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平成26年11月11日（火曜日） 

────────────────── 

議事日程 第１号 

平成26年11月11日（火曜日）午後１時開議 

第１ 仮議席の指定 

第２ 議長の選挙 

第３ 副議長の選挙 

第４ 議席の指定 

第５ 諸般の報告 

第６ 会議録署名議員の指名 

第７ 会期の決定 

第８ 常任委員会委員の選任 

第９ 議会運営委員会委員の選任 

第10 岩手中部広域行政組合議会議員の選挙 

第11 岩手県後期高齢者医療広域連合議会議員

の選挙 

第12 議案第78号 遠野市民センター（体育館

棟）改修工事の変更請負契約の締結に

ついて 

第13 議案第79号 平成26年度遠野市一般会計

補正予算（第６号） 

第14 議案第80号 教育委員会の委員の任命に

つき同意を求めることについて 

第15 議案第81号 監査委員の選任につき同意

を求めることについて 

第16 議案第82号 固定資産評価審査委員会の

委員の選任につき同意を求めることに

ついて 

第17 議案第83号 固定資産評価審査委員会の

委員の選任につき同意を求めることに

ついて 

第18 議案第84号 固定資産評価審査委員会の

委員の選任につき同意を求めることに

ついて 

────────────────── 

   本日の会議に付した事件 

１ 日程第１ 仮議席の指定 

２ 日程第２ 議長の選挙 

３ 日程第３ 副議長の選挙 

４ 日程第４ 議席の指定 

５ 日程第５ 諸般の報告 

６ 日程第６ 会議録署名議員の指名 

７ 日程第７ 会期の決定 

８ 日程第８ 常任委員会委員の選任 

９ 日程第９ 議会運営委員会委員の選任 

10 日程第10 岩手中部広域行政組合議会議員

の選挙 

11 日程第11 岩手県後期高齢者医療広域連合

議会議員の選挙 

12 日程第12 議案第78号 遠野市民センター

（体育館棟）改修工事の変更請負契約の

締結についてから、 

  日程第18 議案第84号 固定資産評価審査

委員会の委員の選任につき同意を求める

ことについてまで。 

  （提案理由の説明、採決） 

13 閉  会 

────────────────── 

出席議員（18名） 

１ 番  小 林 立 栄 君

２ 番  菊 池 美 也 君

３ 番  萩 野 幸 弘 君

４ 番  瀧 本 孝 一 君

５ 番  多 田  勉 君

６ 番  菊  池  由 紀 夫 君

７ 番  佐 々 木  大 三 郎 君

８ 番  菊  池  巳 喜 男 君

９ 番  照 井 文 雄 君

10 番  荒 川 栄 悦 君

11 番  菊 池  充 君

12 番  瀧 澤 征 幸 君

13 番  小 松 大 成 君

14 番  細 川 幸 男 君

15 番  浅 沼 幸 雄 君

16 番  多 田 誠 一 君

17 番  安 部 重 幸 君

18 番  新 田 勝 見 君

────────────────── 
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欠席議員 

  な  し 

────────────────── 

事務局職員出席者 

事 務 局 長  奥 瀬 好 宏 君 

次 長  伊 藤  慎 君 

主 査  及 川 憲 司 君 

────────────────── 

   説明のため出席した者 

市 長  本 田 敏 秋 君 

副 市 長  菊 池 孝 二 君 

経営企画部長  菊 池 文 正 君 

経営企画部まちづくり再生担当 
部兼本庁舎建設室長  飛 内 雅 之 君 

総 務 部 長 兼
防災危機管理課長  菊 池 保 夫 君 

健康福祉部長兼健康福祉の里所長 
兼地域包括支援センター所長  荻 野  優 君 

健康福祉部特命部長 
(地域医療推進監)兼 
地域医療推進室長 

 菊 池 永 菜 君 

産 業 振 興 部 長  鈴 木 惣 喜 君 

農林畜産部長  大 里 政 純 君 

環境整備部長  遊 田 啓 悦 君 

遠野文化研究センター部長兼 
図書館長兼博物館長  小 向 孝 子 君 

市民センター所長兼  
国体開催推進室長 

 古 川  憲 君 

子育て支援センター所長兼 
総合食育センター所長 

 菊 池 幸 市 君 

宮守総合支所長  多 田 博 子 君 

消防本部消防長  谷 地 孝 敏 君 

教育委員会委員長  中 浜 艶 子 君 

教 育 長  藤 澤 俊 明 君 

選挙管理委員会委員長  藤 村 正 子 君 

代表監査委員  佐  藤  サ ヨ 子 君 

農業委員会会長  北 湯 口    進 君 

────────────────── 

   事務局長より臨時議長の紹介   

○事務局長（奥瀬好宏君）  一般選挙後、最初

の議会でございますので、議長の選挙が終わる

までの間、地方自治法第107条の規定により、

年長の議員が臨時に議長の職務を行うことにな

っております。 

 出席議員中、年長議員は多田誠一議員であり

ます。 

 年長の多田誠一議員を御紹介申し上げます。 

   〔臨時議長多田誠一君登壇〕 

○臨時議長（多田誠一君）  年長の故をもって、

一般選挙後初議会の臨時議長の役を仰せつかり

ました多田誠一でございます。よろしくお願い

をいたします。 

 本日は、東日本大震災の月命日に当たります

ので、黙祷をささげたいと思います。御起立を

して御協力をお願いいたします。黙祷。 

   〔黙祷〕 

○臨時議長（多田誠一君）  お直りください。

着席をお願いいたします。 

────────────────── 

