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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。５番佐々木僚平君。 

   〔５番佐々木僚平君登壇〕 

〇５番（佐々木僚平君） 改めて、おはようご

ざいます。 

日本共産党の佐々木僚平です。初めて新市

長に御質問させていただきますが、その前に一

言。新市長御就任おめでとうございます。よろ

しくお願いします。 
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今年も残り少なくなりました。どこでもコ

ロナウイルスに悩まされた１年でありました。 

最近岩手では、コロナ感染者がゼロの日が

続き、やっと日常に戻ることができると安心し

ていました。 

しかし今度は、オミクロン株という新たな

変異株が、アフリカ南部ナミビアから帰国した

男性外交官がウイルスの感染者と分かり、その

オミクロン株は、南アフリカなどで確認され、

ヨーロッパを中心に広がり始め、この新たな変

異株により安心ができない日がまた続くことに

なると思います。 

そして政府からは、当面この年末までとは

いえ全ての国の外国人に対して、新規入国禁止

が出されました。 

それでは、一般質問に入らせていただきま

す。 

昨日、一昨日とほとんどの方に、同僚の質

問で市長の答弁に重なる部分があると思います。

御容赦ください。 

前の定例会で少し取り上げましたが、引き

続き、大項目「コロナ禍における支援対策につ

いて」一括質問形式で何点かに分けて伺ってま

いります。 

まず最初の質問、農家に対する持続化給付

金についてです。 

日本の食糧や農業・農村の問題、危機状況

に置かれていると思います。それは、2000年以

降の20年間で、農業の担い手が234万人から140

万人に減り、そのうち42パーセントが70歳以上

の高齢者といわれます。また、農地の減少も進

んでいます。このような状況は、遠野において

もそっくり同じようなことが言えると思います。

人ごとではありません。恥ずかしながら我が実

家の現実も、そのとおり休耕地になっておりま

す。友人の親戚の田畑を見せられましたが、原

野化され、手がつけられない状態でした。彼は、

「子どもがいるが遠野に帰ってくるつもりはな

さそうだし、叔母１人では何ともならない、こ

の地域はまだまだこんなもんではない」このよ

うに話していました。 

国連が2019年から家族農業の10年とするな

ど、国際的には持続可能な世界、いわゆる「Ｓ

ＤＧｓ」に向け、農政の転換が大きな流れにな

りつつある我が国の農政を大本から転換し、大

小多様な家族経営が安心して農業に励めるよう

にする、食の安全安心を確保するなど、農林漁

業と農山漁村の再生に全力を尽くすと述べてい

ますが、全くそのとおりだと思います。 

そもそも1999年制定の食料農業農村基本法

には、受給率の向上は、生きるために１日も欠

かせない基本的な物質と、どこの国でも戦略物

資として位置づけています。いわば農政の憲法

とも言える基本法だと思います。それが今は食

料６割が外国に依存しています。 

この基本法に基づき目標50パーセントを決

めてから低下の一途であります。 

安ければ外国からと、国内農業を縮小し、

ＴＰＰ参加で巨大な輸入自由化へと走り出し、

先進国最低の食料自給率38パーセントまでとな

っています。 

これからは外国に依存せず、地域内で生産

して消費する、これが一番大事なことだと思い

ます。 

それにはもちろん、さまざまな工夫した取

り組みが必要です。 

昨日、一昨日に素晴らしいヒントが隠され

ているように聞きました。規模拡大や効率的な

農業だけ追求してきた農業政策から、家族農業

はもちろん、意欲のある全ての農業者への支援

こそ、皆さんが待っている政策ではないでしょ

うか。 

私は小さい頃、年寄りの親父の子どもなん

ですが、「政治とは、まんまいっぱい腹いっぱ

い食べること」と、これが頭から離れません。

今は米を作っても食べれない、高くて古い古米

から食べてるというような方もいます。 

農業を基幹産業と位置づけている当市にお

いても、多くの家族経営体による農業が担い手

不足や高齢化が進み、さらにここにコロナとい

う魔物、また遠野においては厄介なシカまでが

やってきて、特に米農家は２年続きの米価下落、
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このようになり、また野菜農家、さらにリンゴ

農家までシカや霜の被害にあっています。「収

入が落ち込み生活が苦しい」このように訴えて

います。 

それでも農家の皆さんは、朝から晩まで一

生懸命働いています。知り合いの農家の方は、

「飲食、家賃補助、宿泊等の給付金等の支援に

ついては分かっているが、農家に対する支援策

については、去年暮れになっても農業の減収に

対して持続化給付金があることを知らなかった」

このような人が結構いました。また、知ってい

る農家の方でも「申請はインターネットのよう

なのでやめた」とか「若い人でも仕事が忙しく

て暇がなく、申請していない」このような返事

が返ってきました。 

かなり前のことですが、ある人は某所に電

話で申請方法を相談したら「申し込みは１人も

いないが電話番号だけは教えてあげますか」と

言われたそうです。私自身、大概の農家がこの

支援策に該当すると聞いていたので、１人でも

多く教えたらいいのかなと思い、知人に話して

みたが、あまりいい反応は示しませんでした。 

いつの日か忘れましたが、地元紙で県南地

域の違法受給の記事が報じられ、その影響なの

か宣伝が行き届かなかったからなのかと自分自

身は人様に知らせることは余計なお世話かと思

い、知らせるのはやめました。 

年末に入ったころ1月15日まで、申請が延長

されたことを知ったので、知人にだめ元でも正

月明け、休みに入るので正月明け申請してみて

はと話していました。 

そしたら後日「給付金の振り込みされたよ」

という報告があり、内心ほっとしました。 

そこで伺います。遠野市の農家の方の持続

化給付申請、どれくらいの方の受け付けがあっ

たのか分かりましたら教えていただきます。 

また、農家の皆さんは原則インターネット

申し込みに対し、大変戸惑ったのではないかと

思います。窓口や電話でどのような相談が寄せ

られたか、その中で何か問題等はなかったか併

せてお尋ねします。 

次に、国民健康保険制度ですが、これは、

私が議員になる前、アンケート調査で高い国保

だなというアンケートが凄く寄せられた初めて

の質問を取り上げましたが、大変でした。 

ここでは特に子どもの均等割り国保税の軽

減についてお伺いしますが、2018年12月で先ほ

どお話ししたように取り上げましたが、再度質

問させていただきます。 

その当時、その年の４月からそれまでの市

町村に加え、都道府県も国民健康保険制度を担

うことになり、これは市町村が一般会計から国

保会計に繰り入れて行っている自治体独自の国

保税軽減をやめさせ、保険税に転嫁させること

にあったと記憶しております。加入者の所得が

低い国保が他の医療保険より保険税が倍も高く、

負担が限界になっていることが国保の構造問題

だとして、当時、全国知事会、全国市長会、全

国町村会の地方団体が「国保を持続可能とする

ためには被用者保険との格差を縮小するような

抜本的な財政基盤の強化が必要」と主張してい

ました。一番いいのは、一律、都会と田舎と格

差がないような、そう思います。 

そして来年ようやく2022年度より、皆さん

御承知のように今現在子ども一人ひとり負担し

ていた均等割を未就学児に対して５割を国で軽

減することが決定されました。 

北海道のある地区では、３町が広域連合を

作り、国保や介護保険の運営を実施している所

の例ではございますが、21年度から18歳以下の

子どもの均等割り、いわゆるそこでは1人平均

２万１千円ですが、国の制度開始前に先駆けて

２分の１に減額し、前倒しして実施のほかに、

さらに高校卒業時までに拡充し、国保に加入す

る子育て世帯へ支援を行う、このようにしてい

るそうです。 

また、岩手ではお隣の宮古市においては、

ふるさと納税の活用で子ども均等割が免除され

たそうです。 

当市において、前に低所得者の世帯所得に

応じて７割、５割、２割の軽減措置があり適正

に判定することで加入者の負担は軽減できると、
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このような答弁をいただきました。 

