エネルギー政策の中で振り回さ

れることがあってはならない。 

 また、孫子の次の世代にそのような負の遺産

のようなものを残すわけにはいかないという部

分も、やっぱり我々には責任をもってしっかり

とそれに向き合わなければならないかというよ
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うに、あらためて思っているところであります。 

 高レベル放射性廃棄物の問題も、今、質問の

中で出ました。ときも文字どおり、まさに市民

一丸となってあれをはね返したという一つの経

緯があるわけでございますから、まさにそのよ

うな中におけるものとしてこの問題にも向き合

いたいという決意を申し上げまして、答弁とい

たします。 

○議長（浅沼幸雄君）  ５番佐々木僚平君。 

   〔５番佐々木僚平君登壇〕 

○５番（佐々木僚平君）  先ほどはまとまりな

くて申しわけございませんが、最後に一つ。 

 市とのかかわり、これは住民から出されたの

は、市も入った三者でそういう場が持てないん

ですかということを言われましたが、その辺は

いかがですか。お尋ねします。事業者、市の行

政も入った説明会に参加することはできるのか、

できないのかというお尋ねです。 

○議長（浅沼幸雄君）  確認しますけれども、

ただいまの御質問は、地権者、事業者との間に

市も入っていただけないかということでよろし

いんでしょうか。 

   〔５番佐々木僚平君登壇〕 

○５番（佐々木僚平君）  そうです。 

○議長（浅沼幸雄君）  それを確認ということ

でよろしいんでしょうか。 

 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  何度も申し上げました

とおり、しっかりと課題を整理しながら、向き

合うということを申し上げているわけでありま

すから、ここは本会議場でありまして、一般質

問の場でもございますので、そういった個別の

問題等につきましてはここで言及するっていう

ことでもって、やはり果たして適正なのかどう

なのかということも含めながら。もちろん、私

もこの問題に対する一つの考え方は持っており

ます。しかし、いろんな方々の意見も聞かなけ

ればならない。そして、一番ベターな、できれ

ばベストな一つの選択肢の中から、これと向き

合っていかなければならないっていうことを思

えば、やはり、ここでの発言は慎重に持ってい

かなければならないという部分が、今、私の立

場であるということも。ただ、強い決意でこの

部分には臨むんだという意思は持っているとい

うことを申し上げているわけでございますから、

御理解をいただければというように思っており

ます。 

○議長（浅沼幸雄君）  ５番佐々木僚平君。 

   〔５番佐々木僚平君登壇〕 

○５番（佐々木僚平君）  少々疑問が残るとこ

ろはございますが、私の質問、以上で終わりま

す。 

────────────────── 

   散  会   

○議長（浅沼幸雄君）  お諮りいたします。本

日の会議はここまでとし、散会いたしたいと思

います。これに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（浅沼幸雄君）  御異議なしと認めます。

よって、本日はこれにて散会いたします。御苦

労さまでした。 

   午後５時15分 散会   
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