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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。 

────────────────── 

日程第１ 一般質問 

○議長（浅沼幸雄君）日程第１、一般質問を行

います。 

順次質問を許します。10番多田勉君。 

   〔10番多田勉君登壇〕 

〇10番（多田勉君） おはようございます。多

田勉でございます。 

質問に入る前に、多田市長におかれまして

は、先の市長選挙において多くの市民の信任を

得て、見事御当選を果されましたことを、心か

らお慶びとお祝いを申し上げます。 

課題山積する当市の発展の原動力として、

遠野の明るい未来を切り開いていかれるように、

市民とともに切望するものでございます。また、
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健康には十分御留意の上、私ども一緒になって、

ともに市民の付託に応えるべく御活躍をされま

すよう御期待を申し上げます。 

さて、今年ももう残りわずかとなりました。

１年を締めくくるこの時期、実りの秋を終え、

豊かな気持ちで過ごしているこの時期でありま

すけれども、残念なことに大幅な米価の下落を

はじめ、農家をはじめとして市民の生活は疲弊

いたしております。どうか市民の皆様におかれ

ましては、御健康でより幸せ多き新たな年をお

迎えいただくように心からご祈念を申し上げま

す。 

それでは、市長は就任の所信表明演述で公

約に「市民の命と暮らしを守る」ということの

実現を目指す五つのビジョンを掲げております。

私はこのことを念頭に置きながら一問一答方式

により大項目４点について質問をしてまいりま

す。 

それでは最初に大項目１点目、鱒沢地区セ

ンター整備についてでございます。このことに

ついては以前にも、質問を行ってきた経緯があ

りますけれども、しかし、再三の質問に対して、

整備に向けた明確な答弁をいただけないまま現

在に至っております。このことは地域間の格差

拡大が懸念されるなど、鱒沢地区市民に対して

落胆と不安を与え続けてまいりました。 

このような状況を招き続けてきた市の対応、

親身になって答弁、説明いただけない姿勢に強

い疑問と差別感、不平不満の思いを抱き続けて

まいりました。新市長におかれましては、その

ような懸念を払拭するような御答弁を期待をし

ております。 

現在の鱒沢地区センター整備に伴う進捗状

況と実現に向けた今後の方針がどのようになっ

ているのか、具体的に市長の御答弁を求めるも

のであります。 

○議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君） 応援、お祝いのお言葉

をありがとうございます。本日が私が市長に就

任しまして初めての一般質問の答弁でございま

す。非常に楽しみにしておりました。 

市議会と行政は両輪です。どちらが偏って

も真っすぐに進むことはできません。私は常に

市議会とはあるときは市民のために話し合い、

是々非々で議論を進め、あるときは提案し合い、

よりよい道を決定して協働しながら遠野の明る

い未来に向かって進んでいく所存です。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

鱒沢地区センターの整備について申し上げ

ます。結論から申し上げますと、令和４年度に

実施設計を行い、令和５年度に建設を目指す計

画としております。年明け早々には基本計画を

基に地域説明会を行う予定にしています。 

経過を申し上げますと、平成28年、その取

り組みがスタートしたようです。29年には地域

住民が主体となって鱒沢地区センター整備検討

委員会ですか、これが立ち上がりました。そし

て、提案、提言さまざまいただいているようで

す。令和２年に庁内に鱒沢地区センター整備検

討会議を設置して基本構想もまとめられており

ます。 

今後の地区センターの更新、いろんな所で

必要になってくると思いますが、そのモデルに

なる地区センターと、そう位置付けて私も期待

をしております。 

コンパクトで遠野産材を活用した利用に便

利な地区センターができることを期待しており

ます。 

以上です。 

○議長（浅沼幸雄君） 10番多田勉君。 

   〔10番多田勉君登壇〕 

○10番（多田勉君） ただいまの市長の答弁で

は、令和４年実施設計、令和５年建設、そうな

ると供用開始が令和６年ということになるだろ

うというように想像します。 

ただ、この地区センターの当初の、先ほど

市長の答弁の中にあった令和２年、検討会議が

設置されて、そこでいろいろ議論されてきた経

過の中には、31年に本来は完成をしているはず

だと。ところがそれから３年、今現在経過しま

した。そしてさらに今後３年経過するわけです。
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ということは、この鱒沢地区センターの計画が

できてから、会議が始まってから６年間を経過

してしまうと。果たしてそれが遠野市が目指す

均衡ある地域の振興、そういったものに結びつ

くのかどうかということが私は非常に疑問であ

ります。 

この地区センター構想の以前には、老朽化

している地区集会所として老人憩いの家を新築

してほしいという経緯がありました。 

そのことを念頭に置いて整備にあたって地

元自治会の集会施設としても位置付けていただ

きたい、そういったことも考慮しながら今後の

課題として捉えていただきたいものであります

けれども、先ほど私が市長の答弁に対してお話

をしたこの６年間、トータル６年間という時間

を費やしてしまうわけですが、市長はどのよう

にそのことに対してお考えか。 

そしてまた、先ほど申し上げた地元集会施

設としての機能、そういった考えの捉え方、今

後どのように市長は取り組もうとしているのか

ですね、はっきりとその供用開始の時期も含め

て、ここでお示しをしていただきたい。 

○議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君） 鱒沢地区の市民の方々

が、市の対応について強い疑問、不満、差別感、

これを抱いていらっしゃる、そのお気持ちは痛

いほどわかります。 

私もこの件に関して、経緯等調べました。

そして担当課のほうから御説明いただきました。 

私の率直な感想では、担当課良く準備して

いたなというところでございます。おそらく担

当課も、やり切れない思いで今日まで時間が経

過したのだと私は理解しました。 

今度、実施設計に入ります。それからでき

るだけ早く完成する。現在はこのことをお約束

させていただきます。そして老人憩いの家です

か、これに関しては解体する方針です。ですか

ら集会等につきましては、この地区センターを

御利用いただけるように、設計も間仕切りを外

せば大きな部屋になるなどの形を取って、フレ

キシブルに使えるようにしていきたいと思いま

す。 

つきましては、11月…12月ですか…12月で

すね、説明会を行います現地の。日程につきま

しては、詳細またお知らせしますが、その中で

皆様の意見をもう一度いただきながら、細かい

部分を調整して臨んでいくということになりま

す。 

その現地説明会の際に御質問さまざま頂戴

し、当方からもしっかりと答えて対応させてい

ただきながら、これまでいただいた不信感、こ

れらの払拭に努めたいと考えております。 

以上です。 

○議長（浅沼幸雄君） 10番多田勉君。 

〔10番多田勉君登壇〕 

○10番（多田勉君） できれば令和４年早々に

実施設計の発注をして、そしてその内容が具体

的に整えば、早急に工事発注につながるように、

１年１年の区切り単位じゃなくて、やはり速や

かにその計画を全うできるように、私は新市長

の今後の行政運営に心から期待をしております。 

ぜひ私のみならず、遠野市民のそういう気

持ちに親身に応えていただくように、私は望ん

でおります。 

それでは、大項目２点目に移らせていただ

きます。市道高舘線整備についてであります。 

未改良箇所が日常的に与える不都合・不具

合は、管理者の責任が問われる事案発生の恐れ

もあり、重要な課題として市長の見解を伺って

まいります。 

過去には未改良部分は狭あい且つ傾斜とな

っていることから、自転車での通行者が接する

沢に転落したという事案が発生しております。

大事に至らなかったことは非常に幸いでござい

ますが、このような危険を含む市道を整備しな

いまま放置することは大きな問題と捉えざるを

得ません。 

また、この市道は地域の排水路が横断して

おり、猿ヶ石川への排水が十分に排水されず、

冠水の危険性という課題も抱えております。 

このことについては、だいぶ前から「市道
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改良と合わせてそのことも解決を図っていく」

と、そういう説明がなされてまいりました。 

市村合併当初から課題とされてきた高舘線

の未改良部分の整備に対して、いまだにその見

通しが明確化されず長期にわたるこのような市

の姿勢に疑義を抱かざるを得ません。 

このような実情を市長はどのように受けと

めておられるのかお伺いいたします。 

○議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君） 非常に重要なことであ

ります。年間400件超えるこういう話が遠野市

にあるようです。これに対して、しっかりと向

き合っていくということは行政の義務だと考え

ております。 

しかるに、予算、財政というものもござい

ます。一つには、計画的にその路線を整備する

ために必要な費用をどういうふうにして捻出す

るか、県や国にお願いしなければならないこと

もあります。あるいは遠野市が持っている自主

財源でこれに充てることもあります。 

この路線に関して、この規模に関して申し

上げます。現在のところ、来年度予算で即座に

着工するということはできないと考えておりま

す。しかし、こういう市民の声に応えるために

しっかりと財政の確保、これに取り組んでいく

ということお約束いたします。 

これまでの経緯を見ますと、この場所で事

故が起きたということもございます。安全確保、

そのためにできうる対策は講じます。 

そして、平成17年市町村合併のときに、生

活に身近な道づくり事業として始まったという

ことも分かりました。かなりの時間が過ぎてお

ります。残されている区間は200メートルです

が、何とか早期に実現できるように努力します。 

皆さんのお気持ち、本当に痛いほどわかり

ます。これからそのためにもしっかりと財政基

盤を整えて、新年度、そして来年度、その次の

年度に向かっていきたいと思いますのでよろし

くお願いいたします。 

以上です。 

○議長（浅沼幸雄君） 10番多田勉君。 

〔10番多田勉君登壇〕 

○10番（多田勉君） やっぱり市長の答弁にも

ありましたが、財源の確保。ただ、その財源、

いくら必要とされるのか。そういった調査をし

た上で、やはり国に対しても県に対しても要望

していくというのは、私は順序であり大事なこ

とだというふうに思ってます。 

すぐ工事発注されれば、これは全く喜ばし

いことでありますけれども、少なくても市の今

の厳しい財政の中で、どれだけの予算がここに

投入しなければならないか、そういったことを

しっかりと把握しながら市の財政運営、そうい

ったものにも取り組んでいかなければならない、

これは一つの材料だというふうに私は理解して

ます。 

そういった意味を兼ねてしっかりと調査測

量するなり、そして財源の規模を見極めながら

国、県、特にも多田市長においては、さまざま

な国、県とのつながり、関わりもあるというふ

うに私は認識をしておりますが、そういった役

割も市長として果たしていただきたい。積極的

に国に要望活動するなり、そういったこともや

っていただきたいというふうに私は思っており

ます。 

そこで、適正な市道管理には狭あいや路面

の凹凸の解消はもちろんでありますが、安全を

確保するという市道管理が最も重要であるとい

うふうに私は理解をしております。 

適切な判断の下に最悪の事態を招かない為

にも、早期の整備実現を目指すべきと考えます

が、再度、市長の今後の改良に向けた見解を再

度お伺いをいたします。 

○議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君） ただいま多田議員おっ

しゃったとおり、しっかりと予算の目論見を取

って、計画に臨むということは全く同感であり

ます。 

これから遠野市内であるさまざまなことに

関しては、そのような姿勢で臨んでいくつもり
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です。同時にこの400件にも及ぶ同じような要

望があるということに関しても、しっかりと見

ていきたいと私は思っています。 

この道の構造、道の作り方、公共施設の作

り方、全般に言えることですけれども、現在遠

野市には道路に関する構造上の基準や雨水の対

策に関する基準がございません。これらは安心

安全なまちづくりのためには、どうしても必要

なことです。 

そのことを遵守すること、民間も官も一緒

になってそれを進めていくことが、生活基盤を

整えていくということになりますので、その点

からもさらに修正をしていきたいと思います。 

今おっしゃっていただいたことを念頭に、

これらのことを進めてまいりますのでよろしく

お願いいたします。 

○議長（浅沼幸雄君） 10番多田勉君。 

〔10番多田勉君登壇〕 

○10番（多田勉君） 非常に日常生活に深い関

わりのある市道でありますから、さまざまな要

望・課題、年間400件、これを逐次整理してい

かないと、これが年々400件が500件、600件と

増えていくっていうのは、私は目に見えて分か

ってる数字だと思います。やはりいろんなライ

フライン、さまざまな生活に身近な部分につい

ては遠野市の重要課題として捉えていただきな

がら、市民の安全確保、私は優先していただき

たい。市民も楽して日常生活をしてるわけでは

ございません。厳しい中でも遠野市の財政確保

のために、納税の義務を果たしながらそういっ

た日々の生活を過ごしてるわけですから、市民

の思い、市民の安全を重要課題として、私は多

田市長には心に大きく据えていただきたい、重

く据えていただきたいと私は願います。 

それでは、大項目３点目に移らせていただ

きます。市内の体育施設の管理と改善について

でございます。 

市内には多くの種目に対応できる施設が整

備をされまして、有効的に活用されてきている

というふうに認識をしております。 

その成果として市内小中学校、高校、そし

て多くの市民がそれぞれの分野で素晴らしい成

績を収めております。このことは私、市民の１

人として嬉しく誇りに思っているところであり

ます。 

しかし、この体育施設整備以降、年数経過

と時代の変遷に伴って、施設の機能面において

現在抱えている課題の認識と対応について、ど

のようにお考えなのかを伺ってまいりますけれ

ども、施設整備が全て満足できる、完結に至っ

てないような部分もやはり見受けられるのでは

ないかなというふうに私は受けとめております

が、市内体育施設の利用実態に即した、補完整

備の必要性があると私は常々感じておりますが、

例えば野球場においてはいまだ手作業で点数の

表示をしております。 

私は、この野球場においては、電光掲示板

への改善、そしてサッカー場においては日々の

大会を紹介する掲示板等の設置、他市の状況か

ら見ると当市としても取り組むべき対策の一つ

というふうに私は考えますが、市長はこの課題

認識としてどのように捉えているのかお伺いを

いたします。 

○議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君） 私もずっと小さいころ

から、遠野でスキーやサッカー、陸上やってき

ました。環境というのは本当に大事だと思いま

す。同時に安全も非常に大事なことであります。 

現在は、その安全というところに視点を置

かざるを得ない状態で職員も努力しています。 

ただし、やはり時代の流れ、これらを考え

ますと野球場の電光掲示板もサッカー場の電光

掲示板も、または陸上競技場のタータントラッ

ク、これらにしっかりと対応できるような体制

にしていきたいと私は強く思ってます。 

遠野からは今回も神宮大会で活躍した野球

の選手が数名出ています。陸上でも箱根駅伝を

目指して進学した子ども、もう子どもではない

ですね。それから、高校駅伝を目指して強い学

校に進んだ本当に可能性のある子どもたちが遠

野から生まれていきます。 
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健やかに育つためのスポーツ選手を育成す

る施設については、できるだけ時代に即した形

で対応したいと私は強く思ってます。そのため

に、先ほど多田議員からお話しされた「しっか

り予算を確認しろ」という言葉も真摯に受け止

めながら、どういう方法でその予算を獲得して

いくか、これに私は市長として取り組んでいき

たいと考えています。 

以上です。 

○議長（浅沼幸雄君） 10番多田勉君。 

〔10番多田勉君登壇〕 

○10番（多田勉君） 日常の利用風景を見てま

すと、公益的な利用の拡大が進んでいるなとい

うふうに認識をしておりますけれども、設置以

来年数も経過していることから、このことに対

応した施設環境の改善に取り組むべきというふ

うに私は思いながら質問をしているところであ

ります。 

宮守にある銀河の森運動公園のテニスコー

トにおいては、整備当時植栽された緑化木が大

きくなって応援に来ている父兄の皆さんをはじ

め、参観を遮る状況にあります。 

また、サッカー場においては沿道沿いの歩

道で参観、応援する方々の姿が多く見られます。 

市長は施政方針の中に「人の可能性が広が

るまち」と競技環境の充実を図るとしておりま

す。グラウンド内の更新整備は実施されてきて

おりますけれども、そのような環境についても

適時の改善に取り組むべき課題と考えますが、

市長の見解をお伺いいたします。 

○議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君） これもまた同感です。

しっかりと対応していきたい。 

サッカー場に関しましては、コロナでグラ

ウンド内に入れないために外にいて観戦してい

ただいているという状態だとは思います。それ

にしてもスタンドなどの施設はありません。ゆ

くゆくはそういう環境を整えることは重要だと

認識しております。 

銀河の森の運動公園に関しても同じです。

これ運動公園だけじゃなくて観光施設について

も、ある樹木の管理、雑草管理、これらは重要

なことだと考えています。 

もう少し広い観点からそれらの対応を検討

していく必要もあると私は思っています。その

ためにもしっかりと財政基盤を整えていかなけ

ればなりません。 

道路の改修、道路計画の推進、施設の管理

もしくは新設、これらに向かうために単にやり

たいということだけではできないことは、皆さ

んも私も共通の認識だと理解しています。です

から、それに応えるためにもしっかりとした財

政基盤と予算の獲得、これに努力して行きます

のでどうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（浅沼幸雄君） 10番多田勉君。 

〔10番多田勉君登壇〕 

○10番（多田勉君） 特にも、サッカー場にお

いては、歩道で雨模様のときにも傘をさして応

援、参観している方々がたくさんいらっしゃい

ます。 

先日も、自転車の学生が歩行者を転倒させ

て、昨日ですか、トラックにひかれて亡くなり

ました。あのような環境は１日も早く解消しな

ければならない大切なことだと、私は日々あそ

こを通ってみて、特にも土日は多くの人があそ

こを往来、歩道に沢山の方々がおります。あれ

が遠野市のサッカーを応援する市民の目から見

ても非常にさみしいなと、理想とする対応の仕

方ではないと、私は非常に残念でなりません。 

遠野市民が一生懸命になってサッカー、遠

野高校のサッカー部、全国大会出場を願って一

生懸命応援している姿、そういった思いをしっ

かりと受け止めていただきたい。やはり事故が

あってからでは私はだめだというふうに思いま

す。 

そのようなことをしっかりと日常の中から

受け止めていただきながら、本当に解決してい

ただきたいことだというふうに思っております

ので、そのことを申し上げまして、次に進ませ

ていただきます。 

大項目４点目でございますが、緊急時にお
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ける車両運行可能な環境の確保についてであり

ます。 

空気が乾燥して全国で火災が多発するなど

火災の発生しやすい時節柄でありますが、緊急

を要する急病や災害時等において市道、遠野市

の市道ですね、そして私道路、問わず対応が難

しいとされる居住地域に対し、課題の解決に向

けた迅速な行政の対応が求められ、安全安心の

確保が重要と考えます。このようなことは全国

でも問題事案となっている例が数多くあります。

急病や火災など災害時の出動要請を受けた際に、

救急車両や消防車両が現地に到達できないよう

な通行が困難とされる箇所が市内には何箇所か

存在するというふうに思います。 

対象となるそういった箇所を把握し、明ら

かに支障となる箇所の解消が急務であるという

ふうに私は思います。市民の生命、財産を守る

という大切な役割を担っている立場として、市

長はこのことをどのように受け止められている

のかお伺いをいたします。 

○議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君） 重要なことだと考えて

います。二つの考え方をしなければいけないと

思います。 

これまでもう既にあるもの、ある状態、こ

れに対する対応と今後の予防、このことです。

これまでのことについては、今までも遠野市の

コミュニティの強さ、これにかなり頼っている

部分はあります。しかし高齢化も進んでおりま

す。その危険箇所の確認、樹木等も合わせてで

すね道路の幅員、これらの状況を確認して把握

するというのはまず第一歩。それをどういうふ

うに具体的に解消していくかということが、そ

の次になされるべきことです。 

まず把握に努め、そして解消に努める。そ

の場合には民地に関わることもありますので、

市民の皆さんの協力、コミュニティの協力をい

ただかなければならないことも多いと考えてい

ます。 

もう一つは将来に備えたことです。例えば

消防自動車が入れるように、もしくはその敷地

に入った後にしっかり活動できる空地、これら

に関することです。 

遠野市には現在のところ家を建てるときに

道路をこうしましょうと、幅員がこれでは緊急

車両が通れないのでそのとき困るからこうしま

しょうとかいう部分の基準、これが建設サイド

ではありません。これらもしっかりと鑑みて、

新たに設計基準、安全基準を検討していくこと

は急務だと考えております。 

しっかりと市民の安全、これを守るために

取り組んでいきたいと思います。この答弁を行

うに際して、危機管理の担当、消防の担当、話

を聞きました。かなりの部分で現状は把握して

いる、そういうふうに私は認識しました。 

彼らがその仕事を進めやすいように私はし

っかりと背中を押していきたいと思いますので、

どうぞよろしくお願いします。 

また、スポーツ施設の環境について、私も

スポーツが大好きでやってきたので、なかなか

この積極的に取り組むということに関してはち

ょっと遠慮もありました。 

しかし、多田議員から心強いお話しをいた

だきましたので、何となくタガが取れたような

気がしております。 

スポーツに限らず、市民の健康安全のため

に努力していきたいと思いますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（浅沼幸雄君） 10番多田勉君。 

〔10番多田勉君登壇〕 

○10番（多田勉君） いろいろ初めて多田市長

に対する質問に対して、答弁を今までいただい

てまいりました。 

一般質問をはじめ、議会での質疑応答に対

しては、市民の関心が非常に高まっているとい

うふうに私は実感をしております。答弁した後

の見える対応、これが私は重要だと思います。 

市民の期待を損なうことのないような、損

なうことがあってはならないという意識をとも

ども共に持ちながら、市民に対する説明責任を

果たすということが私は何よりも大事だという
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ふうに思っております。 

