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平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年３３３３月遠野市議会月遠野市議会月遠野市議会月遠野市議会定例定例定例定例会会議録（第会会議録（第会会議録（第会会議録（第１１１１号）号）号）号） 
 

平24年２月24日（金曜日） 

────────────────── 

議事日程 第１号 

平成24年２月24日（金曜日）午前10時開議 

第１ 会議録署名議員の指名 

第２ 会期の決定 

第３ 市長の施政方針演述 

第４ 教育委員長の教育行政方針演述 

第５ 議案第２号 平成23年度遠野市一般会計

補正予算（第８号） 

第６ 議案第３号 平成23年度遠野市国民健康

保険特別会計補正予算（第３号） 

第７ 議案第４号 平成23年度遠野市後期高齢

者医療特別会計補正予算（第２号） 

第８ 議案第５号 平成23年度遠野市介護保険

特別会計補正予算（第３号） 

第９ 議案第６号 平成23年度遠野市ケーブル

テレビ事業特別会計補正予算（第３号） 

第10 議案第７号 平成23年度遠野市農業集落

排水事業特別会計補正予算（第３号） 

第11 議案第８号 平成23年度遠野市下水道事

業特別会計補正予算（第４号） 

第12 議案第９号 平成23年度遠野市水道事業

会計補正予算（第４号） 

第13 議案第10号 遠野市庁舎整備基金条例の

制定について 

第14 議案第11号 遠野市布設工事監督者が監

督業務を行う水道の布設工事並びに布

設工事監督者及び水道技術管理者の資

格を定める条例の制定について 

第15 議案第12号 遠野市職員定数条例の一部

を改正する条例の制定について 

第16 議案第13号 遠野市市税条例の一部を改

正する条例の制定について 

第17 議案第14号 遠野市過疎地域における固

定資産税の課税免除に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 

第18 議案第15号 遠野市立学校設置条例の一

部を改正する条例の制定について 

第19 議案第16号 遠野市教育研究所条例の一

部を改正する条例の制定について 

第20 議案第17号 遠野市介護保険条例等の一

部を改正する条例の制定について 

第21 議案第18号 遠野市物産センター条例を

廃止する条例の制定について 

第22 議案第19号 遠野市営住宅条例の一部を

改正する条例の制定について 

第23 議案第20号 遠野市営駐車場条例の一部

を改正する条例の制定について 

第24 議案第21号 遠野市消防手数料条例の一

部を改正する条例の制定について 

第25 議案第22号 遠野市火災予防条例の一部

を改正する条例の制定について 

第26 議案第23号 遠野市子育て総合支援セン

ター条例の一部を改正する条例の制定

について 

第27 議案第24号 遠野市遠野文化研究センタ

ー条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

第28 議案第25号 辺地に係る公共的施設の総

合的な整備に関する財政上の計画の策

定について 

第29 議案第26号 公の施設の指定管理者の指

定について 

第30 議案第27号 公の施設の指定管理者の指

定について 

第31 議案第28号 字の区域の変更について 

第32 議案第29号 平成24年度遠野市一般会計

予算 

第33 議案第30号 平成24年度遠野市国民健康

保険特別会計予算 

第34 議案第31号 平成24年度遠野市後期高齢

者医療特別会計予算 

第35 議案第32号 平成24年度遠野市介護保険

特別会計予算 

第36 議案第33号 平成24年度遠野市ケーブル

テレビ事業特別会計予算 

第37 議案第34号 平成24年度遠野市農業集落
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排水事業特別会計予算 

第38 議案第35号 平成24年度遠野市下水道事

業特別会計予算 

第39 議案第36号 平成24年度遠野市水道事業

会計予算 

第40 遠野市農業委員会委員の推薦について 

────────────────── 

   本日の会議に付した事件 

１ 日程第１ 会議録署名議員の指名 

２ 日程第２ 会期の決定 

  （議会運営委員長報告、採決） 

３ 日程第３ 市長の施政方針演述 

４ 日程第４ 教育委員長の教育行政方針演述 

５ 日程第５ 議案第２号平成23年度遠野市一 

  般会計補正予算（第８号）から、 

  日程第39 議案第36号平成24年度遠野市水 

  道事業会計予算まで。 

  （提案理由の説明、特別委員会付託） 

６ 日程第40 遠野市農業委員会委員の推薦に 

  ついて 

７ 散  会 

────────────────── 

出席議員（20名） 

１ 番  萩 野 幸 弘 君

２ 番  瀧 本 孝 一 君

３ 番  多 田  勉 君

４ 番  菊  池  由 紀 夫 君

５ 番  佐 々 木  大 三 郎 君

６ 番  菊  池  巳 喜 男 君

７ 番  照 井 文 雄 君

８ 番  荒 川 栄 悦 君

９ 番  菊 池  充 君

10 番  瀧 澤 征 幸 君

11 番  小 松 大 成 君

12 番  織 笠 孝 之 君

13 番  菊 池 邦 夫 君

14 番  菊 池 民 彌 君

15 番  佐 々 木    譲 君

16 番  多 田 誠 一 君

17 番  安 部 重 幸 君

18 番  石 橋 達 八 君

19 番  浅 沼 幸 雄 君

20 番  新 田 勝 見 君

────────────────── 

欠席議員 

  な  し 

────────────────── 

事務局職員出席者 

事 務 局 長  宮 田  実 君 

次 長  沖 舘  譲 君 

主 査  伊 藤  慎 君 

   説明のため出席した者 

市 長  本 田 敏 秋 君 

  及 川 増 德 君 

経営企画室長  菊 池 武 夫 君 

産業振興部長  運 萬  勇 君 

  櫻 井  収 君 

環境整備部長  立 花  恒 君 

環境整備部施設整備担当部長 佐 々 木  政  嗣 君 

  荒 田 昌 典 君 

教育次長兼市民センター所長  細 越  勉 君 

宮守総合支所長  照 井 講 一 君 

消 防 長  千 葉 一 見 君 

教育委員会委員長  似  内  宏  和 君 

教 育 長  藤 澤 俊 明 君 

選挙管理委員長  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 

────────────────── 

○議長（新田勝見君）  おはようございます。

御苦労さまでございます。 

 開会に先立ち、市民憲章朗唱を行います。 

 起立願います。 

 遠野市民憲章 

 わたくしたちは、悠久の時を越えて継承して

きた麗しい郷土と、伝統ある文化に誇りを持ち、

このすばらしい宝玉を、さらに「永遠の日本の

ふるさと遠野」として、創造・発展させるため、

ここに、この憲章をさだめます。 

 わたくしたちは 

 １ 豊かな自然を愛し、平和で住みよいまち

をつくります。 

 
副 市 長 
総 務 部 長 事 務 取 扱 
 

文化政策部長兼図書館長兼博物館長兼  
遠野文化研究センター副所長 

農業活性化本部本部長 
兼畜産担当部長 
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 １ 心と体をきたえ、温かい家庭と明るいま

ちをつくります。 

 １ 創意をあつめ、産業と交流の元気なまち

をつくります。 

 １ 恵まれた文化を活かし、夢を育む学びの

まちをつくります。 

 １ 共に考え支えあって、未来を望む協働の

まちをつくります。 

 着席願います。 

────────────────── 

   午前10時01分 開会・開議   

○議長（新田勝見君）  これより平成24年３月

遠野市議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

────────────────── 

   諸般の報告   

○議長（新田勝見君）  日程に入るに先立ち、

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。 

 次に、市長から報告第４号の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１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。 

 次に、死別の父子家庭支援に関する要望書を

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。 

 次に、平成23年12月１日から平成24年２月21

日までの議会活動状況を記載した事務日誌をお

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１ 会議録署名議員の指名   

○議長（新田勝見君）  これより本日の議事日

程に入ります。 

 日程第１、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81条の規定に

より、議長において、６番菊池巳喜男君、７番

照井文雄君を指名いたします。 

────────────────── 

   日程第２ 会期の決定   

○議長（新田勝見君）  次に、日程第２、会期

の決定についてを議題といたします。 

 本件に関し、議会運営委員長の報告を求めま

す。議会運営委員長菊池邦夫君。 

   〔議会運営委員長菊池邦夫君登壇〕 

○議会運営委員長（菊池邦夫君）  おはようご

ざいます。命によりまして、議会運営委員会の

御報告をいたします。 

 去る２月21日、午前10時から議会運営委員会

を開催し、平成24年３月遠野市議会定例会の会

期を本日、２月24日から３月８日までの14日間

といたしました。 

 会期内の予定表については、既に議員各位に

配付しておきましたが、若干の説明を加えさせ

ていただきます。 

 本日24日は、会期の決定、市長の施政方針演

述及び教育委員長の教育行政方針演述を行いま

す。その後、議案第２号平成23年度遠野市一般

会計補正予算（第８号）から、議案第36号平成

24年度遠野市水道事業会計予算までの35議案、

内訳は、補正予算８件、条例15件、その他４件、

当初予算８件について提案理由の説明が行われ

ます。説明の後、予算等審査特別委員会を設置

し、同委員会への付託となります。その後、議

会推薦の遠野市農業委員会委員の推薦を行いま

す。 

 本会議終了後、予算等審査特別委員会を開催

し、正副委員長を互選いたします。 

 ２月25日及び26日の２日間は、休日のため休

会となります。 

 ２月27日及び28日の２日間は、一般質問を行

います。一般質問の通告は12名であります。一

般質問終了後に、２件の追加議案が予定されて

おります。 

 ２月29日及び３月１日の予算等審査特別委員

会は、議案第２号から議案第９号まで及び議案

第37号から第38号までの補正予算等10議案の審
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査に充てます。 