そこで伺います。今度始まる2022年４月か

ら始まる国の制度では、学校に入る前の未就学

児だけに対する子どもの均等割り軽減ですが、

これについてはどのような捉え方なのか、市長

のお考えをお聞かせください。 

また、今後北海道の例のような高校卒業時

までに前倒ししての独自補助の検討の余地があ

るのかどうか伺います。 

次に、福祉灯油などの独自補助についてお

尋ねします。遠野の寒さも一段と厳しい季節と

なりましたが、この寒い冬を乗り越えるにはど

この家庭でも灯油は欠かせません。しかし、灯

油価格が上昇し節約している御家庭もたくさん

いると思います。 

これまで何度かひとり暮らしの方に、福祉

灯油配られた経緯がありました。 

先月12日、総務省は自治体支援策を発表さ

れたと伺っております。中身は生活困窮者に対

する灯油購入時の補助、養護老人ホーム、障が

い施設、保育所、幼稚園等を対象として地方公

共団体が原油価格の影響を受けている生活者や

事業者の方々を支援するために行う原油価格高

騰対策に対し特別交付を講じる、このようなこ

とでございます。 

暖房費高騰分の補助について、当市におい

ては具体的な計画があるのかお尋ねいたしまし

て、１回目の質問といたします。 

○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） おはようございます。

本日もよろしくお願いいたします。 

今、ナミビアで新たな変異株が発見されて、

これが感染しつつあるというお話しをされてい

ました。私の友人で、ナミビア、スーダンで医

療活動をしている医者がおります。無医地区に、

そして水を安全にしていくと、こういう活動で

す。彼もたびたび遠野に来ております。彼から

連絡があって「この状態で帰れなくなった」と。

安全を願っているんですけれども、その彼は

「風に立つライオン」っていう映画、御存知だ

と思うんですけども、そのモデルになった男で、

遠野が大好きで、日本に帰ってきてもちろん２

週間様子を見て、結構まめに遠野に来てくれま

す。何故かやっぱ大好きだということでした。

今の、お話しで彼の事も思い出しました。 

本当に大変な状況になっているということ

は共通の認識でございます。コロナ感染拡大に

関してそうです。経済に関してそうです。生活

困窮者のサポートに関しても同様です。 

その中で持続化給付金という、まず最初の

ご質問でした。これは、令和２年１月から12月

のいずれか１月の事業収入が、令和元年度の平

均月収の50パーセント以下であることというの

が一つの基準になっております。 

この申請に関して調べましたところ、県や

市町村を経由しないで国のほうに直接の申請と

なっていると。担当者の方からもうその状況の

確認をしたのですが、個人情報ということで教

えてはいただけなかったというのが実際のとこ

ろでございます。ただし、現在の商工労働ワン

ストップ相談窓口のほうに、この御相談をして

いただいた方が55件ありました。やはりイン

ターネットの使い方、この辺が難しくてその辺

をお話ししながらのことだったということでご

ざいます。 

インターネットの普及、申請もインターネ

ットになって行きます。この辺の講習会、これ

は昨日小林議員からも御提案いただいたように、

しっかりと普及をしていかなければいけないと

改めて感じております。 

次に、国民健康保険税における未就学児の

均等割りに関する御質問だったと思います。 

これは、軽減措置が令和４年４月１日から

施行されます。そのために遠野市市税条例の一

部を改正して、令和４年度分から国民健康保険

税に適用する準備を進めております。令和４年

度の予算と合わせまして、令和４年３月市議会

の定例会に提案をしたいと考えています。 

やはりこの、その他にも拡張できないかと

いうこともありましたが、国民健康保険に加入

する子どもたちの世帯、この負担が軽減が図れ
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るということは、本当安心して暮らせるという

