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平成24年11月16日（金曜日） 

────────────────── 

議事日程 第１号 

平成24年11月16日（金曜日）午前11時開議 

第１ 会議録署名議員の指名 

第２ 会期の決定 

第３ 議案第84号 遠野市立遠野中学校校舎

（第１期）改築工事の変更請負契約の締

結について 

第４ 議案第85号 財産の取得について 

第５ 議案第86号 財産の取得について 

第６ 議案第87号 財産の取得について 

第７ 議案第88号 財産の取得について 

第８ 議案第89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 

────────────────── 

   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 議案第84号遠野市立遠野中学校

校舎（第１期）改築工事の変更請負契約

の締結について 

  （提案理由の説明、質疑、討論、採決） 

４ 日程第４ 議案第85号財産の取得について 

  （提案理由の説明、質疑、討論、採決） 

５ 日程第５ 議案第86号財産の取得について 

  （提案理由の説明、質疑、討論、採決） 

６ 日程第６ 議案第87号財産の取得について 

  （提案理由の説明、質疑、討論、採決） 

７ 日程第７ 議案第88号財産の取得について 

  （提案理由の説明、質疑、討論、採決） 

８ 日程第８ 議案第89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 

  （提案理由の説明、質疑、討論、採決） 

９ 閉  会 

────────────────── 
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14 番  菊 池 民 彌 君

15 番  佐 々 木    譲 君

16 番  多 田 誠 一 君
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────────────────── 
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────────────────── 

事務局職員出席者 

事 務 局 長  宮 田  実 君 

主 査  伊 藤  慎 君 

────────────────── 

   説明のため出席した者 

市 長  本 田 敏 秋 君 

副 市 長  及 川 増 德 君 

経営企画部長  菊 池 武 夫 君 

総 務 部 長  菊 池 保 夫 君 

健康福祉部長  荻 野  優 君 

健康福祉部保健医療担当部長  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  立 花  恒 君 

遠野文化研究センター部長  小 向 孝 子 君 

市民センター所長  細 越  勉 君 
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子育て総合支援センター所長  谷 地 孝 敏 君 

教 育 部 長  飛 内 雅 之 君 

宮守総合支所長  多 田 博 子 君 

教育委員会委員長  似 内 宏 和 君 

教 育 長  藤 澤 俊 明 君 

────────────────── 

○議長（新田勝見君）  御苦労さまです。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。 

 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11時07分 開会・開議   

○議長（新田勝見君）  これより平成24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。 

────────────────── 

   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、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の

で御了承願います。 

 次に、垂直離着陸輸送機ＭＶ－22オスプレイ

の配備及び低空飛行訓練の中止に関する意見書、

改正貸金業法の堅持及び多重債務対策の強化を

求める意見書、「森林・林業再生プラン」に係

る具体的政策の推進を求める意見書、地球温暖

化対策に関する「地方財源を確保・充実する仕

組み」の構築を求める意見書及び30人以下学級

実現及び義務教育費国庫負担制度拡充を求める

意見書につきましては、平成24年９月21日付で

衆参両院議長をはじめ、内閣総理大臣及び関係

大臣にそれぞれ提出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、16番多田誠一君、17番安

部重幸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）  命によりま

して、議会運営委員会の御報告をいたします。 

 本日、午前９時30分から第２会議室におきま

して当委員会を開催し、平成24年11月遠野市議

会臨時会の会期について協議いたしました。 

 その結果、会期を本日１日とすることを決定

しました。 

 会期内の予定表については、既に議員各位の

お手元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。 

 会期の決定後、議案第84号遠野市立遠野中学

校校舎（第１期）改築工事の変更請負契約の締
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結についてから、議案第89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の提案

理由の説明がそれぞれ行われます。説明の後、

質疑、討論を行い、その後採決します。 

 なお、念のため質疑については、自席で同一

議題について、１人３回までとなっております

ので、申し添えます。 

 議員各位の御協力をお願い申し上げ、議会運

営委員会の御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、会期は、本日１日間と決定いたしまし

た。 

────────────────── 

   日程第３ 議案第84号遠野市立遠野中学

校校舎（第１期）改築工事の変更請負

契約の締結について   

○議長（新田勝見君）  次に、日程第３、議案

第84号遠野市立遠野中学校校舎（第１期）改築

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。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84号遠野市立遠野中学校校舎（第１