 ３月２日は、午前10時から本会議を再開し、

補正予算等10議案について、予算等審査特別委

員長からの報告があり、質疑、討論、その後採

決を行います。 

 本会議終了後、午前11時から予算等審査特別

委員会を再開し、議案第10号から議案第36号ま

での27議案についての条例や当初予算等の審査

を行います。 

 ３月３日及び４日は、休日のため休会となり

ます。 

 ３月５日から７日までの３日間は、引き続き

当初予算等の審査を行います。 

 なお、３月５日は、発議案の締め切り日とな

っておりますので、念のため申し添えます。 

 最終日８日は、午後１時から議員全員協議会、

午後２時から本会議を再開いたします。 

 議員各位の御協力をお願い申し上げ、議会運

営委員会の報告とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  お諮りいたします。た

だいまの議会運営委員長報告のとおり、今期定

例会の会期は、本日から３月８日までの14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、今期定例会の会期は、本日から３月８

日までの14日間と決定いたしました。 

────────────────── 

   日程第３ 市長の施政方針演述   

○議長（新田勝見君）  次に、日程第３、市長

の施政方針演述であります。本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  平成24年度における私

の施政の方針を申し述べるに先立ちまして、昨

年３月11日に発災した東日本大震災で亡くなら

れた方々の御冥福を心からお祈りいたしますと

ともに、被災された方々、そして関係者の方々

に心からお見舞いを申し上げます。 

 私は、合併前の遠野市を含め、遠野市長に就

任以来約10年間、「公平」「公正」「公開」の

３つを基本に市政に当たってまいりました。

「復興元年」と言われることし、どのようなま

ちづくりを進めるのか、いかに責任を果たして

いくのか、平成24年３月遠野市議会定例会の開

会に当たり、施政の基本方針を申し述べます。 

 間もなく東日本大震災から１年を迎えます。

圧倒的な自然の力の前で、人間の非力さ、無力

さを痛感し、原発事故で日本の安全神話が崩壊

し、戦後築いた繁栄も今やほころびが露呈し、

経済成長を背景に保たれてきた自信と価値観す

ら大きく揺らいでおります。 

 人口減少が進み、今よりも人口が少ない社会

の到来はもはや避けられず、高齢化の進行とと

もに、あらゆる分野において意識と発想の転換

が求められています。情報化、国際化など変化

のスピード化がますます加速し、我々を取り巻

く世界は、時代のうねりとともに大きく様変わ

りしています。 

 地域経済、雇用、福祉・医療、少子化、そし

て震災復興、我々が直面する課題は、いずれも

容易に解決できるものではありません。これま

で経験したことのない難題が幾重にも重なって

います。しかし、このまま課題を先送りすれば

するほど、未来の選択肢、将来の可能性の幅が、

ますます狭く小さく追い込まれていくと、既に

気づいているはずです。 

 震災前と震災後では、大きく情勢が変わりま

した。自然災害も近年その猛威を増しておりま

す。年々威力を増す台風、大雨や大雪も、人の

命を奪う脅威となっております。地球温暖化な

どの環境問題も、気候変動や災害につながって

います。我々は、常に災害と隣り合わせにあり

ます。だからこそ、防災・減災、地域で支え合

うまちづくりの再構築を急がなければなりませ

ん。 

 国や全国の自治体は、震災を機に危機管理の

ありようを見直し始めています。これまでの法

律や手続、国、県、市町村といった、いわば縦

割りの垂直関係だけでは、危機への対応に限界

があります。市町村間、地域間、あるいは官民

連携など横のつながり、水平連携が今、見直さ
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れ始めています。そこには東日本大震災で遠野

市民が総合力で取り組んだ後方支援活動への評

価が大きく作用しております。 

 遠野市に対する評価は決して市役所だけのも

のではありません。さまざまな立場からの市民

一人一人の行動が、高い評価につながったので

あります。その市民でありますが、平成22年10

月実施の国勢調査では、遠野市の人口が３万人

台を割り込み、昨年12月の住民基本台帳人口も、

遂に３万人台を割りました。国立社会保障・人

口問題研究所の推計では、50年後の日本、今よ

りも人口が３分の２に減り、高齢者が４割を占

めるとされています。急激な変化は、地域社会

や経済に大きなダメージとなりかねません。少

子化対策には魔法のつえはありません。冷静に

現状と課題を分析し、新しい社会のありように

ついて真剣な議論を始めなければなりません。 

 まさに、目の前の危機にどう立ち向かい、元

気と存在感のある地域としてどう再生していく

のか、それともこのまま衰退するだけなのか、

我々は今歴史の大きな分岐点に立っています。 

 今から115年前、明治29年６月に発生した明

治三陸大津波。遠野市史には次のとおり記録さ

れています。 

 「釜石に津波がきて、町の大部分が流さ

れたことは警察電信で知らされた。翌朝に

なると釜石、大槌から避難民が続々と遠野

にきて、その津波は想像以上に大きい被害

を与えたことがわかった。遠野町当局も町

会を急遽招集し、釜石、大槌の救援を決議、

200円の予算をもって見舞いかたがた状況視

察に町会議員と係員を派遣することになっ

た。海岸地帯は津波のためにすっかり流さ

れたので救援基地にする所がない。それで、

遠野は現地に一番近いということから救援

本部が置かれ、県警察部長自ら陣頭にたっ

て救援活動をした。あらゆる牛馬、車輛を

総動員して食糧、その他の生活物資を輸送

した。」と。 

 このたびの東日本大震災において、自衛隊、

消防、警察、医療・福祉、企業の現場スタッフ、

延べ266団体、7,000人もの方々が遠野市に集結

し沿岸被災地に展開していきました。また、民

間ボランティアとして延べ６万人を超える方々

が遠野を拠点に家屋等の清掃、瓦れきの片づけ

など被災地での活動に取り組まれました。 

 遠野市民も一丸となって、発災直後から被災

地への炊き出し、救援物資の仕分け、搬送、避

難者の受け入れなど、それぞれの後方支援活動

に懸命に携わっていただきました。このことは、

昨年11月３日の岩手日報文化賞が「遠野市─官

民一体の後方支援─様」との受賞者名に象徴さ

れていると思います。 

 懸命に救援・救助活動に携わった方々、献身

的に支援活動にかかわった方々、全国から温か

い励ましと物心両面からの支援の輪が、いかに

被災地の皆様を元気づけたことか。 

 まさに人と人との「縁（えにし）」「つなが

り」、そして「絆（きずな）」といったものが、

遠野市のまちづくりのパワーとしてだけでなく、

復興に向けた希望の力となりました。 

 「百年の縁を100年続く絆に」、平成22年10

月に策定した遠野市総合計画・後期基本計画の

キャッチフレーズです。これまで培われた

「縁」と「絆」を大事にしながら、次のまちづ

くりへ、未来へつなごうとする確固たる意思が、

これから進むべき道しるべなのだと確信します。 

 東京電力福島原子力発電所から200キロ離れ

た本市においても、原発事故の放射能の影響が

懸念されております。市民生活の安全・安心を

確保するため、子どもたちが通う学校の空間線

量の測定を行い、農業や畜産業に与える影響に

対しては、農家の皆様と協力しながら、迅速か

つ適切な対応に取り組んでまいります。 

 なお、国や東京電力に対し、責任のある対策

を講じるように求めていかなければなりません。 

 震災を国家的危機ととらえながら出先機関の

統廃合の議論を推し進めようとしている国の動

き、広域自治体として大局的な展望も示せない

まま、中途半端な事務移譲とルールの線引きだ

けを繰り返す県。広域連携や基礎自治体のあり

ようについて、現場から議論を起こさなければ、
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この行き詰まり感はもはや突破できません。 