遠野市は市民に寄り添い信頼関係を大切に

しているという姿を、私は示し続けていただき

たいというふうに強く願っておりますが、この

ことに対して今までの答弁を振り返りながら市

長の思いをもう一度お伺いいたします。 

○議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君） 全く同感と考えていま

す。政策も今は社会課題が山積とは言いながら、

さまざまな市町村でも共通した課題、これがあ

ります。その課題にみんなで向かうわけですけ

れども、問題はしっかりと第一歩を踏み出すか

実行するか、これらがその全てにその答えにな

ると私は思っています。できることをやる、そ

れだけではなくて、できることを話す、有言実

行、これをしっかりと守っていきたいと思いま

す。ただ、現在ではできないとかそういうこと

はあります。全て全部が全否定とか全肯定とか

そういうことではなく、質を高める、議論の質

を高める、そして方法論を皆さんで相談しなが

ら考えて実行していく、このことを肝に銘じて

進んでいきたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

○議長（浅沼幸雄君） 10番多田勉君。 

〔10番多田勉君登壇〕 

○10番（多田勉君） 遠野市の原動力、エンジ

ンとして強い力をもって遠野市民を引っ張って

いただくように心から御期待して、私の今回の

一般質問を終わります。 

○議長（浅沼幸雄君） 10分間休憩いたします。 

   午前10時46分 休憩 

────────────────── 

   午前10時56分 開議 

〇議長（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。４番佐々木敦緒君。 

   〔４番佐々木敦緒君登壇〕 

〇４番（佐々木敦緒君） 佐々木敦緒でありま

す。市民の命と暮らしを守るプランについて、

市長に一問一答方式により質問します。 

多田一彦新市長には、心から御当選のお祝

いを申し上げます。20年ぶりとなる新鮮な風、

さわやかな風を感じています。希望に満ちあふ

れる、新遠野市創生を御期待申し上げます。 

さて、市長は、安心して暮らせるまち、市

内で経済循環するまち、みんなでつくる福祉の

まち、人の可能性がひろがるまち、風土を守り

継承するまち、これら５つのプランを掲げ御当

選なされました。 

市長所信表明演述でその内容をお聞きしま

したが、それではこれらの実行実現を図ってい

くための、プランといいますか構想についてお

伺いいたします。 

○議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君） ありがとうございます。

佐々木敦緒議員の議会での一般質問はたびたび

遠野テレビで拝見しておりました。特に農業に

関する見識は深くて、私も勉強させていただい

ておりました。ですから、今議会において議論

ができること、そしてどういう方法を取ってい

けばいいのかという提案をし合えること、これ

らをわくわくしながら待っておりました。 

これからの農業をしっかりと一緒に向上さ

せるように取り組んでいきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

先ほども申し上げましたが、今の社会課題、

各産業の課題も共通しているものがあります。

その共通課題をしっかりと見据えて取り組んで

いく。何が違うか。人と方法論、そして実行す

るかしないか、これらが違いとなってくる、そ

ういうふうに考えております。 

私は、所信表明でも述べさせていただきま

したが、第２次遠野市総合計画後期基本計画の

五つの大綱につながることが、私の政策にしっ

かりとあると考えています。その基本計画は、

もちろん議員の皆様も承認をされてできている

ものですから、私としては尊重していくという

ふうに考えています。その中で社会状況または

遠野市の状況に応じて必要な変化、必要な修正、

これはどの計画でも当然必要なことだと思いま
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す。変化する時代に適用していかなければなり

ません。同時に、新たな視点の将来に向けた展

開をそこにプラスするということは、重要なこ

とだと考えています。まずは対話、これを重視

するという私の考えは全く変わりありません。 

この定例会終了後、市内全11カ所で皆さん

とお話しをする機会を作っていただきました。

同時に、各産業、各テーマございます。テーマ

別の座談会、意見の交換会と申しましょうか、

これも開催していく予定でございますからよろ

しくお願いします。 

皆さんのアイデアを伺いながら具体化を図

り、令和４年新年度予算に反映させていきたい

と考えております。 

以上です。 

○市長（多田一彦君） ４番佐々木敦緒君。 

   〔４番佐々木敦緒君登壇〕 

〇４番（佐々木敦緒君） 私のお聞きしたかっ

たことは、どのようにして五つのプラン実現し

ていくのだろうという期待感がありましたが、

まだまだ先がありますので予算に組み合わせて

いくというお話しをいただきました。 

次に市長は、農業は遠野の宝と力強く発言

された。 

さらに「農村地帯が潤えば遠野市全体が活

性化する」とも。農林水産省の資料では、14年

前、平成19年の米価は60キロ１万5,075円、当

時の物価で考えれば農家の潤いが想定できます。 

それが今年の米価、概算金は１万円を下回

り、農家は大打撃を被っています。 

国が公表した資料では、米の60キロ当たり

生産費は1万896円となっていますから、小規模

米農家は採算割れも考えられます。 

このような状況のなか、市長は「農林畜産

業の働き手確保」を掲げています。その具体的

な内容についてお伺いします。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君） まず米価につきまして

は、一市町村が大きく変えていくということは

かなり難しいことだと考えています。 

したがって、岩手県、農協、一緒になって

国に対して働きかけていくということは申し上

げさせていただいておきます。 

もう一つは、昔から言われました「地域が

良くならなければ、町はよくならない」これ当

然のことだと思います。 

では地域をどうやって良くしていくか、こ

れと農業というのは非常に密接なものだと思い

ます。 

「農業がだめだ、だめだ」こういう話しを

聞きます。なぜ、どういうふうにだめか、これ

が私は明確にわかりません。 

しかるに、しっかりとした農業の経営、見

える化、新しく農業をしようという人が生活が

できるかどうかという判断をできる基準、これ

らをしっかりと見えるようにしていかなければ、

新しく農業に取り組もうと思う人は少ないかも

しれません。このことは非常に大事なことだと

思います。 

同時にいろんな起業塾、起こすほうです、

これもあります。私は農業に特化した農業起業

塾、これを開催する必要があると考えています。 

遠野でできる農業、そして生活するために

どういう組み合わせで農業をしていけばいいか、

これらをしっかりと発信をして、農業技術、こ

の指導にまでつながるような体制を作らなけれ

ば新規就農者というのは難しいだろうと思いま

す。 

そのほかにもどういう部分が必要かという

ことは、皆さんの声をいただいていきたいと思

いますが、現在はですね、コロナ禍でオンライ

ンということがよく言われます。この農業につ

いても、農業の見える化、そして戦略的にＰＲ

していく。この中にオンラインで相談を受ける

とかそういうことも必要な時代だと思います。

オンラインであれば映像もお伝えできます。 

いずれにしても、そういう体制を整えてい

くということは遠回りなように見えますが、こ

の課題は昨日今日始まった課題ではなくて、10

年も20年も前から言われてる課題であります。 

しっかりと今できること、これを相談して

取り組んでいきたいと思いますので、よろしく
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お願いします。 

遠野には緑峰高校、素晴らしい高校があり

ます。私はこの高校があることを遠野のチャン

スとして捉えていきたいと思います。 

これからの将来を担う遠野の期待の星たち

が学んでいるわけですから、市も一緒になって

その育成に取り組んでいきたいと思います。ど

うぞよろしくお願いします。 

○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〕 

〇４番（佐々木敦緒君） 大変安心しました。

起業塾を作るというお考え、賛同いたします。 

私は、「農林畜産業の働き手確保」は農業

所得を高める生産基盤の確立が先になければ難

しいとの観点から質問します。 

近年の厳しい農業現場で、必死に米や野菜

づくり、牛の世話に励む専業農家、新規に就農

した若者は野菜やホップ、ワサビ等の栽培、畜

産に懸命に頑張っている。この姿を見るとき

「家族を養える安定した生活を保ってほしい」

そう思う毎日であります。 

「農林畜産業は遠野の宝」とはいえ農家が

繁盛しなければ宝になり得ない、私はそのよう

に思います。 

市長の所信表明、農業で生活設計ができる

よう高収益農家の拡大を図るとしています。 

それでは、農業所得増大に向けて市長が考

えていること、それを具体的にお伺いします。 

○議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君） 先ほどと少し重なる部

分があるかも知れませんが、ご容赦下さい。 

まず農業に関しても高齢化が進んでおり、

働き手の確保ということは同時に担い手確保、

これは重要なことであります。農業をどういう

ふうにして持続していくか、これも同時に考え

ていかなければなりません。持続できるように

するために収益も向上させなければなりません

が、生活基盤だけではなくて生産基盤、これも

圃場整備など含めてですね、もう一度見直して

いく必要があると思います。合理的に効率よく

進める農業をもう一度計画していくという必要

はあります。 

もう一つ、個々の農業、この持続が難しい

となれば、グループ、組合、企業、それぞれの

形での農業のスタイル、これを模索しなければ

なりません。このことについては、しっかりと

勉強会を含めてやっていかなければなりません。 

遠野には模範とするべき組合、会社、しっ

かりあります。まず身近なところから学んでい

くということは重要なことだと思います。 

スマート農業などもありますが、さまざま

多角的にダイバーシティーといわれています。

多様性を持たせながら農業を進めるということ

は必要だと思います。 

また、飼料作物や草地の団地化、これらも

同時に重要だと思います。 

私が個人的に思ってることですが、どこか

に行った時に「この米はおいしいべ」って言わ

れるんです。確かにおいしいけども、常に思っ

たことは「いやいや遠野の米もうめえぞ」と

「俺は遠野の米やっぱりうめえな」と、そう思

ったことが何回もあります。 

だから例えば、頑張ってる若者たちといっ

しょに、「おいしい米日本選手権」みたいなも

のを開催する、最初は会からのスタートでもい

いです。それに取り組む姿勢、熱意と、だんだ

んトップを目指していって上がっていくこの過

程をしっかりとお見せする、そして自分たちも

確認していく、こういうプライド、これを取り

組んでみるのも一つの方法だと私は思います。 

もしかすると、そのおいしい米選手権で１

位になれば、３位でもいいですけども、米の値

段が上がるかもしれない。農産物、特産物とよ

くいます。これにはしっかりとストーリー、背

景、その生産する人の熱意と顔、これが見えな

ければその価値は上がっていかないと私は考え

ていますので、その一つずつの、一つひとつの

努力が収入の向上につながっていくと考えてい

ます。 

一つひとつ取り組んでいきたいと思います。 

○議長（浅沼幸雄君） ４番佐々木敦緒君。 
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   〔４番佐々木敦緒君登壇〕 

〇４番（佐々木敦緒君） おいしい米選手権、

大変希望が湧いてくるようなお話し、御答弁を

いただきました。  

まだ私は別な考えがありますので、これか

ら質問させていただきます。 

昭和17年、食料需給と米の価格安定を目的

に食糧管理法が制定され、農家の暮らしは安定

していたところに、昭和45年に「減反政策」が

導入された。これに当時東和町長であった故小

原秀夫氏は、真っ向反対した。「減反は農家の

判断に任せるべき」「米づくりの放棄は農家の

やる気をなくしてしまうから」との主張でした。 

平成７年には、ヤミ米やコメ市場の開放を

名分として食糧管理法が廃止された。折しもこ

の年の生産者米価、政府米ですが、統計資料で

は１俵２万円台。この一連の政策の誤りにより、

農家は農業収入での生活が困難となり、 若者

の農業離れが進み後継者がなくなった。それが

今の農業、農村の姿ではないか。小原町長の主

張は正しかったと振り返ります。 

国は、農林水産物•食品輸出促進法を改正の

方針。輸出規制が緩和される見込みです。 

そこで提案です。市長は民間企業や海外と

のつながりがおありです。このパイプを通じて、

遠野でつくられた米は農協と市が連携し、米流

通を行う組織を構築する。例えばふるさと商社

はどうかと考えます。農家自らが販売する以外

の市内の米は、全量高価格で買い取り、市民は

もとより家畜も遠野米を食す地産地消の徹底。

地産地消の推進で残ると予想される米や青果物

は、先ほど市長もおっしゃいましたが「日本の

ふるさと遠野米」として、仮称でございますが、

海外への輸出や企業の社員食堂、飲食店等への

売り渡しなど、いわば遠野独自の食糧管理を確

立して、生産者米価、青果物価格を安定させ、

水田農業そして農家の命と生活を守る。 

千葉県のＪＡいちかわは、中東への農産物

輸出に力を注ぎ農家の所得増大を図っている実

例もあります 

農水省は、今年の農産物輸出１兆円突破と

公表しています。 

いかがでしよう、市独自の食糧管理を確立

しませんか。市長の御見解をお伺いします。 

○議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君） 新米市長にいきなり壮

大な構想を提案していただきました。 

生産管理、これがまだしっかりとできてい

ない状態でありますが、食糧管理、全量買い取

りというお話し、いかにも佐々木敦緒議員らし

い枠を飛び越えた発想だと思いました。 

現在の遠野市、そういうふうにしたいのは

山々ですが、目指すことは一つの理想としてい

いなと私は思いました。現在、これは少し難し

い、正直申し上げまして。そういうふうに考え

ています。 

ただし農産物の海外輸出、これについては

既に取り組みが始まっております。香港、シン

ガポール、クボタさん、企業さんといっしょに

やっているということです、始まるということ

ですね。これは非常にいい取組、いい観点だと

考えています。 

例えば数年前であれば米を海外に輸出する

場合、ＡＳＥＡＮとか欧米諸国ありました。特

に高かったのは香港、中国、台湾ですね。これ

らは非常にいいマーケットだと認識しておりま

す。ただし、燻蒸といいますか持っていく形に

よっては燻蒸をその国指定の工場を通さなけれ

ばならないなども問題もありますので、そこで

費用がかさんで結果的には利益が取れないとい

うようなところもあるようです。 

しかし、このいい取り組みが始まっている

ことを任せきりにするのではなくて、しっかり

と分析をして、どういうふうにしていけばさら

にそれは進められるか、量を増やせるか、そし

て収益を大きくできるか。この検討、これには

しっかりと分析と検討ですね、取り組まなけれ

ばいけないと考えています。 

そのほかにもアジアは米が多い、そのよう

に考えがちですが実際にはＡＳＥＡＮ諸国でも

自給率というのはさほど高くないんです。国が
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ＯＤＡで多額の資金をＡＳＥＡＮ数カ国に支援

しています。 

これらについても現物を扱うことはできな

いんだろうか、そのお米を買い取ってもらって、

国内在庫を減らして新たにそれを回転させてい

くことはできないんだろうか、さまざま考えて

おります。 

これからの時代に向けてこのような発想と

検討、これをみんなで重ねていくことがその第

一歩だと私は考えています。よろしくお願いし

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〕 

〇４番（佐々木敦緒君） いきなりは厳しいと

いうことは重々認識しております。 

次に畜産について伺います。70億円台に低

下した農業総生産額。遠野郷畑作の基幹である

葉タバコ、今年で耕作をやめる農家が多い。他

の作物への転作がなければ畑が荒れるばかりか

市の経済は一層低迷する。 

農林業センサスによれば、20年前と比べ遠

野の農家数、農家人口ともに大きく減少し基盤

が弱っています。 

このようななか、本市農業生産額の６割以

上を占める畜産業はどうか。乳用牛はほぼ半減

して974頭。繁殖牛や肥育牛等肉用牛はわずか

に増加している。これは廃業する畜産農家が多

いなか、若者や企業が必死になって多頭化に取

り組んだ結果です。この流れを絶やさず、さら

なる増頭対策や米、野菜、花卉、果樹、ワサビ、

林業などを組み合わせた利益率の高い複合経営

を確立する農業基本計画。 

以前、旧宮守村ではこのような分厚い計画、

旧遠野市ではこのような計画がございます。そ

れでもって遠野市では農業生産額100億円を超

えた、旧宮守村では30億を超えておったことで

ありますので、この基本計画をまとめ上げて、

それの実行が必要と考えますが、市長のお考え

を伺います。 

○議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君） 先日の所信表明で温故

知新という言葉を使わせていただきました。し

っかりと歴史背景を確認して、これは風土から

できているものであって、この先もそこは尊重

すべきところでそう考えています。これを研究

しながら新たな計画の策定、現在ある計画を尊

重しながら、そこに加えた新たな方向性という

ことは常に考えなければ、求めなければいけな

いことだと認識しています。 

この点について、何と何の組み合わせがい

いのかというお話しがありました。全くそのと

おりで、フレキシブルに農業を捉えていくなら

ば、農業に携わる形態、グループとか会社とか

さまざまな話しもしました。それと組み合わせ、

構築、当然あることです。もう遠野市民やって

ることだと思います。 

そして畜産に関してもお話しされていまし

たので、畜産、遠野の農業の中の過半数、生産

高を占めていると。花巻ＪＡ管内でも35パーセ

ント近くを遠野の畜産が担っていると。これは

遠野にとっては主力の産業でなくてなんだろう

かと、しっかり行政も力を入れて背中を押さな

ければならないと私は思います。 

そのために必要なこと。これから先の経営

形態、これから先の畜舎のあり方とか、さまざ

まなことを研究してより合理的に、先ほども申

し上げましたけども、合理的に整備するという

ことと同時に、その働く環境も合理的にしてい

かなければならないと思います。 

そういう点で、令和３年、初年度として、

第３次遠野市農林水産振興ビジョンというもの

を掲げております。この中でもリーディングプ

ロジェクトとして畜産は挙げられています。そ

の畜産を伸ばすために具体的にどうするかとい

うことを、ここに踏み込まなければ絶対に進歩

しないし伸びないと私は思います。その第一歩

をまずは産業別、テーマ別の座談会の中で意見

交換をさせていただきたい。絶対に生産頭数を

増やさなければ農業生産高は上がらないんです。 

そのために何をするかということを、第一

歩、何をするかということを皆さんで確認して
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進めていきたいと思います。 

○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〕 

〇４番（佐々木敦緒君） 私は、地域の続きの

水田約４ヘクタール、７名の農家を説得し、こ

れに岩手県単独補助「いきいき農村基盤整備事

業」を導入。農家の負担なしで畦畔を除去し、

10年間若い酪農家のデントコーン栽培地として、

賃貸借契約を締結した。貸し手は賃貸料が得ら

れる実例です。 

農業者の高齢化や収益の減少により、不耕

作地が増加することへの対策や米価下落の対処

には、乳用牛や繁殖牛、肥育牛、豚や鶏等家畜

の増頭を図り、その食料需給基地として水田を

デントコーンや牧草、ＷＣＳへ、あるいは放牧

地に転換を図る施策が必要と思うのですが、市

長のお考えを伺います。 

○議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君） 率直に申し上げて、良

い提案だと思います。 

生産者、ＪＡ、関係団体の方としっかりと

話しを進めなければいけないと考えています。 

○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〕 

〇４番（佐々木敦緒君） 今年の米価は大暴落、

大規模米農家は500万円以上も収入が減ったと

の声も聞かれる。収入保険制度やナラシ対策は

あるものの減収は避けられないうえ、今後の米

価の回復も見通せないことから、米農家への支

援など、その対策は重要かつ喫緊の課題。市独

自の食糧管理の取り組みができないのであれば、

難しいという市長の先ほどのお話しでしたが、

難しい、できないのであれば米価の価格安定を

図るためには一層の転作が避けられない。 

その推進の一つとして、遠野市農業再生協

議会で、水田活用の直接支払交付金、産地交付

金に市で予算を補填し、戦略作物デントコーン

や牧草転作に助成金をかさ上げする市独自制度

の創設を考えた。これによって、牛の増頭に結

び付くと考えます。 

さらに畜産振興公社と市が減収分を折半し、

市営牧場で生産し販売している牧草価格の引き

下げ、畜舎や堆肥舎の新設及び増築など生産基

盤の整備に対して、国や県の補助に、これもか

さ上げを図る制度も構築し、乳用牛、繁殖牛、

肥育牛、農用馬、養豚、養鶏、鶏卵、羊の増頭、

増羽を推進し、畜産業を100億円産業に発展さ

せる畜産部門の10年計画を策定し、実現を図る

べきと私は思います。 

そのため、先ほど水田を飼料供給基地への

転換が必要とお伺いしたところでございます。 

畜産を100億円産業にまで発展させる10年計

画の樹立。市長のご見解を伺います。 

○議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君） 細かい手法と中身に関

しては別としまして、非常にいいことだと思い

ます。こういう計画をしっかりと立て、もちろ

ん生産者関係者の方々と相談して立てて、実現

に向けて努力するということは最も重要なこと

だと考えています。 

畜産で100億、そうするとおそらく敦緒議員

は、ほかの耕作で100億と。そうすると200億に

なるだろうとそういうお考えだと思いますが、

本当に遠野市の農業を将来につなげるためには、

そのぐらいの計画を立ててみんなで取り組んで

いかなければいけないと思います。 

私は、農業に関しては一生懸命勉強しよう

という気持ちはありますが、残念ながら素人で

あります。皆さんの声を聞かせていただき、私

も職員もしっかり質問をさせていただき、農業

の新たな計画ということではなく、今ある計画

を尊重しつつ変えるべきところを変え、伸ばす

べきところを伸ばすという姿勢でそれらに取り

組んでいきたいと思います。いい提案をいただ

いたと考えています。 

○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〕 

〇４番（佐々木敦緒君） 私は農業で生計が成

り立たなければ、担い手育成支援を受けた新規

就農者の５年後の営農継続や、認定農業者等担
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い手の確保も難しく、海外や都会に働き手を求

めても、後々の支払いを考えれば頼めなく、む

しろ耕作の放棄が進むと考えます。 

農業に希望が持てる、農業、農村の形態を

作り守っていかなければ、永遠の日本のふるさ

と「田園風景の遠野」は失われ、「田園放棄の

荒れ野」になると案じます。 

その様にならないよう新市長の熱意と行動

力をもって、畜産業100億円の取り組みと併せ、

農業全体の所得増大を図っていただきたい。 

市長は経営の多角化支援に努めるとしてい

ますが、これまでの議論を踏まえて、農林畜産

業の働き手確保に向けた市長の思い、再度お伺

いします。 

○議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君） 私は、農業は遠野の宝

だと思っています。その宝というのは、農業が

あるからただ単に農業を延ばせばということで

はありません。農業、おいしい食というのは豊

かな自然、山、森、そしてきれいな水、そこか

ら生まれてくるものです。この背景、これは遠

野は本当に日本でも屈指のものだと思います。

 これから将来、食糧事情は悪化していくでし

ょう。食糧危機も絶対にあります。なぜならば

日本の食糧自給率は50パーセントいってないで

すね。これに対して遠野市はチャンスと捉えな

いでどうするのかと考えています。 

現在の農業を持続させていくと。この努力

と同時に、先に出ていくということを同時に進

めなければいけないと強く考えております。 

○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〕 

〇４番（佐々木敦緒君） さて、人口減少、高

齢化などへの対応が急務です。 

核家族化の進行で、高齢者は年金だけが頼

みの綱、厳しい生活を強いられている上に、通

院、生活必需品の調達、入浴、食事の支度等困

難な方が多い。 

そこで介護福祉士やホー厶ヘルパーの需要

が増加し、その人材育成が急務です。 

市長は、市内全域を隈なく歩かれ現状を察

してのことからと思います。介護専門学校を作

ると明言されています。 

介護専門学校、２年制、３年制どちらをお

考えかお伺いします。 

○議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君） 民間で第一には取り組

むことを考えていきます。 

そして、遠野に現在ある介護施設の中で、

働き手不足で運営できないという施設もござい

ます。私の父も昨年８月に亡くなりました。そ

のときは花巻の施設で亡くなりました。遠野で。

そういう思いは私だけではなくて、多くの市民

の方が考えていると思います。これらにも対応

していかなければなりません。 

その方法論の一つとして、介護現場で働く

人のもちろん待遇改善もあります。それと、そ

の施設に対する遠野市の厚い支援、これもあり

ます。同時に、もう一つの方法として人材を育

成していくと。その中でインターン、アルバイ

トあります。 

遠野市にとっては非常に重要な存在になっ

ていくと思いますので、これについては一つの

チャンネルとして挑戦していかなければいけな

いと考えております。 

○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〕 

〇４番（佐々木敦緒君） 専門学校を卒業して

も、介護福祉士は国家試験の合格が必要。市長

のお考えの学校は、受験に当たっての知識と経

験を身に付ける学校でしょうか。内容について

もう少し詳しくお伺いいたします。 

○議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君） 先ほどお答えを一つ飛

ばしておりました。当初２年で考えるべきと思

います。 

専門学校作っていくにはハードルがありま

す。いきなりどの民間でも２年から始めていく、

専門学校から始めていく、その専門学校の前に
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は会社であったり違う形での２年間のしっかり