   市長の挨拶   

○臨時議長（多田誠一君）  市長より発言を求

められておりますので、この際これを許します。

本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  平成26年11月遠野市議

会臨時会の開会に当たりまして、お許しをいた

だきまして一言御挨拶を申し上げたいと思いま

す。 

 まずもって、去る10月26日執行されました遠

野市議会選挙におきまして、２名減という、定

数18名という中における大変厳しい選挙戦を戦

い、こうして18名の議員の皆様がそろったとい

う中において臨時会を開会することができまし

た。 

 厳しい選挙戦を戦い、こうして議員として当

選された皆様に心からお祝いを申し上げる次第

であります。 

 ただいま、11日ということで、月命日と、あ

の忘れられない、忘れさせてはならない、そし

てまた、そういった中におきまして３万市民が

心を一つにしながら沿岸被災地と向き合った、

後方支援という一つの仕組みをつくり、その中

において、さまざまな形でのこの市町村間の水

平連携、基礎自治体としての市町村の連携がい

かに大切であるかということを、私どもは、こ

の中から学び、そしてまた、それを大きな教訓

として、抱えているさまざまな課題に挑戦して

いかなければならない、そのような一つの時期

ではないのかなと、今改めて思っているところ
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でもあります。 

 ３年８カ月がたちました。そしてまた、これ

は議員各位も御案内のとおり、合併して９年、

10年目に入ろうといたしております。少子高齢

化、消滅市町村という活字も躍ってるような状

況の中で、この人口減少という荒波が、基礎自

治体に押し寄せてきているという一つの状況に

あります。 

 そしてまた、産業振興、さらには、遠野市を

取り巻く社会インフラとしての高速道路の相次

ぐ整備促進といった中におきまして、遠野市を

めぐるさまざまな課題が文字どおり大きく変貌

し、変わってきているという状況にあるのでは

ないかなというように思っているところでもあ

ります。 

 そういった中にございまして、18名の議員各

位と、これらに挑戦をし、そして、基礎自治体

としての底力を示すという中における取り組み

を、待ったなしで対応していかなければならな

い、そのような時期に、皆様とこうして、議員

各位の皆様と相対しながら、何よりも市民のた

めに、福祉、安心安全といったようなことを

キーワードにしながら、市政課題に取り組んで

いかなければならないかと覚悟もいたしている

ところであります。 

 合併して10年、その中におきまして、平成27

年、来年は、今進めております総合計画の最終

年度に入ります。そして、平成28年には、新た

な10カ年の総合計画を策定し、その中における

前期５カ年、そして後期５カ年、さらには、そ

れに健全財政といったようなものを位置づけな

がら、着実な進展と申しますか、市政の発展を

図っていかなければならないという、大変重要

な時期が今我々の置かれている立場ではないか

なというように捉えているところであります。 

 こういった中にございまして、平成27年度を

もって、今の総合計画を仕上げ、そして、さら

には28年度に新たなスタートを切るというよう

な中における、このタイミングの中におきまし

て、市政課題に、それぞれの立場の中から果敢

に挑戦をするという気概を、やはり持ち続けな

ければならないかなというように、私自身思っ

ているところであります。 

 知恵を出し、そして工夫をし、３万市民が心

を一つにしながら、議会と、皆様とのまさに厳

しい議論の中から取捨選択をし、何が優先的に

取り組まなければならない課題なのか、もちろ

ん、財源的にも、財政的にも厳しい状況の中に

あるわけであります。 

 本庁舎建設問題も、ようやく一歩を踏み出す

ところまでこぎつけたところであります。本庁

舎の再建をするという一つの点としてのプロジ

ェクトではないわけであります。まちづくりそ

のもののプロジェクトとして位置づけなければ

ならないのかなというように思ってるとこでご

ざいますので、そういった意味におきましても、

議員各位と厳しい緊張感をお互い持ち続けなが

ら、何よりも市民にために、何が優先課題とし

て取り組まなければならないのか、何が緊急的

な課題として取り組まなければならないのか、

何がもっともっと議論する必要があるのかとい

うようなところを、整理整頓しながら、繰り返

しになりますけども、厳しい議論の中からそれ

を見出してまいりたいというように思っている

ところでございますので、議員各位には、改め

てこの選挙戦を勝ち抜いたという中における、

一つの中から、厳しい議論を取り交わし、そし

て市政課題に果敢に挑戦するという中における

取り組みに、ぜひ一緒になって取り組みましょ

うということを、私からも申し上げまして、冒

頭に当っての私の御挨拶にかえさせていただき

ます。 

 本日は、ありがとうございました。 

────────────────── 

   市長部局及び執行機関の長の紹介   

○臨時議長（多田誠一君）  次に、この際、市

長部局及び執行機関の長の紹介を行います。 

 当席より順次指名いたしますので、登壇の上、

自己紹介をお願い申し上げます。 

 それでは、最初に市長部局を紹介いたします。 

 副市長を紹介いたします。菊池副市長。 

   〔副市長菊池孝二君登壇〕 
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○副市長（菊池孝二君）  副市長を拝命してお