 基礎自治体としての市町村、地方自治のあり

ようも問われています。平成の大合併の検証す

らいまだできていません。平成の大合併以降、

「村」がない県が13、村の数が１つだけの府県

が12となりました。合わせると47都道府県の半

数がこうした状況になっています。地域を考え

たとき、合併だけが唯一無二の選択肢ではない

はずであります。広域連合など新しい動きも出

始めています。市町村間の新たなネットワーク

づくりが、ますます重要性を増しています。 

 「津波のない内陸の遠野市だからこそ果たせ

る役割があるはず」と、沿岸市町村とともに三

陸地域地震津波災害後方支援拠点施設整備構想

を推進し、自衛隊や警察など関係機関との訓練

を重ね、行政と市民がまさに官民一体となって

支援活動を展開してまいりました。遠野モデル

として全国から注目されるこの取り組みは、決

して一朝一夕のものではなかったはずでありま

す。遠野の豊かな歴史、自然、文化を生かした

まちづくりへの熱意と、「いのち」といったも

のを前に、市町村境を越えて立ち上がる勇気、

被災地に寄り添う心など、立場や時代を越えて

守るべき価値観がそこにあります。 

 遠野市は、「遠野スタイルの創造」の理念の

もと、地域の特性や資源を生かして、主体的に、

まちをよくしようと、新しい可能性の開拓に挑

戦してきました。「永遠の日本のふるさと」を

掲げて、遠野らしさと誇りを守り続けてまいり

ました。 

 ゆえに、市民、議会、行政、関係機関・団体

を含め、遠野市のあらゆるパワーを結集し、市

民総ぐるみで直面する課題に立ち向かい、新た

な可能性に挑戦し、遠野のまちづくりの元気を

発信させることが、遠野市が果たすべき新しい

責任であり、そのことに全力を尽くしてまいり

ます。 

 平成24年度当初予算案は、「子育て支援、防

災強化、産業振興で遠野の元気発信」予算とし

て、予算総額188億5,200万円で編成いたしまし

た。 

 それでは遠野市総合計画・基本構想の５つの

大綱に従って、主要な施策について申し上げま

す。 

 大綱１は、自然を愛し共生するまちづくりで

あります。 

 遠野の景観の骨格をなす自然景観、遠野郷の

恵みを育てる農村景観、遠野らしい町並みの景

観は、「永遠の日本のふるさと遠野」が誇るべ

き財産であります。このすばらしい財産を後世

に引き継ぐ取り組みを制度面からもきちんと支

えるため、「景観条例」の策定を目指して、市

民の皆様と幅広く議論を深めてまいります。 

 平成27年10月からは、本市を含め４市町で構

成する岩手中部広域行政組合のごみ焼却処理施

設の供用開始を控えております。ごみ処理中継

施設、汚泥再生処理、清養園の活用について検

討を進めるとともに、徹底したごみの分別、減

量化・資源化、ごみの搬送コスト軽減に向けて

取り組みます。中でも、プラスチック製容器包

装の収集について、今年度５種類に限り収集し

てまいりましたが、平成24年４月からは対象を

７種類に拡大してまいります。 

 一方、ごみの不法投棄への対策につきまして

も、市公衆衛生組合連合会を中心に関係機関・

団体と連携し、監視パトロールを継続的に実施

してまいります。 

 良好な都市機能の整備・開発を進めるため、

「遠野市都市計画マスタープラン」の策定に向

けた検討を進めます。整備進捗率が７割を超え

た稲荷下第二地区土地区画整理事業につきまし

ては、今年度供用開始の斎場へのアクセス向上、

中心市街地への利便性の高い居住環境の形成の

ため、引き続き整備を推進いたします。平成24

年度には稲荷下地区に遠野らしい木造の市営住

宅５棟７戸を整備いたします。特に、老朽化が

進み居住環境も低下している八幡地区につきま

しても、平成24年度には５戸を整備し、順次建

てかえを進めてまいります。 

 個人住宅につきましては、水洗化や子育て世

代向けのリフォームを促進する「快適住マイル

応援事業」や、木造住宅の耐震診断・耐震改修



－ 7 － 

を継続して実施いたします。また、東日本大震

災で被災された方への住宅の補修、改修、再建

に対する支援につきましても、国、県と足並み

をそろえ実施してまいります。 

 水道につきましては、「遠野市水道ビジョ

ン」に基づき、高室浄水場をはじめ老朽化した

水道施設の更新を進めるとともに、震災に伴う

被害を受けた設備の完全復旧を図ります。 

 汚水処理につきましては、「遠野市汚水処理

基本計画」の改定を行い、平成24年度水洗化率

51％を目標に、地域の実情に合った効率的で効

果的な整備手法を選定しつつ、その促進に努め

てまいります。特にも浄化槽設置費用等に対し

て、助成制度を新設し普及促進に努めてまいり

ます。 

 東北横断自動車道釜石秋田線は、復興道路と

して整備が加速しております。宮守─東和間は、

宮守インターチェンジとともに平成24年11月の

供用開始に向け、現在整備が進んでおります。

また、遠野インターチェンジと国道283号、県

道遠野住田線に接続する道路改良事業も、猿ヶ

石川にかかる橋梁工事と盛土工事が順調に進ん

でいます。 

 事業未着手区間であった遠野インターチェン

ジから遠野住田インターチェンジまでの区間11

キロメートルも、早期震災復興に向けて本格的

に整備が進みます。 

 土淵バイパスにつきましても、平成24年７月

に一部約３キロメートルが供用開始いたします。 

 このように遠野市を結ぶ幹線道路網の整備が

着実に進んでおり、その先に国道340号立丸峠

のトンネル化を展望しつつ、宮古地域との連携

のあり方を再構築しながら早期実現に向けて国、

県へ粘り強く要望行動を行い、遠野広域経済圏

の形成に向けて努めてまいります。 

 一方、地域間道路につきましては、現在の市

道延長1,290キロメートル、改良率48％、舗装

率47％と低い整備状況であります。生活に密着

する生活関連道路整備を「生活に身近な道づく

り事業」として計画的に取り組みます。 

 市道二日町小友線改良舗装事業は、ことし、

綾織町側の900メートルの改良工事でもって完

了する予定です。 

 現在整備を進めている新消防庁舎が、ことし

７月に「遠野市総合防災センター」として供用

開始いたします。高機能通信指令システムと消

防救急無線のデジタル化により、消防本部機能

が向上するほか、消防団、婦人消防協力隊、自

主防災組織などの活動拠点として機能いたしま

す。このたびの東日本大震災では、隣接の総合

運動公園が自衛隊、警察、消防など各部隊の集

結地となり、広域防災拠点としての実績が裏づ

けられました。この総合防災センターが大規模

災害時における後方支援基地として機能するだ

けでなく、震災の記録と記憶を風化させない防

災教育の拠点としても機能させてまいります。 

 なお、平成24年度からは、市の組織として総

務部に「防災危機管理課」を設置し、災害等危

機管理体制の構築を図ります。 

 消費生活につきましては、相談件数が年々増

加し、その内容も多様化している中、消費者安

全法の改正を受けて消費生活相談が市町村での

事務となりました。今年度、市の相談体制を整

備したところであり、消費者相談への対応のほ

か、未然防止に向けた普及啓発活動もあわせて

継続して取り組みます。 

 情報基盤の充実につきましては、遠野テレビ

の使用料をことし４月から引き下げるほか、加

入者のニーズに沿った放送・通信のサービスの

拡充を行ってまいります。 

 このほか、東日本大震災を教訓に、市役所の

情報管理システム機能を免震構造の新消防庁舎

に移設し、引き続き情報資産の安全かつ効率的

な保持運用に努めてまいります。 

 大綱２は、健やかに人が輝くまちづくりであ

ります。 

 遠野市第２次健康増進計画「元気・楽らく遠

野21計画」に基づいて、遠野市健康づくり総合

プログラムを推進します。遠野市健康づくり総

合大学「とすぽ」では、生活習慣病予防、健康

スポーツ、子どもの健康、ジュニアスポーツレ

ベルアップの各プログラムを進めてまいります。 
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 また、地域活動専門員や保健推進委員、食生