一つの条件だと改めてこれも考えております。 

また、もう一つそれに対しての前倒しとい

うことでしたが、４月からということを、４月

から確実に実施するということを念頭に置きま

して、前倒しというのは現在のところは考えて

おりません。 

次に、生活困窮者に対する灯油の購入の補

助についてという御質問だったと思います。 

米価の下落、灯油に関する価格の高騰、これは

やっぱりこの厳しい経済状態のなかで打撃であ

ることはもう間違いありません。 

これまで、生活困窮者世帯の経済負担を軽

減するための「冬のあったか応援事業」、これ

は確実にやってまいります。この事業は非課税

世帯のうち65歳以上の高齢者世帯、障がい者の

いる世帯、ひとり親世帯で一律5,000円を給付

するというもので、一般会計補正予算、これに

計上させていただきます。実施時期については、

４年１月からの支給を目指します。 

それと、施設に関することですね。養護老

人ホームに対して支援でございますが、入所者

１人に対して月額1,000円を支給。11月から３

月までの冬期間は入所者１人に対して、加算月

額を6,080円として支給いたします。 

児童福祉施設においても、冷暖房費加算さ

んとして児童１人当たり月額1,240円が加算さ

れます。 

これはすでに皆さんご存知のとおり遠野市

では制度化されております。 

そのほかコロナ禍における特養老人ホーム、

障害者施設、保育所、幼稚園等の支援について

は、週１回ヘルパーを派遣して消毒そのほかの

感染予防に既に努めております。 

さまざまなお言葉の中にさまざまなことが

ありました。 

「政治とは腹一杯食べること」これはやっ

ぱり幸せを感じるということなのかなと私は理

解しました。 

そして家族農業、昔からそうだった。これ

からもやはり家族農業っていうのは、あったか

くて理想的なもんだなというふうに思います。

そのために、そうできるように何をするかって

いうことがわれわれに課された課題で、私も各

戸をお話しを聞きながら歩いているときに、農

家が朝から晩まで一生懸命働いている。90過ぎ

たおばあちゃんも草取りをしてる、この光景本

当にあったかいけれども、本当に胸を打つもの

だったと思います。 

やはり親切に進めていく、情報は国の情報

であっても遠野市も積極的に発信して、市民が

使えるようにという配慮をこれからも続けてい

こうと思いました。 

家族とは大事だなということを改めて感じ

たんですけども、今日、私青いバッチを付けさ

せていただいておりますが、これは北朝鮮人権

侵害問題啓発週間っていうのが今度12月10日か

ら16日まであります。 

その家族を拉致された家族を思う方々、本

当に何10年も心配な状態が続いているなと、改

めてただいまの佐々木議員の質問の中で家族農

業とそのあったかさを思う言葉から、このこと

もちょっと御紹介させていただこうかなと思い

ました。 

○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） ただいま、さまざま

な御答弁いただきましたが、３点についてちょ

っと要望になるか質問になるかその辺判断して

いただきますが、家族農業の位置付けでは岩手

県も市長が言われるように、豊かさを実感でき

る農業が重要であると、このように述べていま

すし、農業形態の97パーセントが家族経営であ

ります。 

そして農業生産、農村の多面的機能、これ

についても重要な役割を果たしていると思いま

す。 

新規就農者、小規模。私の実家もそうでし

たが、兼業農家の多くの形態が生産活動に関わ

っております。 

コロナ禍で収入が落ちても、職や地域を守

り、農業を頑張っている人たちの持続化給付金、



－ 116 － 

１回限りの寄付ではなく、県や国への要請など

やっていただきたいと。この先ほど話しした国

連の方針、まだ続いているわけでよろしくお願

いしたいものです。 

２点目の均等割減税については、そもそも

収入がなくても子ども１人に対して、あの当時

１人19,400円と記憶しておりましたが、家族の

人数が保険料に、協会健保の場合は影響しない

んですが、前後します。国保はそれに対して先

ほど言ったように一人ひとりに対して子どもに

人数割りにされて、これは子育てに逆行すると

思います。 

2015年に国と県、協議してそれからようや

くここに来て支援が始まると、このような実態

でございます。 

三つ目の福祉灯油の独自補助についての件

ですけれども、とにかく遠野は本州で一番寒い

地域です、せっかく総務省が呼びかけて自治体

支援策とこのようになっていますので、先ほど

言いましたように１回きりじゃなく、しつこい

くらい国や県に要請すべきとだと思います。 

さまざま遠野でも、あったか事業とかヘルパー

で幼稚園保育所回っていると、このような行動

を起こしているというお話しでしたが、できる

だけ多くの方に届けられるよう願って、質問を

終わります。質問というか要望も入ってます。

すみません。 

○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） ただいまの要望、しっ

かりと意味をかみしめて、今後の市政に活かし

つつ、国に要望することは要望する、そういう

姿勢をと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。 

○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） 以上をもちまして、

私の質問を終わらせていただきます。 

○議長（浅沼幸雄君） 質問者席消毒のため、

暫時休憩いたします。 

   午前10時35分 休憩 

────────────────── 

   午前10時36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） 会派「遠野令和会」所

属の 瀧本孝一であります。今定例会一般質問

の最後、12人目の質問者として初めて新市長に

一般質問をさせていただきます。 

一昨日や昨日の一般質問の質疑の答弁の中

で、令和会という会派や単語に対する新市長の

反応に少しびっくりしましたが、その看板を背

負いながら、まずは、先般10月17日投開票の市

長選挙におきまして、４年前から目指されてい

た市長の座に就かれたことに対し、私からも敬

意と祝意を申し上げます。 

さて、本定例会初日の所信表明演述で、多

田市長は市政課題への対応とまちづくりの基本

方針の中で、公約として掲げた「市民の命と暮

らしを守る」実現のために五つのビジョンが示

されました。 

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、そして風土を守り継承する

まちの五つの中身について述べられました。 

これらの公約をどのように実現されていく

のか、市民の１人として興味深く注視していき

たいと思いますが、所信表明の中で市政運営の

考え方のところでは、言葉をそのまま引用させ

ていただきますが、「第２次遠野市総合計画の

基本理念である、『遠野スタイルの創造・発展』

を尊重し、その実現に向けた取組の推進により、

持続可能なまちづくりによる『永遠の日本のふ

るさと遠野』の実現を目指してまいります」と

話されました。 

また、むすびの部分を引用させていただき

ますと、「平成17年10月に新遠野市が誕生して

以来、16年の長きにわたって遠野市政を築いて

来られた本田前市長が、現在の遠野市の礎を築

き上げるとともに、遠野市総合計画の基本理念
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である『遠野スタイルの創造・発展』に向けて

ひたむきに取り組んでこられました。その功績

に改めて敬意を表するとともに、私もその理念

の実現に向け、引き続き遠野市総合計画の推進

に取り組んでいく所存であります。」と表明さ

れています。 

ある意味において、この取組姿勢は前本田

市政の継承とも受け取れ、安心できる部分でも

ありますが、これまでいわゆる箱物といわれる

建物整備への批判や、中心市街地活性化のため

の取り組みに対する過大投資とか、道の駅遠野

風の丘やふるさと公社・商社への投資批判、あ

るいは危機的財政と煽るような批判、そして大

規模太陽光発電事業の濁水対応への批判などな

ど、あれほど市政刷新を訴え、前本田市政の批

判を繰り返されてきた多田市長の所信表明に、

「何だ、これまでと変わらないじゃないか」と

落胆された支持者も多いのではないでしょうか。 

「遠野スタイルの創造・発展」の取り組み

に敬意を表し、理念の実現を継承・継続される

という旨の表明は賢明であると尊重はしますが、

しからば先般の市長選挙の争点はどこにあり、

刷新という言葉の重みは何だったのかというこ

とになり、これまでの多田市長の言動を鑑みる

時、すんなりと受け入れることが出来ないのは

私だけでしょうか。 

その上で、合併時人口わずか３万３千人ほ

どの小さな田舎の一地方自治体の本市を、全国

初のどぶろく特区や、東日本大震災・大津波の

沿岸被災地後方支援拠点基地としての官民一体

となった被災地支援のあり方をはじめとして、

さまざまな面で霞が関はもとより全国にその名

を知らしめ、注目されながら遠野市を築き上げ

て来られた本田前市長の功績を大事にしながら、

これからの遠野市の舵取り役として、大いに手

腕を発揮していただきたいと思います。 

さて、若干前置きが長くなりましたが、初

めて新市長への一般質問ということで緊張をし

ております。 

一昨日からこれまで新市長のこれからの市

政に対する取組みへの様々な角度からの質疑が

交わされて来ました。答弁３日目の12人目とな

ると余裕かも知れませんが、最後の質問者とし

て私からも次の大項目２点の質問をさせていた

だきます。 

１項目めは「危機管理の認識について」、

そして２項目めでは、「多重苦にあえぐ農家支

援について」のテーマで、一問一答形式で答弁

を願うものであります。 

それでは通告に従い大項目１点目の「危機

管理の認識について」と題した質問に入らせて

いただきます。 

市長は「市民の命と暮らしを守る」という

公約を掲げて先般の選挙で当選されましたが、

常日頃の自分自身の行動を含め、自治体の首

長・トップとしての立場と責任から目に見え

る・見えない、予想出来る・出来ない等、現実

に起こった非常事態はもとより、そのような非

常事態に陥らないような予防や回避策を常に模

索しながら自然災害をはじめ、あらゆる危機を

想定して市民の命と暮らしを守る責任と、万が

一何らかの危機に陥った場合、その対応や指揮

をしなければならない立場にあると私は思って

います。そのような観点から、順次伺って参り

ます。 

 地震・台風・風水害等の自然災害、また２年

に及ぶ新型コロナウイルス感染症のような疫病

まん延や、ＩＴ社会の高度複雑化によるサイ

バーウイルス攻撃等の情報漏洩など、私たちの

生活は常に何らかの危機に晒されています。 

市民の命と暮らしを守る立場のトップとし

て、いつ起こってもおかしくない時代の中で、

市民生活を脅かす危機は多様化・複雑化して来

ていますが、これらの多様化する危機に対する

本市の基本的な対策や現状の認識と市長の考え

について伺います。 

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） ただいまは、瀧本議員

から少し長めの緊張感のある励ましの言葉をい

ただいたというふうに受け取っております。 

昨日も一昨日もお話しをさせていただきま
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した。計画というのは市長が１人で立てるもの