ります菊池孝二と申します。今、市長からも御

挨拶がありましたが、非常に厳しく、またス

ピーディーな対応が期されるこの時期でござい

ます。我々も知恵を絞り、工夫をしながら、何

とか遠野市民の安心安全のために、また、誰も

が安心して住めるまちづくりのために一生懸命

頑張りたいと思います。 

 これからよろしくお願いをいたします。 

○臨時議長（多田誠一君）  次に、各執行機関

の長を紹介いたします。 

 遠野市教育委員会教育委員長を紹介いたしま

す。中浜教育委員会教育委員長。 

   〔教育委員長中浜艶子君登壇〕 

○教育委員長（中浜艶子君）  遠野市教育委員

会教育委員長を務めております中浜艶子と申し

ます。遠野市の教育の充実のために務めを果た

したいと思っております。どうぞよろしくお願

いいたします。 

○臨時議長（多田誠一君）  次に、教育委員会

教育長を紹介いたします。藤澤教育長。 

   〔教育長藤澤俊明君登壇〕 

○教育長（藤澤俊明君）  教育長の藤澤俊明で

す。生徒数、児童数、減ってはおりますけども、

次代を担う人材でございます。健やかで、しか

もたくましい子どもたちの育成に全力で望んで

まいりたいというふうに思います。よろしくお

願いします。 

○臨時議長（多田誠一君）  次に、選挙管理委

員会委員長を紹介いたします。藤村選挙管理委

員長。 

   〔選挙管理委員長藤村正子君登壇〕 

○選挙管理委員長（藤村正子君）  選挙管理委

員会委員長の藤村正子です。私の役目は、選挙

活動のとき、贈らない、受け取らない、求めな

い、棄権しないの四ない運動です。特に、高齢

化社会になってまいりましたので、投票率を向

上させるため、いろいろな部分で投票しやすい

ような状況をつくっていきたいと思います。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

○臨時議長（多田誠一君）  次に、代表監査委

員を紹介いたします。佐藤代表監査委員。 

   〔代表監査委員佐藤サヨ子君登壇〕 

○代表監査委員（佐藤サヨ子君）  監査委員の

佐藤サヨ子と申します。どうぞよろしくお願い

します。常に市民の目線で、その事業が、正確

に、そして経済性に富んでるか、それか有効性

であるか、それらを交えて審査してまいりたい

と思います。どうぞよろしくお願いします。 

○臨時議長（多田誠一君）  次に、農業委員会

会長を紹介いたします。北湯口農業委員会会長。 

   〔農業委員会会長北湯口進君登壇〕 

○農業委員会会長（北湯口進君）  農業委員会

会長の北湯口でございます。大変厳しい農業情

勢が続いております。遠野市の第一産業である

農業が衰退しないよう、活性化できるよう、皆

さんのお力添えを頂戴しながら取り組んでまい

りたいと思います。どうぞよろしくお願いいた

します。 

○臨時議長（多田誠一君）  以上で、市長部局

及び執行機関の長の紹介を終わります。 

────────────────── 

   午後１時00分 開会・開議   

○臨時議長（多田誠一君）  これより、平成26

年11月遠野市議会臨時会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 これより、本日の議事日程に入ります。 

────────────────── 

   日程第１ 仮議席の指定   

○臨時議長（多田誠一君）  日程第１、仮議席

の指定を行います。 

 仮議席の指定は、ただいま御着席の議席を指

定いたします。 

────────────────── 

   日程第２ 議長の選挙   

○臨時議長（多田誠一君）  次に、日程第２、

議長の選挙を行います。 

 選挙の方法については、投票によることにい

たします。 

 議場の閉鎖を命じます。 

   〔議場閉鎖〕 

○臨時議長（多田誠一君）  ただいまの出席議
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員は、18名であります。 