とした活動が必要だと。これらがその許可の前

提となっておりますので、そのプロセスにより

ます。 

また、民間の力をしっかりとそこに誘導し

たいと私は考えておりますので、その民間を共

通理解をしっかり持ちながら応援ができるかど

うかということになると思います。 

介護福祉士の資格は受験資格ができるので

あって、いきなりそれでもらうわけではありま

せん。しっかりとそこに取り組むように指導す

るというのがこの狙いであって、その先も遠野

市内で働いてもらえる、もしくはインターンと

して働く前からサポートしてもらえると、そう

いうことを考えております。 

○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〕 

〇４番（佐々木敦緒君） ２年制の民間を考え

ておるという御答弁をいただきました。 

専門学校の学費は安くない上に、介護現場は相

当厳しいとの声が聞かれます。にもかかわらず

見合った収入が得られてなくて、他業種との格

差が生じていました。 

国はようやく賃金の引き上げなど、処遇改

善に動きだしたところであります。 

このようななか、市長が構想する施設、民

間ということではございましたが、ハローワー

クの職業訓練枠等の学校か、それとも一般の学

校でしょうか、学生の募集等、内容についてお

伺いします。 

○議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君） 介護に関することでは

職業訓練校でも職員の初任者研修を行っている

と聞いています。 

しかし、今回はその資格ということになり

ますと、その専門学校に入るそのあと介護福祉

士になっていく、目指していくということから

考えれば、学生の募集には条件が付されてきま

す。同時に外国人の入学、これも視野に入れる

べきと考えております。 

○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〕 

〇４番（佐々木敦緒君） 私がハローワークと

言いましたのは、学費が高い専門学校、ハロー

ワークの紹介であれば学費が免除とか定額とい

うことがありましたので、それらのことをお尋

ねしたところであります。 

誰もがいずれは高齢者となり、介護が必要

になる。これに応えるとともに、経済の活性化

にもつながる市長のプランは時宜を得たもので

あります。市民の皆様からも、大きな期待の声

が寄せられます。 

そこで確認ですが、予定する校舎、どちら

方面をお考えかお伺いします。 

○議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君） これもまたずばりとし

た質問で、何とお答えしようかと今考えており

ますが、場所を特定するというのは差し控えた

いというのが率直な気持ちです。 

しかし、遠野のバランス、さまざまな施設

のあり方、バランス、使える施設等を考慮して

進めていく必要はあると思います。 

お答えになってるかどうかあれですが、そ

れと先ほどのハローワークの件に関しても、で

きる補助はいろんなところから情報を得てする

という姿勢でいきたいと思います。 

○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〕 

〇４番（佐々木敦緒君） 大変すばらしい御答

弁をいただきました。ニュアンス的にどちら方

面かなというのが、勘の中でありますが感じる

ような気がしました。 

それでは次に、近年激減している観光客の

呼び戻しこれが急務です。 

コロナ禍の影響前から落ち込みが顕著で、

宿泊業、飲食店は規模縮小や閉店を目にします。

その静けさとさみしさが、観光客の遠野離れの

要因になってはいまいか。さらにコロナ感染症

収束後における観光復興への初動の遅れ、座し

て待っていては何もつかまらない。 
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青森県では早くから、三内丸山遺跡など世

界遺産を前面にＪＲの駅にポスターを掲げパン

フレットを積んだその先見性、手際の良さには

感心しました。 

秋田県でも宿泊補助の拡大など、新聞に大

きく広告を載せた。 

本市でも先取りの対応が望まれます。ＳＬ

銀河は23年春に終了する計画。そうしたなか、

市長は「観光戦略の構築」も掲げておられます。

その戦略について詳しくお伺いします。 

○議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君） 観光については、遠野

のポテンシャルはものすごく高いと私は考えて

います。大自然があります、そうすると当然自

然を活用した体験型のメニューというのはでき

ていくと思います。 

コロナ禍、この状況を経て旅行の形態も個

人や小グループに変化しています。家族の場合

も多いと思います。そして、人はやすらぎ、心

のやすらぎ。そして、遠野人に接する。遠野人

の体温って、こんなに寒いけれどもあったかい

んだなというふうに接してもらうことがとても

大きな戦力だと思います。 

ですから私は、現在ランドマーク。ランド

マークっていうと建物があるというふうに捉え

られるんですけど、ランドマークの観光ではな

くて、そのランドマークを活用した人と人との

交流、遠野の文化との交流、もっとも遠野には

強い武器があります、郷土芸能です。これは日

本一、世界一だと私は思っています。 

これらをしっかりと伝承してそして伝えて

いく、発信する。この必要性は大きい、そうい

うふうに考えます。 

また、遠野にはＮＰＯの遠野山・里・暮ら

しネットワーク、グリーンツーリズムや農家民

泊などもしています。 

遠野には本当に風情のある宿場町も多くあ

ります。小友、宮守、達曽部、遠野もその最た

るものです。 

これらをもう一度その賑わいを復活させて

いくと、こういうプロジェクトは各宿場町で必

要ではないでしょうか。そこに鎮守様があって、

郷土芸能があって、地域の人と接しながら遠野

の暖かさを感じてもらえば癖になります。いろ

んな所にありますから回りきれません。ですか

ら何回も何回も遠野に来なければならないし、

何日も滞在しなければなりません。 

そういうふうに地域と一体となった観光を

していきたい、メニューをしっかりと作って観

光をしていきたい。 

もう一つ大事なことは、その観光を進める

体制です。観光協会、観光推進協議会等ござい

ます。私はこれを整理するべき。整理というの

は変な意味ではありません。しっかりと考え方

をまとめて、いい方向に持っていくという意味

であります。このことに着手をしなければなら

ないと思います。 

もともと観光協会は遠野の観光を牽引して

おりました。今もそうです。観光協会のフォ

ローアップ、これは絶対に必要だと思います。 

○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〕 

〇４番（佐々木敦緒君） イタリアのサレルノ

市、アメリカのチャタヌーガ市と姉妹都市を。

東京都武蔵野市、三鷹市、熊本県菊池市、宮崎

県西米良村、愛知県大府市、兵庫県福崎町の６

市町と友好都市交流。また、南部藩ゆかりの10

市町と令和南部藩交流を行ってきました。 

コロナ禍により交流事業、物産交流も滞っ

た間に福崎町など３市町の首長が変わったと思

っています。 

本市も、国内外に広いネットワークをお持

ちの新市長が誕生しました。観光振興にもつな

がる都市間交流、今後の展開についてお伺いし

ます。 

○議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君） これまでの都市間交流、

友好関係、これについては私よりも皆様の方が

おそらくお詳しいと思います。かなりの数の友

好関係、交流関係がございます。これらは人・
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物・金といいますが、この交流についても非常

に大きな役割を果たしていたと思います。文化

もそうです。 

特に郷土芸能、何度も申し上げますが、こ

れについては大きなものがあったと思います。

これらはしっかりとこのまま大事にして続けて

いくと。同時にもっともっとグローバルであっ

て、多様性のある交流は必要になってきます。 

さまざまな所とさまざまな場面で交流は生

まれると思います。ただし、友好関係とか姉妹

都市とかそういう形を新たに取っての形とは考

えていません。 

これまでのことを大事にしながら広げてい

きたいと思います。 

○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〕 

〇４番（佐々木敦緒君） 次に、今年も冬到来。

石油ストーブが赤くなり、こたつにスイッチが

入った。 

このようななか、原油価格続騰、県民悲鳴、

ガソリン価格県内平均163円、灯油も上昇、家

計大打撃と大きな見出し、11月５日付け地元紙

が報じました。値上がりは依然として続いてい

ます。 

冬の必需品ストーブ、１リットル100円、昨

日は110円でございましたが、100円を超えた灯

油価格では、必要なだけ買えない家庭もあると

考えます。 

実際にホームタンクに満タンに補給する方

が減り、小分け購入が増えたとミニタンクロー

リーの配達員からお聞きしました。 

市長は、この冬の燃料高騰対策をいかに講

じられるのか、お考えをお伺いします。 

○議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君） 大きな問題であると考

えています。政府も備蓄燃料どうするという形、

先日のテレビのニュースでも産油国の方針転換、

伝わってきています。若干、遠野の燃料店でも

値段が下がったような気がします。 

しかし、コロナ禍において生活は厳しいも

のであるし、同時に外出を自粛することから灯

油の消費も激しいと考えています。 

これらに対しては、しっかり対応していく

べきと思いますが、政府、そのほかの方針の決

定を見て取り組んでいかなければいけないと思

います。 

第１次として遠野市では「冬のあったか応

援事業」、生活困窮者世帯の経済的負担を軽減

するという計画をしております。この事業は非

課税世帯のうち65歳以上の高齢者世帯、障がい

者がいる世帯、ひとり親世帯を対象とし、一律

5,000円を支給するものであります。本議会に

おける、令和３年遠野市一般会計補正予算（第

５号）に計上しております。 

実施時期につきましては、令和４年１月か

らの支給を目標としています。まずこれを徹底

します。その上で社会の状況鑑みながら、新た

な手段が必要であればまた皆様にお諮りをして

いくということになろうかと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

○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〕 

〇４番（佐々木敦緒君） 冬のあったか応援事

業については、後ほど質問の中で触れさせてい

ただきます。 

昨年の冬、山間の独居高齢者を訪ねた時の

こと。旧家の広間に大きなブルーヒーター、前

は薪ストーブ、「夫が他界し薪がない」「収入

は年金だけ」「灯油代を払うと生活できない」

そこで言葉が途切れました。今ほど灯油が高く

ない去年の話であります。 

先ほど市長も触れましたが「ガソリン高抑

制へ国が補助、年内の適用を目指す」と報道さ

れました。しかし、すでに冬本番。国の原油高

騰対策は元売りへの補助や石油備蓄の放出。消

費者への恩恵はあまり期待できないと話す専門

家もあります。 

そこで私は、１リットルあたり53円80銭付

加しているガソリン税と温暖化対策税を付加す

る灯油税の凍結ないし減額、高騰の間です。石

油備蓄の放出はこれにあるかと思ってますが、
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または、ガソリン価格が３力月続けて160円を

超えた場台、揮発油税を一時軽減する卜リガー

条項の発動を国に緊急要望が必要と考えます。

市長のお考えをお伺いします。 

○議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君） トリガー条項につきま

しては、さまざま活用するその条項を発令する

ためには条件があるようでございます。東日本

大震災の時に設定されたものです。これについ

ては、発動するためにはまた新たな法律、また

は政府の判断が必要だということでございます。 

ですから私どもができること、これは今

後の国の対策や動向を見ながら、要望を上げて

いくと。この条項の廃止や停止これらについて

も柔軟に現状態であっても対応できるようにお

願いしていく、この動きはすべきかと考えてお

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〕 

〇４番（佐々木敦緒君） 残念ながらトリガー

条項のみの答弁でございました。私は税金を課

しているガソリン税は道路財源に向けるために

ガソリン税があるんです。これらを一時凍結す

るってことも必要だというふうに思ったので、

質問したところであります。 

国へ要望してもかなう可能性は低いかもし

れません。しかし、意思表示は地方自治体の首

長として重要な役割であります。 

原油価格の高騰は、タクシー等運送業、土

木建築業、クリーニング業、飲食業、宿泊業な

ど、全ての業種に影響があります。農家は、ハ

ウス内暖房用の燃料、化学肥料や農耕飼料、値

上の打撃を受けている。しかし、今さら国に文

句を言っても始まりません。 

何より市民のため、今、市が取る対策は何

か。 先ほど市長答弁していましたが、今回本

市は「冬のあったか応援事業」を計画も、コロ

ナ感染症の影響により収入が減少した世帯、し

かも高齢者世帯、障がい者世帯またはひとり親

世帯であって、市民税の非課税世帯に限った支

援。なぜこのような規制を課すのか。市民税の

データは２年度の申告のもの。コロナ禍の影響

を加味されたとは言えない。今年の燃料価格は

異常。それに加え、マスクや消毒液購入など、

全世帯の支出がかさんだ上に、この冬ストーブ

ばかりかお風呂の燃料代の出費が増え、心の中

まで冷え切っている方も多いのではないか。 

今こそ市民の命と暮らしを守る対策を講じ

るべきです。それは「１戸１万円」の灯油購入

も可能な、仮称ではございますが「お助け福祉

券」を原則全世帯へ緊急に交付してはどうかと

考えます。数年前に本市が交付していた「あっ

たか応援事業」１万円と記憶しますが、それと

同額です。 

これによって、市民皆様の暮らしの応援が

できます。その財源は、一般財源、厳しいので

あれば、財政調整基金を充当し、後に市有林を

伐採して売却し、基金に積み立てるという方法

もあります。国や県の制度をかみ砕き、必要に

応じて市独自の支援制度を考え実行する。私は

それこそが多田市政と思っています。 

この事業予算案は今議会への追加提案、ま

たは臨時議会を招集してでも早急に成すべきと

私は考えます。市長の御見解をお伺いします。 

○議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君） まさに市民の声を代弁

するという御質問だったと私は思います。私も

同様に暮らしに関して心配しております。そし

て手を打ちたいと考えております。この話は、

担当課職員間でもしております。担当課職員も

同様の気持ちです。 

今、本議会で一気には決められるものでは

ありませんが、しっかりと状況を見据えて、次

なる手段を進めていくと、そういう心構えでお

りますので、どうぞご理解下さい。 

○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〕 

〇４番（佐々木敦緒君） 「言うは易く行うは

難し」とのことわざがございます。市長にはス

ピード感を持ってプランを。併せてその時々の
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課題への対策を実行なされますよう、市民の皆

様とともに御期待申し上げ、12月定例市議会、

私の一般質問これで終わります。 

○議長（浅沼幸雄君） 午後１時まで休憩いた

します。 

   午後０時01分 休憩 

────────────────── 

   午後１時00分 開議 

〇議長（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。 

次に進みます。８番萩野幸弘君。 

   〔８番萩野幸弘君登壇〕 

〇８番（萩野幸弘君） 萩野幸弘でございます。

ただいまから通告に従い、大項目１点、「市長

が目指す市政のあり方について」と題し、一問

一答方式により一般質問をさせて頂きます。 

質問に先立ち、私からも、去る10月17日、

日曜日に投開票が行われた任期満了による遠野

市長の選挙におきまして、見事御当選されまし

た多田一彦市長に対し、心からお祝い申し上げ

ます。おめでとうございます。詳細な祝意につ

きましては午前中に同僚議員が述べた内容と同

じでございますので割愛をいたしますが、いず

れ市民の安全安心な暮らしのため、遠野市のた

めに活発な議論を交わしてまいりたいと思いま

す。よろしくお願いいたします、 

では、質問に入ってまいります。 

今回の市長選挙、２候補による一騎打ちで

あったわけですけれども、新聞やテレビなどの

報道では、５期、約20年続いた前市長における

市政の継続か、それとも刷新かという内容が焦

点とされておりました。 

結果、皆さんご承知のとおり、市民の多く

が刷新を望んだ結果になりましたけれども、具

体的な市政運営に係る公約を比較いたしますと、

これはあくまで個人的な感想ではありますが、

両候補の公約に明確な争点は見受けられなかっ

たように感じております。 

そこで今回の一般質問では、多田市長が選

挙戦で訴えておりました公約やこれまでの市政

運営に関し、今後どのような御判断をするのか、

継続なのか、見直しなのかなど、具体的に確認

をさせて頂きたいと存じます。 

まずは、本市の財政についてであります。 

市長は、本市の財政状況が厳しいと再三に

わたり訴えておりますが、これまで当局が議会

に説明してきた内容では、詳細な金額は割愛し

ますが、概ね良好な財政状況を維持していると

の説明に終始をしております。 

市長が選挙戦で訴えておりました「本市の

財政状況が危機的である」という主張の根拠に

ついて、所信表明演述の中で「財政調整基金な

どの主要基金も減少しつつある」と述べており、

もしこれが根拠だとしますと、基金は市の各種

事業を推進するなかで、その都度取り崩したり、

また増額したりと多少の増減はあると思います

ので、例えば一時的に減少した部分を捉えて財

政状況が危機的だと判断するのは、いかがなも

のかと思っております。 

恐らくそれ以外の根拠があっての御判断と

思いますけれども、現時点において市長のおっ

しゃる主張は、従来からの当局説明と見解の相

違があるのではないかと、私は受け止めており

ます。 

それは単なる数値の捉え方の差であるのか、

それとも本当に危機的な状況にあるのか、非常

に気になるところでございます。 

そこで伺いますが、市長が本市の財政状況

を「厳しい」と御判断されている具体的な理由、

根拠をお示し頂きたいと思います。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

〔市長多田一彦君登壇〕 

〇市長（多田一彦君） ありがとうございます。

お祝いの言葉をいただきました。萩野議員と私

とは遠野市役所同期の入所であります。少なか

らず互いに切磋琢磨をしてきたと思います。ま

たこうして切磋琢磨をしながら遠野の将来のた

めに活発な意見を交換し協議できることは感慨

深いと感じております。私もしたがって忌憚な

く意見を述べさせていただきます。 

また、議会とはできるだけ両輪として機能
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するようにスムーズに意見交換をし、提案をし、

市政を明るい方向に導いてまいりたいと思いま

す。いずれにしても山積する課題をしっかりと

向き合って解決していかなければなりません。 

ただいま、選挙戦において刷新か継続かと

いうお話しがありました。多くの市民に「刷新

を選択したが、公約に明確な争点が見受けられ

なかった」ということであります。 

山積する課題の中で、その課題を取り上げ

ていけば少なからず共通したものはございます。

それに関しての大テーマを短い文章で表してい

くと、それは見えにくいというのは理解ができ

ます。大きな違いは、それを主張、実行してい

く人間と方法論の違いではないでしょうか。 

方法論については、これから事あるごとに

お話しをし、意見をいただきながら進めていき

たいと思いますが、百聞は一見にしかず、これ

からの行動を見て御理解いただければと思いま

す。 

継続か刷新かにつきましては、市民の皆様

から次のような言葉をいただいて応援をしてい

ただきました。「遠野は今のままではだめだ、

一彦なんとか変えてけろ」「でもいいところは

継続して、悪いところ直すんだぞ」「とにかく

焦らないで行け」こういうふうに応援をしてい

ただきました。 

私は温故知新という言葉が大事だというお

話しもさせていただきました。 

これまでの市政で各種の予算配分、計画は、

議会で最終決定をされておりますので、これは

当然尊重されるべきものであります。その上で、

変化する状況、時代に即した形での修正、これ

は当然あることです。それと同時に未来に向か

って新たな考えをプラスしていくことは、当然

なければ困ることでございます。 

計画や市政は見直しながら、検証しながら、

進めなければなりません。今の社会状況におい

て、遠野市民が私をリーダーとして遠野市政に

求めることは、市民の声を聴き活かす、よりフ

レキシブルな適応だと考えております。 

では、初めの質問に答えさせていただきま

す。萩野議員は会社の経営もされております。

あえりあの取締役もされております。また、商

工会でも副会長として活躍をされております。

お分かりの上で質問かと思いますが、基金につ

いては、当然一次的な減少はあります。一次的

な減少であるならば、それはまた結果が出てい

くものと考えています。 

しかし、市民に対する見える化の問題もあ

りますが、基金の判断、広報等で私も見させて

いただきました。主要３基金の残高は、平成25

年、38億9,000万。それから令和２年には、20

億5,000万と、減少しております。 

また、財政調整基金については、平成28年

度、20億円、ここから減少を続け、令和２年に

は14億9,000万。そして、こうも書かれてあり

ました、「このままの状態が続くと令和７年に

は約８億になる」と。財政調整基金は、10億円

程度を保有していれば最低ラインとしてはいい

というふうに判断できますが、ただ、リスクマ

ネジメント、それこそクライシスマネジメント、

ダイバーシティー、こういう言葉が見えてくる

時代であります。 

リスクマネジメントとして考えるならば、

令和７年に８億円になりますよ。萩野議員は会

社の経営もやられていますので例えば７カ月後、

今は大丈夫だけれども、７カ月後には給料が払

えませんというような状態が見えるときに、今

はそれは危機と言えるかどうかわかりません。 

ただ、経営的な観点で見ていけばこれは危

機に至るということです。このままの状態が続

いていけば、そういう危機に至るということに

ついて、われわれはしっかりと前を見据えて議

論し、修正すべき点は修正しなければいけない、

そう考えるのが当然であります。 

人口減少も続いております。もちろん収税

も厳しくなっていくでしょう。そのほか一般会

計に限らず、ほかの部分、例えば国民健康保険

税、水道使用量、これらについても既に職員か

らは説明を受け、「困難な状況になります」と

説明を受けております。当然皆さんは既に承知

のことだと思います。 
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われわれはそうした観点から、しっかりと