ではありません。覚えていらっしゃると思いま

すが、そのことは十分に尊重した上で社会状況

に合わせた変化をしていかなければ成り立つも

のではありません。私はそのことを申し上げて

おりますのでお間違いのないようにお願いした

いということと、批判と意見は違います。とか

く自分の意にそぐわないことを言うと批判と受

け取る方もいらっしゃいますが、ここには重要

な意見があるということを一つ忘れてはならな

いこととしてお話をしたいと思います。 

また、箱物批判、外山の太陽光ですか濁水

の批判というふうにお話しをされました。箱物

は全てがだめという否定ではありません。必ず

いつの状況でも必要なものは必要と、工事全般

に関して同様のことを言えます。やるから、批

判をするからそれはやらない、ということでは

ありませんので、これもお間違えのないように

していただきたいと思います。 

また、これからお話しする防災、地震、台

風、風水害、疾病まん延、情報漏えい等の対策

等ということですからお話ししますが、外山太

陽光発電の濁水はこれ批判ではなくてそこに問

題があるから問題の指摘をしたということです。 

瀧本議員も地域の住民の前でいろいろお話

しをされていました。住民が安心して暮らせる

ための一つ、瀧本氏自身が御質問されてる中の

答えがそこにあります。開発による土木工事の

不完全さによって地域住民に危険を及ぼすよう

なことについては、当然断固として対策を求め

るべきだと思います。私は瀧本議員がこれに関

しては一緒に勉強していただいて、危険にどの

ように対処するかということを考えるべきだと

思いますので、そのことは強く申し上げます。

なお、12月10日にこのような土木、情勢それに

よる雨水の調整の技術、考え方、この勉強会を

開催しますので、ぜひ皆様にもその勉強会ご一

緒いただければと思います。 

瀧本議員は、本田市長をこよなく尊敬し常

に議会の中でも本田市長をほめたたえる御質問

を繰り返し行っていらっしゃいました。その中

で地域住民、経済これらの発展的な御提案もし

くは御指摘、これらがもっともっと本来はあっ

たのだと思いますが、現在の遠野に山積する課

題、これは本田市長１人で作ったことではあり

ません。もちろん私もその功績を尊敬している

と申し上げてるわけです。 

しっかりとこれまでに山積した課題、これ

を一緒に解決していただきたい、そして遠野市

をよい方向に導いていただきたいと思いますの

で、私も同じように緊張感を持って、少し長く

なりましたが答弁を始めさせていただきたいと

思います。 

本市は、東日本大震災の際にも本当に防災

拠点として全世界から支援する人たちを呼び、

そして自衛隊、警察各関係者の方々も遠野市を

拠点として震災活動を行いました。これすばら

しい取り組みでしたし、遠野市民も本当に当た

り前のことのように支援をしていました。熱い

ご飯を握っておにぎりを作る、泥だらけになっ

た長靴を洗う、本を洗う、写真を整理する、物

資を配る、本当にすばらしい、遠野市民って凄

いって私も思いました。遠野に来てくれる方々

も本当にすごい人達多かったです。そのことが

私たちが遠野まごころネットを作って活動する

原点でありました。思い出します。 

その後にできました市の防災総合センター

は、72時間さまざまな対応ができる。非常発電

装置ですね、それから免震構造これもすばらし

い。世界中から私の交友関係のある方々が遠野

に来ます。ほぼ毎回私は防災センターに案内し

てその免震装置見せていただいております。遠

野の自慢ですね。これがゆくゆく医療やその他

のことにも活きていくと私は考えています。 

地区センターも本当にすごかったです。今

も毛布、非常食と対応できるようになっており

ます。 

このたびは風の丘に関してもそうですね、

防災道の駅ということで指定されます。 

ハザードマップに関しましては若干変わり

ましたですね。ですから、その認識を変わって

いますよということは市民の方々に何回かお知
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らせした方がいいかと思っていますので今回も

お話しをさせていただきます。危険区域と危険

箇所の捉え方が変わりましたし、浸水区域に関

してはその深さが変わっております。もう一度

遠野の防災体制を見るときに、その辺も確認が

必要かと思います。 

また、過去の経験を生かして遠野市は県や

関係機関とも協定を結んだり、業務の継続、こ

れらを計画したり、大規模災害に迅速に対応で

きるようにやっております。 

これから私も市長の立場でどのように対応

していくかと、そのシステムの確認訓練をさせ

ていただきます。 

さまざまな状況においては機能が停止する

可能性もあります。しかし職員は市の行政サー

ビスが停止しないように計画をしっかりと作成

しておりました。やはりここは防災遠野という

観点からすればすばらしい心構えだと私は思っ

ています。 

一方で、人の命と暮らしを守るという中に

は先日も申し上げましたが、リスクマネジメン

ト、当然必要ですが、暮らしを守るということ

も必要になってきます。 

また、申し上げますが、これが時には相反

する場合もあります。これをにらみながら、皆

さん、個人そして組織、会社、一緒にリスクマ

ネジメントをしながら進んでいかなければなら

ないと私は思っています。 

情報漏えい等に関するご質問もありました。

これもしっかりと大事なことですから守ってい

かなければなりません。昨日もどなたかからそ

の情報に関する御質問あったと思います。 

今、個人情報、先ほどの佐々木議員の答え

にも個人情報保護のために件数等お答えできな

いという話もさせていただきました。このこと

についてはシステム全体の中からその安全体制

の確認を始めたいというふうに考えております。 

長くなりましたがどうぞよろしくお願いし

ます。 

〇議長（浅沼幸雄君） ９番瀧本孝一君。 

〔９番瀧本孝一君登壇〕 

〇９番（瀧本孝一君） 批判と意見は違うと、

そして世の中に合わせていろいろな変化に合わ

せて計画なんかも見直していくと、それは当然

のごく当たり前のことと私も認識しております

し、いろいろな御指摘いただきましたが私もそ

のとおり謙虚に受け止めたいと思います。まず、

危機管理のトップとしてがんばっていただきた

いと思います。 

次の質問に移ります。地震や台風等の自然

災害については、被害を最小限にとどめ、人命

を守ることや二次被害を防ぐことが最優先され

ることは明白であります。疫病まん延について

は一自治体で対応できるものではなく、国の対

策が極めて重要であり、医療体制の確保が不可

欠です。 

ここで私がお尋ねしたいのは、情報漏洩の

危機管理において当市のＩＴシステムはランサ

ムウェア、いわゆる身代金ウイルス攻撃等に対

するサイバーセキュリティは本当に大丈夫なの

かという質問であります。 

先般マスコミで大きく取り上げられました

が、四国徳島県西部の人口8,000人ほどが暮ら

すつるぎ町という田舎の町立病院が、ランサム

ウェアによってデータを盗まれ暗号化されて電

子カルテや会計などの全てのシステムがダウン

し、一人ひとりの患者さんからこれまでの病歴

や薬の種類などを聞き取り、紙のカルテを作り

直さなければならないという事態に陥って大混

乱の状態が続いているということです。 

病院の医師は「なぜこんな田舎の病院が狙

われたのか」と嘆いているそうですが、多田市

長はこのような事案を把握・認識されているの

か、そして当市のランサムウェアに対するサイ

バーセキュリティ対策の現状を伺います。 

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） 非常に現代社会では重

要なことだと認識しています。先日もＳＭＣの

社長さんとお話しました。１日5,000件サイ

バーアタックあるそうです。ものすごい数です

ね。これ他のやや小さな会社も確認しました。
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やはり私の友人の会社でも500件ほど１日にあ