活改善推進員等の健康づくりサポーター、コメ

ディカルとの協働と、「すこやか電子手帳」

「地域ＩＣＴ遠野型健康増進ネットワーク事

業」により、地域のマンパワーと新しい情報通

信技術を組み合わせながら、市民の健康づくり

の実践活動を推進してまいります。 

 母子保健につきましては、「遠野市母子保健

計画」に基づき、出産後の保健指導をすべての

対象家庭で実施するほか、子どもの健やかな成

長と母親への育児支援に努めてまいります。子

どもの疾病予防、乳歯のむし歯予防など、心身

ともに母子の健康づくりを推進してまいります。 

 総合運動公園に隣接の多目的利用施設につき

ましては、健康づくりの拠点のみならず、震災

での経験を踏まえ、災害時における活用策もあ

わせ検討を行います。また、平成28年開催の岩

手国体サッカー競技少年男子の競技会場に本市

が内定していることから、競技運営と会場整備

のありようについても検討を進めてまいります。 

 医療体制の充実につきましては、医師確保に

引き続き全力を挙げて取り組むとともに、県立

遠野病院や遠野市医師会、遠野市歯科医師会と

連携し、市民医療体制の充実を促進してまいり

ます。 

 地域福祉の充実につきましては、高齢人口が

増加する中にあって、保健・医療・福祉が一体

となった「遠野型地域包括支援システム」によ

る安定した地域社会を次世代につないでいかな

ければなりません。 

 「遠野市地域福祉計画」に基づき、遠野市社

会福祉協議会、民生児童委員、自治会、ボラン

ティアの方々との連携により、保健・医療・福

祉の相談や申請に迅速に対応してまいります。

特にも「遠野市災害時要援護者避難支援プラ

ン」に基づき、高齢者、障がい者などの要援護

者に対する見守り体制の充実や災害時における

安否確認体制の充実強化を促進いたします。 

 介護保険事業につきましては、本年４月から

スタートする「第５期遠野市介護保険事業計

画」にあわせて、需要と負担を考慮しつつ、介

護保険料の見直しを行います。施設入所待機者

が年々増加しており、現在増築工事を進めてい

る特別養護老人ホームみやもり荘は、４月から

入所定員が30人ふえます。施設介護と在宅介護

サービスのバランスをとりながら、適正な法定

給付サービスを実施するとともに、所得に応じ

て「介護保険サービス利用者支援事業」による

負担金の軽減を図ります。 

 障がい者福祉の充実につきましては、「遠野

市障がい者基本計画」及び「第３期遠野市障が

い福祉計画」に基づき、障がい者の地域生活を

支援する「地域活動支援センター」を設置いた

します。また、「のびっこ・ジャンプ教室」の

運営や障がい児の保護者で組織する「いっぽい

っぽの会」への支援、「障がい児通所給付」の

実施により、障がい児養育支援の充実に努めて

まいります。 

 社会保障の充実につきましては、国民健康保

険は、国の制度改正の動向を注視し、医療費の

推移、そして財政状況を検証し、健全運営の堅

持に努めます。 

 子育て支援につきましては、これまで「遠野

市わらすっこ条例」の普及啓発と「遠野市わら

すっこ基金」の造成、「少子化対策・子育て支

援総合計画（わらすっこプラン）」に基づく事

業を推進してまいりました。さらなる推進を図

るため、「プラン ステップ アップ編」を策

定し、「子育て総合支援課」の新設とともに、

教育委員会、子育て支援関係団体の市役所本庁

舎西館への移転・ワンフロア化を図るほか、専

任の保健師も配置し、子育て総合支援センター

としての推進体制を一層強化いたします。また、

民生児童委員、その他関係機関とのネットワー

クを生かした情報交換や状況把握に努めるとと

もに、発達障がいをはじめとする特に配慮が必

要な子どもや家庭への支援も図りながら、「子

育てするなら遠野市」を目指して、地域全体で

子育てを支援する環境づくりに努めてまいりま

す。 

 また、これまでの小学生医療費給付助成に加

えて、10月から新たに中学生医療費給付２分の
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１助成を開始します。 

 助産院「ねっと・ゆりかご」は、超音波動画

を利用した遠隔妊婦健診を取り入れるなど最先

端のＩＣＴ技術を取り入れるとともに、県の周

産期医療情報ネットワークとの連携による救急

搬送体制の整備を進め、妊産婦の安心の確保や

不安の軽減を図ってまいります。 

 保育所においては、乳児保育、障がい児保育、

延長保育、一時保育及び休日保育を、病児等保

育施設「わらっぺホーム」では、病児・病後児

の保育など、保護者の就労形態の多様化に対応

した保育内容の充実を図ります。 

 また、国で検討を進めている新子育て施策

「子ども・子育て新システム」における幼保一

体化施設「総合こども園」の移行推進の動向を

注視しながら、宮守町にある３つの公立保育所

幼稚園の運営のあり方についての検討を行いま

す。 

 大綱３は、活力を総意で築くまちづくりであ

ります。 

 第１に、農畜林業の振興についてであります。 

 ＴＰＰ問題や農業者戸別所得補償制度など、

国の農業政策が大きく変わりつつある中にあっ

て、「遠野市農林水産振興ビジョン」の実現と

農業生産額の回復に向けて、「農林畜産部」を

設置いたします。「ＡＳＴ（アスト）」の名称

は農家に定着していることから農家支援室と位

置づけて、農業委員会、農林振興センター、普

及サブセンター、ＪＡ等の関係団体との連携を

図り、継続して取り組んでまいります。 

 農業の振興につきましては、「農業振興課」

を設置し、圃場整備による生産性向上を図るほ

か、不作付地、耕作放棄地解消に向けた農地の

有効活用、「中山間地域等直接支払い」や「農

地・水保全管理」による耕作地の確保を促進し

ます。さらに、認定農業者、集落営農組織、農

業法人や農業に参入する企業も含め、「とおの

農業担い手支援」とともに、「高収益農家と新

規就農者の育成」を図るほか、「経営体育成基

盤整備事業」により担い手への農地の利用集積

を進めてまいります。「地産地消と６次産業化

の推進」では、遠野産食材の消費拡大を展開す

るとともに、「産直かみごう」の供用開始、総

合食育センターへの供給体制の構築を図ります。 

 また、有害鳥獣対策、特にもニホンジカによ

る農作物被害を低減させるため、国や県、周辺

市町村との連携を図り、駆除・防除の取り組み

を強化してまいります。 

 畜産振興につきましては、「畜産振興課」を

設置し、「公共牧場再編整備事業」による草地

改良、キャトルセンターの整備を進めるととも

に、昨年10月に、株式会社イトーヨーカ堂、エ

スフーズ株式会社と本市の間で締結した「遠野

牛の生産及び販売の連携・協力に関する協定」

に基づき、エスフーズの現地法人エスファーム

遠野や市内農家と連携し、遠野産牛の銘柄確立

を推進します。 

 馬事振興につきましては、「馬事振興課」を

設置し、進化まちづくり検証委員会の提言をも

とに本年策定した「遠野市馬事振興ビジョン」

の実現を目指します。遠野馬の里の経営に当た

っては、昨年10月に民営化に移行した競走馬育

成調教部門と連携を図りつつ、国内トップクラ

スの乗用馬の生産、育成、調教と馬事文化の振

興に努めてまいります。 

 なお、馬による人の心のいやしの提供として、

ホースセラピーにも取り組んでまいります。 

 林業の振興につきましては、「林業振興課」

を設置し、「森林・林業再生プラン」の実現に

向け、路網整備、除間伐と再造林の推進を図る

ほか、松くい虫対策にも取り組んでまいります。 

 林業・木材・住宅産業の振興では、公共建築

物等木材利用促進による需要や、震災復興住宅

の需要に対応していくとともに、遠野木工団地

を中心とした林業・木材産業の振興を図ってま

いります。また、引き続き林業大学校構想の調

査・検討を進めてまいります。 

 なお、昨年の震災で開催が延期されておりま

した「東北森林サミット」が本年７月に遠野市

を主会場に開催されます。これを機に全国に向

けた情報発信を行ってまいります。 

 第２に、商工業の振興についてであります。 
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 市内の経済・雇用状況は、依然厳しい状態が

続いております。また、震災からの復興には、

産業再生、雇用対策を急がなければなりません。 

 市の組織も産業振興課と観光交流課を「商工

観光課」に再編いたします。 

 ４月にオープンする「遠野市まちおこしセン

ター」には、遠野商工会と市の商工観光課が入

り、商工業者への支援体制のワンストップ化が

図られます。また、「遠野地域ビジネス支援シ

ステム事業」を推進し、コミュニティービジネ

ス等の起業化や企業の新分野進出の動きを支援

するとともに、競争力向上につながる産学官民

連携による共同研究を引き続き支援してまいり

ます。 

 特産品振興については、試験販売を手がける

企業や遠野ふるさと公社との連携を図り、新商

品開発や販路拡大に努めてまいります。また、

イベントなどでは沿岸被災地の物産販売の支援

も継続してまいります。 

 雇用につきましては、「重点分野雇用創出事

業」や「震災等緊急雇用対応事業」による雇用

確保を図るとともに、被災者や新規高卒者の採

用企業に対しては、社会保険料や雇用保険等の

事業主負担分を補助する「雇用環境づくり応援

事業」を実施いたします。沿岸地域で被災した

企業が一時的に本拠地を離れて復興するまでの

間、市内で事務所や空き工場を借用して操業す

る企業に対しては、「沿岸企業応援事業」とし

て賃借料の補助を行います。 

 事業所の新設・増設に伴う新規雇用に対して

は、「事業所設置奨励事業」による補助金の交

付や固定資産税の減免による支援を講じてまい

ります。 

 本年７月には、ムサシ電子株式会社遠野宮守

工場が稼働を始めます。企業誘致活動は、進出

意欲のある企業の情報収集に努めるとともに、

遠野東工業団地をはじめ、市の遊休施設や工場

適地の情報を優遇制度とあわせ発信し続け、強

力に進めてまいります。 

 中心市街地の活性化につきましては、「中心

市街地活性化基本計画」に基づき、町家の心が

息づく語らいのまちとして、「とおの昔話村」

の展示改修を行うとともに、本年４月に供用開

始の「遠野市観光交流センター」や「遠野市ま

ちおこしセンター」を拠点に、集客力の向上に

つながるにぎわい創出に取り組んでまいります。 

 第３に、観光と交流のまちづくりについてで

あります。 

 震災により一時大きな落ち込みを見せた観光

も、平泉世界遺産認定、復興支援ツアーなどで

回復しつつあります。また、沿岸被災地後方支

援を通じて、新たな交流が芽吹き始めています。 

 観光の振興につきましては、「遠野市観光交

流センター」の供用開始にあわせて、遠野市観

光協会と連携し、遠野型観光を推進するための

体制整備や、滞在型旅行商品の企画・販売、観

光ボランティアなどの人材育成を推進してまい

ります。 

 ４月から６月まで開催の「いわてデスティ

ネーションキャンペーン」への対応として、

「遠野ふるさと観光推進事業」を通じ、積極的

に観光宣伝に取り組んでまいります。 

 交流から定住への推進につきましては、「連

携交流課」を設置し、「で・くらす遠野サポー

ト市民会議」を中心に、定住人口拡大に向けた

取り組みを進めます。 

 また、首都圏、中京地区や震災による復興支

援関係者などのネットワークを生かして、現在

の会員数が延べ1,150人の「で・くらす遠野市

民」のさらなる拡大と、遠野ツーリズム、遠野

早池峰ふるさと学校など地域資源を生かし、交

流人口の拡大に向けて取り組んでまいります。 

 地域間交流の推進につきましては、友好市町

村の熊本県菊池市、宮崎県西米良村、愛知県大

府市との相互交流や「平成・南部藩」「武蔵野

市交流市町村協議会」を通じた交流を推進して

まいります。特にも武蔵野市のアンテナショッ

プ「麦わら帽子」での物産販売や友好市町村で

開催される産業まつりなどへの出店など、人の

交流から経済的な交流、そして災害時における

支え合い、相互協力まで幅広い交流・連携へと

発展・展開してまいります。 
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 また、後方支援を支えてくれた40以上の自治