将来に備えて遠野市を正しい経営で導く責任が

あると考えています。 

今は確認の御質問だったと思いますが、ど

うぞ市議会の皆様にもこのことを御承知いただ

いて、しっかりと両輪として意見の交換をしな

がら前に進んでいただければと思います。よろ

しくお願いいたします。 

〇議長（浅沼幸雄君） ８番萩野幸弘君。 

   〔８番萩野幸弘君登壇〕 

〇８番（萩野幸弘君） ただいま、役所入所時

代同期だったということで副市長もそのとおり

でございます。非常にちょっと不思議な感覚で

はございますけれども、その中で商工会副会長

とご紹介いただきましたが、正しくは法人会の

ほうの副会長でございます。 

今の御答弁、温故知新ということで、やっ

ぱりいいことは続けていくけれども、やっぱり

変えるべきは変えていかなきゃないんだという

ような趣旨だったかと思いますし、遠野市の財

政についても、やはり私もやはりこういった地

方のやっぱり中山間の都市ということで、非常

に財政のほう不安だったわけですけれども、当

局側としてはいずれ安全圏内にあるという説明

を受けてまいりましたので、今具体的な数値ま

で示していただきました。今後はそれを基準と

して、やはり議論を重ねていくべきだなと改め

て思った次第であります。 

次の質問に入ります。公約の中で「市民生

活に即したかたちで決定」とございますけれど

も、これは、いつ、だれが、どのような根拠に

基づいて判断し、決定するんでしょうか。そし

て「透明化」するといっておりましたけれども、

具体的にどのような形で行おうとしておられる

のか、その辺を御確認いたします。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

〔市長多田一彦君登壇〕 

〇市長（多田一彦君） これも確認の意味も込

めての御質問かと受け取っております。 

「市民生活に即したかたちで決定をする」

と「どのような根拠に基づき判断し、決定する

のか」と、まずここまでのお答えを申し上げま

す。 

そもそも行政、議会は市民生活に即した市

政推進のためにあると私は考えています。 

ですから市議会は市民の代表が市民の声を

代弁し、議論し、市の重要事項を決定する大事

な場であると認識しております。その決定の根

拠となるものは、市民の声、願いだと考えてお

ります。透明化については、あの、質問してよ

ろしいんでしょうか。何か具体例が必要でしょ

うか。いいですか一般的な話で。 

〇議長（浅沼幸雄君） 答弁者に申し上げます。

今の反問は認められております。即、今返答が

来るということではございませんので、もしあ

れでしたら一旦質問を投げかけて、一旦答弁を。 

〇市長（多田一彦君） わかりました。それで

はお願いします。 

〇議長（浅沼幸雄君） ８番萩野幸弘君。 

   〔８番萩野幸弘君登壇〕 

〇８番（萩野幸弘君） ちょっと質問の内容が

バクっとし過ぎていた抽象的かなと思いますの

で、改めて質問し直しますけれども、今後の予

算の使い方に関して、市民生活に即した形で決

定をして、事業決定のプロセスも含めて透明化

すると。市民が意見を出し合えるよう情報公開

し、意見を共有していきたいと、そういうふう

に述べておられますので、それに関して市民生

活に即した形で決定という、その決定の仕方を

想像したときに、非常にちょっと自分勝手な解

釈だと誤解する恐れがあるなと思って、ここで

改めて質問するものであります。 

もし具体例があるのであれば、ぜひそれを

御紹介していただきたいですし、なければ理想

論でも結構です。 

以上です。 

〇議長（浅沼幸雄君） 引き続き答弁願います。

多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

〇市長（多田一彦君） わかりました。行政と

議会が市民生活に即して、市政を推進するため

にあるということは先ほど申し上げました。 
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透明化については、どうしてそうなったか、

わからないことが市民から見てあるということ

です。これをわかるようにするために、まず一

つ決裁を取っているものに関しては変更もあり

ます。この変更が多い場合、大きい場合、どう

やって変更する理由をお知らせするか、どうや

って変更しなければいけないか、という根拠が

決められたか。そしてそれは税金というところ、

税金の使い方に跳ね返ってくるわけですから、

それが市民生活に即しているというのは、間違

いのないことでございます。 

一例を挙げるならば、例えば今ここに建っ

ておりますこの本庁舎は、市民の願いを基にこ

ういうふうに立派にできました。 

当初私の記憶では17億円前後の予算だった

と思います。建築費用だったと思います。これ

が、おそらく21億円になっていく。正確な数字

これもし必要であればあとでお答えしますが、

実に３億円も変わっていくわけです。これが変

わって工事が終わって、はい変わりましたとい

うことで当たり前のように決裁が下りていく。

これに関しては、私はそのプロセスが見えませ

んでした。 

しっかりとプロセスを見せて理由を明確に

して、なぜ変わっていくのか、だから追加工事

であったり追加費用が必要なのだということを

市民にお知らせするのが私は義務だと考えてお

りますので、基本的なところの意味で市民にし

っかりとお知らせをするということをしていき

たいということでございます。 

〇議長（浅沼幸雄君） ８番萩野幸弘君。 

   〔８番萩野幸弘君登壇〕 

〇８番（萩野幸弘君） いつ誰がどのような根

拠に基づいて判断決定するのかについては、今

御答弁はなかったわけですけれども、恐らく透

明化の部分で例を挙げると、さらには次の質問

にも出てきますが、市長自らがやっぱり最終判

断をするんだろうなという想像の下に次の質問

に入りますが、さらには「市民が意見を出し合

えるよう情報公開し、意見を共有していきたい」

と午前中の答弁でも再三に渡り訴えて強調して

おりましたけれども、意見集約の方法なんです

けれども、今の時代ですといわゆるネットの書

き込みのようなデジタル形式なのか、あるいは

広報なんかにもありますから、おそらく井戸端

会議でしたか、そういう形で、前市長でいえば

「市長と語ろう会」というのがあったわけです

けれども、おそらくそういったアナログ形式、

どちらかと言えば後者のほうなのかなという想

像はしておりますけれども、改めてその方法に

関して確認をしたいと思いますし、その際です

ね、市民の意見も多岐に渡ってると思うんです

よ。ですから、全部聞きすぎると収拾つかなく

なってしまうこともあると思うんです。 

「右だ」と言う人もあれば「左だ」と言う

人もあるし、「上だ」と言う人もあれば「下だ」

と言う人もある。 

やっぱりある程度聞くっていう前向きな姿

勢は理解できるんですけれども、そこをやり過

ぎるとちょっと結論がなかなか出しにくくなっ

てくるという心配もあるので、改めてその方法

について、ちょっと確認をしたいと思います。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

〇市長（多田一彦君） 御心配をいただきあり

がとうございます。先ほど決定プロセスのとこ

ろを、おそらく最終的には市長がということだ

ったんでありますが、例えば議会を通さずに決

定できる変更とかですね、いろんなものに関し

てはその通りいたしますが、これも私独断では

しないシステムと既にしております。変更部分

については、しっかりと理由を説明、そしてそ

の上で、限られた人数でありますが相談をして

決めるというシステムにもう変えております。 

そして市民の意見を聞くということについ

て、これは今までも方法としては市長と語ろう

会であるとかインターネットであるとか、文書

でお手紙でということもありました。方法とし

ては何ら変わっておりません。タイトルやタイ

ミングが違うかもしれません。 

ただ、私の持論でありますが、先ほどの人

の意見を聞くというのは、まず聞こうとする心
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が大切だと思っています。意見が多すぎて収拾

が付きにくいと考えていたら、とても声は聞け

ないと思います。市民の皆様から寄せられる声

は、私の耳となり目となる大事なものです。ど

こかで見落としや、大きな問題が隠れていたら

困ってしまいます。もう一つ大きなヒント、チ

ャンスがあったりもします。それに気がつくこ

と、気づきが私は重要だと考えています。大事

なことを見落とさない、そして気づいていく、

このことが大事だと思います。 

方法は先ほど申し上げました。そして本議

会終了後には、市内11カ所において井戸端会議、

これをやらさせていただきます。そこでいろん

なことを教えていただきたいと思います。 

私も忌憚のない意見をお話しさせていただ

きたいと思いますので、どうぞよろしくお願い

します。 

〇議長（浅沼幸雄君） ８番萩野幸弘君。 

   〔８番萩野幸弘君登壇〕 

〇８番（萩野幸弘君） わかりました。リー

ダーシップがやっぱり大事だと私は思います。

あとは、もちろん市長専決でいい分、あるいは

やっぱり議会にしっかり諮らなければならない

のは、やっぱりそのとおりしっかり諮って議論

を深めて結論を導き出していただきたいと思い

ます。 

そんなこと言ってる間に時間もなくなって

まいりましたので、飛ばしてまいります。 

次の課題、いわゆる公共施設の有効活用、

維持管理、これも課題です。特にも遠野駅周辺

の公共施設、現状十分な活用がされていないと

認識しております。行政文書館となっている旧

法務局跡地など、駅周辺以外の公共施設の活用

方法についても、さらに検討の余地があります

し、再検討の結果、余剰施設が増加する可能性

もあるなど、総じて市内の公共施設のあり方、

もう一度検証してみる必要があるのではないか

なと思っております。 

そこで質問ですけれども、市内の公共施設

の活用方法、施設数などの現状についての市長

の御認識と、今後の活用方法や統廃合、民間売

却、これは私必要だと思うんですけれども、そ

れらについての基本的なお考えを伺います。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

〇市長（多田一彦君） 全く同感であります。

私も市長になって、さまざまな現状を見て、こ

んなにもあるのかと。公共施設と言えば道路も

あるしと考えると、これまたちょっと広がりが

ありすぎますので。 

516施設あるそうです。建物のある施設はそ

のうち388施設。うち延べ面積が50平方メート

ル未満の施設、壁のない施設、アーケードとか

例えば四阿ですね、これは単独の倉庫を除いて

293施設あります。それを計画的に管財で管理

しているということです。 

議員おっしゃるとおり、これはやはり有効

に活用するために、積極的に整理を進めるべき

だと考えています。その中で整理の仕方につい

ては、これを資金化するということも当然出て

きます。駅前の施設のこともありました。私は

それらの施設を有効に活用していきたいと、そ

ういう思いも強くて市長になろうと考えたわけ

です。 

これからさまざまな利用の方法があります

けれども、これも一つ遠野市のいわゆるさまざ

まな施設を管理するための予算、物件費、これ

に該当するかと思いますが、これは４年前は25

億円でありました。これが今は35億円となって

ます。これも一つ財政が困難になっている原因

でもあります。 

皆さんのいい御提案等いただいて、積極的

に活用もしくは運用して行きますので、よろし

くお願いします。 

〇議長（浅沼幸雄君） ８番萩野幸弘君。 

   〔８番萩野幸弘君登壇〕 

〇８番（萩野幸弘君） じゃあ、この件はまた

改めて議論をする機会を設けたいと思います。 

次に、同じ施設でもこれは民間施設ではあ

りますが、遠野駅舎のあり方について質問をい

たします。 

時間の関係上、今までの経緯はここでは割
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愛をいたしますが、市長はおそらく当局の担当

者の方から説明は受けておられると思います。 

そこで、遠野駅舎建替えに関するこれまで

の経緯について、市長として詳細な事実関係、

御認識されているかどうかをまず御確認をいた

します。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

〇市長（多田一彦君） この件につきましては、

非常に情報は少なかったと思います。デリケー

トな問題でもあったと思います。私はなかなか

その情報を入手することができませんでした。 

したがって、疑問点は多く、確かな現状は

存じ上げませんでした、正直申し上げますと。 

今度、さまざまな情報をいただきました。

その時に思ったことは、議会でもこれは萩野議

員がおそらく２年ぐらい前に御質問されてるか

と思いますが、あとはどなたかしたと思います

が、あまり取り上げられてはいなかった。やは

り市民、私は当時、一市民でありますから、市

民からすればもっと質問していただいて情報を

得たい、そういう思いもある方も私だけではな

かったかと思います。 

今回、萩野議員のほかにもやはり駅舎の質

問がありますが、やはり皆さんが心配してる部

分ではないだろうかと考えています。 

平成27年に、老朽化そして耐震不安、耐震

性に疑問、不安があるということの理由でこの

話が始まったと思います。それから７年ですか、

経過しております。耐震性が不安な状態で７年

経過してきた。 

その後、ＪＲと遠野市が建て替え、合築と

いう一つの中間の結論を出していたと認識して

います。デザインとはまた別の話とします。

ワーキンググループでも議論もされたようです。 

これらのさまざまな情報を基に私が考えた

のは、当局も情報を出したくてもなかなかその

進行が明確ではなくて情報を出せないでいたん

だなということに、まず一つ意外な点がありま

した。ですから、それでもいろいろ答えなけれ

ばいけないという苦労を担当はしてきたという

ことも理解しました。 

ですから私は、この詳細な内容について皆

さんに情報を公開し共有すべきと判断をし、駅

舎の会、まずは開催をさせていただき、これま

での経緯、それと現在の状況、これをお知らせ

するように指示をいたしました。12月15日に開

催される予定となっています。 

その後、行き届かない場合がありますので

市民の皆様にも情報を適宜提供してまいります。

その上で改めて取り組んでいこうと考えている

ところでございます。 

〇議長（浅沼幸雄君） ８番萩野幸弘君。 

   〔８番萩野幸弘君登壇〕 

〇８番（萩野幸弘君） この問題、先週12月１

日に議会のほうにも常任委員会調査のときに最

新の資料はいただきましたが、この内容をここ

で述べていいものかどうなのかちょっと迷うと

ころがありますが、いずれ私とすればですね、

市長も今おっしゃっておりました、当初から動

きからも６年、７年が経過していると。さらに

その間には、やっぱりコロナでやっぱり経済が

やはり非常に打撃を受けた。おそらく、おそら

くというかＪＲさんもいろんな報道でかなりの

赤字が出ているということは、やっぱりこの計

画に関しても何らかの見直しがあるんじゃない

かなというのは、想像に難くないわけでありま

す。 

そこで伺いますけれども、駅舎の合築方針

は、現在も全く当初のとおり変更する余地がな

いのか。私としてはですね、この際、この機会

に今一度原点に立ち返って白紙も含めて再検討

する考えも視野に入れるべきと思いますがいか

がでしょうか。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

〇市長（多田一彦君） さまざまなことが視野

に入るべきと、私は考えています。 

交渉というのは１人でできるものではあり

ませんから、当然ＪＲさんも遠野市そして市議

会の皆様、市民の皆様の声を合わせて考えてい

くものだと思います。この当事者がＪＲ社と遠
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野市であれば、これまで協議してきたことを一

方的に白紙にするとか撤回するというのは協議

のルールに反してきます。ですから、協議の

ルールに反することは申し上げませんが、さま

ざまな角度からもう一度考えていかなければい

けないということだけは申し上げられると思い

ます。 

〇議長（浅沼幸雄君） ８番萩野幸弘君。 

   〔８番萩野幸弘君登壇〕 

〇８番（萩野幸弘君） 私もあくまで視野に入

れるべきという話で、何も「白紙にしろ」と言

ってるわけではございませんので。 

そもそも駅舎は民間の建物であると。先ほ

ど質問した公共施設のあり方の再検討も必要だ

と。人口減少社会における行財政運営の再検討

の意味もあります。 

いずれ今後やっぱりパブリックコメントが

なかなか取れていなかったんじゃないかなとい

う思いがありますので、その辺を十分、今後考

慮して行けばよろしいのではないかなと私なり

には思っております。 

次に、経済分野、特にも各種産業、一次、

二次、三次とあるわけですけれども大きく。六

次もありますが、まずは一次産業についてです。 

市長は公約の中で「付加価値を加えた農産

物の特産品のインターネット販売の強化、状況

に応じた緊急財政出動も視野に入れている」と

一次産業についてこのように公約に掲げており

ます。 

 本市ではこれまでも園芸花きや野菜類など

様々な特産品の開発を目指しながらも、十分な

成果を収める前に頓挫したり、採算ベースに乗

らないとか後継者がいないなどの理由から、生

産者も消費者もともに成り立つような特産品が

なかなか育ちにくかった経緯があったかと認識

しております。 

 そこで伺いますが、市長は遠野の農産物分野

で特産品、何だと思っておりますでしょうか。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

〇市長（多田一彦君） 非常に厳しい質問です。

遠野の農業に携わる方は皆さんプライドと誇り

をもって、同じですねプライドと誇りは、臨ん

でいます。こだわりがあります。そのそれぞれ

が、私は特産品ではないかと考えているという

のが本当のところでございます。 

しかし、あえてさまざま聞かれるなかでお

答えするならば、ホップは、ちょっと前まで日

本一でした、でも生産高は１億円です。 

ワサビも凄いですね。ワサビは今チャンス

だと思います。 

淡水魚もそうです。ヤマメ、イワナ、これ

をつまみに一杯というのはもう最高です。 

そして、緑峰高校が取り組んでいる早池峰

菜。それと琴畑かぶ、暮坪かぶ。 

忘れてはいけないのは米です。米もおいし

いです。これらの商品全てが特産品だと考えて

います。 

〇議長（浅沼幸雄君） ８番萩野幸弘君。 

   〔８番萩野幸弘君登壇〕 

〇８番（萩野幸弘君） わかりました、非常に

ちょっといじわるっぽいような質問で大変申し

訳ございませんでした。 

やはり市長が訴えておられる特産品開発、

特にも農産物、畜産物も含めて一次産業に関わ

る原材料を活用して付加価値を付けるというの

は、遠野市の豊かな農村地帯のイメージにもマ

ッチした魅力的な商品開発に繋がる重要なテー

マだと私も思っております。 

ただ、余談になるかもしれませんけれども、

本市の基幹産業と言われる農業、国内において

はどうなのかというと、生産面のＧＤＰ（国内

総生産）から見れば、農業の占めるというのは

割合は５％くらいしかないと。だからだめとい

うことではなくて、あくまでこれは統計上の話

しですけれども、モノづくり大国と言われてい

る日本ではありますが、製造業の二次産業、こ

れも20％くらいと。ならば１番の割合はなんな

んだと言ったら、サービス業、第三次産業、こ

れが70％を超えていると、日本の全体の。 

何を言いたいかと言えば、私は六次産業化

といいますか、農産物、これは一次産業で生ま
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れてきた物を付加価値を付けてやるというのは

遠野のイメージにもマッチして非常に大事だよ

ということを言いたいのであります。 

今述べたのが次の質問の答えになるかと思

いますから、でもあえて聞きますが、これまで

の、今市長が述べられた特産品を更に今後は伸

ばそうとするのか、それとも、先ほど述べられ

た以外に新たに何か開発を考えておられるのか、

その辺はいかがでしょうか。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

      〔市長多田一彦君登壇〕 

〇市長（多田一彦君） これは遠野市だけでは

ないと思いますが、遠野市の本当の意味でずっ

と何十年考えてきた課題であると思います。こ

れらについてどういう風に答えが出ているかと

いうと、なかなか見つからないということです。

そして、考えなければいけないのは、今までの

ものを大事にしながら、これをブラッシュアッ

プする。それと、開発をするかということです

が、これは常に両面で考えていかなければいけ

ないと思います。 

着眼と応用そして発想につなげる、これが

大事かと思います。それと商品開発に関しては

売れる商品、マーケットインの考え方もありま

す。マーケティングリサーチが大変重要です。

これらのところもしていく必要があります。 

そして何よりも考えなければいけないのは

付加価値です。私は萩野議員の質問の中にも、

その遠野の風土とかそういうものを活かしたみ

たいな話がありましたので、まさにここにある

のではないかと考えています。そのこだわりを

持って、プライドを持って作る、同時に遠野の

大自然、これが山そして木、そこから出るきれ

いな水、そしていい土、作る人のこだわり、背

景、歴史、これらをしっかりと消費者に見せる

ように遠野市は努力していけばもっともっとそ

の市場は広がると確信しています。そのための

努力をしなければいけません。 

それは遠野市内のあらゆる部分、先ほどお

米の話もしましたが、みんなで挑戦していく、

これに尽きる、そういうふうに考えております。 

〇議長（浅沼幸雄君） ８番萩野幸弘君。 

   〔８番萩野幸弘君登壇〕 

〇８番（萩野幸弘君） 遠野の特産品いろいろ

あるんですけれども、今大枠の部分での市長の

お考えは伺いました。 

次の質問も同じ御答弁をいただくことにな

るかもしれませんが、私とすればですね、いろ

んなすばらしいものはあるんですけれども、や

っぱり「遠野といえば絶対これだよね」って、

遠野のイメージだと観光面ではやっぱりジンギ

スカンとかいろいろあるんですけれども、じゃ

あジンギスカン、羊が遠野にいっぱいいるかと

いうとそうでもない部分もあったりして、とも

かく「遠野といえば絶対これだよね」という強

固なブランドイメージのある特産物が、なんか

こう突出する物がないんじゃないかなというふ

うに私は感じているんですね。 

今市長もおっしゃいました、気候風土、こ

の地域に合った物、合わない物を無理に作ろう

としてもそれは無理なわけで、やっぱり「これ

だったら遠野の気候風土にもマッチしてるし、

イメージにもマッチしてるし、すごいブランド

化になるよ」というような物を何かその中から、

多数ある中からも、さらに力を入れていくこと

も方法論としてはあるんじゃないかなと思うん

ですが、その辺はどうお考えでしょうか。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

〇市長（多田一彦君） 結論から言いますと同

感です。そういう努力をしなければいけない。

それと、固有のブランドイメージについては、

商品開発的な部分からも言うと、育っているの

かいないのか、気づいていないのか、もしくは

発信できていないのか、これらのことも合わせ

て考えていく必要があると思います。見せ方と

いうのはやっぱりビジネス戦略の中では非常に

重要だと思いますので、その点の強化はこれか

ら必要です。 

それと、その受注に関してしっかり対応で

きているか、もしくはこれから対応できるか。

受注に対してしっかり対応できなければチャン
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スロスになっていきますね。この点を防ぐ必要