るそうです。これをわかってるということはそ

の対策も取っているということなんですが、こ

れは相当の費用がかかっているということでし

た。 

その病院の話これもニュースで聞きました。

われわれも注意していかなければなりません。 

医療についてもカルテを共有しようという

話も進めているところでございます。これは本

田市長が積極的に進めていた事業でございます。

これらを進めるに当たってもその情報のセキュ

リティ、これは本当に大事なことだと思います。 

先ほど私少し申し上げましたが、遠野市の

個人情報の保護の状況、またそのシステムの状

況。このあいだ地区センターに行きましてイン

ターネット電話もしてみました。小林議員から

も地区センターとの交信云々、こういうふうに

合理的に迅速に進めてはどうかという御提案も

いただきました。それらを実行していくについ

ても、このことを前提にしていかなければなら

ないと思います。ですから、私は現在しっかり

した対策が必要、認識が必要、私のレベルでは

現在のところ、そこです。 

次に、その情報の保護システムがどの程度

安全なレベルにあるかということは私のみなら

ず皆様にも知っておいていただく必要がありま

すので、しっかりと共有していきたいと思いま

すのでよろしくお願いします。 

〇議長（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11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。９番瀧本孝

一君。 

〔９番瀧本孝一君登壇〕 

〇９番（瀧本孝一君） 次に、クライシスマネ

ジメントとリスクマネジメンの違いと職員等へ

の周知についてお尋ねをいたします。 

 私のつたない頭の中ではおおよそのイメージ

は何となくという程度であり、具体的にはと問

われたとき確信をもって答えられる自信があり

ません。ここの区別をしっかりと認識をしてお

かなければ普段の危機管理やいざというときの

対応に迷いが生じたり混乱を来たすことも考え

られますので、職員への周知や研修はもとより、

市長自身のマネジメントが問われることになる

と思われますので、それについての御見解をお

尋ねいたします。 

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） リスクマネジメントと

クライシスマネジメントっていうのは、東日本

大震災が終わってからさまざまなその言葉が横

文字になってる言葉でございます。 

リスクマネジメントっていうのは、その危

険を考えて予防しておく。例えば何で説明しま

しょうか、例えば経営で説明すると「資金繰り

が大変ですよ」「そうならないように計画的な

資金繰りをしていかなければなりませんよ」、

そしてこれは何年間の間にはどういうふうな、

要するにマネーフロー、キャッシュフローにな

っていくかってことになるんですけれど、これ

を予測して悪い方向に行かないように考えてい

くのがリスクマネジメントです。 

クライシスマネジメントっていうのは、な

ってしまったと、「まずい明日お金がない、さ

あどうしようか」、その対応を現実的にしてい

くことがクライシスマネジメントです。分かり

やすく言えばですね。 

これがいろんな世界、部分であるんですけ

れども、問題はリスクマネジメントはそこまで

であって、クライシスマネジメントはここから

ですよっていうことではないってことです。 

常にクライシスマネジメントをするときに

は、次のリスクを考えながらマネジメントして

いかなければいけないところです。要するに災

害であれば、それからまた災害災害ってくる場

合もあります。そこに備えつつ対応する、そし

てどこをどこからどこまでリスクマネジメント、

どこからどこまでクライシスマネジメント、例
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えばお金がなくなるまではリスクマネジメント