 投票用紙を配付いたします。 

   〔投票用紙配付〕 

○臨時議長（多田誠一君）  投票用紙の配付漏

れはありませんか。 

   〔「な し」と呼ぶ者あり〕 

○臨時議長（多田誠一君）  配付漏れなしと認

めます。 

 投票箱を改めます。 

   〔投票箱の点検〕 

○臨時議長（多田誠一君）  異状なしと認めま

す。 

 念のために申し上げます。投票は、単記無記

名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記

載願います。 

 ただいまから投票を行います。 

 事務局長が議席番号と氏名を読み上げますの

で、順番に投票願います。 

   〔事務局長点呼・議員投票〕 

────────────────── 

    １番  小林立栄  議員     

 ２番  菊池美也  議員 

    ３番  萩野幸弘  議員     

 ４番  瀧本孝一  議員 

    ５番  多田勉   議員     

 ６番  菊池由紀夫 議員 

    ７番  佐々木大三郎議員     

 ８番  菊池巳喜男 議員 

    ９番  照井文雄  議員     

 10番  荒川栄悦  議員 

    11番  菊池充   議員     

 12番  瀧澤征幸  議員 

    13番  小松大成  議員     

 14番  細川幸男  議員 

    15番  浅沼幸雄  議員     

 17番  安部重幸  議員 

    18番  新田勝見  議員 

────────────────── 

○臨時議長（多田誠一君）  投票漏れはありま

せんか。 

   〔「な し」と呼ぶ者あり〕 

○臨時議長（多田誠一君）  投票漏れなしと認

めます。 

 投票を終了いたします。 

 開票を行います。会議規則第31条第２項の規

定により、立会人に１番小林立栄君、18番新田

勝見君を指名いたします。 

 両君の立ち会いをお願いいたします。 

   〔開票〕 

○臨時議長（多田誠一君）  選挙の結果を報告

いたします。 

 投票総数18票、これは先ほどの出席議員数に

符合いたします。 

 有効投票18票、無効投票はありません。 

 有効投票のうち、 

  新田勝見君16票 

  小松大成君１票 

  細川幸男君１票 

 以上のとおりであります。 

 この選挙の法定得票数は、５票であります。

よって、新田勝見君が議長に当選されました。 

 ただいま当選されました新田勝見君が議場に

おられますので、本席から会議規則32条第２項

の規定により当選の告知をいたします。 

 議場の開鎖を命じます。 

   〔議場開鎖〕 

────────────────── 

   議長就任の挨拶   

○臨時議長（多田誠一君）  議長に当選されま

した新田勝見君の挨拶があります。新田勝見君。 

   〔議長新田勝見君登壇〕 

○議長（新田勝見君）  ただいまは、再び議長

の任を、皆さんの賛成のもとで任されたという

ような気持ちでいっぱいでございます。うれし

さ半分、また緊張といいますか、責任の重大さ

を感ずるところでございます。 

 先ほども、市長から挨拶がありましたけれど

も、遠野市にはさまざまな課題が山積しており

ます。いかにして遠野市民が安全で安心して生

活できるかというところにあるというふうに、

私は思っております。 

 選挙期間中には、皆様の選挙公報等々も、私
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見させていただきましたけれども、やはり住民

の声、そして市民の声、そういう目線で、我々

がいろんな課題について大いに議論していく、

大きなもの小さなもの問わず、そういった課題

を、我々は付託され、そしてまた当局と議論し

て、そしてよりよい方向に持っていくというこ

とになるというふうに思っておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 また、議会改革、４年間やってまいりました

けれども、まだまだ不完全であるというふうに

私は思っております。開かれた議会を目指して、

市民にわかりやすい議会というものを目指して

まいりたいと思いますので、これは一人で到底

できるものではございません。議員全体、議会

全体として考えていきたいというふうに思って

おります。 

 結びになりますけども、世界の平和と、そし

て日本の繁栄、そして我々の住んでいるふるさ

と遠野の人たちが、先ほども言いましたけども、

安全で安心して生活できる、そういうところを

目指してやっていきたいなというふうに思って

いるところでございます。 

 市当局の皆さん、そしてまた議員各位には、

いろいろと御協力願いたいというふうに思って

いるところでございます。 

 初心の一端を述べまして就任の挨拶にさせて

いただきます。ありがとうございました。（拍

手） 

○臨時議長（多田誠一君）  これをもって、臨

時議長の職務は全部終了いたしました。 

 議長交代のため暫時休憩をいたします。大変、

御協力ありがとうございました。 

   〔臨時議長退席、議長着席〕 

   午後１時31分 休憩   

────────────────── 

   午後１時32分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

────────────────── 

   日程第３ 副議長の選挙   

○議長（新田勝見君）  日程第３、副議長の選

挙を行います。 

 選挙の方法については、投票によることにい

たします。 

 議場の閉鎖を命じます。 

   〔議場閉鎖〕 

○議長（新田勝見君）  ただいまの出席議員は、

18名であります。 

 投票用紙を配付いたします。 

   〔投票用紙配付〕 

○議長（新田勝見君）  投票用紙の配付漏れは

ありませんか。 

   〔「な し」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新田勝見君）  配付漏れなしと認めま

す。 

 投票箱を改めさせます。 

   〔投票箱の点検〕 

○議長（新田勝見君）  異状なしと認めます。 

 念のために申し上げます。投票は、単記無記

名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記

載願います。 

 ただいまから投票を行います。 

 事務局長が議席番号と氏名を読み上げますの

で、順番に投票願います。 

   〔事務局長点呼・議員投票〕 

────────────────── 

    １番  小林立栄  議員     

 ２番  菊池美也  議員 

    ３番  萩野幸弘  議員     

 ４番  瀧本孝一  議員 

    ５番  多田勉   議員     

 ６番  菊池由紀夫 議員 

    ７番  佐々木大三郎議員     

 ８番  菊池巳喜男 議員 

    ９番  照井文雄  議員     

 10番  荒川栄悦  議員 

    11番  菊池充   議員     

 12番  瀧澤征幸  議員 

    13番  小松大成  議員     

 14番  細川幸男  議員 

    15番  浅沼幸雄  議員     

 16番  多田誠一  議員 
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    17番  安部重幸  議員 