もあります。 

いずれにしても、これからみんなで一緒に

取り組んでいければと思いますので、この点も

含めてよろしくお願いいたします。 

〇議長（浅沼幸雄君） ８番萩野幸弘君。 

   〔８番萩野幸弘君登壇〕 

〇８番（萩野幸弘君） わかりました。次に、

一次産業の最重要課題。午前中の佐々木敦緒議

員の質問もありましたから重複するかもしれま

せんが、やはり担い手不足というのが非常にあ

ります。 

例えば、農業分野における過日の新聞報道

では、2020年の農業センサスによりますと、農

業を主な仕事とする基幹的農業従事者1,942人

のうち、遠野市ですね、40歳未満は78人のみと

いうことで全体の４パーセント。あとの96パー

セントは40歳以上ということになりますけれど

も、計算上、そのほとんどがおそらく高齢者だ

ろうなというようなのは想像できます。 

さらには農業後継者も少なく、昨年度に地

元実業校から一次産業分野に就いたのは２人に

とどまるという新聞記事でした。 

この現実を目の当たりにして、本市の基幹

産業である農業を守り育てるためには、もはや

各農家の自助努力だけでは何ともならない状況

に来ているんじゃないかなと想像できます。 

このように、今のままでは農業の問題にと

どまらず、耕作放棄地の増加、これも午前中触

れておりましたけれども、「豊かな田園風景が

広がる永遠の日本のふるさと」が耕作放棄地だ

らけになるというのは私も思います。いわゆる

三次産業、観光面でも影響が出てくると。した

がいまして、一刻も早い後継者育成が急務であ

り、そのためには地元の若者だけでは足りず、

農畜林業に興味のある若年層を市外から招へい

するという対策、午前中に外国人という部分も

触れておられましたが、それは後ほど私もまた

質問しますが、やっぱり絶対数が遠野市は決ま

ってますから、やっぱり外からという案もある

んじゃないかなと思うんですが、市長はこの若

い一次産業従事者の確保、育成対策、お考えを

伺います。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

〇市長（多田一彦君） 先ほど午前中、敦緒議

員の質問にもお答えしました。その通りですね。

そのために若者が農業で暮らしていけると思え

る要素、これをしっかりと揃えてわかるように

していく、それを発信する。また、そのときに

発生する疑問、それらについてもしっかりと対

応していけるようにする。私は農業起業塾とい

う話しをしました。これは絶対に必要であるし、

そのおいしいお米選手権の話しもしました。 

しっかりと次のステップに挑戦していくと

いう気持ちも重要です。また、耕作放棄地、そ

の他っていうことを考えますと、集約というの

ももう一度考えていかなければいけない、圃場

整備と含めてですね。これからの時代に合った

整備っていうことも必要です。これらのことを

しっかりやっていくと、それがまず第一の手段

と考えています。 

〇議長（浅沼幸雄君） ８番萩野幸弘君。 

   〔８番萩野幸弘君登壇〕 

〇８番（萩野幸弘君） 農業起業塾、おいしい

米選手権、なるほど面白い案だなとも思います。

私とすればですね、例えば農業では農産物の販

路や品質、供給面、市場では絶対的な安定性が

求められますから、これ先ほど市長もおっしゃ

っておりましたが、作っても売れなければ生産

者も安心できない、お金に変わらないわけです

し、じゃあ買う側としてみれば「この位欲しい

よ」と言っても「いや今回は取れなかったから

そのくらい出せません」ってなったんでは、や

っぱりこれは信用問題にもなりますから販路開

拓もできないことになってきます。その意味で

は作り手と売り手それぞれが責任を持って明確

に分業することが必要なんじゃないかなと思い

ます。 

もはや個人農業というのは、個人レベルで

の経営っていうのは曲がり角じゃないかなとそ

ういう意味では。可能な限り農地集積を進めて、
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しかも、やっぱり法人化というのは必要だろう

と思います。 

市長は公約に「生産物に付加価値を付ける」

何度も言っておりますけれども、私はそれに加

え、しっかりとした販路開拓を行って安心して

作れば売れるんだというようなやっぱりモチ

ベーションを上げるような仕組みが必要ではな

いかなと。その辺においては午前中の質問の質

問者と私は同感なんですが、遠野ふるさと商社

というのがやっぱりキーワードになってくるか

なと、窓口になりえるかなと思います。作り手

と買い手の懸け橋になるバイヤー機能を持たせ

てはいかがかなと存じます。もしかするとそう

いった部分、既に行われているのかもしれませ

んが、コマーシャルがあまりないのか、それと

も本当にないのか。 

やっぱり作り手は生産物の高品質化、安定

化というのに対して「全集中」で取り組むとい

うこと。 

「いいものを沢山作れば売れるんだ」とい

うような向上心や安心感を持たせる、そしてや

りがいを植え付けるということで、生産レベル

も上がってくるんではないかなと思います。 

また、一方では農業の面、状況に応じた緊

急財政出動も考えていると公約に書いてました

けれども、そこは私も否定はしませんが、これ

頻繁に行われるようになると市の財政もひっ迫

しますし、農家も財政出動されなきゃないとい

うことはそれだけひっ迫するということですか

ら、根本的な解決にはならないと。 

私が思う理想としては、初期投資は必要な

んですけれども、その後はきちっと自立できる

という強い一次産業に育てるということが必要

ですし、その後にやっぱりウィン・ウィンの関

係でいえば市も住民税でしっかりとお返しして

いただくと、そういう仕組みが必要ではないか

なと思います。 

これらの一次産業政策における、今言った

私のこの偉そうなって言ったら何ですが、持論

に対して、市長はどのようにお考えになるか質

問いたします。 

〇議長（浅沼幸雄君） ちょっと答弁の前に、

質問者の質問項目が通告を見ますと、現在質問

しておりますのも含めて４項目ございます。特

別に市長の答弁が重複しているとか繰り返して

いるということではございませんけれども、答

弁時間の残り時間のほうを考えながら答弁して

いただきたいと思います。多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

〇市長（多田一彦君） 簡潔に申し上げます。

これまでの今議員の御質問のことは、これまで

の遠野市の課題でもありました。永遠の課題と

なっているのだと思います。 

これらに対する施策、実行、これがどのよ

うなことであったか、それがどういう効果を生

んでいるか、このことも検証しなければならな

いと思います。 

それと、販路に関してもこれ当然、物を作

れば販路が必要です。ふるさと商社については

お話ししませんが、非常に良い分析をしていま

した、先日お話しをしましたが。 

これだけではなくて、さまざまなチャンネ

ルでやっていかなければいけないと考えていま

す。 

お答えになってるかどうか、ちょっと多岐

に渡りましたので、よろしくお願いします。 

〇議長（浅沼幸雄君） ８番萩野幸弘君。 

   〔８番萩野幸弘君登壇〕 

〇８番（萩野幸弘君） 市長と同じく私の質問

時間も残りわずかですので飛ばしてまいります。 

次に、二次産業について質問します。市長

はですね、広報とか新聞にもありましたけれど

も、半導体分野の企業誘致を目指すというコメ

ントがございました。私とすれば今二次産業に

ついては、市は大きな誘致企業を呼び込むこと

に成功はしました。そこは否定はしません。 

ただ、反面、既存企業が非常に疲弊をして

いるのも事実でないかなと私は思っております。

これからはですね、やはり昔から遠野市を支え

てきた既存企業に対しても、やっぱり光をあて

ていくことが、今まであてていないとは言いま

せんよ、さらに光をあてていくべきかと思うん
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ですけれども、新たに誘致企業を呼び込むとな

ると、やはりいろいろ人手不足、こちらの分野

も人出不足が深刻ですから、ますます大変にな

ってくるなと思うんですが、この半導体分野の

企業誘致、具体的な可能性のある話なのか、ま

た既存企業対策、どのようにお考えか伺います。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

〇市長（多田一彦君） 最初に申し上げたとお

り説明はその短い文章なので。私はこの半導体

に関しては新たな企業の誘致ではなくて、遠野

市の既存企業に半導体関連の分野の部分をアド

オンするようなことを考えなければいけないと

いう意味で言っています。 

このまま行くと市内の既存企業は大変な状

況になります。ここに、今までのことプラスも

う一つの方法、これを付け加える必要があると

思います。 

ちなみに、半導体ということよりは半導体

関連ですね、関連と考えて下さい。それとＳＭ

Ｃさん、ＹＤＫさんも半導体関連の仕事はされ

ていますので、申し上げます。 

〇議長（浅沼幸雄君） ８番萩野幸弘君。 

   〔８番萩野幸弘君登壇〕 

〇８番（萩野幸弘君） わかりました。次の質

問に移りますが、ちょっと質問項目飛ばしてま

いりたいと思います。 

市内に２つの県立高校がございます。昨今

は両校とも進学希望が増加しているようです。 

市内の若者、特にも新卒の流出に歯止めを

かける対策として、この進学が増える実情を踏

まえて、これは提案なんですが、大学の学部誘

致、これ前の市長の時にも質問したんですが、

先ほどもちらっと似たような質問も出ました。 

施設については、私も新たに建てる必要は

なくて、市内にある高校跡地とか既存の公共施

設を活用、先ほど問題にしてた物の有効活用の

意味も含めて、まず県の物であれば県に交渉し

て、市もさらに運営に参画して、いわゆる「自

分たちの地域の未来を担う若者を自分たち自ら

が育てる」という考え方です。 

このような案、市長のご見解を伺います。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

〇市長（多田一彦君） いい考え方だと思いま

す。積極的に高校にも協力する姿勢を示してい

きたいと思います。 

〇議長（浅沼幸雄君） ８番萩野幸弘君。 

   〔８番萩野幸弘君登壇〕 

〇８番（萩野幸弘君） その辺は、具体的には

今後また議論してまいりたいと思います。 

次の質問ですが、市長は就任以前から、い

わゆる外国人実習生関連の業務、これも精通さ

れていることと思います。 

日本の人口が減り、国内の各自治体が少な

い若年労働者の取り合いになっている現状では、

市内の若者流出を食い止め、育てることだけで

は十分なそういった労働力確保、できない事も

想定されます。 

反面、地球規模でいえば人口は80億という

か増えている訳ですから、今ある国の制度でい

えば実習生制度あるいは特定技能制度、こうい

ったものを活用した外国人労働者を招へいする

対策も有効ではないかなと思います。 

国の制度ですから、一自治体が自由に運用

できるものではないとは思いますけれども、た

だ、国でも現在、人口減少や労働者確保対策と

して特定技能２号の対象業種分野を拡大するな

どのやっぱり対策を検討中であります。 

したがって提案ですが、例えば、相手の国

の機関と本市が協定を結んで、実習生や特定技

能希望者を本市で受け入れ、人手不足対策や定

住化による過疎対策の一助とする政策を実証実

験的に行う案を、国にプレゼンしてみてはいか

がでしょうか。民間企業と働き手の間に行政が

入ることで信用が増すといいますか、安心、安

全、そして安価な費用で地元の各種産業の労働

力確保が実現すれば、本市の課題だけでなく、

我が国の課題解決にも貢献する一例となるんで

はないかなと思いますが、御見解を伺います。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 
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〇市長（多田一彦君） 私は市長就任以前、そ

のような組合の理事長をしておりました。もち

ろん、そういうことを視野に入れてやっており

ましたので、同感であります。 

〇議長（浅沼幸雄君） ８番萩野幸弘君。 

   〔８番萩野幸弘君登壇〕 

〇８番（萩野幸弘君） ダイバーシティーのま

ち遠野を目指して、ちょっと検討する余地もあ

るのかなと思っております、 

次に、若者定住対策を進めるだけでなく、

本市人口2.5人に１人の割合となっております6

5歳以上の高齢者の方々も含めた福祉の充実化

も必要であります。 

特にも１人暮らしの高齢者にとって、安心

に暮らせるまちづくりは欠かせない政策の一つ

であります。 

この点における具体策の一つとして、私は

高齢者向けの市営住宅をできる限り町の中心部

に集約する事を前の一般質問でも主張をさせて

いただきました。 

現在の市営住宅、比較的郊外に立地してお

りますので、特にも運転免許証を返上したり車

を持たない高齢者にとっては買い物など普段生

活において大変な不便であります。 

今すぐは無理だとしても、今後の市営住宅

更新時期を見据えて、出来る限り市街地の中心

に建設することで、まちの賑わいの醸成、孤独

死の予防、更には空洞化が進む商店街の活性化

にもつながるのではないかなと思います。 

これは何も遠野駅の周辺だけの話ではなく

て、小さな拠点づくりを進める市内各町の中心

部においても、出来る限り地区センター周辺に

そういったインフラを集約させるほうが、維持

管理面でも有益だと思います。 

ただ今は、市営住宅を一例に挙げて行政機

能をできる限り集約、ある意味コンパクトシテ

ィ化を推進することで効率化を図るという考え

方をお示ししましたが、この点における市長の

御見解を伺います。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

〇市長（多田一彦君） コンパクトシティとい

うことから言えば、それは私は作為的ではなく

て結果としてそういう方向を選択していく、そ

ういう結果だと理解しています。各地域を尊重

していきたい、これは変わりありません。それ

と住宅、これの集約というより合理化はしてい

くわけです。交通手段をしっかりと取るという

ことも重要なことです。 

それともう一つ、その機能の集約について

言えば、例えばですね、少し時間かかりますが、

児童館、保所、小学校、それからウィメンズチ

ャイルドクリニック、さまざま課題があります。

出産から子育て、そしてその先、福祉、介護ま

であります。これらがいろんなところで老朽化

しています。そうすると各課から個別にいろん

な案が来ます。それが別々の所であるわけです。 

そうじゃなくて、しっかりと横のつながりをも

ってこれを集約して、例えば福祉であったり、

子育てであったり、出産であったり、こういう

部分を広遠的に集約していって環境を整えるべ

きだと、そういう意味でも私は集約という言葉

を使わせていただきましたが、これから個々の

物がばらばらに存続するんじゃなくて、しっか

りとチーム形成をして、場所もチーム形成をし

て進んでいくべき、そういうふうに考えていま

す。 

〇議長（浅沼幸雄君） ８番萩野幸弘君。 

   〔８番萩野幸弘君登壇〕 

〇８番（萩野幸弘君） 縦割りの打破といいま

すか、ぜひその方向で進めていければ私もよろ

しいかと思います。 

次に、遠野テレビの全地域光ケーブル化と

いうことで、今市内の各所で工事が今年度中の

完成を目指して進んでおります。 

例えば、これ単にテレビやインターネット

の設備だけじゃなくて、やっぱり福祉のまち遠

野のやっぱり再建っていいますか、その意味で

例えばですけれども、１人暮らしの高齢者が急

に具合が悪くなった際に身に着けたスイッチを

握ることによって、自動で消防署に発信元の情

報が通報されるとか、在宅のままカメラを通じ
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て医師の問診が受けられる、これは法律の壁も

あるわけですけれども、せっかくそういった光

ケーブルという最新の設備が市内各所に100

パーセント充実化するわけですから、これをそ

ういった福祉の部分で活用できないかなと思う

んですね。そうすれば全国の高齢者が「遠野に

行けば1人でも安心して暮らせるっけよ」とい

う評判ができれば、若者だけじゃなくてＵ・Ｉ

ターンの高齢者が増えるというのも遠野にとっ

てはいい政策ではないかなと思うんですが、市

長はどう考えますか。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

〇市長（多田一彦君） せっかくあるものは有

効に使う、これはもう絶対的なことだと思いま

す。職員の担当の方々とも意見交換します。 

「将来こういうことを活用して、こういう

方向に行かなければなりませんね」そして「行

政だけじゃなくて民間ともしっかりタイアップ

していかなければいけない」「やれるところを

補完しながら寄り添った地域運営をしていかな

ければならない」こういうふうに話しをしてい

るところであります。 

〇議長（浅沼幸雄君） ８番萩野幸弘君。 

   〔８番萩野幸弘君登壇〕 

〇８番（萩野幸弘君） その通り、せっかくの

設備ですから最大限有効に、これしか使えない

という固定的な観念ではなくて、やはりこれに

使えないかなっていう可能性をぜひ探っていっ

ていただきたいと思います。 

最後になりますけれども、新型コロナウイ

ルス感染症まん延防止対策について伺います。 

現在、国民のワクチン接種、２回目接種も

一段落しており、当初はもとより県内、全国に

おいても感染の勢いが収まってはおります。 

これを機会にＧＯＴＯキャンペーンの再開

とか、大手オンライン決済とコラボして「最大

20パーセントのポイント還元をするから市内で

買物してください」とか、あるいは「15人以上

の宴会に補助金出しますよ、どんどん宴会して

ください」これは今言ったのは本当にうちの遠

野市のとなりの自治体でありますけれども、そ

ういった具体的な経済対策も動いております。 

その反面、第６波を警戒して新たな変異株

である「オミクロン株」の国内まん延の懸念が

あるのも事実であります。 

したがって、３回目のワクチン、いわゆる

ブースター接種、これも８カ月後じゃなくて６

カ月後に前倒しっていう案も政府では検討して

おります。当然、本市においてもそれらに向け

て対策は考えてはいると思いますが、そしてこ

れは常にテレビや広報等で伝えているとは思い

ますが、最新の情報というのはどうなっている

か、最後にお伺いして終わりたいと思います。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

〇市長（多田一彦君） 人の命と暮らしを守る

ということは、命も守るし暮らしも守るという

ことです。暮らしの中には経済活動があります。

これもただ黙って見ているだけでは守れません。 

あるときは、これは危険を伴うし相反すること

もあります。 

しかし、私たちはしっかりと両方を見据え

て生きていかなければいけないということを申

し上げます。 

そして、緊急コロナ対策の件につきまして

は、総務企画部長のほうから詳しいことをお話

しさせていただきたいと思います。 

〇議長（浅沼幸雄君） 総務企画部長。 

○総務企画部長（鈴木英呂君） 新型コロナウ

イルス感染症については、感染力が非常に高い

デルタ株と呼ばれる変異株が猛威を振るい、国

内においては本年７月から９月にかけて感染拡

大の第５波が発生したことは、記憶に新しいと

ころでございます。 

県内においても、感染拡大し県独自の緊急

事態宣言が発令される事態となりました。 

感染対策の決め手と呼ばれる新型コロナウ

イルスワクチン接種の進展に伴い、国内の新規

感染者数は８月26日の１日当たり26,050人を

ピークに以後減少に転じ、最近では１日あたり

100人程度と、感染状況は落ち着きを見せてお
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ります。 

本市においては、約３カ月間感染症患者は

いない状況でおります。 

海外ではワクチン接種が進んでいるにも関

わらず、感染が再拡大している事例があります。

また、新たな変異株が発見されていることなど

から、国は基本的な対策の継続を呼びかけてお

ります。 

本市としても、新型コロナウイルス感染症

対策本部を継続設置し、感染再拡大の局面に備

え市民の命と健康が守られるよう緊張感を持っ

て感染防止対策に取り組んでまいります。 

特に、新型コロナウイルスワクチンの３回

目の追加接種については、先般、国より実施方

針が示されたところであり、遠野市医師会や県

立遠野病院と協議を行い、接種に向けた準備を

進めております。３回目接種の対象者は、２回

目接種を終えた日から原則８カ月以上経過した

18歳以上の人で、接種回数は１回です。接種時

期については、今月から医療従事者等への接種

を始め、来年２月下旬から65歳以上の人、５月

上旬から64歳以下の人へと順次開始する予定で

準備を進めております。 

本市の２回目接種を終えた人は、対象者全

体の約90％に達し、全国平均の約77％を上回り、

県内の中でも高い接種率となっております。 

３回目接種の対象者数は、約２万人と見込

んでおります。３回目接種が円滑に進むよう国

や県の動向を注視しながら、接種体制の確保に

努めるとともに、１回目、２回目と同様、接種

率向上に向けた適切な情報発信や予約支援等に

も取り組んでまいります。 

なお、接種に関する最新情報については、

広報紙、遠野テレビ、ホームページ等で随時発

信してまいります。 

また、新型コロナウイルス感染症により市

内経済への影響が長期化しており、経済対策に

ついても重要な課題と捉えております。 

本年度は19事業、約２億6,500万円の経済対

策事業に取り組んでおり、さらに一般会計補正

予算（第５号）で３事業、6,400万円を計上し、

本市議会定例会に提案しております。 

今後も新型コロナウイルスの影響に注視し、

市内事業者が事業を継続し雇用がしっかりと守

られるよう、必要な経済対策を切れ目なく展開

してまいります。 

国はワクチン検査パッケージによる実証実

験に取り組んでおり、その結果を踏まえ行動制

限の具体的な緩和策について方針を示すことと

しております。今後の感染状況にもよりますが、

国は来年１月からＧＯＴＯトラベルを再開する

方針でいるなど、明るい話題も増えてきており

ます。 

今後も新型コロナウイルス感染症から市民

の命と健康、そして暮らしを守るため、感染防

止対策と経済対策に全力で取り組んでまいりま

す。 

以上、答弁といたします。 

〇議長（浅沼幸雄君） ８番萩野幸弘君。 

   〔８番萩野幸弘君登壇〕 

〇８番（萩野幸弘君） まだまだ質問したいこ

とはございますが、それは今後また時間を改め

て議論してまいりたいと思います。 

いずれ、最後のコロナ対策、特にも年末に

向けての経済対策、近隣ではいろんな経済対策

やってるよと言いましたけれども、本市はいっ

たいどうなんだろうというのもあると思います。 

ぜひ私とすれば市長から明確なメッセージ、

経済面ですね、出していただければいいのかな

と思います。 

以上で、私の一般質問を終わります。 

〇議長（浅沼幸雄君） 10分間休憩いたします。 

  午後２時13分 休憩 

────────────────── 

  午後２時23分 開議 

〇議長（浅沼幸雄君） 休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

次に進みます。12番菊池巳喜男君。 

   〔12番菊池巳喜男君登壇〕 

〇12番（菊池巳喜男君） 遠野令和会の菊池巳

喜男でございます。通告に従い、一問一答方式

により市長に大項目２点について、それぞれ質
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問を進めてまいります。 