期）改築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、

遠野市立遠野中学校校舎（第１期）改築工事の

変更請負契約を締結しようとするものでありま

す。 

 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または

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。 

 契約の目的、遠野市立遠野中学校校舎（第１

期）改築工事。 

 契約の方法、条件付一般競争入札。 

 契約の金額は、変更前は11億3,400万円を、

変更後11億7,047万1,750円としようとするもの

であります。 

 契約の相手方、松田建設（株）・佐藤工業

（株）特定共同企業体、代表者、遠野市材木町

１番２号、松田建設株式会社代表取締役松田孝。

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。９番菊池充君。 

○９番（菊池充君）  提案理由に、設計内容の

一部に変更が生じたということでございますけ

れども、その変更の内容についてお示し願いま

す。 

○議長（新田勝見君）  立花環境整備部長。 

○環境整備部長（立花恒君）  設計の内容の変

更については、１つ目としましては、特別教室

に係る作りつけ家具等を変更、追加しようとす

るものでございます。もう一点は、岩手県立花

巻清風支援学校遠野分教室中学部の教室として

活用するスペースの内部の仕様の変更をしよう

とするものでございます。 

 具体的には、生徒用の自動ドア及び生徒用の

玄関を自動ドア化するものでございます。それ

と、清風支援学校については、設計の内容、い

わゆるその使い方のために内部の仕様を変更し

ようとするものでございます。 

 以上です。 

○議長（新田勝見君）  ９番菊池充君。 

○９番（菊池充君）  この件につきましては、

昨年の11月15日の全協で第１期工事、いわゆる

23年12月から25年２月までの部分と、第２期工

事25年10月から26年の６月という部分について、

設計額の確定により第２期工事の特別教室等を

前倒し実施するということで、それに伴って継
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続費の増額が必要になったという説明をいただ