────────────────── 

○議長（新田勝見君）  投票漏れはありません

か。 

   〔「な し」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新田勝見君）  投票漏れなしと認めま

す。 

 投票を終了いたします。 

 開票を行います。会議規則第31条第２項の規

定により、立会人に１番小林立栄君、17番安部

重幸君を指名いたします。 

 両君の立ち会いをお願いいたします。 

   〔開票〕 

○議長（新田勝見君）  選挙の結果を報告いた

します。 

 投票総数18票、これは先ほどの出席議員数に

符合いたします。 

 有効投票のうち、 

  安部重幸君10票 

  浅沼幸雄君８票 

 以上のとおりであります。 

 この選挙の法定得票数は、５票であります。

よって、安部重幸君が副議長に当選されました。 

 ただいま当選されました安部重幸君が議場に

おられますので、本席から会議規則第32条第２

項の規定により当選の告知をいたします。 

 議場の開鎖を命じます。 

   〔議場開鎖〕 

────────────────── 

   副議長就任の挨拶   

○議長（新田勝見君）  副議長に当選されまし

た安部重幸君の挨拶があります。安部重幸君。 

   〔副議長安部重幸君登壇〕 

○副議長（安部重幸君）  ただいま皆さんの厳

しい選挙戦、勝ち抜くことができました。よっ

て、新田議長を先頭にして、迷惑のかけないよ

うに、そして、基本条例を遵守しながら、市民

に開かれた議会運営に邁進することを誓って挨

拶といたします。（拍手） 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午後１時44分 休憩   

────────────────── 

   午後１時54分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

────────────────── 

   日程第４ 議席の指定   

○議長（新田勝見君）  次に、日程第４、議席

の指定を行います。 

 議席は、会議規則第４条第１項の規定により、

議長において指定いたします。 

 職員をして議員の議席番号及び氏名を朗読い

たさせます。 

   〔職員朗読〕 

────────────────── 

    １番  小林立栄  議員     

 ２番  菊池美也  議員 

    ３番  萩野幸弘  議員     

 ４番  瀧本孝一  議員 

    ５番  多田勉   議員     

 ６番  菊池由紀夫 議員 

    ７番  佐々木大三郎議員     

 ８番  菊池巳喜男 議員 

    ９番  照井文雄  議員     

 10番  荒川栄悦  議員 

    11番  菊池充   議員     

 12番  瀧澤征幸  議員 

    13番  小松大成  議員     

 14番  細川幸男  議員 

    15番  浅沼幸雄  議員     

 16番  多田誠一  議員 

    17番  安部重幸  議員     

 18番  新田勝見  議員 

────────────────── 

○議長（新田勝見君）  ただいま朗読いたしま

したとおり、議席を指定いたします。 

────────────────── 

   日程第５ 諸般の報告   

○議長（新田勝見君）  次に、日程第５、諸般

の報告をいたします。 

 市長から議案の送付がありましたので、お手

元に配付しておきましたから御了承願います。 
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 次に、市長から報告第16号、１件の送付があ