で、なくなったらクライシスマネジメントこう

いう分け方だと、もう手遅れ、どうにもならな

くなるんです。ですからクライシスマネジメン

トっていうのは５年先にお金がなくなるよって

言ったら今からそれを対応していくこと、つま

りその路線にあるわけですから、５年先見据え

てクライシスマネジメントは始めなければいけ

ないということです。 

これを職員にということですが、職員の多

くの人は普段そういう姿勢で担っています。例

えば私が「前倒してこういうふうにこれしたい」

「ちょっと待って下さいよ、これをこうやると

次こうなってってこうなりますから、あと何カ

月我慢できるもんならそこからやりましょう」

とかですね、そういう助言を私にします。これ

はリスクマネジメント、クライシスマネジメン

トを考えたリスクマネジメントだと思ってます。

改めてその言葉としては周知をいたします。 

〇議長（浅沼幸雄君） ９番瀧本孝一君。 

〔９番瀧本孝一君登壇〕 

〇９番（瀧本孝一君） どちらも危機管理とい

うことについては、共通する部分が大きいと思

います。 

次に、リスクマネジメントがしっかり機能

して、クライシスという事象が発生しないこと

に越したことはありませんが、それは不可能な

ことであります。 

現代社会は地球温暖化の影響や世界全体の

ボーダーレス化などにより想定外と言われるク

ライシスが発生することは、異常気象やコロナ

が示しています。万が一そのようなクライシス

が発生した場合、様々な事象に対応しなければ

ならない自治体のトップである首長の指揮命令

は非常に重要であると考えます。その認識につ

いてお伺いをいたします。 

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） その通り重要、市民の

命と暮らしを守るためには最重要なことだと思

います。最重要なことの一つに市長としての私

の心構え、これもあると思います。 

何か起きた場合、その場合には私がしっか

り責任を持って陣頭指揮します。私に何かあっ

た場合は、副市長が当たります。その体制をし

っかりと取りながらマネジメントにしていきた

いと思います。 

自然災害はいつ起こるかわかりません。そ

のときに重要なのは適応能力、対応能力これは

状況に対応するということと状況に適応してく、

これもリスクとクライシスみたいなものです。

適用してくっていう考え方にしなければいけま

せん。ですからそこから何をどういうふうにし

ていくか、対策を取るだけではなくて対策をし

ながら適用していく、次のステージに適用して

いく、ここまでの考えを持って対応していくよ

うにしようと思います。 

それから一つは、自然災害それとも人為的

災害、自然災害はこれまでも多く経験しました。

28年の10月だったでしょうか台風もありました。

このときも遠野市はしっかりと防災、強いとこ

ろを見せながら対応したと思います。われわれ

ＮＰＯ、市民も同じようにサポートをしあった

と思います。すばらしい対応能力だと私は思っ

ています。 

ハザードマップも再確認していただくとい

うのはその一つです。同時に先ほども申し上げ

ましたが、開発の仕方、雨水の調整の仕方、市

の財産の管理の仕方。例えば開発によって川に

水が流れます。その川を管理するその安全基準、

安全のための管理の方法、しっかりとこれは学

んでいく必要があります。そして対策を取って

いく必要があります。 

「なってからは遅い」これがリスクマネジ

メントでもあります。そのことをしっかりと行

動で示すために12月10日に防災につながる勉強

会をしますので、ぜひ御参加をお願いしたいと

思います。その上で、遠野市の開発というのは

ただ「だめだめ」「反対」ということでは社会

は進みませんので、しっかり安全を担保した上

で進めていくということも考えなければなりま

せん。 
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そのためには遠野市がしっかりとした基準

を作成していくと、これも必要になります。後

ほど、すぐということでありません。これから

皆さんと意見を重ねながらそういう基準も作成

していきたいと考えておりますのでよろしくお

願いします。いずれにしてもリーダーとして市

民の安全を第一に考えて行動、指揮をしてまい

りますのでよろしくお願いします。 

〇議長（浅沼幸雄君） ９番瀧本孝一君。 

〔９番瀧本孝一君登壇〕 

〇９番（瀧本孝一君） その言葉を聞いて安心

をいたしましたが、12月10日はまだ議会の最終

日ということだと思いますけれども、出席でき

る時間帯であればと私も思いました。 

前の質問にも重複するかもしれませんが、

市長は公約に「市民の命と暮らしを守る」の実

現のために五つのビジョンを掲げましたが、先

般の所信表明の中では市政全体の危機管理上の

観点からは自治体のトップとしての決意という

かメッセージはほとんど感じ取ることが出来ま

せんでした。私だけだったでしょうか。 

多様化・複雑化するクライシスにいかに立

ち向かい、いかに市民の命と暮らしを守って行

くのか、その決意と認識を再度お尋ねをいたし

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） 今の御質問のところで、

クライシスの対応とちょっと言葉が聞き取れな

かったものですから、そこの所を議長お願いし

たいと思ってます。 

〇議長（浅沼幸雄君） 瀧本孝一君、もう一度

そこの所を質問していただきたいと思います。 

〔９番瀧本孝一君登壇〕 

〇９番（瀧本孝一君） 多様化、複雑化するク

ライシスにいかに立ち向かい、いかに市民の命

と暮らしを守っていくのかという質問でありま

した。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

〇市長（多田一彦君） どちらかというと多様

化するリスクだと思いますね、クライシスとい

うよりは。それで多様化するリスクに対して、

どういうふうにクライシスマネジメントをして

いくかという理解でお話しをさせていただきま

す。 

多様化するクライシスっていうのは、つま

り対処が多様化してく、これは当たり前のこと

なんですけども、今の御質問の流れからすると

おそらく多様化するリスクに対してどういうふ

うに対応していくかということになろうと思い

ます。 

リスクは本当に多様化してますね。「これ

に対してはこれ」「これに対してはこれ」って

いうのは細かくあります。ですからそのリスク

に関するマネジメント、これについては細かく

想定を上げていった方がいいと思います。 

ただし、その対応については画一的ではな

いし、先ほども申し上げましたが対応と適応、

その時の状況に対応する能力そして適用する能

力が重要だと思っています。財政であれば財政。

防災、自然災害、人的災害、そういう土木系で

あれば土木系さまざまな状況。それと福祉。例

えば要介護者の方が施設に入れないで家にいる。

議員のそばにもそういう方がいらっしゃるかも

しれません。そういう方、万が一、危険近づい

てきたときにどういうふうに対応するか。これ

らはその人だけではできませんね。ですから地

域でも普段から話をしていく、どういうふうに

ケアをするか、地域のケアをどういうふうにす

るかってことも話をしていく。これがリスクマ

ネジメントで、そのために動くこれがクライシ

スマネジメント。リスクマネジメントの一つで

すけども、クライシスマネジメントがだめにな

っちゃったどうしようってことがならないよう

にする、クライシスにならないようにするって

いうのがリスクマネジメントなので、そういう

ふうな形になろうかと思います。明確にされて

ないというのは瀧本議員だけでの感覚ではない

と思いますが少ないと思います、正直に申し上

げて。 

私の第一のテーマが市民の命と暮らしを守

るということですから、ここに大きく強調させ
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ていただきました。 

その他の状況対応、ケースに関してはケー

スバイケースでその都度お話しをさせていただ

きたいと思います。 

いずれにしても市長の危機感というのは私

個人だけではなくて、市民皆さんの危機感を肌

に感じながら危機対応にいつでも動ける心構え、

準備をする、体制としても準備をする、こうい

うことだと私は思っています。 

〇議長（浅沼幸雄君） ９番瀧本孝一君。 

〔９番瀧本孝一君登壇〕 

〇９番（瀧本孝一君） 分かりました。  

次の質問に移ります。コロナ禍における市

長ご自身の行動の危機管理についてお尋ねをい

たします。 

新型コロナウイルス感染症が２年前に中国

武漢から全世界に拡大するパンデミックとなり、

私たちの日常は一変しました。 

４、５日前の統計では、世界237の国と地域

で、総感染者数は２億6,356万人余、総死者数

は523万人余となっていて、今も１日当たり約

65万人の新規感染者が出ているとのことであり

ます。 

 日本国内では、12月４日の時点で感染者数

172万7,000人余、死者が１万8,000人余という

ＮＨＫがまとめた数字でありますが、まずはこ

の実態や数字を市長はどのように捉えられてお

られるのでしょうか伺います。 

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） 非常に大きい数字だと

思います。私個人としてという御質問でしたね。

私個人でよろしいですか。 

〇議長（浅沼幸雄君） 市長としてという質問

です。 

〇市長（多田一彦君） 市長として。個人の管

理を市長としてどう思うかっていうことでよろ

しいですか。 

〇議長（浅沼幸雄君） 反問。 

〇市長（多田一彦君） もうちょっと分かりや

すくお願いします。 

〇議長（浅沼幸雄君） 今の市長の発言の意図

は、瀧本孝一君は分かりましたか。それでは瀧

本孝一君、そこの所をもう一度質問してくださ

い。 

〔９番瀧本孝一君登壇〕 

〇９番（瀧本孝一君） 先ほど数字を申し述べ

ましたが、この実態や数字をどのように市長は

捉えておられるかということです。個人的な見

解でもよろしいですけれども。 

〇議長（浅沼幸雄君） 多田市長。 

〇市長（多田一彦君） すいません、その前段

で個人としてという話が、ワードが入っていた

のでどういうふうにお答えすればいいかっての

をちょっと考えておりました。 

これは大きな数字です。まん延も防止しな

ければいけないという大きな数字だと思います。

その努力の結果、市民のリスクマネジメントの

結果、遠野では幸いにも少ない発生件数になっ

ているというふうに思います。 

〇議長（浅沼幸雄君） ９番瀧本孝一君。 

〔９番瀧本孝一君登壇〕 

〇９番（瀧本孝一君） 市長の答弁時間が30分

を超えたようで、あと答えていただけるかどう

か分かりませんけども、次に、市長は就任後の

先月11月16日の火曜日から11月19日の金曜日、

午前までの３泊４日の日程で全国市長会等に係

る出張ということで東京に出張しておられるは

ずです。間違いないでしょうか。国会議員を表

敬訪問したり、省庁に挨拶回りをしたようです

が、なぜかＪＩＣＡ事務所には16日と18日の２

回も訪問し、その他にも市長選挙への御礼と思

われるような節のある３泊４日の出張ではない

かと思うのは私だけでしょうか。しかも私がネ

ットで知り得た情報では17日、18日に全国都市

会館で市長フォーラム等の会議はあったようで

すが、多田市長の出張日程には組み込まれてい

ないように見受けられました。 

首長としての出張自体は否定するものでは

ありませんが、副市長も不在の段階で総務企画

部長なども全行程ではないにしろ同行させ、コ

ロナ禍が完全収束を見せないなか、遠野市の司
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令塔が３日も４日も不在になるという事態が危