体、遠野まごころネットを通じて支援していた

だいた６万人ものボランティアの方々など、新

たな交流の芽を大事にはぐくんでまいりたいと

思います。 

 国際交流の推進につきましては、ことし、細

越しし踊りがフランスとイタリアへ、湧水神楽

がアメリカへそれぞれ渡り、遠野の文化、郷土

芸能を披露いたします。また、震災を機に市内

で救援活動を展開しているＪＯＣＡ青年海外協

力協会を通じて、海外の青少年を遠野へ招くな

ど、新しい形での交流の輪が広がり始めていま

す。 

 このほか、これまで積み重ねてきたアメリ

カ・チャタヌーガ市への中学生派遣、ニュー

ジーランド・クライストチャーチ市との高校生

の交流事業も継続するほか、平成26年には姉妹

都市のイタリア・サレルノ市と姉妹都市締結30

周年を迎えることから、市民交流団の派遣など

記念事業の準備を進めてまいります。 

 大綱４は、ふるさとの文化を育むまちづくり

であります。 

 ふるさと教育の推進につきましては、少子化

対策・子育て支援と連動させ、「子ども」にか

かわる教育委員会、子育て支援関係団体の市役

所本庁舎西館への移転、ワンフロア化を図り、

就学前教育、学校教育の推進体制を再構築いた

します。 

 学校施設の整備につきましては、平成25年４

月１日の中学校再編成に向け、新たに設置する

中学校の校舎となる、現遠野中学校の校舎新築

工事や現青笹中学校の増築・改築工事を進める

ほか、遠野小学校屋内運動場新築工事を進めて

まいります。また、子どもたちが安心して学校

生活を送ることができるよう、施設の適切な維

持補修にも努めてまいります。 

 一方、中学校再編成後の学校跡地の活用につ

きましては、地域の活性化やコミュニティーの

活力の醸成につながる新たな地域の拠点として

の活用構想を提示し、その具体化を図ってまい

ります。 

 日本サッカー協会との提携事業「ＪＦＡここ

ろのプロジェクト 遠野わらすっこ『夢の教

室』」の取り組みにより、子どもたちの夢をは

ぐくむ教育を実施してまいります。 

 学校給食につきましては、遠野産食材を多く

取り入れた「遠野旬を食べよう給食」の実施な

ど、郷土の食文化や地域の農産物への理解を深

める「食育」をより一層推進してまいります。 

 総合食育センターについては、「遠野市食育

推進計画」に基づく安全安心な学校給食の提供、

地産地消の推進による産業の活性化、高齢者の

健康づくり、そして市民の食育推進拠点として、

「心と体の健康づくりと夢を育むおいしい給

食」を基本理念に、平成25年度の供用開始に向

けて整備を進めてまいります。 

 生涯学習の推進につきましては、市民セン

ターに「生涯学習スポーツ課」を設置し、多様

な目的を持った学びや、その環境づくりに取り

組みます。 

 地域学習に力を入れ、遠野遺産めぐりや自然

に親しむ遠野植物紀行、パソコン講座など、市

民の学ぶ機会の充実化とともに、団体育成や

リーダーの発掘、自主グループ・サークル活動

を支援してまいります。 

 芸術文化活動の推進につきましては、芸術文

化振興協会とともに遠野市民芸術祭の開催を行

うほか、遠野市民センターバレエスタジオ開設

35周年事業の実施、遠野少年少女合唱隊など青

少年の情操教育、健全育成の充実を図ります。

また、遠野物語ファンタジーは市内外から高い

評価を受けており、先駆的な事業としてさらな

る盛り上げを図ってまいります。 

 郷土の文化を生かした地域創造につきまして

は、遠野文化研究センターをことしの春に、一

日市商店街へと移転し、遠野物語研究所ととも

に、市民や旅行者が気軽に訪れるサロンとして、

遠野の文化の発信基地としてまいります。また、

沿岸被災地の復興支援として、献本活動、文化

財レスキューの「三陸文化復興プロジェクト」

を継続してまいります。 

 ふるさとの文化の継承・創造につきましては、
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「遠野文化研究センター」を部として位置づけ、

新たに「調査研究課」を設置いたします。 

 図書館活動は、図書館総合情報システムを、

学校図書館、移動図書館と連携させながら、読

書に親しむ環境整備を推進してまいります。 

 文化財の保護と継承につきましては、国指定

重要文化財「千葉家住宅」の公有化を進め、保

護管理及び修復保全のための調査と活用策の検

討を進めてまいります。 

 また、土淵町山口集落の景観保存調査を進め、

国の重要文化的景観の選定に向けた取り組みを

推進してまいります。 

 遠野遺産認定制度につきましては、有形無形

の遺産を市民協働による実践での保護・活用を

促進し、魅力と誇りの持てる地域づくりを支援

してまいります。 

 ことしは柳田國男没後50年という節目の年に

当たることから、「国際フォーラム」の開催を

予定しております。また、「第２回遠野文化

賞」による顕彰を行うほか、市民一人ひとりが

文化の担い手としての「遠野『語り部』1000人

プロジェクト」や「映像アーカイブ事業」を推

進してまいります。 

 大綱５は、みんなで考え支えあうまちづくり

であります。 

 第１は、住民主体のふるさとづくりについて

であります。 

 遠野市民憲章に基づき、これまで市民の皆様

とともに築いてきた市民センター、地区セン

ターの機能も、市民との協働による「地域づく

り」「人づくり」「健康づくり」の推進拠点へ

と進化させなければなりません。４月には市民

センターに「市民協働課」を設置し、地区セン

ター、地域づくり連絡協議会とその構成団体、

自治会・行政区も含めた、遠野スタイルによる

新しい地域づくりの体制の再構築に向けて議論

を進めてまいります。 

 また、「みんなで築くふるさと遠野協働指

針」に基づき、市民と行政が課題を共有し合い、

知恵と力を合わせて取り組む事業に対して、

「みんなで築くふるさと遠野推進事業」による

支援とともに、地域活動専門員を増員し、地域

の課題解決に向けた行政との橋渡し役、地域活

動へのサポート体制の充実化に努めます。 

 広報広聴につきましては、市長と語ろう会の

開催や現地視察の実施など、現場主義の理念と

市民との対話の基本姿勢を崩さず、引き続き行

ってまいります。 

 また、市の重要な計画や審議会などの審議過

程の積極的な情報公開に取り組んでまいります。 

 第２に、行財政基盤の強化についてでありま

す。 

 経営改革大綱の推進につきましては、「第二

次経営改革大綱」に基づき、適正なサービスの

提供による満足、施策等の十分な説明による理

解、経営の健全化による信頼を得る、「地域総

合力」を生み出すための改革を行います。また、

「進化まちづくり検証委員会」からの報告を踏

まえ、遠野アドホック株式会社は年内の解散、

遠野市教育文化振興財団と遠野国際交流協会は

統合に向けて、それぞれ動き出しました。引き

続き、第三セクター等の経営改革にも取り組ん

でまいります。 

 行政組織につきましては、職員数の削減に加

え、まちおこしセンターへの産業振興部移転、

文化研究センターの移転など庁舎の分散化が進

み、さらに東日本大震災からの復興など新たに

対応すべき課題が発生しております。このまま

の組織体制をただ維持するだけでは市民の行政

に対するニーズに十分な対応が困難になってま

いります。そこで、重点課題への対応、わかり

やすい組織と名称、部、課、室の構成の見直し

を基本的視点に平成24年４月１日から遠野市の

行政組織を再編成し、新たなスタートを切りま

す。 

 第３に、行政サービスの向上についてであり

ます。 

 市民サービスの充実につきましては、「遠野

市役所とぴあ庁舎」への移転を機に、より開か

れた市民窓口サービスのための総合窓口を設置

し、職員のマナーアップを図るほか、閉庁後も、

とぴあインフォメーションでの各種証明書の交
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付、公金収納などの取り扱いを実施いたします。