りましたので、お手元に配付しておきましたか

ら御了承願います。 

 次に、監査委員から、例月現金出納検査の結

果についての報告書２件を受理いたしましたの

で、その写しをお手元に配付しておきましたか

ら御了承願います。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

────────────────── 

   日程第６ 会議録署名議員の指名   

○議長（新田勝見君）  次に、日程第６、会議

録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第88条の規定に

より、議長において、１番小林立栄君、２番菊

池美也君を指名いたします。 

────────────────── 

   日程第７ 会期の決定   

○議長（新田勝見君）  次に、日程第７、会期

の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。今期臨時会の会期は、本

日１日間といたしたいと思います。これに御異

議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新田勝見君）  御異議なしと認めます。

よって、今期臨時会の会期は、本日１日間と決

定いたしました。 

────────────────── 

   日程第８ 常任委員会委員の選任から、 

   日程第９ 議会運営委員会委員の選任ま

で。   

○議長（新田勝見君）  次に、日程第８、常任

委員会委員の選任、日程第９、議会運営委員会

委員の選任を一括して行います。 

 お諮りいたします。常任委員会委員及び議会

運営委員会委員の選任については、委員会条例

第５条第１項の規定により、議長において、 

  瀧本孝一君、菊池由紀夫君 

  佐々木大三郎君、浅沼幸雄君 

  安部重幸君、新田勝見君 

 以上６名を総務常任委員に、 

  小林立栄君、菊池美也君 

  萩野幸弘君、菊池巳喜男君 

  瀧澤征幸君、小松大成君 

 以上６名を教育民生常任委員に、 

  多田勉君、照井文雄君 

  荒川栄悦君、菊池充君 

  細川幸男、多田誠一君 

 以上６名を産業建設常任委員に、 

  小林立栄君、菊池美也君 

  多田勉君、菊池巳喜男君 

  照井文雄君、菊池充君 

 以上６名を公聴広報常任委員に、 

  菊池美也君、瀧本孝一君 

  瀧澤征幸君、小松大成君 

  多田誠一君 

 以上５名を議会運営委員に、それぞれ指名い

たしたいと思います。これに御異議ありません

か。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新田勝見君）  御異議なしと認めます。

よって、ただいま指名いたしました諸君を、そ

れぞれ常任委員及び議会運営委員に選任するこ

とに決しました。 

 各常任委員会は、正副委員長互選のため、本

日会議終了後、総務常任委員会は第２会議室に、

教育民生常任委員会は中会議室に、産業建設常

任委員会は第１会議室にこれを招集いたします。 

 その後、公聴広報常任委員会を第２会議室に

招集いたします。 

 また、議会運営委員会は、正副委員長互選の

ため、公聴広報常任委員会終了後、中会議室に

これを招集いたします。 

 改めて招集状を差し上げませんので御了承願

います。 

────────────────── 

   日程第10 岩手中部広域行政組合議会議

員の選挙   

○議長（新田勝見君）  次に、日程第10、岩手

中部広域行政組合議会議員の選挙を行います。 

 お諮りいたします。選挙の方法については、

地方自治法第118条第２項の規定により、指名

推選によりいたしたいと思います。これに御異
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議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新田勝見君）  御異議なしと認めます。

よって、選挙の方法は、指名推選によることに

決定いたしました。 

 お諮りいたします。指名の方法は、議長にお

いて指名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（新田勝見君）  御異議なしと認めます。

よって、議長において指名推選することに決し

ました。 

 指名いたします。瀧本孝一君、佐々木大三郎

君、照井文雄君、以上３名を岩手中部広域行政

組合議会議員に指名いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議長において指

名いたしました３名を当選人と定めることに御

異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新田勝見君）  御異議なしと認めます。

よって、ただいま指名しました３名が岩手中部

広域行政組合議会議員に当選されました。 

 ただいま当選されました諸君に対し、本席か

ら会議規則第32条第２項の規定により当選の告

知をいたします。 

────────────────── 

   日程第11 岩手県後期高齢者医療広域連

合議会議員の選挙   

○議長（新田勝見君）  次に、日程第11、岩手

県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を行

います。 

 お諮りいたします。選挙の方法については、

地方自治法第118条第２項の規定により、指名

推選によりいたしたいと思います。これに御異

議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新田勝見君）  御異議なしと認めます。

よって、選挙の方法は、指名推選によることに

決定いたしました。 

 お諮りいたします。指名の方法は、議長にお

いて指名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（新田勝見君）  御異議なしと認めます。

よって、議長において指名することに決しまし

た。 

 指名いたします。安部重幸君を岩手県後期高

齢者医療広域連合議会議員に指名いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議長において指

名いたしました安部重幸君を当選人と定めるこ

とに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新田勝見君）  御異議なしと認めます。

よって、ただいま指名しました安部重幸君が岩

手県後期高齢者医療広域連合議会議員に当選さ

れました。 

 ただいま当選されました安部重幸君に対し、

本席から会議規則第32条第２項の規定により当

選の告知をいたします。 

────────────────── 

   日程第12 議案第78号遠野市民センター

（体育館棟）改修工事の変更請負契約

の締結について   

○議長（新田勝見君）  日程第12、議案第78号

遠野市民センター（体育館棟）改修工事の変更

請負契約の締結についてを議題といたします。 

 本案について、提出者の説明を求めます。菊

池副市長。 

   〔副市長菊池孝二君登壇〕 

○副市長（菊池孝二君）  命によりまして、平

成26年11月遠野市議会臨時会に提案いたしまし

た議案の説明をいたします。 

 議案第78号遠野市民センター（体育館棟）改

修工事の変更請負契約の締結についてでありま

す。 

 設計内容の一部に変更する必要を生じたので、

遠野市民センター（体育館棟）改修工事の変更

請負契約を締結しようとするもので、地方自治

法第96条第１項第５号及び遠野市議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例第２条の規定により、議会の議決を求める

ものでございます。 
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 契約の目的、遠野市民センター（体育館棟）

改修工事。 

 契約の方法、条件つき一般競争入札。 

 契約の金額は、変更前４億8,924万円を、変

更後５億9,468万7,960円としようとするもので

す。 

 契約の相手方、株式会社テラ・佐藤工業株式

会社特定共同企業体、代表者、遠野市青笹町中

沢２地割52番地、株式会社テラ代表取締役三浦

貞一。構成員、遠野市松崎町白岩25地割１番地

佐藤工業株式会社代表取締役佐藤ウタ子。 

 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をいたします。 

○議長（新田勝見君）  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（新田勝見君）  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78号については、会議規則第37条