質問に入る前に、新市長におかれましては、

このたびの就任にあたりお祝いを申し上げます。 

われわれ遠野令和会といたしましては、政

治スタンスとして、市長の政策について是々

非々の立場で対応をして行く方針であり、賛成

の立場では着実な実行、反対の立場では単なる

反対の意見を述べるのではなくて、その施策に

合った対案を打ち出していく方針であることを

述べ、市民のための市民に寄り添って、市政の

向上に向けて進ませていただくことを申し上げ

ます。 

また、今まで３名の質問者が登壇いたしま

したけども、重複する面が多々あるかと思いま

すけども、事前に通告しておりますので、その

点をお許し願いたいと思います。   

それでは、質問に入らせてまいります。第

１項目めでございます。まちづくりに関する五

つのビジョンについて、質問を進めさせていた

だきます。 

 この前の所信表明演述におかれまして、市長

は新しい施策を含めながら演述をなされました。

その中で、所信表明演述の中に五つのビジョン

が示されております。 

一つ目といたしましては「安心して暮らせ

る町」、二つ目には「市内で経済循環するま

ち」、三つ目には「みんなでつくる福祉のま

ち」、四つ目には「人の可能性がひろがるま

ち」、そして五つ目には「風土を守り継承する

まち」と所見を述べられております。このこと

と既に令和３年度がスタートをしておりますし、

令和３年度からスタートいたしました第２次遠

野市総合後期計画がございますが、どのように

タイアップしていくのかを、最初にまず質問さ

せていただきます。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

〇市長（多田一彦君） ありがとうございます。

令和会として賛成反対という立場をはっきりし

ながらしっかり提案をしていただくということ

で、ありがたいことだというふうに感じており

ます。ただ、あまり私はテレビで議会を見る中

では、反対されてるシーンはあまり見ていない

かなというふうにも思っております。 

いずれにしても、ここまで質問いただきま

した。この中には山積する課題、前政治、前政

策、それからの課題、この引き継ぎということ

がたくさんあったと思います。 

ですから、議論するということは本当に大

事で、是々非々で考えなければならない、そし

て、賛成責任、反対の責任も同時にあるのだな

ということを、今巳喜男議員のお話しから考え

させられたと思います。 

まず最初に、第２次遠野市総合計画後期計

画とどのようにタイアップしていくか。前にも

お話ししましたが、課題はかなり共通してきて

いると、その共通している課題を取り上げれば

さまざま共通点がある。ここに対してどのよう

にアプローチしていくか、どのように解決を図

っていくか、このアクションが大事だと私は思

っています。 

まず、私はこれまでに議員の皆さん、行政

当局、お諮りになった総合計画と基本計画は尊

重してまいります。その上で、新たな部分、修

正する部分をしっかりと捉えてやっていきたい

と、そういうふうに考えております。 

私が挙げました五つのビジョンも、遠野市

の総合計画、五つの大綱につながると読みなが

ら思っていたところでございます。 

その第一歩として状況を知る。状況を知る

ということは決断をしていく上の大事な礎にな

ります。この状況を知るための方法が市民と対

話するということです。 

これから11地区で、お話しを聞いたり私が

お話しをしたりしてまいります。タイアップと

いう考え方はございません。尊重しながら、適

宜変更しながら、新たな策を入れながらやって

いくという考え方でございます。 

〇議長（浅沼幸雄君） 12番菊池巳喜男君。 

   〔12番菊池巳喜男君登壇〕 

〇12番（菊池巳喜男君） 今の答弁の中に、尊

重しながらやっていくんだというような答弁が
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ございました。そして、先ほど私が述べた五つ

のことに関しましては、この第２次遠野市総合

後期計画の五つの大綱にもつながっているんだ

よというようなお話しでございました。課題は

共通しているということで、どうアプローチし

ていくのかというようなこともやっていくとい

うことで、市民との対話ということで、井戸端

会議でしたか、ちょっと忘れましたが各町でや

っていくというようなことで、私の町でもまち

づくり協議会からも広報が出ておりまして、そ

の中でも触れられておりました。 

私のスタンスといたしましてはですね、地

方、それぞれの町でございますが「地方の活力

なくして中心市街地の反映なし」ということで

ございます。 

午前中、市長は同じような趣旨の答弁をな

さっていたかに私はお聞きいたしましたけども、

「市内で経済の循環するまち」と所信表明の中

にもございます。 

市の基幹産業である農林畜産業、活性化を

図るため農業経営の見える化の推進によって高

収益農業の拡大、新規就農促進、法人化経営な

ど多角化支援に努めると演述でも述べられてお

りますが、これも重複するかもしれませんけど

も、この辺、農業分野になりますけども、どの

ような計画を指すのかという具体的なことにも

つながるかと思いますけども、午前中にはいろ

いろ塾を開いていくんだというようなお話しも

ございましたけども、その辺、重複すること以

外に何かありましたら、お答えをお願いしたい

んですが。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

〇市長（多田一彦君） 重複する以外の所とい

うことなので、逆にこの今、頭の中で少し分析

をしております。 

いずれにしても、これまでの取り組みをし

っかりと検証しながら、不足の部分、これから

どうするという部分を明確にして、新しい計画

であっても何でも常に取り組んでいかなければ

いけないし、しっかりと提案をし合いながらい

かなければいけない。 

「地方の活力なくして中心市街地の反映な

し」この言葉は非常に新鮮です。大事にしてい

きたいと思います。 

〇議長（浅沼幸雄君） 12番菊池巳喜男君。 

   〔12番菊池巳喜男君登壇〕 

〇12番（菊池巳喜男君） ありがとうございま

す。私もそのとおりで、ここの中心市街地のみ

繁栄するということはありえないと、やはり各

町が繁栄、そして活性化が求められることによ

って、初めて遠野全体の繁栄につながるという

ふうに私は思っているわけでございます。 

先ほどもありましたけども、第３次遠野市

農林水産振興ビジョン、タフビジョンでござい

ますけども、令和３年度からスタートをしてい

るのもそのとおりでございますけども、今それ

こそ午前中から答弁なさってるということは、

この農林水産振興ビジョン、タフビジョンに沿

ったものと、これからもやっていくというふう

なことでいいものか、ちょっと確認をしたいと

思います。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

〇市長（多田一彦君） それこそ、検証と確認

が必要なのではないでしょうか。 

今のところどういうふうな状態であるか、

どこまで来ているか、計画はすべて進捗の管理

が重要だと思っています。１年であっても進捗

はある、２年、３年続けるなかで進捗状況のチ

ェック、管理、そして次に打つべき手を進めて

いく、これが基本ですので、それを推進すると

いうよりは、常に見直して、検証して、意見交

換しながら進むというふうにお考えいただけれ

ばよろしいかと思います。 

〇議長（浅沼幸雄君） 12番菊池巳喜男君。 

   〔12番菊池巳喜男君登壇〕 

〇12番（菊池巳喜男君） 見直ししながら検証

するということでございます。 

遠野市農林水産振興ビジョンの中でも、こ

れから私の後に新田勝見議員も質問するようで

ございますけども、法人化経営、特にも大変な
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先ほど来から優秀な３法人、営農組合があると

いうことで答弁もありましたけども、私もこれ

から約20近くの営農組合があるわけでございま

すけども、やはり新しいものを取り入れながら

ですね、法人化に向けてやらなくちゃならない

のではないのかなというふうに思っております。 

今現在、法人化に向けましてですね、いろ

いろな模索をしているところかとは思いますけ

ども、特に私はですね、これからの任意組合に

おかれましては、今の営農組合の任意組合が畜

産にも力を入れながら経営の中に入れるべきだ

と思いますけども、その辺ちょっとお答え願い

たいと思います。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

〇市長（多田一彦君） 畜産に関することは、

先にも申し上げました。遠野の畜産は非常にチ

ャンスがあることです。これを持続していくた

めにどういう体制が必要か、どういう方向性が

必要かということをしっかりと捉えていかなけ

ればならないと思います。当然、遠野の中で10

0億円、それ以上を目指す上では畜産が非常に

大きな力となると考えています。 

〇議長（浅沼幸雄君） 12番菊池巳喜男君。 

   〔12番菊池巳喜男君登壇〕 

〇12番（菊池巳喜男君） やはり法人化に向け

まして新しい施策をどんどん押し進めて、それ

を行政といたしましても指導を加えながらです

ね、前に進めていただきたいなというふうに思

うところでございます。 

農地と環境を守る上で農業従事者が高齢化

しているわけでございまして、今後、地域マス

タープランというものを計画しなければならな

いというような今課題もありますけども、この

マスタープランの計画を達成するためにはです

ね、なにかこう具体的な方策はここには演述に

はなかったんですけども、その辺こうどのよう

に考えているのかお答え願いたいと思います。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

〇市長（多田一彦君） 現状を知るということ

が非常に重要なことになると思います。計画を

立てるためにはしっかりと現状を知って、分析

して何が必要かということを進めて、それを進

捗管理できるように「ステップ・ステップ・ス

テップ」、分かりやすくお見せして一緒に進め

るということだと思います。 

強いて言うなれば、畜産のこともありまし

たが、ほかの農業のこともありますね。さまざ

まな分野で進むべきスピードも違います。目指

すべきものも違います。 

ですから、しっかりとその点、現状を踏ま

えて計画を立てなければいけないと思います。 

遠野のチャンス、例えばホップもそうで

す。今28トンですけど、45トン、60トン目指し

ましょうとこの間話をしました。ホップ生産組

合の方々とはいろいろ意見交換もさせていただ

いておりますが、やっぱりこれホップですから、

ホップ・ステップ・ジャンプと進んでいかなけ

ればいけないと私は思ってます。 

そういうふうなリズムで力を入れていきた

いと思います。 

〇議長（浅沼幸雄君） 12番菊池巳喜男君。 

   〔12番菊池巳喜男君登壇〕 

〇12番（菊池巳喜男君） ぜひですね、マス

タープランの計画達成に向けましてホップ・ス

テップ・ジャンプじゃないですが、一生懸命皆

で汗を流していくように、農家がよりよい未来

を築いていただくことを指導していただきたい

なというふうに思うところです。 

それでは、次の質問に入らせていただきま

すが、五つのビジョンの中にですね「市内で経

済循環するまち」「みんなでつくる福祉のまち」

「人の可能性がひろがるまち」ということで、

１番の「安心して暮らせるまち」もなんですが、

この四つをですね、これから行えるんじゃない

のかなという私なりの提案型で、市長に質問を

進めさせていただきます。 

現在、各町そして行政区単位でもあるんで

すけども、人口減少と高齢化が進んで農業生産

のみならず、生活、これは買い物、子育て、こ

れから必要となる除雪問題など集落の維持に必
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要な機能が大変弱ってるということはそのとお

りでございます。 

このような状況のなかで、農家のみならず

非農家が一体となって農業生産、生産支援など

に取り組み、地域コミュニティの機能を維持・

強化することが私は求められているというふう

に思っております。 

このことをいつも私は一般質問でも以前に

もさせていただきました。いろいろと問題解決

の具体的な手段として、農林水産省で来年度令

和４年度の概算要求の中で、複数の集落協定と

自治会、社会福祉協議会など多様な地域の関係

者が連携して協議会を設立し、農林地等の保全、

地域資源の活用、農村の生活支援にかかる将来

ビジョンを策定しながら各事業を実施する地域

運営組織といたしまして、農村ＲＭＯという組

織をですね結成を推進しようとしておるわけで

ございますけども、この取り組みは今まで先ほ

ど申し上げたとおり、人口減少と高齢化が進み、

農業生産のみならず生活環境も維持しながら、

遠野市といたしましても、地域の運営組織を結

成して考えてみるべきではないのかなというふ

うに思っております。 

農水省ではですね、中山間地農業ルネッサ

ンス事業として、４年度事業概要要求として約

478億円を要求しているということになってお

りますけども、この辺の情報はちょっと入って

るか、まず最初にお伺いしたいと思います。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

      〔市長多田一彦君登壇〕 

〇市長（多田一彦君） 情報は、最近入ってお

ります。 

〇議長（浅沼幸雄君） 12番菊池巳喜男君。 

   〔12番菊池巳喜男君登壇〕 

〇12番（菊池巳喜男君） 情報が入ってるとい

うことでございますので、どのくらいの情報な

のか分かりませんけども、農水省とですねパイ

プを密にして、４年度事業でございますので、

多分12月末あたりには閣議決定されてスタート

するんではないのかなというふうに思いますけ

ども、この農村ＲＭＯ形成推進事業に関しまし

て、積極的に取り入れる気持ちはないのか。ち

ょっと私は所信表明演述に謳われている五つの

ビジョンそのものだというふうに思っておりま

すけども、その辺はいかがお考えでしょうか。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

〇市長（多田一彦君） そもそも、遠野市には

地区センター構想というすばらしい構想があり

ました。これを推進してきた結果がこういうす

ばらしい地域づくりにつながっているわけです。 

その中で構成するものは、まさに農業、地

域、それと子育てもあった。福祉もありました、

助け合いがありました。そして文化。郷土芸能

をはじめとする文化もありました。 

これらのしっかりした検証を進めながら、

地区センター構想、今は小さな拠点、そういう

ふうに謳われております。このことを尊重しつ

つ進化させていかなければならないと思ってい

ます。 

先ほどから申しておりますが、状況をしっ

かりと反映させながら、必要な部分進化させな

がら、協力体制をしっかり取っていくと。地区

センター構想、これが小さな拠点づくりとなっ

てスタートしたばかりです。さまざまな課題も

出てくるはずです。 

これらに対して丁寧に対応する責任が私た

ちにはあるはずです。このことをしっかりと踏

まえた上で、このＲＭＯ、しかるべき時に必要

であれば考えることではないかと思います。 

まずは、事業ありきではなく自分たちが思

う地域づくり、小さな拠点づくり、これをしっ

かりと取り組む。その上でスクラップ・アン

ド・ビルドの中で単に事業を増やすのではなく

て、取り組む方向を見据えた上で、新事業には

取り組んでいくというふうに考えております。 

〇議長（浅沼幸雄君） 12番菊池巳喜男君。 

   〔12番菊池巳喜男君登壇〕 

〇12番（菊池巳喜男君） そのようにぜひ進め

ていただきたいわけですけども、市中心部と遠

野市の隅々まで交通システムの確立によって、

高齢者支援対策と通院、買い物支援などが、こ
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の事業を取り入れることによって解決して、地

域内での高齢者見守り対策や、さらには六次化、

農産物開発支援などがそれぞれの地域性を活か

した各組織によってなされるシステムと、私は

農村ＲＭＯ事業は伺っておるわけでございます。 

この組織は、同時に地域内にそういう組織

を作るわけですので雇用の創出にもつながるこ

とでございまして、地域活性化の基になるので

はないのかなというふうに考えます。地域が盛

り上がることは、先ほど来から言ってるとおり、

中心市街地も盛り上がるということに通ずると

ころがあるわけでございまして、先ほど答弁の

中にありましたけども、小さな拠点づくりとも

相通ずることでありまして、これは先ほど来、

答弁がありましたけども、担当部署の垣根を越

えてですね、例えば産業部、市民センター、健

康福祉部のような横断的な部署をですね、一緒

にすることによってですね、きちんとしたこと

がこの農村をさらに活性化できるのではないの

かなというふうに思っております。 

これは県の対応も必要でありますし、これ

を支援するような事業もあるようでございます

けども、私は必ず令和４年度におかれましては、

これに取り組むことが必要だというふうに思い

ますが、再度その辺をお伺いいたします。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

〇市長（多田一彦君） いい提案だというふう

に捉えております。また、12月閣議決定ですか、

ということになると、さらに詳細がこれから出

てくると思います。また皆さんとしっかりと議

論をして、いいものはいい、できることはでき

る、できないことはない、そういうふうな姿勢

で臨んでいきたいと思います。いずれにしても、

地域の皆さん、今小さな拠点づくりに取り組ん

でいらっしゃる皆さん、この人たちが中心にな

らなければならないので、意見をいただいて尊

重して進めていきたいと思います。 

〇議長（浅沼幸雄君） 12番菊池巳喜男君。 

   〔12番菊池巳喜男君登壇〕 

〇12番（菊池巳喜男君） わがまち小友町にお

かれましては、まちづくり協議会がございまし

て、この通りこの冬には「みのたけバスターズ

募集」ということで高齢者に優しい除雪活動も

やるということで、各世帯にチラシが回ってお

ります。それらもいろいろ冬の期間中も含めな

がらですね、今前向きな答弁がありましたので、

ぜひこの事業に農水省に赴きながらですね、赴

かなくてもいいんですけども、いずれがんばっ

てこの事業を取り入れていただきたいなという

ふうに思います。全国のモデルとしてもですね、

取り組んでいただければなというふうに思って

いるところでございます。 

今まで、五つのビジョンを述べさせていた

だきましたけども、この演述の中にですね野生

鳥獣の駆除に関しまして何一つ取り上げられて

おりませんけども、そのようなことはわかって

いることだということでございましょうが、シ

カ、クマ、イノシシなど野生鳥獣の駆除につい

てはどのように考えているのか、ちょっとその

辺をお聞かせ願いたいと思います。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

〇市長（多田一彦君） これ大きな問題ですね。

しかし、書いてないからといって大きな問題と

して捉えてないということではありませんので、

その点は御理解をいただきたいと思います。 

この件については、全国でさまざまな取り

組みがされております。遠野でもされています。 

このあいだヒアリングいたしました。駆除、防

除、人材育成、この３つを柱に担当課では取り

組んでおります。 

カラスの駆除、カラスの駆除箱を設置して

駆除する、ニホンジカ、イノシシの捕獲、ハン

ター育成、防護策、転作さまざま努力している、

このことは凄くわかります。おそらく皆さんも

お分かりだと思います。その中で有効作がある

かというと、どこでもなかなかないというのが

現実です。私もさまざまな所を見に行きました。

その中では…あれは何と言いましたかね…「モ

ンキードッグ」という取り組みもありました。

犬ですね、家庭で飼ってるワンちゃんの特性を
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見ながら、来たら追い払うっていうことを進め

て効果を上げてる所もありました。いろんなこ

とをしてみなければいけないと思います。 

これは、皆さんが長年取り組んできている

なかで、なかなか効果の上げられる手段がなか

ったということですから、しっかりとさらに情

報収集や研究を一緒に進めて見つけていく以外

に方法はないと、そういうふうに思います。 

この件、しっかりと全国から情報収集をし

て、一緒に進めていただければと思います。 

〇議長（浅沼幸雄君） 12番菊池巳喜男君。 

   〔12番菊池巳喜男君登壇〕 

〇12番（菊池巳喜男君） 情報収集しながら本

当にいろいろ電気牧柵等々農地に関わる被害も

結構１億くらいになってるわけでございますの

で、喫緊の課題ではないのかなというふうに思

っているところでございます。併せてですね、

今答弁の中にありましたけども、カラスの被害

がこの前Facebookにも載っておりましたけども、

市長も街中を歩いてカラスの糞の被害が非常に

景観を害しているというふうに見えるところが

あるのではないのかなというふうに思いますけ

ども、先ほどカラスのモンキーのような形の対

策も、カラスにどうだか分かりませんけどもあ

ったんですけども、私のちょっと情報によると

ですね、今のＡＩを使ったドローンですね、ド

ローンに下のほうに長いチェーンとか、ああい

う物を付けながらカラスの電線に止まってる所

にですね、飛ばしながら追い払うというような

対策もやってる所もあると。これは農産物の鳥

の被害対策にもやってる所もあるんですけども、

そのような形でですね、ぜひ令和４年度は横断

的にですね、カラス対策室なるものをですね、

部署にプロジェクトチームを持って中心市街地

糞対策をですね、やってみてはいかがなものな

のかなというふうに思うんですが、やってくれ

ますでしょうか。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

〇市長（多田一彦君） お答えします。考えな

ければいけない、取り組まなければいけないっ

てことはもうこれ事実です。そして、担当課も

努力をしていて年間600から1,000羽の捕獲をし

ています。処分もしているわけですけれども、

かなりの状況を把握していました。ある所から

追い払うと次あそこに行きますよと。そこに行

ったら次あそこに行っていきます。そこに逃げ

られると、もうどうしようもないんですという

ような状況があります。発砲するわけにもいき

ませんし、なかなか大変。 

ドローンの話も聞いております。さまざま

な取り組みをしなければいけないってことはこ

れ事実です本当に。電線をなくすることもでき

ませんし、だからやらなければいけないんです

けども、これは担当課を作るよりどちらかと言

うとプロジェクトを進めて、全国とも情報を共

有しながらいい手法を探し、それをチャレンジ

するということが重要だと思います。これ本当

に先ほど議員おっしゃったように、生産性下げ

てしまいます。これ本当に大変なことなのは分

かります。一つずつ、空から、陸から、地中か

ら来る小動物もあります、対策をしていかなけ

ればいけないと思います。 

改めてしっかりした形で議論をしたいと思

いますので、よろしく御指導お願いします。 

〇議長（浅沼幸雄君） 12番菊池巳喜男君。 

   〔12番菊池巳喜男君登壇〕 

〇12番（菊池巳喜男君） 国のほうではですね、

鳥獣被害防止対策等ジビエ利用・活用の推進と

いうことで、農水省の予算の枠の中にはござい

ます。 

その中で先ほどカラスのことはちょっと謳

ってなかったんですけども、ぜひですね、くど

いようですが、市街のカラスは部署を横断的に

プロジェクトチームを作って、くどいって言わ

れますけどもＡＩを使ってそういう何か研究を

して、町の中に班を３班とか４班とか編成して、

最終的には山に追い払いような対策を取ってい

けばいいのではないのかなというふうに思うと

ころでございますので、ぜひ令和４年度はその

実行を市長に期待しております。 

それでは、五つのビジョンのことのほかに
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演述の中で４項目めに「人の可能性がひろがる