また、小友郵便局での窓口サービスも継続し、

市民にとって利用しやすいサービスの提供を進

めてまいります。 

 また、地域主権改革に伴う権限事務移譲に適

切に対応してまいります。 

 公共施設の整備と活用につきましては、安心

安全を最優先に施設管理に努めてまいります。

特にも、東日本大震災によって市役所本庁舎中

央館が全壊の被害を受け、これからの市役所庁

舎のありようについて、市民懇話会を設置し、

現在の分散型庁舎の現状と課題を検証しつつ、

議論を深めてまいります。 

 市有財産の活用につきましては、宮守総合セ

ンターの跡地に、花巻農業協同組合宮守支店の

新築移転に向けた協議を進めてまいりますとと

もに、旧ＪＡ綾織支所が地域の方々との協働に

より福祉施設としてスタートしたほか、旧ＪＡ

小友支所も地域づくりを目的としたＮＰＯ法人

によって運営が始まっており、積極的に遊休施

設の利活用を進め、地域の活動拠点として有効

活用を図ってまいります。 

 以上、市政運営の基本姿勢と主要施策の概要

について申し上げました。 

 １年前の震災のとき、電気もない中で献身的

に避難所を運営していただいた方がおりました。

沿岸からの避難者へ、あるいは支援団体へ、自

宅を提供した方がおりました。被災地で泥だら

けになりながら、瓦れき撤去の作業をしてくれ

た方がおりました。手の握力がなくなるまで、

炊き出しのおにぎりを握ってくれた方がおりま

した。夜通し、地域の危険箇所をパトロールい

ただいた消防団の姿もありました。泣きながら

「何かやれることはないか」と訴える方もおり

ました。地域活動を我慢して、支援団体に公民

館を提供いただいた地域がありました。募金や

寄附で、あるいは米や食料、毛布を、灯油を提

供いただいた方がおりました。手づくりで感謝

の気持ちをあらわす子どもたちがありました。

復興を願い懸命に郷土芸能を舞う姿がありまし

た。膨大な物資を黙々と運ぶ高校生の姿があり

ました。グラウンドで練習ができず、それでも

県大会で優勝したチームがありました。ボラン

ティアで支援に携わった方もおりました。 

 ここでは言い尽くせないほど、さまざまな

「絆」がありました。 

 後方支援という最前線で、市民総ぐるみの懸

命な姿は、これからのまちづくりを進める上で、

大きな自信と勇気を与えてくれました。 

 「遠野には『場の力』がある」、静岡県の川

勝平太知事からいただいた遠野市への評価です。 

 社会資本整備での不利をはね返し、遠野市民

がこれまで懸命につくり上げてきた“遠野”と

いう地域の存在感。地域経営には、方程式もあ

れば因数分解も、足し算、引き算、掛け算も、

割り算もあり、その組み合わせは無数にありま

す。 

 「長年の友好交流が創り出した絆を大きな力

として、相互に助け合い、支えあう」、武蔵野

市交流市町村協議会の安曇野市サミット宣言で

す。 

 この中で、「会員自治体が被災した場合に限

らず、他の被災した自治体を会員自治体が後方

支援する場合も含む」と記されております。 

 「自分たちの地域だけがよければそれでい

い」のではない。「今の時代さえよければ、後

はどうでもいい」というわけにはいかない。立

場の違い、意見の違いは当然あります。そのた

め議論に相当な時間がかかることもあるのかも

しれません。 

 しかし、我々は既に経験しています。震災で

新たな仕組みの必要性を学び、行動しました。

遠野市は心を一つに総合力を発揮することがで

きるまちです。復興元年、ことしは地域の再生

に向かって再スタートを切る年であります。 

 これまで先人が築いた文化、歴史、自然、風

土の上に、今が成り立っていると思えば、過去

の結果が現在であり、現在の選択で地域の未来

がつむがれます。 

 「古くて新しいものが光り輝く」「守りでは

なく挑戦」だ。遠くを見渡す幅広い視野と将来

を見通す長期的な視点に立って、今の遠野を築
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いた先人たちの努力に思いをはせながら、市民、

議会、行政が一つの束になって、目の前の課題

に立ち向かっていこうではありませんか。 

 あすの遠野の発展のために、子どもたちの未

来のために、議員各位、市民皆様の御協力を心

からお願いを申し上げ、平成24年度に向けた私

の施政方針とさせていただきます。御清聴あり

がとうございました。 

○議長（新田勝見君）  10分間休憩いたします。 

   午前11時02分 休憩   

────────────────── 

   午前11時13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 教育委員長の教育行政方針演

述   

○議長（新田勝見君）  次に、日程第４、教育

委員長の教育行政方針演述であります。似内教

育委員長。 

   〔教育委員長似内宏和君登壇〕 

○教育委員長（似内宏和君）  平成24年度遠野

市教育行政推進の基本方針。平成24年３月遠野

市議会定例会が開会されるに当たり、平成24年

度の教育行政推進の基本方針について申し述べ

ます。 

 はじめに、昨年３月11日に発生した東日本大

震災により亡くなられた方々の御冥福をお祈り

いたしますとともに、被災された皆様に、改め

て心からお見舞い申し上げます。 

 平成24年度は、中学生一人ひとりがその個性

や能力を十分に発揮することができる、よりよ

い教育環境を整備するため、市民の皆様の多大

なる御理解、御協力のもと策定いたしました

「遠野市立中学校再編成計画」の具体化に取り

組む最後の１年となります。 

 中学校再編成を市民の皆様とともに考え、協

議するため組織しました「学校づくり協議会」

のもと、子どもたち、保護者、学校、地域の皆

様、すべての市民が夢と希望を持ちながら、平

成25年４月１日に、３校の新しい中学校が円滑

にスタートすることができるよう、さらには、

地域とともに築く「永遠の日本のふるさと遠

野」の飛躍・発展につながる中学校再編成とな

るよう、誠心誠意、全力を傾け、計画の推進に

取り組んでまいります。 

 また、中学校再編成後の学校跡地の活用につ

いては、市長部局との一体的な取り組みにより、

新たな地域の拠点としての活用構想の具体化を

進めてまいります。 

 さらに、少子化や子どもたちを取り巻くさま

ざまな環境の変化に総合的に対応することがで

きる体制を整えるため、子育て総合支援セン

ター及び子育て支援関係団体と教育委員会事務

局の市役所本庁舎への移転が計画されているこ

とから、子育て総合支援センターとの連携を一

層深めながら、幼児期から小中学校、高等学校

までの教育全体における総合的な環境整備に取

り組んでまいります。 

 岩手県では、東日本大震災の被災体験を踏ま

え、子どもたちがみずからの未来を切り開く力

をはぐくむ「復興教育」を、平成24年度から本

格的に推進していくこととしております。 

 教育委員会といたしましても、この「復興教

育」の趣旨を十分踏まえながら、社会情勢が大

きく、かつ複雑に変化し続ける中にあっても、

子どもたちがふるさと遠野に夢と誇りを持ち、

将来、多くの難問・課題を克服し、郷土、日本、

さらには世界を舞台に、その発展に貢献するこ

とができる人材となるよう、学校教育をはじめ、

社会教育、スポーツなどの各分野において一層

の教育振興の施策の推進に取り組み、市民の皆

様の期待にこたえることができるよう努めてま

いる所存であります。 

 以下、平成24年度の主要な施策の概要につい

て申し上げます。 

 第１は、就学前教育の推進についてでありま

す。 

 幼児期における教育は、生涯にわたる人間形

成の基礎を培うために大切なものであります。 

 子育て総合支援センターとの連携のもと、幼

児の生活や発達の特性に応じて、就学前教育の
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内容の工夫を図るとともに、就学に向けて小学