第３項の規定により、委員会への付託を省略い

たしたいと思います。これに御異議ありません

か。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新田勝見君）  御異議なしと認めます。

よって、議案第78号については、委員会への付

託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。討論ありませんか。 

   〔「な し」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新田勝見君）  討論なしと認め、討論

を終結いたします。 

 これより議案第78号遠野市民センター（体育

館棟）改修工事の変更請負契約の締結について

を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君

の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長（新田勝見君）  着席願います。起立全

員であります。よって、議案第78号遠野市民セ

ンター（体育館棟）改修工事の変更請負契約の

締結については、原案のとおり決定いたしまし

た。 

────────────────── 

   日程第13 議案第79号平成26年度遠野市

一般会計補正予算（第６号）   

○議長（新田勝見君）  次に、日程第13、議案

第79号平成26年度遠野市一般会計補正予算（第

６号）を議題といたします。 

 本案について、提出者の説明を求めます。菊

池副市長。 

   〔副市長菊池孝二君登壇〕 

○副市長（菊池孝二君）  命によりまして、議

案第79号平成26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。 

 今回の補正予算は、国のエネルギー施策に係

る２つの事業費について補正するもので、１つ

は、林野庁の実証事業である木質バイオマスエ

ネルギーを活用したモデル地域づくり推進事業

の契約候補者に、９月25日付で選ばれたことに

伴い、バイオマスボイラー等の導入に係る事業

費を補正するものでございます。 

 もう１つは、経済産業省が進める次世代自動

車充電インフラ整備促進事業の事業採択に伴い、

電気自動車用急速充電器を市内５カ所の公共施

設へ整備するための事業費を補正するものでご

ざいます。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正で、歳入歳出

予算の総額に歳入歳出それぞれ２億2,857万7,0

00円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ

191億555万6,000円とする内容であります。 

 第１表歳入歳出予算の補正について説明をい

たします。 

 歳入についてであります。 

 13款国庫支出金は２億1,777万6,000円を増額

するものであります。 

 18款繰越金は126万8,000円を増額するもので

あります。 

 19款諸収入は953万3,000円を増額するもので

あります。 

 次に、歳出についてであります。 

 ４款衛生費は3,057万7,000円を増額するもの

で、内容は、次世代自動車充電インフラ整備促
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進事業費を追加補正するものであります。 

 ６款農林水産業費は１億9,800万円を増額す

るもので、内容は、木質バイオマスエネルギー

活用推進事業費を追加補正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

りますようお願いをいたします。 

○議長（新田勝見君）  これより質疑に入りま

す。質疑ありませんか。10番荒川栄悦君。 

○10番（荒川栄悦君）  この補正事業、すばら

しいことだなと思っておりますが、その前に、

遠野市エネルギービジョン、これも策定中であ

ります。これは、いつめどに策定、26年度中と

なっておりますが、来年の3月31日なのか、や

はりこれだけの具体的な部分が進んでるという

ことにおいては、早急に取りまとめ、さらにそ

の次の部分というのを示していかなきゃ、また、

新年度の予算のこともあるでしょうし、そうい

ったことを急ぐべきだと思いますが、どうなっ

ているのか伺います。 

○議長（新田勝見君）  経営企画部長。 

○経営企画部長（菊池文正君）  新エネルギー

ビジョンに関しては、今月末には仕上げたいと

ころで、急ピッチで仕上げをしているところで

ございます。 

○議長（新田勝見君）  10番荒川栄悦君。 

○10番（荒川栄悦君）  とすれば、今月中に策

定完了ということになれば、議会のほうにも、

早急にそのデータはすぐ入るということでよろ

しいですね。 

○議長（新田勝見君）  経営企画部長。 

○経営企画部長（菊池文正君）  そのとおりお

示ししたいと思っております。 

 既に中間報告でお示ししておりましたので、

今回、全て完成した時点で御説明を申し上げる

ということで進めております。 

○議長（新田勝見君）  ほかに質疑ありません

か。 

   〔「な し」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新田勝見君）  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79号については、会議規則第37条

第3項の規定により、委員会への付託を省略い

たしたいと思います。これに御異議ありません

か。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新田勝見君）  御異議なしと認めます。

よって、議案第79号については、委員会への付

託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。討論ありませんか。 

   〔「な し」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新田勝見君）  討論なしと認め、討論

を終結いたします。 

 これより議案第79号平成26年度遠野市一般会

計補正予算（第６号）を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君

の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長（新田勝見君）  着席願います。起立全

員であります。よって、議案第79号平成26年度

遠野市一般会計補正予算（第６号）は、原案の

とおり決定いたしました。 

────────────────── 

   日程第14 議案第80号教育委員会の委員

の任命につき同意を求めることについ

て   

○議長（新田勝見君）  日程第14、議案第80号

教育委員会の委員の任命につき同意を求めるこ

とについてを議題といたします。 

 本案について、提出者の説明を求めます。菊

池副市長。 

   〔副市長菊池孝二君登壇〕 

○副市長（菊池孝二君）  命によりまして、議

案第80号教育委員会の委員の任命につき同意を

求めることについてを御説明いたします。 

 三浦芳昌委員の任期が平成26年11月25日で満

了となるので、同氏を再び任命するため、地方

教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第

１項の規定により、議会に議決を求めるもので

あります。 

 住所は遠野市大工町２番34号、氏名は三浦芳

昌、生年月日は昭和43年１月３日であります。 
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 以上で説明を終わります。よろしく御審議賜

りますようお願いをいたします。 

○議長（新田勝見君）  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80号は人事

案件でありますので、会議規則第37条第２項の

規定により、議事の順序を省略し、直ちに採決

いたしたいと思います。これに御異議ありませ

んか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新田勝見君）  御異議なしと認めます。 

 お諮りいたします。議案第80号教育委員会の

委員の任命につき同意を求めることについては、

これに同意することに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新田勝見君）  御異議なしと認めます。