機管理上どうなのかという市長の姿勢に不安を

覚えるものであります。 

何もなかったから問題ないという見方もあ

ると思いますが、先般の東京出張に際し、市長

は副市長不在の体制でどのような危機管理上の

体制や対策を講じ、万が一の事態が起こった場

合に対処しようとなされたかについて、具体的

な説明を望みたいと思います。 

〇議長（浅沼幸雄君） ただいま質問者のほう

から、市長の答弁時間が過ぎているが答弁いた

だけるかどうかという発言がございましたが、

あくまでも参考の30分という考え方で質問者の

質問がまだ残っておりますので、市長には答弁

を続けてやっていただきますが、できるだけ市

長の意思を伝えながらも簡潔な答弁でお願いし

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） いろんな理解の仕方が

あるんだなというのは、前にも申し上げました。 

遠野市のために市長会、これは大事なこと

だったんだと思います。コロナ禍においても一

つの会場の中に1,000人を超える市長が集まっ

ておりました。それも国会議員の方も一緒でし

た。一つ席を開けるというようなことはありま

せんでした。東京でした。私も驚きました。し

かし重要なことなんだろうと思います。 

そして、これは出発以前に事前に綿密に打

ち合わせをいたしました。回るべき所、手分け

をするべき所、全てを私がやるという気持ちは

毛頭ありません。チームで遠野市の市政を担っ

てまいります。もちろんそのチームには瀧本議

員も入っているわけです。その中でどうせ同じ

旅費を使うなら有効に動きましょうと。ＪＩＣ

Ａという名前が出ていました。遠野市が東日本

大震災の時にどれだけ助けられたか、活動で。

今もＪＩＣＡの方々は研修等でやってきます。

すみませんが少し長くなりますね。でも今のよ

うな御質問にはしっかりとお答えしなければい

けないと思いますので御容赦願います。 

私は、ＪＩＣＡの組織からさまざまな支援

をいただこうと考えています。それについては

総務部長他、相談をしております。そのために

お願いに行きました。それと、ほかの団体にも

参りました。ＪＩＣＡに２回というよりは笹川

平和財団という所にまいりました。これも東日

本大震災の際に相当のサポートをいただきまし

た。理事長さんが変わられました。理事長さん

は後藤新平の大ファンで著書もあります。こち

らにも福祉の面で遠野市は日本財団ももちろん

ですがお世話になってるはずです。相当の車両

が走ってるはずです。さらに私は車のお願いも

してきました。これらを手分けする、一つの体

で全てはできません。 

また、議員の皆様の中には海士町という所

にも行ったことがある方がいらっしゃるんじゃ

ないでしょうか。すばらしい教育においてもが

んばりをしています。私も行きました。その町

長さんに会いたいと申し入れを受けました。意

見交換してきました。財政難の小さな島、これ

からどうやって立ち直っていったか、この話も

本当に感心しながら聞かせていただきました。 

いろんな所と交友関係をどうするんだとい

う御質問もいただきました。私はどんどん交友

関係を進めていって必要なことは参考にさせて

いただきながら協力体制を取っていきたいと考

えていますので、なんら恥じる行動ではないと

思っています。 

ただ、私も３日間というスケジュールは厳

しいなと。まだまだなったばかりで話をしたい

こと聞きたいことたくさんありましたので、早

く帰りたいとそういう思いで過ごしていたこと

は事実です。それで私の行動が間違っていると

いうふうには全く考えておりませんのでお答え

します。 

〇議長（浅沼幸雄君） ９番瀧本孝一君。 

〔９番瀧本孝一君登壇〕 

〇９番（瀧本孝一君） 私はその行動が間違っ

ているとかとは申しておりませんし、聞いてい

るのはその留守の間どのような体制を取ってい

ったのかということであります。そこを間違え

ないでいただき、細かくは説明していただきま
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したけれども、聞いたことに対してお答えをい

ただければと思います。 

この項目でもう一つ質問を用意していまし

たが時間も立っていますので、大項目２点目の

多重苦にあえぐ農家支援についてと題した質問

に移ります。 

おとといからの一般質問で、新市長に対す

る当市の基幹産業である農林畜産業に対する質

疑がかなり交わされてきました。当市がキャッ

チフレーズとしている「永遠の日本のふるさ

と・遠野」の原風景は、山里に曲り屋や手入れ

の行き届いた田畑の広がる田園風景ではないで

しょうか。 

その田園風景は、山里が荒れ、田んぼは転

作作物や遊休水田が年を追うごとに増え続ける

中、中小・零細農家はかろうじて中山間直接支

払制度や多面的支払制度による交付金などの恩

恵を受けながら、集落景観や農地等の維持が図

られていると個人的には思っているところです。 

私も１ヘクタールにも満たない零細米作農

家の端くれでありますが、何とか自分の水田を

荒らしたくないという思いと、大げさに言えば

瑞穂の国日本人としての生きる源が米であると

いう信念で、昨今はシカなどの獣害対策にも頭

を悩ませながら自分が元気なうちはと何とかわ

ずかばかりの水田を作付しています。 

このようななかで、今年産の米の値段は60

キログラムあたり2,400円から3,000円近い値下

がりで、米農家は大きな打撃を受けていること

は御承知と思います。加えて、原油の高騰で重

油・軽油・ガソリン等の値上げ、更には農業資

材・飼料・肥料等の大幅値上がりで農家は四重

苦、五重苦で大変な苦労を強いられている状況

にありますが、この現状の認識について伺いま

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） 先ほど質問ちょっと言

い忘れたところがあります。聞いている聞いて

ないということがありましたけども、お話しさ

れたことには丁寧にお答えしていこうというの

が私の考えですので、それを御理解いただくた

めのその過程プロセスだと思います。同時に議

会でもこの話しが出ましたので申し上げますが、

クライシスマネジメントという話がありました。

クライシスマネジメントはしっかりと完結され

ているかどうか。これも瀧本議員にはお考えを

いただきたいと思います。リスクマネジメント

の話がありましたので併せてお話ししておきま

す。 

ただいまの御質問の現場に関しまして、本当

に大変な状況です。米の値段がこんなに落ち

ました。60キロで2,400円から2,900円。令和

元年から見ると3,200円から3,600円も落ちて

います。本当に大変な状況だと思います。こ

れに対して、農協さんと県と一緒に国に米価

についてのサポートを申し出ていかなければ

いけないというのは、先日もほかの議員さん

からアドバイスを頂きました。御提案をいた

だきましたのでそういう方向で県や農協、発

信して相談していきたいと考えています。 

○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） 市長は所信表明の中の

「市内で経済循環するまち」の部分で、「基幹

産業である農林畜産業の活性化を図るため、

『農業経営の見える化』を推進し、農業で生活

設計ができるよう高収益農家の拡大を図り、新

規就農の促進と、グループ化・法人化による多

角化支援に努めてまいります。また将来的に遠

野農業の担い手となりうる働き手の確保に向け

て取り組んでまいります。」と謳っていますが、

本市の基幹産業としての第一次産業の重要性の

認識と、現況の農業情勢全般についての見解を

お尋ねいたします。 

○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） 最も重要なことだと思

います。 

これまでも遠野の農業は遠野の基幹産業で

あるというふうに歴代の市長さんも言ってきま

した。永遠の課題だったはずです。 
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これに対してどのように基幹産業に取るべ