いたところでございます。 

 同日の臨時議会で、いわゆる継続費を10億8,

211万1,000円から14億7,419万5,000円という増

額をされたわけでございます。で、12月議会に

いわゆる追加提案されて、今回の本件が決定さ

れたわけでございますけれども、いわゆる昨年

の11月15日の内容の説明の時点では、いわゆる

継続費をこれだけもってやっていくのだという

ことで説明を受け、そして入札の結果において

の契約についても提案されて、それに提案され

たもののすべての工事は、この工事で実施され

るのだなというふうな理解をしておったわけで

ございますけれども、その提案の際には、この

部分を除いてやるという説明は全然なかったん

ですけども、その部分についてそれをなぜ説明

ができなかったのかをお聞きしたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  立花環境整備部長。 

○環境整備部長（立花恒君）  確かに、全協に

かける資料をつくっている段階であったときは、

今追加しようとしてる家具等も盛り込んで実際

資料をつくり、額もそのとおり提案したところ

でございます。 

 ただ、その発注する直前でもって、私どもの

中で最後の最後までチェックをしていこうとい

う段階で、ある程度その転記ミスというような

ことがありまして、じゃあやっぱりその予算の

範囲内でのやっぱり伺いと、あるいはその入札

行為ということが前提でございますので、苦肉

の策として後段に施工される家具等を一時外し

て発注し、予算、あるいはその変更内容等を勘

案して今回追加するというものでございます。 

 ですから、当初説明したとおりの内容のもの

は、これで全部盛り込んだつもりでございます。 

○議長（新田勝見君）  ９番菊池充君。 

○９番（菊池充君）  いや、私が聞いてるのは、

当初に折り込まれた部分が、その契約の時点で

議決を求めるときにですね、変更契約というの

は当然あり得ないわけですけども、いわゆる今

回のように予定した開閉ドアが、これがやっぱ

り今後の活用においては自動ドアのほうがいい

という部分等については、これは変更となるん

ですけども、最初から予定していた部分を計上

しないと、我々には全然説明していないと、そ

の部分は。当然、こちらは全部やったものだな

というような感じ、まあその後で変更は、それ

は出てくる可能性はあるわけですけども、です

がなぜその部分の説明ができなかったのかとい

うことを聞いてるわけですよ。 

○議長（新田勝見君）  立花環境整備部長。 

○環境整備部長（立花恒君）  今の質問に対し

ては、十分な説明責任を果たせなかったという

ことについては、深くおわびを申し上げたいと

思います。時間のなさもあって、言いわけにな

りますけども、なさもあってこういう事態を招

いたということにつきましては、この場を借り

ておわびを申し上げたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  ３回までですから。 

 以上で終わります。 

 そのほか、11番小松大成君。 

○11番（小松大成君）  この変更に関しては、

今当局も御説明、謝罪されたとおりミスもあっ

たということで、私自身は遺憾としか言いよう

がないんですけれども、いずれこれを否決して

建具ができないなんてことになっては困るんで、

これはこれとしておきます。 

 ちなみに、条件付一般競争入札ということに

なっていますが、参加された業者は何社でござ

いましょうか。 

○議長（新田勝見君）  立花環境整備部長。 

○環境整備部長（立花恒君）  ３社と記憶して

おります。３企業体っていいますか、当初入札

に付した時点は３社だと記憶してます。 

○議長（新田勝見君）  11番小松大成君。 

○11番（小松大成君）  競争ということですか

ら、値段の差があってこういうふうに決められ

たということなんでしょうけれども、その１番

と２番の差、価格差っていうのがどのぐらいあ

ったのか、ちょっとお知らせいただきたい。 

○議長（新田勝見君）  暫時休憩いたします。 

   午前11時22分 休憩   

────────────────── 
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   午前11時23分 開議   