よって、議案第80号教育委員会の委員の任命に

つき同意を求めることについては、これに同意

することに決定いたしました。 

────────────────── 

   日程第15 議案第81号監査委員の選任に

つき同意を求めることについて   

○議長（新田勝見君）  次に、日程第15、議案

第81号監査委員の選任につき同意を求めること

についてを議題といたします。 

 本案について、提出者の説明を求めます。菊

池副市長。 

   〔副市長菊池孝二君登壇〕 

○副市長（菊池孝二君）  命によりまして、議

案第81号監査委員の選任につき同意を求めるこ

とについてを御説明いたします。 

 市議会議員の改選に伴い、議会の議員のうち

から選任する監査委員に次の者を選任したいの

で、地方自治法第196条第１項の規定により、

議会の同意を求めるものであります。 

 住所は、遠野市宮守町達曽部41地割75番地２、

氏名は瀧本孝一、生年月日は、昭和29年４月４

日であります。 

 以上で説明を終わります。同意方よろしくお

願いをいたします。 

○議長（新田勝見君）  地方自治法第117条の

規定により、除斥の対象となる瀧本孝一君退席

を求めます。 

   〔４番瀧本孝一君退席〕 

○議長（新田勝見君）  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81号は人事

案件でありますので、会議規則第37条第２項の

規定により、議事の順序を省略し、直ちに採決

をいたしたいと思います。これに御異議ありま

せんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新田勝見君）  御異議なしと認めます。 

 お諮りいたします。議案第81号監査委員の選

任につき同意を求めることについては、これに

同意することに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新田勝見君）  御異議なしと認めます。

よって、議案第81号監査委員の選任につき同意

を求めることについては、これに同意すること

に決定いたしました。 

 除斥議員入場のため、着席のまま暫時休憩い

たします。 

   午後２時15分 休憩   

────────────────── 

   〔４番瀧本孝一君入場〕 

────────────────── 

   午後２時16分 開議   

○議長（新田勝見君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

────────────────── 

   日程第16 議案第82号固定資産評価審査

委員会の委員の選任につき同意を求め

ることについてから、 

   日程第18 議案第84号固定資産評価審査

委員会の委員の選任につき同意を求め

ることについてまで。   

○議長（新田勝見君）  日程第16、議案第82号

固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同

意を求めることについてから、日程第18、議案

第84号固定資産評価審査委員会の委員の選任に

つき同意を求めることについてまでの３件を一

括議題といたします。 

 本案について、提出者の説明を求めます。菊
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池副市長。 

   〔副市長菊池孝二君登壇〕 

○副市長（菊池孝二君）  命によりまして、議

案第82号から議案第84号までの３議案について

御説明いたします。 

 本件は、固定資産評価審査委員会の委員の任

期が平成26年11月24日で満了することから、現

在の委員のうち２名の委員を再び選任し、１名

を新たに選任しようとするもので、地方税法第

423条第３項の規定により議会の同意を求める

ものであります。 

 はじめに、議案第82号固定資産評価審査委員

会の委員の選任につき同意を求めることについ

ては、住所、遠野市東舘町４番29号、氏名、高

木一、生年月日、昭和18年１月25日であります。 

 次に、議案第83号固定資産評価審査委員会の

委員の選任につき同意を求めることについては、

住所、遠野市青笹町青笹５地割41番地２、氏名、

三松光三、生年月日、昭和28年４月７日であり

ます。 

 次に、議案第84号固定資産評価審査委員会の

委員の選任につき同意を求めることについては、

住所、遠野市新町３番６号、氏名、多田恵美子、

生年月日、昭和29年１月18日であります。 

 以上で説明を終わります。同意方よろしくお

願いをいたします。 

○議長（新田勝見君）  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82号から議

案第84号までの３件は人事案件でありますので、

会議規則第37条第３項の規定により、議事の順

序を省略し、直ちに採決をいたしたいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新田勝見君）  御異議なしと認めます。 

 これより各案件を１件ごとに採決いたします。 

 お諮りいたします。議案第82号固定資産評価

審査委員会の委員の選任につき同意を求めるこ

とについては、これに同意することに御異議あ

りませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新田勝見君）  御異議なしと認めます。

よって、議案第82号固定資産評価審査委員会の

委員の選任につき同意を求めることについては、

これに同意することに決定いたしました。 

 次に、お諮りいたします。議案第83号固定資

産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求

めることについては、これに同意することに御

異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新田勝見君）  御異議なしと認めます。

よって、議案第83号固定資産評価審査委員会の

委員の選任につき同意を求めることについては、

これに同意することに決定いたしました。 

 次に、お諮りいたします。議案第84号固定資

産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求

めることについては、これに同意することに御

異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新田勝見君）  御異議なしと認めます。

よって、議案第84号固定資産評価審査委員会の

委員の選任につき同意を求めることについては、

これに同意することに決定いたしました。 

────────────────── 

   閉  会   

○議長（新田勝見君）  以上で、本日の日程は

全部終了いたしました。 

 これにて本日の会議を閉じ、平成26年11月遠

野市議会臨時会を閉会いたします。御苦労さま

でした。 

   午後２時22分 閉会   

 

 

 