まち」ということで、安心安全な周産期医療へ

の充実に向けて産婦人科や小児科の医師の招聘

に取り組むということがあります。それだけで

終わってるんですけども、これに関しましては

ですね、遠野市内、沿岸、釜石病院も含めて産

婦人科医がなくなってるわけでございまして、

遠野市に沿岸部を含めながらですね公設の産婦

人科医、小児科クリニックを開設いたして近隣

の市と町に連携しながらですね、子育ての医療

拠点を遠野市にぜひ構築していただきたいんで

すが、そういう気持ちはないものなのか伺いま

す。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

〇市長（多田一彦君） そういう気持ちはとっ

ても強くあります。これ絶対必要です。遠野の

課題の第一歩です。ですから、子ども、女性を

いたわる、このことは重点項目として考えてい

かなければなりません。 

それと沿岸各地でも産婦人科医がいなくな

っているという話があります。県立病院の数は

岩手県かなり多いですね。これが将来ずっとそ

の県立病院の数で成り立つんだろうかという疑

問も私の中にはあります。そうすると県立病院

もある程度集約、集中化されるんじゃないかと。

いくらなんでも内陸から沿岸にかけて一つもな

いということにはならないはずです。 

そうすると遠野市の位置を考えてみるなら

ば、防災拠点がある東日本大震災の時に後方支

援活動をした、七十里ですか、そういう言葉が

あってどこにも１時間くらいで行けますよとい

うこの利点、それと防災拠点としてあれば、何

かの際に遠野には安全にそういう施設を置ける

んではないかというアピールをわれわれはしな

ければいけないと思います、将来に向けて。や

はりなぜ防災拠点があるか、安全でみんな来や

すいからです。 

病院も危機管理の一つだとすれば、そうい

う立地にあるべきです。ですから、そういう発

信もしなければいけないし、当然緊急の課題と

してウィメンズチャイルドクリニック、これは

必要になりますので、私も就任早々さまざまな

方面にお話しを伺ったり、良好な関係にある医

療関係の方と意見交換をしたりしております。 

遠野には可能性がある、そして市民も議会

も行政もそれについて積極的にやれるという考

え方を持っているので、できるだけ早期に進め

ていきたいというふうに思っています。 

また、産婦人科、小児科、それ以外にも医

療に関するチャンネルをどこかに依存するだけ

ではなくて、しっかりと作っていくという努力

も同時に必要だと考えております。しっかりと

取り組んでいきます。 

〇議長（浅沼幸雄君） 12番菊池巳喜男君。 

   〔12番菊池巳喜男君登壇〕 

〇12番（菊池巳喜男君） ただいま、大変力強

い答弁をいただきました。前の市長の時からす

でに体制として言われているのは「子育てする

なら遠野」というふうに謳っているわけでござ

います。今答弁の中に、遠野はこの前の東日本

大震災のときにおかれても、防災の拠点になっ

てるというような答弁がございました。安心に

つながる、来やすいということもあるようでご

ざいます。 

チャンネルを依存するのではなくて早期に

進めていきたいなということをお話しされまし

たけども、私は国にもですね、きちんとこのこ

とを伝えながらですね、岩手県のモデルとして

遠野市に公設のこういう産婦人科を作るんだと

いうことを厚労省にちゃんと提案をして、市長

が行くんであれば、われわれ議員だって一緒に

行くことも可能なんですから、その辺はきちん

と早期に、答弁があったから早期に進めるとい

うことなんでしょうけども、その辺をきちんと

進めていただきたいことを念願しているところ

でございます。 

それでは、大項目２点目に移らせていただ

きます。「遠野市の財政計画と見通しについて」

ということで、３項目ほど質問させていただき

ます。 

第四次遠野市健全財政５カ年計画がスター
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トをしておりますけども、これを着実に推進す

る旨の発言がございます。この計画については

何も見直す所はなく、このまま着実にこの計画

に乗っとってやっていくものなのか、最初にお

伺いいたします。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

〇市長（多田一彦君） まず、先ほど質問があ

ったから答えたということではなく、しっかり

重要事項として捉えているということなので、

その点は誤解のないようにお願いをいたします。 

それから、計画についても先ほどから申し

上げておりますが、しっかりと見直すべき所は

見直す、決めたからそれを全部その通りにやる

とか、そういうことでは時代の変化、社会状況

の変化についていけません。しっかりと見直し

をしながら、意見交換をしながら、適宜検証し

て正しい方向に議論を進めながら計画自体を進

めていくということでございます。 

〇議長（浅沼幸雄君） 12番菊池巳喜男君。 

   〔12番菊池巳喜男君登壇〕 

〇12番（菊池巳喜男君） 見直す所はないのか

ということに対しましては、見直す所は見直す

ということで、皆さんと意見交換をしながらや

っていくということでやっていきたいというこ

とでございます。 

既存の事業でございますけども、やはり検

証見直しというところも言われているように感

じますけども、その中で既存の事業の縮小とか

廃止も意味をしているのかなというふうにも考

えるんですが、その縮小とか廃止ということも

視野に入れてるのか、ちょっとお伺いします。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

〇市長（多田一彦君） 当然、その状況におい

てあることだと思います。 

〇議長（浅沼幸雄君） 12番菊池巳喜男君。 

   〔12番菊池巳喜男君登壇〕 

〇12番（菊池巳喜男君） いい意味で廃止、そ

れこそ縮小もあるかと思いますし、この事業は

どうも廃止に向けて考えるべきところだなとい

うところもあるかと思います。その辺は皆さん

と意見交換しながら進めるということは、その

とおりだと思いますけども、それもきちんと意

見交換しながら進めていただきたいなというふ

うに思うところでございます。 

最後になりますけども、現在遠野市で所有

する財産が先ほど来から質問がございましたけ

ども、数多くあるわけでございますけども、維

持管理費がどの程度で、これをどのように考え

てどのように改善していくのかということを、

ちょっと最後にお聞きしたいなというふうに思

います。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

〇市長（多田一彦君） 総論で申し上げると、

まず考え方、基本的な管理に対する考え方、こ

れ第三セクターもあれば、指定管理もあればさ

まざまなことがあります。それぞれごとにしっ

かりとした尺度を確認する、現状を確認すると

うことが重要です。 

指定管理であれば、それの基準はどうなっ

ているのかと。ちょっとこれは資金難だ、だか

らここにはプラスしようとか、そういう考え方

ではないということです。また、さまざまなそ

の改善の仕方があるので、その都度その改善す

るためには関係者の意見を聞き、その現状を見

なければならない。その上でしかるべき方法で

改善をしていくという考え方です。 

〇議長（浅沼幸雄君） 12番菊池巳喜男君。 

   〔12番菊池巳喜男君登壇〕 

〇12番（菊池巳喜男君） 私の質問は、この辺

で閉じますけども、最後にちょっと、この前た

またま市長室の前で遠野西中学校の野球、スポ

少の野球クラブでしょうか、市長に対して全国

大会出場の報告会がございました。本当に私も

感激をさせていただきました。 

このようにスポーツが中学生、高校生につ

ながるように、各学校で競いあえるような環境

に少しはなってるのかなというふうに思ってい

るところでございますけども、最後に遠野西中

学校のスポ少の野球クラブが全国大会、来年の
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３月なそうでございますけども、「頑張れ」と

いうエールを送って、私の一般質問を終わらせ

ていただきます。ありがとうございました。 

〇議長（浅沼幸雄君） 10分間休憩いたします。 

   午後３時14分 休憩 

────────────────── 

   午後３時24分 開議 

〇議長（浅沼幸雄君） 休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

次に進みます。16番新田勝見君。 

   〔16番新田勝見君登壇〕 

○16番（新田勝見君） ５番バッターの新田で

ございます。 

一般質問前に、まずもって、10月の市長選

挙におかれまして当選なさいました多田市長に

お祝いを申し上げます。 

最近における首長選挙の傾向として、先ほ

ど萩野議員からもありましたけれども、継続か

刷新かという取り上げ方をされています。当然

のように候補者は対立したら対立した立場で演

説をし、相手候補より有利に導くために市民に

向けて自分の考えを訴えていると思われます。 

そこで、多田市長に確認したいのは、刷新

していくという、あるいは世代交代という部分

もありましたけれども、刷新していくという考

えでよろしいかどうかお伺いいたします。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君） 刷新する部分、尊重す

る部分、さまざまあると思います。ただ、基本

的に取り組む姿勢、それと何かあった場合の対

応、そこについては刷新していくという考えで

あります。 

また、外郭団体さまざまあります。公社も

あります。その機能の確認、赤字が続いてる所

もあります。 

これを放置するつもりは全くありません。

そういう点では、刷新すべきところは多いとい

うふうに考えていきます。ただし、基本計画、

遠野市の最高決議機関である市議会を経由して

できてきたこの計画、これについては、しっか

り尊重して変更しながら進めていきたいと考え

ています。 

〇議長（浅沼幸雄君） 16番新田勝見君。 

   〔16番新田勝見君登壇〕 

○16番（新田勝見君） よく分かりました。も

う一つですけども、確認したいことは「新しい

市長は即戦力になる」と支持者の方々が一生懸

命訴えておりましたけれども、その即戦力、そ

のことについて市長の言葉にはありませんでし

たけれども、自分として遠野市政の即戦力にな

るんだという気持ちかどうかをお伺いいたしま

す。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君） 自分で「即戦力です」

と、なかなかこの恥ずかしさもあって言いにく

いことではあります。しかし、この場ですから

はっきりと申し上げます、即戦力だと思います。 

〇議長（浅沼幸雄君） 16番新田勝見君。 

   〔16番新田勝見君登壇〕 

○16番（新田勝見君） 分かりました。力強い

言葉がありましたけれども、選挙期間等々の話

しの中にですね、やはり市民の中では今までの

市政の流れを変えようというようなうねりのよ

うなものを、私はそういう有権者等々に有権者

といいますか市民の方々から感じましたけれど

も、そういうことに対する期待は非常に大きい

というふうに私は思っております。 

そこで、通告に従い質問いたします。私は

六つの課題について、一問一答方式で行います。 

一つ目は、遠野市の基幹産業である農林業

振興についてであります。 

初めに、コロナ禍にあって米の消費が大き

く減り、大きな影響を受けている米価。今、農

家を直撃しています。昨年比30キロで1,400円

減の概算金であり、単純に市内において３億円

近い売り上げの減というふうになっております。

将来に向けての見通しが立たないと思っており

ます。 

担い手不足、高齢化のなかで、危機的状況

になっていると私は思っております。それは私
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だけではないと思います。 

水田における多面的な役割も多く、必死に

なって守り続けている人々を見ていますが、も

う限界に近いのかなというふうに私は判断して

おります。 

「農業の危機は遠野市の危機」と言っても

過言ではありません。 

多田市長だったら、これを解決できるので

はないかと思った人もいると思います。市民の

考えを、声を大切にする方ですので、もう既に

耳に入っておってその対策も練っているのでは

ないかと私は思いますが、どうでしょうか。こ

れからの米対策について、市長の考えをお伺い

いたします。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君） できる手段をしっかり

整理して、できる限り多くの方法を取っていく

ということは重要だと思います。 

その中で、米価については、これは残念な

がら米価の調整を遠野市ですることは難しい。

しかし、農協や県と一緒になって、国に対して

要望、お願いをしていく、その動きはできると

思います。 

また、新たな販路、外国輸出、それと飼料

米、さまざまあります。これらについても、し

っかりと生産性と価格をにらみながら進めてい

く。 

それと、例えば収入保険、今回適用になっ

たはずなんですけれども、青色申告もやってい

なければできないということもあります。青色

申告というのがハードル高いと思われてる方も

います。「そういうことはないですよ」という

ことをお知らせするということも一つ重要です。

できる手段を全てやっていくという考えからす

れば、そのこともしなければなりません。 

また、国に対して、例えば途上国への支援

を現物、米でできないか、これについても働き

かけが必要だと思います。小さな市町村から声

を上げていく、この重要性を全国にアピールし

ていきたい、そう思います。 

また、そうですね、今ですね次期作支援、

これをまず決めました。おそらく皆さんからす

ればこれではまだまだだという声があると思い

ます。 

このところ政府、そのほか花巻農協も含め

て支援策が出てきました。その中で私たちもし

っかりとその支援策を見据えて、その不足の部

分にもう一度注意をしていく、このことが必要

です。また、米を高く売る、このために先ほど

例えばイベントも必要だというふうにしました。

これ自分で米の値段を上げていく努力が絶対に

必要だと思います。そのために、どういうふう

にすれば米の値段を自分たちで上げていかれる

か。そして、販路をさらに拡大できるか。この

ことをしっかり皆さんと話しをしながら取り組

んでいきたいと思います。 

私は営業マンとしてやっていくつもりです。 

〇議長（浅沼幸雄君） 16番新田勝見君。 

   〔16番新田勝見君登壇〕 

○16番（新田勝見君） 岩手日報でしたか、

「５ヘクタール未満の米農家は赤字ですよ」と

新聞に掲載されました。それは、96パーセント

の農家がそれに当てはまるということになりま

すと、大変な痛手となっております。 

そして、先ほど市長がおっしゃいました米

の収入保険、これも行政のほうから補助金をい

ただいて、掛金ですけどね、それをやっていま

すけれども、その青色申告というものについて、

やはり３年、５年とそういう経過を踏まえて今

回のですね、まだ今回は収入保険いただいくと

いうか下がっておりませんけれども、これがや

はり５年間の価格を見て比較していくわけでし

て、一旦下がっていくとですね、それを収入保

険にしながらも毎年下がっていくという経過が

ありますので、その辺についてもきちんと対策

をしていただければなというふうに思うわけで

ございます。 

次に、市の農業の生産額の大きい畜産、特

にも肉用牛の中の繁殖牛、肥育あるいは一貫経

営であると思いますが、やはり遠野市の場合、

この広大な牧野を最大限に活かした和牛繁殖経
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営の確率が必要となります。 

私は農業高校終了後、多頭飼育っていうこ

とで荒川牧場、高清水牧場あるいは貞任牧場を

利用しながら多頭化を図ってまいりましたけれ

ども、その次にやっぱり量より質だという形に

なってきますと、１頭当たりの単価、牛の単価

が上がってくれば山に上げるのは非常にリスク

が高いということで、しかし牛は減らしたくな

い、多頭化していくということになれば、やは

り牧野あるいはキャトルセンター、そういった

ものの利用というものは非常に重要になってき

ますので、私はこの広大な牧野というものを利

用するのが一番いいのかなというように思って

ますけども、市長はどのようにお考えでしょう

か。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君） 同感です。ある財産は

使うべきだと思っています。広く岩手県内を見

渡しても、そういう牧野での飼育をですね上手

にやってる所もあります。 

また面積、遠野については面積やその牧野

の放牧のシステム、管理のシステム、これらも

さらにスキルアップしていく必要があると思い

ますので、その点を含めて見直していくという

ことは必要だと考えています。 

〇議長（浅沼幸雄君） 16番新田勝見君。 

   〔16番新田勝見君登壇〕 

○16番（新田勝見君） やはりですね、広大な

牧野というものを採草も含めてですね必要だと

思いますので、ぜひ十分に考えていただきたい

というふうに思います。 

次の質問ですけれども、本州唯一の乗用馬

市場が10月26日に開催され、遠野産の乗用馬が

競りにかけられました。馬といえば、昔から南

部曲がり家で人と馬が一緒に生活していた、い

わば家族同然だったというふうに思います。私

の家にも農耕馬を買っておりました。耕運機、

トラクター、昭和40年前後から発達ししてきた

機械に押されまして、農耕馬の役割というもの

はなくなってきた。しかしながら、馬の大好き

な人たちは乗用馬あるいは肉用馬として継続し

ていっているというふうに思います。 

今回の乗用馬市場においては、上場頭数17

頭、売却頭数が13頭、平均価格が約100万とな

っています。コロナ禍とはいえ寂しい限りです。 

今後の馬産振興について、市長の考えをお

伺いいたします。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

  〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君） 私が子どもの頃、馬検

場っていうのが今のバイパスの辺りにありまし

た。そこで馬の市場が開催されていました。私

の祖父が運送関係の事業に携わっておりました

ので、駅前から貨車に馬を積み込む風景を毎年

見ていました。その数たるやものすごい数だっ

たと子どもながらに覚えています。貨車に乗る

のを嫌がって暴れる馬もいました。その時の威

勢のいいおじさんたちの声が今も思い出されま

す。 

そのことから考えると、非常に寂しい数で

あります。でもこれが現実なのでこれからどう

やっていくか。この数から考えると、あとはチ

ャンスしかないって考えるべきだと思います。

下がるところまで下がっていると。 

あとあるのはチャンス、前向きに考えてい

くならば改善すべき点があります。まずは、経

営体制です。 

過日、私は畜産公社の理事長に就任しまし

た。経営改善をしたいと思います。そのために

現在事業別収支と、それと職員のモチベーショ

ン、改善点、これらを掘り起こしてもらうよう

に指示をしました。経営分析をしなければなり

ません。毎年畜産公社には５千万円を超える市

のお金が行っています。これを続けるという、

単に続けるという考えは持っていません。積極

的に改善します。 

同時に、市場、反映させるにはどうするか。

販路ですね、これも同じように販路を作る、つ

まり市場のニーズがどうであるかということを

しっかり情報収集する必要があります。どうい

う所が、どういう馬が必要と考えているか。そ
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して、どういうふうにすれば買ってもらえるか。

このマーケティングをする必要があります。 

ですから、関係課、担当者、その辺のリ

サーチをするように私は指示をしております。 

その上で売れる馬、これを増やしていく。

今回は、史上最高値260万円という馬もいまし

た、200万円という馬もいました。これも一つ

のチャンスです。そのことを念頭に置きながら、

しっかりと後継者に対して収支がわかるように

していかなければならないと考えています。 

畜産公社、馬事振興に係るその公社の中で

必要なことの一つに、職員のモチベーションと

いうものがあります。モチベーションを上げる

ためにはどうすればいいか、これも重要なこと

です。待遇ももちろんあります。さまざまな角

度からマルチタスクを推奨しながら、改善を進

めていきたいと思います。 

そして、この目標に対してどういうふうな

アプローチが必要かということは、もちろん補

助のこともあります。これを進めていかなけれ

ばなりません。積極的に今もされていますけれ

ども、展開していくつもりです。同時に農用馬、

今新田議員からお話しがありましたように、農

用馬に対してもその重点は置くべきじゃないか

と、さらにですね。その多様性っていうことを

考えるならばですね、市場の多様性にどういう

ふうにして答えていくかってことが重要になっ

てくると考えています。 

〇議長（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いたし

ます。16番新田勝見君。 

   〔16番新田勝見君登壇〕 

○16番（新田勝見君） 馬の場合はですね、乗

用馬の場合は馬事振興組合とかＪＲＡとかある

んですけども、いろいろ１頭買えばその馬が５

年、10年持つわけですね。 

そういった面で、そのときの相場、流れ

等々もあるようでございます。そしてまた購買

者の動きもありますから、その辺は十分に考え

てですね、やっていただければというふうに思

っております。 

次に、林業についてお伺いいたします。  

「川上から川下まで」といいますが、なか

なか山の評価が低いのではないかと思っていま

す。 

木材が昭和39年、自由化によって木材価格

が低下し山の評価の下落によって、山林の管理

をまでがおろそかになってきているというふう

に私は感じております。 

「山を持っていれば財産を持っている」と

昔はそう思っておりましたけれども、今は相続

しようとしても誰も「山はいりません、田んぼ

はいりません」というような話を聞くことがあ

ります。 

そんななか、最近ウッドショックというこ

とを耳にしましたが、外材が入ってこない、高

いということですが、今こそ遠野産材によって

遠野住宅、遠野の家って言うんですか、遠野住

宅の販売に活路が生まれるのではないかと思う

のですが、そう思うのは私だけでしょうか。木

材の価値が重要視され見直してくれれば、林業

を営む方も利益を上げることとともに、これか

ら山の管理など力を入れるのではないかと思っ

ております。 

80パーセントを超える山林を有する遠野市

が、これをどう活かしていくのか、新しい市長

の考えをお伺いいたします。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君） 全く同感であります。

遠野の家、これ重要なプロジェクトになってく

ると思います。 

例えば公営住宅、さまざま取り壊しをした

り「さあどうする」という状況のなかで、しっ

かりとまちづくりを捉えるならば、遠野の家を

進めるために、その市有財産を活用するという

こともできます。また、市有林というのもかな

りあります。これらの財産をしっかりと活用し

ていくということは、非常に重要なことです。 

遠野の家、ブランドを進める、そのために

林業関係者、関係機関の方々と意見交換をしな

がら、どうすれば、さらにブランドを作るだけ
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ではなくて経済活動に結びつけて、それが回転

して経済循環起こせるかっていうことをお話し

をしていきたいと思います。これについて私も

プランを持ってますので、突っ込んで話をして

いきたいと思います。 

同時に、林業は自然のサイクルっていうも

のを大事にしなければいけないと。私、農業に

関して「遠野の大自然、これを大事にしろ」と

「いい山からいい水が出て、いい食物ができる

んだ」伝承園のカッパおじさんをしてる運萬さ

んから、本当に情熱的に教わりました。その通

りだと私は感動しました。まさに伝承館で聞い

た話だなというふうに感動したもんです。この

ことは、切って、使って、植えるっていうサイ

クルをしっかりやらなければいけないよという

ことと、もう一つは、切ることによって災害の

危険もあるわけですから、防災対策もしっかり

取っていかなければならない、環境に関しても

そうです。その辺の基準をしっかりと見据えな

がら、林業の振興に、力を入れていきたいと考

えています。 

〇議長（浅沼幸雄君） 16番新田勝見君。 

   〔16番新田勝見君登壇〕 

○16番（新田勝見君） 次のテーマに移ります

が、少子化対策について。これは国内最大の課

題かもしれません。 

日本は戦後のベビーブーム、第一次、第二

次と日本経済の成長とともに人口も増え、そう

いった増え続けてきたわけですが、2004年から

減少傾向にあり、高齢化率もまた高くなってき

ています。県も市も同じような現状にあります。

これを止めることができるのでしょうか。 

合計特殊出生率、岩手県で1.35と低下しつ

つあります。今の時代、子ども１人育てるのに

1,000万かかるというふうに言われています。

しかし、賃金など所得の低い地域においては、

簡単なことではありません。 

また一方、学校に目を向けますと、子ども

が少ないことによって、附馬牛町の場合なんか

中学校もなくなりました。小学校も複式学級と

なり、遠小、北小へと子どもも流れていってい

ます。そして親も中心部へと移動しております。 

いわゆる市長も感じたと思いますけれども、

街場とざい、そういう地域格差と言えばいいん

でしょうか、そういったものが私は強く最近感

じております。そして、ざいには年老いた人だ

けが残っているのが実態であると思います。人

口を増やす以上に減っているんだと、Ｉターン、

Ｕターンの方も多くいますけれども、それ以上

に遠野から出て行く人が多いんです。 

市長は、多分Ｕターン者に入ると思います

が、生まれ育った遠野市の魅力、十分にわかっ

ている人だと私は思っています。遠野市の良さ

をＰＲしながら移住者も増やし、市内において

は子育て支援をどのように考えているのか、ま

ず最初にやらなきゃならないのは何だと思って

いますか。質問いたします。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君） 最初の第一歩という質

問になって、まさにピンポイントになりました。 

これは非常に厳しい質問でありますが、子

育てそれと少子化、これは特効薬がないと思い

ます。なぜならば、暮らしにくいから遠野から

出ていく。その暮らしにくい、暮らしやすいの

尺度は、仕事であったり教育であったり福祉で

あったり。それと、子育てするための制度、こ

れがあると思います。このそれぞれを長期的に

見て改善していく、人が暮らしやすくするため

にあるのが政策です。この今まさに私たちは政

策を話しているわけでありますが、この政策を

しっかりと進める、アクションを起こすという

ことがまず第一です。行動するということです。 

それと、「子育てするなら遠野」というの

は、キャッチフレーズでは実現しないものです。

子育てするために何が必要かという要素をしっ

かりと認識して、そこに対して遠野市は政策と

してどのような支援策を展開していくか、その

アクションが必要です。 

これらをしっかりと整理する、つまりター

ゲットを決めるっていうことです。その中で何

を最初にやっていくかっていうことを決めてい
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かなければなりません。 