き対応、この推進に力を入れてきただろうかと。

計画として書くのではなくて、実際の行動とし

てどのようにしてきたか、このことはしっかり

と検証しながら参考にして、皆さんのまた意見

をお聞きしながら、農業を見える化して、経営

を見える化してやっていかなければいけないと

思います。 

基幹産業というからには、本当に基幹産業

の取り組みをしなければならないんだというこ

とを、改めて確認もさせていただきたいと考え

ています。 

○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） 農業経営を続けて行く

には、規模の大小にかかわらずＪＡや農業改良

普及センター、あるいは農業共済組合などとの

関係が不可欠でもあります。 

ＪＡも経営効率化のもとに、支店統廃合な

どで農家から遠くなっているのが実感ですが、

その距離を縮めるためにも、ＪＡいわて花巻は

もとより、県農業改良普及センターなどとの一

層の連携強化や、基幹産業のこれ以上の衰退を

招かないためにも、組織間で職員の相互派遣を

図るべきではないかという提案を含め、このこ

とについて見解をお尋ねいたします。 

○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） 情報交流共有や連携強

化は、もっともな話であります。 

私は、10月、ちょっと日にち忘れましたの

で失礼しますが、農協さんと２度意見交換をし

ました。担当課も交えてです。お互いに。 

やはり、現場に近い声、これは非常に有効

だと考えています。 

農済にも行ってまいりました。さまざまな

話しを聞きます。獣医さんの話し、いろんなと

ころで耳にします。「遠野どうなんですか」と

聞いてきました、ストレートに。いいお返事は

いただいたと思っています。 

また、以前はアストとという形で職員を出

し合ってやっていたと思います。そのときにワ

サビが、値段が市場の中でいい位置に近寄って

いった、こういう話しも聞いています。 

私も市長になって即座にワサビの営業して

ます。やっぱり供給する側の供給計画、これも

必要なので今立てていただいてるところでござ

います。 

いっそうの連携強化を強めてまいりますが、

まずは職員の交換よりも情報の交換、それと課

題の共有、対策の協議、これらを優先して進め

ていくべきだと思います。 

○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） まず分かりました。 

コロナ禍でコメの外食向け需要が低迷し、

米価の大幅下落や、原油の高騰に伴う石油製品

や農業資材の値上がりで農家は疲弊している状

況にあります。 

本市では来年の米作付農家への支援として、

農協から購入する種子に対して、助成金額を本

年度の３分の１から２分の１に引き上げ、同じ

く苗で購入する農家には新たに１箱につき200

円の助成をしようとする「遠野産米次期作支援

事業補助金」として、今議会の補正予算（第５

号）として提案されており、農家の立場からは

誠にありがたい支援策であり、感謝を申し上げ

たいと思っています。 

また、ＪＡ花巻では米価下落に苦しむ農家

支援対策として、総額１億円規模の独自支援事

業として、来年の春肥料を購入した組合員に、

本年産米30キログラムあたり64円80銭を来年の

２月中旬に支払い、米の継続生産を支えるよう

としていることもありがたいと思います。 

市長は農業が本市の基幹産業だと認めるの

であれば、本年産のコメ生産農家や、重油・軽

油等を使用する野菜園芸農家、更には農業資材

購入農家などへの多重苦に悩み苦しむ農家に対

し、これまで以上の早急な遠野市独自の支援策

が求められていると思いませんか。 

米作りや農業自体を辞めようとする農家が

増えれば、益々耕作放棄地が増大し、基幹産業
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としての農業は衰退していくことが目に見えて

います。 

農村部の票を取りまとめたと評され、市民

に寄り添う市長を標榜するならば、今こそ農家

に恩返しをすべきだと思われますが、支援の必

要性について見解をお尋ねいたします。 

○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） 農家の俵を取りまとめ

たというの１俵、２俵ではなくて違う票のほう

だったんだなと気が付きました。これは選挙の

話しであって、私は市長として誰か個人、農家

に限らずしっかりと話を聞いて対応していくと

いうのが方針でありますから、改めてそういう

お話しはあまり意味がないかなというふうに思

います。 

また、緊急、早急の課題だというお話しで

した。コロナの経済の影響、これは今年始まっ

たばかりのことではありません。 

もう今年も終わりになるわけですが、私は

令和３年度、10月末からの就任でございます。

遠野市の今年度は４月１日から始まっておりま

す。コロナはその前年も影響がありました。 

先ほど米価の価格を言いました。去年も早

急の重要な課題でありました。早急な課題であ

れば瀧本議員からも、もっともっと積極的に昨

年度からお話しをいただき、御提案をいただき、

遠野市としてサポートの基盤を作る準備を昨年

度からも進めておくべきであったと私は考えま

すが、しかし、このように対策を取るべきだと

いう御提案をいただいて、これはありがたい、

本当にそれはやらなければならない。 

担当課とも話しておりますが、農協さん、

国、コロナ禍における農業に関してもサポート

の形が出てきました。これらをしっかりとまと

めながら、さらに遠野市が基幹産業である農業

にどのようなサポートができるかということを

検討してまいります。また皆さんにお諮りをす

ることになろうかと思いますので、どうぞよろ

しくお願いします。 

○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） 私らもできることはや

りたいんですが、議会には執行権がありません

ので、そちらにお任せをするしかありません。

そして私も去年から、稲の苗箱を購入している

農家にも支援をしたほうがいいんじゃないかと

いうお話しはさせていただいているつもりでご

ざいます。 

私の持ち時間は、あと５分あるわけですが、

ちょっと一つ割愛した部分はありますけれども、

まずおおよそ答弁していただいたことに感謝を

申し上げたいと思います。 

今年も新型コロナウイルス感染症に振り回

された１年でしたが、ワクチンの接種により、

だいぶ収束の方向に向かいつつあるようにも思

われます。 

大リーグの大谷翔平選手の活躍に、岩手県

人として誇らしく、パワーをいただいた１年で

もありました。心から敬意と感謝と労いの言葉

を送りたいと思います。 

以上で、私の一般質問を終わります。 

   日程第２ 議案第106号令和３年度一般 

会計補正予算（第６号） 

○議長（浅沼幸雄君） 次に日程第２、議案第

106号令和３年度一般会計補正予算（第６号）

についてを議題とします。 

本案について、提出者の説明を求めます。

鈴木副市長。 

   〔副市長鈴木惣喜君登壇〕 

○副市長（鈴木惣喜君） 命によりまして、令

和３年12月遠野市議会定例会に追加して提出し

ました議案第106号令和３年度遠野市一般会計

補正予算（第６号）について、御説明いたしま

す。 

本件は、第１条歳入歳出予算の補正により、

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ、１億

8,090万4,000円を追加し、予算の総額を歳入歳

出それぞれ187億5,679万円にしようとするもの

であります。 

この補正予算は、新型コロナウイルス感染

症の影響を踏まえ、臨時特別的な給付措置とし
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て実施する18歳以下の児童生徒等に1人につき

５万円の支給に係る事業費について補正しよう

とするものであります。 

以上で、説明を終わります。よろしく御審

議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（浅沼幸雄君） これより質疑に入りま

す。質疑ありませんか。 

   （「な し」と呼ぶ者あり） 

○議長（浅沼幸雄君） 質疑なしと認め、質疑

を終結いたします。 

お諮りいたします。ただいま議題となって

おります議案第106号令和３年度一般会計補正

予算（第６号）については、予算等審査特別委

員会に付託の上、審査することにいたしたいと

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。

よって議案第106号令和３年度一般会計補正予

算（第６号）については、予算等審査特別委員

会に付託の上、審査することに決しました。 

お諮りいたします。12月９日は、委員会審

査のため休会いたしたいと思います。これに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（浅沼幸雄君） 御異議なしと認めます。

よって12月９日は、休会することに決しました。 

────────────────── 

   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） 以上で、本日の日程は

全部終了いたしました。本日はこれにて散会い

たします。御苦労さまでした。 

   午後０時05分 散会 

 