校との情報共有や相互理解を深める積極的な連

携、交流の場を確保してまいります。 

 また、教育機会の均等を確保するため、引き

続き、就学前教育における保護者の保育料負担

の軽減を図り、幼稚園教育の振興に努めてまい

ります。 

 市立幼稚園・保育所については、子どもたち

が質の高い教育と保育を受けることができるよ

う、現在、国が検討を進めている幼保一体化施

設「（仮称）総合こども園」への移行の動向も

注視しながら、そのあり方についての検討を行

ってまいります。 

 第２は、学校教育の推進についてであります。 

 まずは、教育内容の充実について申し上げま

す。 

 平成24年度も引き続き、児童生徒の「生きる

力」をはぐくむため、確かな学力、豊かな心、

健やかな体の「知・徳・体のバランスのとれた

人間形成」に向けた取り組みを進めてまいりま

す。 

 そのために、「学習や生活の基礎力の定着」

「豊かな心の育成」「心身ともに健康でたくま

しい子どもの育成」の３つを視点として、次の

５項目に重点を置き、教育内容の充実に努めて

まいります。 

 重点の１つ目は、「学力向上の推進」であり

ます。各教科の指導を充実し、児童生徒の確か

な学力を育成するため、学校教育専門員や指導

主事の学校への派遣、各種研修会の開催などを

引き続き実施し、教員の指導力の向上を図って

まいります。 

 また、児童生徒の基礎学力の定着と向上には、

基本的な生活習慣や家庭学習を含む学習習慣の

確立が重要であることから、家庭の理解と協力

を得ながら、望ましい習慣づくりを目指してま

いります。 

 さらに、新学習指導要領に基づく指導が円滑

に行われるよう、引き続き小中学校を指導して

まいります。 

 重点の２つ目は、「特別支援教育の充実」で

あります。各学校の通常学級、特別支援学級、

通級指導教室のいずれの場においても、児童生

徒一人ひとりの教育的ニーズにこたえられるよ

う、引き続き特別支援教育支援員を配置するな

ど、体制を整えてまいります。なお、平成24年

度は、附馬牛小学校に特別支援学級が新設され

ることから、さらなる教育活動の充実が期待さ

れます。 

 また、現在、遠野小学校内に県立花巻清風支

援学校遠野分教室小学部を開設しておりますが、

今年度２名の児童が卒業することから、平成24

年４月から新たに中学部を開設いたします。平

成24年度は暫定的に附馬牛中学校内に開設し、

25年度からは、新築する現遠野中学校内に開設

することとなります。小中学校と遠野分教室と

の一層の連携を図りながら、児童生徒の適切な

就学への支援を進めてまいります。 

 重点の３つ目は、「豊かな心を育む教育の推

進」であります。平成21年度から小学校で実施

している「ＪＦＡこころのプロジェクト 遠野

わらすっこ『夢の教室』」を、平成23年度に引

き続き中学校にも広げ、児童生徒の「夢」をは

ぐくむ教育を推進してまいります。 

 また、道徳教育を初め、学校行事における体

験活動、読書活動など、あらゆる教育活動を通

じて、豊かな感性をはぐくみ、命と思いやりの

心を大切にする教育を推進してまいります。 

 特に、道徳教育は、自己の生き方についての

考えを深める大切な領域ととらえ、保護者や地

域と一緒に心の教育を考える「道徳公開講座」

を継続して実施していくとともに、読書活動の

推進に当たっては、図書館との一層の連携を図

ってまいります。 

 さらに、いじめや不登校などの問題について

は、今後も保護者を対象としたアンケート調査

を実施するとともに、多様化する生徒指導上の

問題に対処するため、各学校の教育相談体制へ

の支援を図り、スクールカウンセラーや外部機

関とも積極的に連携しながら、問題の早期発見、

早期解決を目指してまいります。 

 重点の４つ目は、「特色ある学校づくりの推
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進」であります。小中学校が、それぞれの校長

のリーダーシップのもと、地域の特性や児童生

徒の実態に応じて、創意工夫を生かした教育活

動を展開していく「特色ある学校づくり事業」

を推進してまいります。 

 そして、重点の５つ目は、「学校経営の質的

向上」であります。小中学校が、それぞれの学

校経営において、特に重視すべき取り組みにつ

いての具体的目標を「まなびフェスト」として

設定し、学校、家庭、児童生徒、地域が目標を

共有して達成に努めるとともに、学校評価を通

して、学校経営のさらなる充実に取り組んでま

いります。 

 次に、教育環境の充実について申し上げます。 

 平成24年度は、中学校再編成により新たに設

置する中学校の校舎となる現遠野中学校の第１

期校舎新築工事及び現青笹中学校の増築・改造

工事や、遠野小学校屋内運動場新築工事を進め

てまいります。 

 また、子どもたちが安心して学校生活を送る

ことができるよう、また、緊急時においては地

域住民の避難場所としての役割も果たすことが

できるよう、学校施設の適切な維持補修に努め

るとともに、環境に配慮した太陽光発電設備等

の再生可能エネルギーの導入についても検討を

行ってまいります。 

 また、通学対策、教材の整備、就学援助など、

質の高い教育を支える学習環境の向上に引き続

き努めるとともに、地域の特性を生かした人材

を育成するため、市内県立高校との連携を深め

てまいります。 

 次に、学校給食の充実について申し上げます。 

 安全で栄養バランスのとれた給食を提供する

とともに、健康教育の推進を図るため、栄養教

諭が栄養指導を行う学校訪問を積極的に展開し

てまいります。 

 また、地元食材を多く取り入れた「遠野旬を

食べよう給食」を継続し、生産者との対話を通

しながら、郷土の食文化、食材への理解を深め

る食育の推進を図るとともに、平成25年４月か

らの供用開始が予定されている総合食育セン

ター内の学校給食施設の環境整備に取り組んで

まいります。 

 第３は、社会教育の推進についてであります。 

 平成24年度から、市民センター社会教育課と

スポーツ健康課が統合し、生涯学習スポーツ課

として新たに生まれ変わります。総合力が発揮

できる組織再編として期待するものであります。 

 社会教育につきましては、市民協働の視点を

大切にしながら、市民の皆様がみずから学ぶこ

とができる生涯学習の環境づくりを進めるとと

もに、遠野遺産認定制度による認定を受けた遠

野遺産めぐりなどを開催し、地域学習の機会の

拡充を図ってまいります。 

 また、子どもたちの「知・徳・体」を総合的

にはぐくむ人間形成には、家庭や地域社会がそ

れぞれの教育的機能を発揮し、学校と一体とな

って子どもたちの教育に当たることが重要とな

ります。 

 このことから、家庭や地域社会の教育力の充

実を図るため、市内小学校単位で組織されてい

る地域教育協議会の実践活動を支援し、子ども、

親、学校、地域、行政の５者の連携により、教

育振興運動の共通課題である「家庭学習の充

実」「読書活動の推進」に取り組むとともに、

市内全小学校区で実施している「放課後子ども

教室」を継続し、家庭学習の習慣化による学習

意欲の向上を目指してまいります。 

 さらには、自然との触れ合いによりふるさと

のよさを発見する「少年少女ふるさと発見探偵

団」や他地域の子どもとの交流活動、地域での

世代間交流など、さまざまな体験活動を通して、

人とのかかわり方や思いやりのある心を育てて

まいります。 

 また、アメリカ・テネシー州チャタヌーガ市

やニュージーランド・クライストチャーチ市と

の中高生の海外交流事業への支援を通して、国

際性豊かな人材の育成を図ってまいります。 

 第４は、スポーツの推進についてであります。 

 スポーツは、市民の健康増進をはじめ、子ど

もたちの心身の健全な発達に重要な役割を果た

しています。 
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 健康づくり総合大学「とすぽ」を中心に、子

どもから高齢者まで幅広く、日常的に生涯にわ

たってスポーツに親しむことを目指す「健康づ

くり総合プログラム」の実践を引き続き推進し

てまいります。 

 子どもの体力向上につきましては、小学校高

学年を中心に走り方教室などを実施するととも

に、家庭、地域、学校が一体となって早寝・早

起き・朝ごはん運動やチャレンジ徒歩通学を推

進し、生活習慣の改善、スポーツ・運動習慣の

普及、啓発を進めてまいります。 

 また、スポーツには、人々を明るく元気にす

る力があります。昨年は、子どもたちが、小・

中・高にわたって、サッカー競技において県大

会で優勝を飾るという輝かしい成績を上げてく

れました。 

 平成24年度においても、スポーツ少年団等の

活動の促進及び指導体制の強化を図りながら、

経験豊かな指導者やトップアスリートを招き、

ジュニアスポーツの競技力の向上に努めてまい

ります。 

 また、平成28年度に開催される岩手国体サッ

カー競技少年男子の競技会場の整備について、

具体化を進めてまいります。 

 第５は、文化財の保存と継承についてであり

ます。 

 文化財は先人の営みを知る大切な遺産である

ことから、これを後世に確実に継承していくこ

とを基本に据え、文化財への理解と関心を深め

る学習機会の充実を図ってまいります。 

 また、国指定重要文化財「千葉家住宅」の保

護管理及び修復保全のための調査や、土淵町山

口集落に係る国の重要文化的景観の選定に向け

た保存調査に取り組むなど、文化財の保護に努

めてまいります。 

 以上、平成24年度の教育行政推進に関する基

本的方向と主要な施策の概要について申し述べ

ました。 

 東日本大震災によって刻まれた深いつめ跡の

中、学校、地域、各団体で行われたスポーツや

芸術文化を通しての被災地との交流、ボランテ

ィア活動や募金活動などの取り組みに懸命に励

む子どもたちの姿に触れ、遠野の子どもたちの

優しさ、思いやり、たくましさなどの確かな成

長を強く感じたところであります。 

 教育は「未来」をつくるものであります。将

来をしっかり見据え、子どもたちが夢と志を持

って、力強く生き抜いていく「生きる力」を身

につけさせることこそが、教育の役割であり、

使命であります。 

 教育委員会では、市長部局との相互補完の関

係をさらに深め、学校現場、地域とより密着し

た「活動する教育委員会」として、子どもたち

の豊かな学びを創造し、遠野の未来を担う人づ

くりに邁進してまいりますので、議員各位、市

民の皆様の御理解と御協力を賜りますよう、心

からお願い申し上げます。 

────────────────── 

   日程第５ 議案第２号平成23年度遠野市

一般会計補正予算（第８号）から、 

   日程第39 議案第36号平成24年度遠野市

水道事業会計予算まで。   

○議長（新田勝見君）  次に、日程第５、議案

第２号平成23年度遠野市一般会計補正予算（第

８号）から、日程第39、議案第36号平成24年度

遠野市水道事業会計予算までの35件を一括議題

いたします。 

 各案件について、提出者の説明を求めます。

及川副市長。 

   〔副市長及川増德君登壇〕 

○副市長（及川増德君）  命によりまして、平

成24年３月遠野市議会定例会に提案している議

案の提案理由を説明いたします。 

 議案第２号平成23年度遠野市一般会計補正予

算（第８号）についてです。 

 歳入歳出予算の補正では、歳入歳出予算の総

額から歳入歳出それぞれ４億3,043万6,000円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ218億762万2,000円とするものであります。 