私は一旦、萩野議員のときも話しをしまし

た。一緒に役所に入って、東京に行きました。

そして帰ってきた。Ｕターン、まさにそうであ

ります。 

遠野まつりには必ず帰ってきていました。

録音したりビデオを撮っていって、車の中でそ

のお囃子を聞いたりしながらモチベーションを

上げて勇気を出して生活してきた覚えがありま

す。 

おそらく遠野出身の若者たち、私たちのよ

うなおじさんたちも遠野の郷土芸能、あのお囃

子が常に頭の中にあると思います。遠野の魅力

というのは、私にとってはそういうことです。 

あと、なんでいいかわからないこの自然。

もうとにかく来た瞬間いい。この良さが遠野の

武器だと思います。 

よく外の友達が来ます。「なんでいいか分

かんないけど、とにかくいい、とにかくいい」

そういう人たちが少しずつ集まるようにしてい

く、その中で社会を変えていく、これも必要な

ことです。 

ただ、考えなければいけないことの中に仕

事があります。仕事は選択肢を増やすというこ

とだけでは解決せず、もちろん働き手の確保も

あります。市内の給与水準の格差、これも現実

的な問題になってきます。これを一瞬にして解

決しようとすると既存の企業の圧迫にもつなが

ります。先ほど申し上げましたように既存の企

業の将来を考えるならば、もう一つの産業分野、

これも展開を視野に入れる必要がある、さまざ

まな要素があります。 

新田議員の端的にという質問にお答えでき

ていないのは百も承知でお話ししておりますが、

それら各分野に必要な第一歩をやっていかなけ

ればいけない、そういうふうに思っています。 

そのためには、しっかりと会社の経営者、

若者たち、高校生、議論していかなければなら

ない。必要な制度をしっかり見据えてその制度

を設定していかなければならないと考えていま

す。 

答えがまとまっていないと思います。申し

訳ありません。 

〇議長（浅沼幸雄君） 16番新田勝見君。 

   〔16番新田勝見君登壇〕 

○16番（新田勝見君） 非常に難しい問題では

ございますけれども、遠野広報でしたか、産ま

れた方が死んだ方の10分の１しかありませんで

したけども、自然減ということになると思いま

すけども、やはりそうであれば市長の言うこの

遠野の魅力を十分に活かして、Ｉターン者、先

ほど馬の話しましたけどね、馬とかあるいは郷

土芸能とかですね、もちろん自然もそうですし、

あるいは民宿をしたりね、いろんな方がＵター

ンしてきてますので、その辺をきちんと精査し

て、その魅力を都市のほうにアピールしていく、

ＰＲしていくということが大事かなと思います。 

コロナ禍によって結構都会よりも田舎に住

みたいという人多いと思いますんで、こういう

機会にぜひやっていただければというふうに思

っております。 

次の質問に移りますけれども、次にですね、

小さな拠点づくりの見直しについて質問いたし

ます。もちろん、見直すという言葉は私が勝手

に言っている言葉でありますが、市長の所信表

明の中では、「地区センターの多機能拠点化」

と表現、「行政区再編による地域組織の強化と

謳っております。 

この拠点づくりは市民の声によってできた

ものではなく行政主導によるもの。私は以前か

らこのことについては全く逆だと思っておりま

す。 

遠野市の職員が地区センターからみんな引

き上げました。それは各地域の小さな拠点づく

りがきちんと行政区の合併、あるいは自治会の

結成、そういったものがきちんとできてから

「これで安心だよ」というときに初めて地区セ

ンターから引き上げても、「自分たちでこれだ

ったらやれるんじゃないか」ということをここ

２年、３年、私は主張してまいりました。しか

しながら、一番先に引き上げてしまいました。 

先ほど市民センター構想、カントリーパー
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ク構想もありましたけれども、以前、昭和50年

ですけども、各地区センター立派にできまして、

そして所長、主事そして保健師も在住しており

まして、地域の健康といいますか健康づくり、

そういう小さな部落まで入って血圧を測ったり

ですね、そういうことまでやっていたのが非常

に私は懐かしく思います。今、そういうことも

ありません。そのことについて、まずお伺いい

たします。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君） お気持ちは理解してお

ります。遠野市は小さな拠点づくり、これを進

め出しました。 

新田議員の考える部分をどんどん逆に、前

向きに発信をして地区の中で話をしていきなが

ら、例えば附馬牛であれば附馬牛の地区セン

ター、地域づくり構想はこういうふうにしてい

く、個性があっていいはずですから、さまざま

な各地の前向きな提案をしながら話し合いをし

て進んでいくというのは、私は正解かと考えて

います。その結果、昔はよかったということも

参考にしながら前に進んでいく。 

医療、福祉これらも地区センターを中心に

地域として寄り添っていくべきものになると思

います。交通に関してもそうです。これらを確

かに古きよき時代、コミュニケーションの本当

にあったかい時代、これわかります。ですけれ

ども、今の時点から新たにそういうさらにあっ

たかい地域づくり、地域の拠点づくりに進んで

いく努力をし、かつ必要な施策をそこに展開す

るという考え方でおります。 

〇議長（浅沼幸雄君） 16番新田勝見君。 

   〔16番新田勝見君登壇〕 

○16番（新田勝見君） 今までですね、市では

よくですね官民一体という言葉を使います。今

の小さな拠点の中で、官というのは誰を指して

官という。官民一体って、私は民だけじゃない

のかと、簡単に言えばですけども、そういうこ

とについては市長どのようにお考えでしょうか。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君） これまでの官民一体と

いうところに関して、あまり私の認識ではあま

りありません。申し訳ありません。できている

のか、できてないのかしっかり検証も必要です

が、一体というイメージ、これ私のイメージで

すが、これ伴走、しっかり寄り添って進めるっ

ていうふうに考えています。 

ですから、不足部分は常に寄り添って進め

ていく。一体で進めるっていうのは、もうこれ

今の時代当然のことですが、本田市長もよくお

話しをされていました。その結果どういうふう

な一体感というものができているかというのに

は、私はあまり認識がありませんのでお答えし

にくいところです。 

一緒になって話し合って前向きに進んでい

きましょう。 

〇議長（浅沼幸雄君） 16番新田勝見君。 

   〔16番新田勝見君登壇〕 

○16番（新田勝見君） 次の質問に入りますが、

先ほどちょっと出ましたけれども、まず心配さ

れるのは交通弱者の対応であります。 

私は数年にわたって当局とも議論をしてま

いりました。いまだ結論に至っておりません。

免許返納者があり、バス路線の減少、住民の高

齢化など課題山積。市長の考えている生活交通、

生活交通ですね、各地区センターを中心とした

交通弱者についてですけども、生活交通につい

てどのようにお考えでしょうか、お伺いいたし

ます。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君） 遠野は御存じのように

雪も深い場合もあります。歩くのも滑って大変

な時もあります。 

お年寄りがごみ袋を持ちながら歩いてると、

「あら、転ばねばいいな、車にひかれねばにい

いな」って心配です。買い物してバス停から２

キロ歩いてるお年寄りに会ったこともあります。

そうすると絶対乗ってって言いたくなります。 

つまり、これからはしっかりと家の前に着
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けられる交通システムが必要だと思います。そ

の交通システムを作るために、地域も役所、官

もそれこそ一緒になって考えていかなければい

けない。それと、その今の機関交通、幹線のこ

とも考え直さなければいけない。距離を短くし

てもっと多くするとか。そして、地域の交通を

多くするとか、さまざまな取り組みが必要です。 

その体系というのは、ある所は集団かもし

れない地域かもしれない、ある所はタクシー会

社、ある所はカーシェアリングとかさまざまな

方法あります。 

しかし、遠野にはタクシー会社３社ありま

すが、このシステムを十分に活用しない手はな

い、そういうふうに私は思っています。なぜな

らば、タクシー会社も、例えば人口減少に伴っ

て客が減ります。しかし、ないと困ります。で

すから、公共交通の手段の一つとして、しっか

り存続できるようなプランを一緒に進めていか

なければいけないと思っています。 

その内容については、これから地域に入っ

てお話しして行く予定ですが、それを実証して

いく方法としては、特区、自動運転等も絡めて

もいいと思います。これらのいろんな方法を使

って実証実験含めてですね、予算確保から進め

ていかなければいけないというふうに考えてい

ます。いずれにしても、地域に寄り添う、伴走

する。民間が動けば行政はそこに伴走していく、

常に話ができる位置にいる、これが大切だと私

は考えています。 

〇議長（浅沼幸雄君） 16番新田勝見君。 

   〔16番新田勝見君登壇〕 

○16番（新田勝見君） 今の生活交通について

は、もう余談を許さないといいますか、いろん

な形でこれは井戸端会議でも出るんだろうと思

いますけども、ざいの奥のほうにとりましては

非常に足の確保は生活する上では非常に重要で

す。自転車で行ける距離じゃないんですよ。 

ぜひですね、そういったことを行政でもい

ろいろ話し合い担当課と話しをしながら、ぜひ

対応といいますか策を作っていただきたい。そ

して、小さな拠点にですね、この辺ぐらいだっ

たらできるんじゃないかというものを示してい

ただいて、やるという方向にやっぱり持ってい

っていただきたい、そういうふうに思っており

ます。 

次にですね、行政区合併のメリットは何か。

今盛んにですね、二つの行政区を一つにとか、

三つを一つにとかいう形で進めております。 

そして、この前の広報遠野にも具体的に初

めてあのような形で載りました。そうしたなら

ば、附馬牛町のある区長ですけども、「私は、

これに対してはずっと反対してきた、なのにな

んでこのように決まってるんだ」というような

怒りでございました。「いや、私もこれについ

ては当局と何年もかかって話ししてるんだ、順

序が逆だべと」「この行政区も二つが一つなっ

たり、三つが一つになったり、あるいは変更な

い所の住宅が100何件以上あるのか、ないべ、

なんでここは変更になんないんだ」と。私たち

議会として、遠野町15区のことについて、いろ

いろ懇談会したときにですね、あそこは一つの

行政区で500何戸あるというようなことで、そ

ういった所も解消しなきゃならないなというの

は議会でも話ししてですね、そういった話しも

要望もしたような気もしていましたけれども、

今そのままですよ。なおかつ、田舎の方はみん

なその行政区合併だよと。人口がないから合併

すると。合併すれば活力が生まれるっていう考

え方は私はちょっと。 

市長どのように考えているかわかりません

けれども、この行政区というのは、昭和29年に

遠野市が合併して以来の行政区ですよ。これを

一気にそうやろうとしてるわけですから、議会

あるたび私は言ってますけども、そういったこ

とについてね「じゃあメリットなんなんだよ」

と「これくっつけてどうすんだ」と。そして、

もう一つですね、今いろいろ計算して自治会に

このくらいの支援しますよというお金がありま

す。 

これは区長が、二つが合併すれば60万程度

になるわけですけども、そして自治会には40万

いくらぐらいのこれは支援しますよと。これは
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単なるですね、行政区の経費が削減されるだけ

で、置かれている立場にある区民にとっては、

「私は無理にやられたんだよ」ということ本当

にね、たびたび聞きますけれども、そういった

ことについて、市長はどのようにお考えでしょ

うか。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君） 非常に新米市長にとっ

ては難しい答弁になります。なぜできていった

か、どういう議論がなされたか、正直申し上げ

てあまりよく私は理解していませんでした。 

しかし、その上で今の状況に何をプラスす

れば、さらにやりやすくなるか、メリットは何

かと考えました。合併しなくても使えるメリッ

トではあると思うんですけれども、私は市民活

動サポートセンターというものを推奨しており

ます。これは、４年前からずっと推奨しており

ます。世の中には、市民活動、地域活動をバッ

クアップするシステムはたくさんあります。こ

れらを活用するチャンスと考えれば、各地区セ

ンターがそれを独自に考えて、さまざまなチャ

ンネルで資金を確保することも実行することも

できるというふうに理解できます。 

そのために必要なサポートをする部署、こ

れは行政ではなく民間レベルで作って、そのサ

ポートをするってことも可能だと思います。こ

れらを進める方法は、もう遠野の中にもそうい

うふうにして活動してる方々もいますので、わ

かりやすく説明できるようになっていくと思い

ます。 

ただ、必要なのはこの行政区再編、そして

小さな拠点づくりを行った。なかには、「よし

やるぞ」というふうになってる方々もいるんで

すね。この方々は、じゃあ不満がなかったかど

うだったかっていったら、これ決してそうじゃ

なかった。でも前向きになってるわけです。そ

の中でしっかり前向きになりながら、自分たち

が活動しやすい環境を作るっていう考え方にも

う切り替えていかないといけないと私は考えて

います。そのだめだった部分、改善しなければ

いけない部分をこれからもっともっと整理をし

て、分かりやすくしていって、それを一緒に改

善していく、その方法で行きたいと私は考えて

います。 

メリット、これからの活動でその小さな拠

点がメリットを作れるかどうか、メリットが用

意されてるんではなくて、メリットを自ら生み

出していくという考えも必要だと考えています。 

〇議長（浅沼幸雄君） 16番新田勝見君。 

   〔16番新田勝見君登壇〕 

○16番（新田勝見君） 市長の言うとおりです

けれども、強いて言えば人材がですね、その地

域にどれだけいてどれだけ盛り上げていくかと

いうことだと思うんです。現実を見れば、75、

80、85、90の方々が住んでいる地域とするなら

ば、そこまで求めるのは酷かなというふうに私

は思っておりまして、もうそこまで、先ほど言

いましたようにある人は「限界集落だ消滅集落

だ」っていいますけども、そこまで来ているな

かで、それを求めるっていうのはちょっと酷か

なというふうに思った次第でございます。 

では、次の質問に移ります。次に、姉妹都

市、友好都市の今後について質問いたします。 

姉妹都市については、イタリアのサレルノ

市は、映画遠野物語がサレルノ映画祭のグラン

プリを受賞、それを契機に当時の小原市長が結

んだとされています。35年以上にわたって交流

し多くの成果を上げています。 

また、アメリカのチャタヌーガ市との交流

は、中学生の派遣などが中心となり今まで258

名の派遣が行われ、111名の受け入れが行われ

ています。市民ツアーも参加しております。子

どもたちにとっては、かけがえのない交流と私

は捉えております。 

また、友好都市については東京都三鷹市、

武蔵野市、愛知県大府市、兵庫県福崎町、熊本

県菊池市、宮崎県西米良村と交流しています。 

人と人との交流、物産交流、さまざまあり

ますが、人々の心を楽しく和ませてくれる、そ

して心豊かにしてくれる、そういう交流が非常

に望まれております。そして、その人にとって
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は大きな財産として生き続けています。  

今までの市長は、そのタイミングで交流を

締結しています。私の知っているのは、小原市

長はサレルノ市、武蔵野市、三鷹市であり、菊

池市長は菊池市、本田市長は大府市、西米良村、

チャタヌーガとなっております。中高生、市民

団あるいは芸能、スポーツの人的交流、そして

特にもう物産、産業まつりなどでの販売をして

くれたりしています。 

多田新市長は、今までの経過も踏まえ、こ

れからはどのような姉妹都市あるいは友好都市

の交流が行われるのかについて、考えているの

があればお伺いいたします。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君） かなり多くの市町村と

友好都市、交友関係を作ってきた遠野です。 

私はまずこの付き合いってものは大事にし

ていくべきだと考えています。おそらく友達と

言える人たちもたくさんできているんじゃない

でしょうか。大事にしていきたいと思います。 

その上で、やっぱり友好関係、交流という

のは片一方の考えだけではできるものじゃない

ので、コロナ禍もありました、しっかりともう

一度その相手の市町村とも意見交換をする、状

況の確認をするということも必要だと思います。 

私自身で言えば、災害もありましたね、菊

池市でもありました。大府では災害の研修で私

も呼ばれました。さまざまな付き合いが私もあ

ります。 

ただ、新たな付き合いというのは、どんど

んこれから増えていくと思います。もういろん

なところにチャンネルが増えていくと思います。 

ですから、友好都市とかそういうふうな都

市の締結をするということは考えていません。 

〇議長（浅沼幸雄君） 16番新田勝見君。 

   〔16番新田勝見君登壇〕 

○16番（新田勝見君） このコロナということ

について、非常にこの交流がですね滞っている

んじゃないかなというふうに思います。 

新しい市長におかれましても、海外のチャ

タヌーガ、あるいはイタリア・サレルノ、ある

いは国内もそうですけども、いろんな情報も来

ているやに聞いておりますから、それをきちん

と精査しながら今までの努力、積み重ねてきた

ものをぜひ継続していってもらいたいし、また、

多田市長が思いついた時点で、新しい国、ある

いは都市との交流があれば、私は進めていって

もいいのではないかなというふうに思っている

ところでございます。 

サレルノ市の遠野物語の映画、私も出てい

ますし、またですね、菊池市あるいは西米良、

武蔵野、郷土芸能ですね、もう何年も私も行っ

ています。震災の後に菊池市の返礼をしてくれ

と前の市長に言われましてですね、及川副市長

とともにしし踊りの一行を連れてですね、あそ

この菊池神社の中で奉納したこともありますし、

また、西米良村の山まつり、ここにも行って私

は交流してまいりました。 

武蔵野は毎年のように行ってますけども、

いずれこれをきちんとやって、交流することに

心の豊かな遠野市民を作っていただきたいとい

うふうに願うものでございます。 

時間がだいぶなくなりました。それではで

すね、次に、郷土芸能の保存と伝承についてお

伺いたします。 

議会開会日の市長の所信表明演述がありま

したが、そのなかでも郷土芸能は地域資源とし

て伝承には支援していくというふうに述べられ

ています。非常に私は力強い発言だったなとい

うふうに思っております。郷土芸能に取り組ん

でいる人たちの心の支えになったのではないか

というふうに思っております。 

今の現状はですけども、保存会の団体等は

全部とは言いませんけれども、子どもたちの減

少により踊り手の確保、あるいは後継者の育成

が困難となってきています。さらにはコロナ禍

もあって、祭りの中止、練習も全くしていない

保存会等々あります。 

県内地域によってはコロナ禍を逆手に取っ

て、コロナ退散のために芸能会、発表を続けて

いる地域もあります。 
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私の経験上、発表がなければ練習もしない

し、保存会そのものが廃れていくことになりま

す。イベントを中止で難しいことではあります

が… 

〇議長（浅沼幸雄君） 制限時間が迫っており

ますので、質問をまとめてください。 

○16番（新田勝見君） 工夫してやれることは

できるのではないかと思っております。 

そういう発表の場をどんどん設けてはと思

いますけれども、市長の考えをお伺いいたしま

す。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君） 賛成です。まず私は、

遠野の郷土芸能大好きです。そして、震災の後

に私はいろんな国で震災支援しました。フィリ

ピン、レイテ島、インドネシア、また火山が噴

火しています。インドネシアは火山で町が埋も

れてしまうんですね。それで町ごと移転すると

かっていうこともあります。ネパール大震災、

これもレンガ、石が崩れて多くの人が死にまし

た。 

思い起こせば東日本大震災。郷土芸能で魂

を鼓舞して自分たちの歴史、文化を確認して、

生きる力を奮い立たせていくというシーンは、

もう何度も目にしたはずです。これは海外でも

一緒でした。 

私が海外で「やろう、民族芸能やろう」

「いや、まだ喪中だ」でもやっていくと、どん

どん変わってくんですね、前に行く。だから本

当にこれは凄い。なおかつ遠野で凄いと思うの

は、どこに行っても民族芸能って言います。国

でこういう民族芸能。遠野は郷土芸能って言い

ます。より地域に密着した芸能であって文化、

これは宝です。この発表の場というのはコロナ

禍でありますが、できる方法でやっていくべき

ことだし、例えばイベントも全てが中止ではな

く、やれる方法を探してやっていくべきだと思

います。 

もちろん、個人も含めて開催者、主催者に

もそのリスクがありますので、しっかりと予防

策は取っていかなければなりません。私はこう

いう場合。イベント等の場合、最大限の注意を

もって今の状況、コロナが出ていない状況の中

でタイミングを見ながらやっていくべきだと考

えています。 

〇議長（浅沼幸雄君） 制限時間が１分を切っ

ておりますので、質問をまとめてください。16

番新田勝見君。 

   〔16番新田勝見君登壇〕 

○16番（新田勝見君） それでは、最後の質問

でございます。最後のテーマとして財源の確保

ですが、全ての事業において予算が必要になり

ます。財政力指数、令和２年度0.31、県内14市

中13位となっております。市税収入も26億円余、

収入構成比で11.5パーセント、市債が188億円

余となっております。このままでいきますと、

市長がやりたくてもできない状況にあるのでは

ないかと心配しております。 

はたして市長の考える市民の要望に応える

ためには、この財源の確保というものは市政…

どのようにお考えになっているかお尋ねします。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君） もちろん、交付金、補

助金等の確保というのはあります。 

ただ、これからの行政はそれだけではだめ

で、自分である財産を使いながら資金を生み出

すということも考えていかなければなりません

し、行政区内のみならず市の中にしっかりとそ

ういう財源を生み出す、つまり税金を生み出す

ような事業開発を進めていかなければならない

と思います。それが経済も循環させることにな

ってきます。視点を変えて経営する行政ってい

うことも必要です。 

先ほど新田議員お話しされたように、14番

中13位、そういう数字もありますが、ここまで

くれば下はありませんから、もうあとはチャン

スだけが残ってるわけです。いろんなピンチは

あります。でもチャンスの方が多いです。 

ですから、そのチャンスをしっかりと捉え

ながら前向きに進んでいきたいと思います。議
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員の皆様にも、さまざま御助言いただきますよ

うよろしくお願いいたします。 

────────────────── 

   散  会 

〇議長（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） 

〇議長（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４時28分 散会 

 