 次に、議案第３号平成23年度遠野市国民健康

保険特別会計補正予算（第３号）についであり

ます。 
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 歳入歳出予算の補正では、事業勘定の歳入歳

出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,229万6,000

円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ35億9,431万8,000円とし、直営診療施設

勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

111万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ１億7,889万9,000円とするも

のであります。 

 次に、議案第４号平成23年度遠野市後期高齢

者医療特別会計補正予算（第２号）についてで

あります。 

 歳入歳出予算の補正では、歳入歳出予算の総

額に歳入歳出それぞれ63万2,000円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億7,

926万5,000円とするものであります。 

 次に、議案第５号平成23年度遠野市介護保険

特別会計補正予算（第３号）についてでありま

す。 

 歳入歳出予算の補正では、保険事業勘定の歳

入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１億3,

844万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ29億5,322万1,000円とするも

のであります。 

 次に、議案第６号平成23年度遠野市ケーブル

テレビ事業特別会計補正予算（第３号）につい

てです。 

 歳入歳出予算の補正では、歳入歳出予算の総

額から歳入歳出それぞれ386万6,000円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５億1,

406万1,000円とするものであります。 

 次に、議案第７号平成23年度遠野市農業集落

排水事業特別会計補正予算（第３号）について

です。 

 歳入歳出予算の補正では、歳入歳出予算の総

額から歳入歳出それぞれ246万2,000円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,539

万6,000円とするものであります。 

 次に、議案第８号平成23年度遠野市下水道事

業特別会計補正予算（第４号）についてであり

ます。 

 歳入歳出予算の補正では、歳入歳出予算の総

額から歳入歳出それぞれ1,202万1,000円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７

億7,351万4,000円とするものであります。 

 次に、議案第９号平成23年度遠野市水道事業

会計補正予算（第４号）についてであります。 

 第２条の収益的収入及び支出の補正について

は、収入では250万2,000円を増額し、収入合計

額を７億1,283万4,000円とし、支出では45万1,

000円を減額し、支出合計額を６億8,617万4,00

0円とするものであります。 

 第３条の資本的収入及び支出の補正では、収

入については546万6,000円を減額し、収入合計

額を５億1,702万円とし、支出につきましては3,

626万1,000円を減額し、支出合計額を７億9,24

4万3,000円とするものであります。 

 次に、議案第10号遠野市庁舎整備基金条例の

制定については、市庁舎の整備に要する経費の

財源に充てることを目的に、遠野市庁舎整備基

金を設置しようとするものであります。 

 次に、議案第11号遠野市布設工事監督者が監

督業務を行う水道の布設工事並びに布設工事監

督者及び水道技術管理者の資格を定める条例の

制定については、地域主権改革の一環として水

道法が一部改正されたことに伴い、布設工事監

督者が監督業務を行う水道の布設工事等を定め

るため、制定しようとするものであります。 

 次に、議案第12号遠野市職員定数条例の一部

を改正する条例の制定については、職員の定数

を変更しようとするものであります。 

 次に、議案第13号遠野市市税条例の一部を改

正する条例の制定については、地方税法の一部

改正に伴い、個人の市民税の税率及びたばこ税

の税率の引き上げ等の改正をしようとするもの

であります。 

 次に、議案第14号遠野市過疎地域における固

定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正

する条例の制定については、固定資産税の課税

免除の対象期間を延長しようとするものであり

ます。 

 次に、議案第15号遠野市立学校設置条例の一

部を改正する条例の制定については、新たに遠
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野中学校、遠野東中学校及び遠野西中学校を設

置しようとするものであります。 

 次に、議案第16号遠野市教育研究所条例の一

部を改正する条例の制定については、同研究所

の位置を変更しようとするものであります。 

 次に、議案第17号遠野市介護保険条例等の一

部を改正する条例の制定については、介護保険

法に基づく第５期遠野市介護保険事業計画の策

定に伴い、介護保険料の額を改定するとともに、

東日本大震災により被災した者に係る介護保険

料の減免の申請期限を延長しようとするもので

あります。 

 次に、議案第18号遠野市物産センター条例を

廃止する条例の制定については、同センターを

廃止しようとするものであります。 

 次に、議案第19号遠野市営住宅条例の一部を

改正する条例の制定については、地域主権改革

の一環として公営住宅法等が一部改正されたこ

とに伴い、市営住宅の入居者資格等を定めよう

とするものであります。 

 次に、議案第20号遠野市営駐車場条例の一部

を改正する条例の制定については、遠野駅前駐

車場の使用料を改定しようとするものでありま

す。 

 次に、議案第21号遠野市消防手数料条例の一

部を改正する条例の制定については、危険物の

規制に関する政令等の一部改正に伴い、浮き蓋

つき特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請

に係る手数料を設けようとするものであります。 

 次に、議案第22号遠野市火災予防条例の一部

を改正する条例の制定については、危険物の規

制に関する政令等の一部改正に伴い、炭酸ナト

リウム過酸化水素付加物が危険物の品名に追加

されることになり、貯蔵及び取り扱いに係る技

術上の基準等について経過措置を講じようとす

るものであります。 

 次に、議案第23号遠野市子育て総合支援セン

ター条例の一部を改正する条例の制定について

は、同センターの位置を変更しようとするもの

であります。 

 次に、議案第24号遠野市遠野文化研究セン

ター条例の一部を改正する条例の制定について

は、同センターの位置を変更しようとするもの

であります。 

 次に、議案第25号辺地に係る公共的施設の総

合的な整備に関する財政上の計画の策定につい

ては、中学校再編成に伴いスクールバスを整備

する必要から、辺地に係る公共的施設の総合整

備計画を定めようとするものであります。 

 次に、議案第26号公の施設の指定管理者の指

定については、遠野市小友町農産物直売加工施

設の指定管理者の指定をしようとするものであ

ります。 

 次に、議案第27号公の施設の指定管理者の指

定については、遠野市上郷町農産物直売加工施

設の指定管理者の指定をしようとするものであ

ります。 

 次に、議案第28号字の区域の変更については、

県営ほ場整備事業（土淵地区）の施行に伴い、

字の区域を変更しようとするものであります。 

 次に、議案第29号平成24年度遠野市一般会計

予算についてであります。 

 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ18

8億5,200万円と定めるものであります。 

 次に、議案第30号平成24年度遠野市国民健康

保険特別会計予算についてであります。 

 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出

それぞれ34億4,473万8,000円とし、直営診療施

設勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それ

ぞれ１億8,062万8,000円と定めるものでありま

す。 

 次に、議案第31号平成24年度遠野市後期高齢

者医療特別会計予算についてであります。 

 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２

億8,121万6,000円と定めるものであります。 

 次に、議案第32号平成24年度遠野市介護保険

特別会計予算についてであります。 

 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入

歳出それぞれ29億9,327万1,000円とし、介護

サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳

入歳出それぞれ1,389万5,000円と定めるもので

あります。 
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 次に、議案第33号平成24年度遠野市ケーブル

テレビ事業特別会計予算についてであります。 

 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５

億1,355万9,000円と定めるものであります。 

 次に、議案第34号平成24年度遠野市農業集落

排水事業特別会計予算についてであります。 

 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ8,

053万3,000円と定めるものであります。 

 次に、議案第35号平成24年度遠野市下水道事

業特別会計予算についてであります。 

 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６

億9,941万1,000円と定めるものであります。 

 次に、議案第36号平成24年度遠野市水道事業

会計予算についてであります。 

 第３条、収益的収入及び支出の予定額は、収

入合計額を７億1,668万1,000円とし、支出合計

額を６億7,358万5,000円とするものであります。 

 第４条、資本的収入及び支出の予定額は、収

入合計額を３億1,227万5,000円とし、支出合計

額を５億2,562万8,000円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２号から議

案第36号までの35件については、質疑を省略し、

議長を除く19人の委員をもって構成する予算等

審査特別委員会を設置し、これに付託の上審査

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２号から議案第36号までの35件

については質疑を省略し、議長を除く19人の委

員をもって構成する予算等審査特別委員会を設

置し、これ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。ただいま設置されました

予算等審査特別委員会の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、議長を

除く全議員を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とおり、議

長を除く全議員を予算等審査特別委員に選任す

ることに決しました。 

 なお、予算等審査特別委員会は、正副委員長

互選のため、本日、会議終了後、本議場にてこ

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40 遠野市農業委員会委員の推薦

について   

○議長（新田勝見君）  次に、日程第40、遠野

市農業委員会委員の推薦についてを議題といた

します。 

 お諮りいたします。農業委員会等に関する法

律第12条第２項の規定による委員の推薦につい

ては、指名推選にいたしたいと思いますが、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、推薦方法は指名推選とし、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。 

 これより指名いたします。農業委員会等に関

する法律第12条第２項の規定による農業委員に、

白金英子さん、菊池敦子さん、佐々木恵美子さ

ん、多田靖志さん、以上の４名を指名いたしま

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４名を農業委員に推薦すること

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、ただいま指名いたしました４名を農業

委員会等に関する法律第12条第２項の規定によ

る農業委員に推薦することに決定いたしました。 
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────────────────── 

   散  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。 

 本日はこれにて散会いたします。御苦労さま

でした。 

   午前11時53分 散会   
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