○議長（新田勝見君）  再開いたします。 

 立花環境整備部長。 

○環境整備部長（立花恒君）  当時23年12月２

日に入札執行した時点で、１番札と２番札の差

が350万であります。 

○議長（新田勝見君）  よろしいですか。その

ほか。15番佐々木譲君。 

○15番（佐々木譲君）  15番佐々木。今度の設

計変更の概要は、いわゆる取りつけ仕様の家具

等についての変更でございますけれども、変更

というよりも新しく設置する部分の内容であり

ますが、以前からこの部分についても議会の中

で申し上げてきたんですけども、今度３校にな

るについて、学校を閉じる５校の学校にもそれ

ぞれ玄関があり、理科室があり、美術室、音楽

室があるわけです。 

 それらの調度の再利用というものは考えられ

てしかるべきなんですけれども、例えば職員玄

関のげた箱などというのがありますけれども、

遠野中学校には立派なげた箱が現在あります。

それぞれの学校にもげた箱があります。などな

ど、それぞれの理科実験台、取りつけ家具、取

りつけ戸棚、それらについては、閉校となる５

つの学校にそれぞれあるわけです。それらを新

しい学校に再活用、再利用する調査などは行っ

てきたのかどうか、それについて伺いたいと思

います。 

○議長（新田勝見君）  飛内教育部長。 

○教育部長（飛内雅之君）  お答えします。 

 それぞれの学校にそれぞれの家具、備品等が

ございます。それぞれの学区ごとに３つの学校

がありまして、その３つの学校の中で最も例え

ば新設中学校になる学校の中に、一緒になる学

校の中にもっといいものがあれば、それを持っ

てくる、そういう部分での備品、家具等につい

ての調査は、それぞれの中の学校の中でそれぞ

れ行き来をしながら選んでもらったりして使う

ような、再利用をするような形をとっておりま

す。まずそれが一番です。 

 その中で、もしも残った場合、例えば地区ご

とに中学校ですから小学校がある。小学校があ

れば小学校のほうで、もしもかえるものはかえ

る。その後は、全体の中で再利用できれば再利

用するというような方法でそれぞれ動いてもら

ってるということです。 

 以上です。 

○議長（新田勝見君）  15番佐々木譲君。 

○15番（佐々木譲君）  これまでの話の中で、

以前この場で私が話をしたのに、綾織中学校新

設の際に、生徒用げた箱の話を引き合いに出し

たことがあります。在籍生徒数よりも次年度十

幾つ、生徒が十何人ふえる予定だったんですけ

れども、設置したげた箱はその年度の在籍数の

げた箱でした。せっかく新しくげた箱をつくる

わけだから、来年度入ってくるふえる生徒数の

分も考えてげた箱を設置できないのかという話

をしました。しかし、がんとして拒否されまし

た。この設計は現在の生徒数の中で設計してあ

るのだから、次年度のことは次年度に対応する

でしょうというような形の答弁だったですね。 

 今回、これらの調度備品を考えたときに、今

の部長の説明では、それぞれ１番、２番、３番

というふうな形でやりとりできる部分を精査し

たという答えですけれども、現実的にこの場に

出てきてるのは、全部新設ですよね。そこのと

ころが納得できないのですよ。 

 どれほどのいわゆる調査、再利用計画、そう

いうものでなされたのか、それぞれの学校から

担当者に、理科の担当者にこういうものが必要

なんだけれども、これらについてはあそこの学

校にあるけれども、それを使ってはだめなのか

などというような調査の経過報告がないままに、

この場で話されたのでは、結局調査はしたんだ

けれども、使えなかったから新しく新設するよ

という考え方しか出てこないんです。それらに

ついてもう一度再答弁をお願いしたい。 

○議長（新田勝見君）  飛内教育部長。 

○教育部長（飛内雅之君）  この学校再編計画

が決まってから、再編成に当たるまでは学校づ

くり協議会をつくってます。その中に言ったよ

うに学区部会つくって、そして学校のことにつ
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いては、新設中学校の運営計画作成チームをつ

くっております、その中には、さまざまな業務

に分けていただいてます。その中に備品の部分

があります。そして、今議員さんおっしゃると

おり、理科のことであれば理科の先生方が集ま

っている中で、これいいものあるか、ないかと

いうこれはその中でやっていただいてると思っ

てます。 

 ですから、どこまで吟味したかと言われます

けども、まず基本的に遠野中学校であれば、基

本的につくりつけ家具については新品というこ

とで初めから入ってますので、そこについては

そうです。 

 ただ、どこのものがどこにいくか、それなら

今ここの中で、ここのものがどこに行くかとい

うと、私も今持ってませんので、それは言えま

せんけども、きちんとその中で話し合って今進

めてるということには違いませんので、今議員

さんが言ったようなことがもっと的確にできる

には、今後また進めていきますけども、やって

いるということも途中であるということは、お

わかりいただきたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  15番佐々木譲君。 

○15番（佐々木譲君）  15番。今の説明聞いて

も、私にはストンと落ちないんですよ。という

のは、新しくできるスペースがこういう仕様で

あるよとか、私たちが13日に見学して来たわけ

ですが、ここにはこういうものがおさまる予定

だと、ここにおさまりそうなのは、どこそれ学

校のこれがいいなというようなやりとりがどこ

でなされたのかが、全然わからない。それを言

ってるんですよ。 

○議長（新田勝見君）  飛内教育部長。 

○教育部長（飛内雅之君）  まず、特別教室等

のつくりつけ家具については、新しくしていく

っていうのはそのとおりです。その以外の家具

でどこかに置くものが、どこからどのように来

るかということのお尋ねということでよろしい

とすれば、それはここは新しいもの、ここにつ

いて、例えばここにくるソファとかなんかは、

新しいものだかどこかのがあればそれを使って

る。どっかの学校持って来たがってる。そうい

うのをお示ししてほしいということであれば、

今ではできません。でも、しっかり決まった時

点でお示しします。 

○議長（新田勝見君）  そのほか質疑ございま

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84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84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84号遠野市立遠野中学校校舎

（第１期）改築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承認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84号遠野市立遠

野中学校校舎（第１期）改築工事の変更請負契

約の締結については、原案のとおり承認されま

した。 

────────────────── 

   日程第４ 議案第85号財産の取得につい

て   

○議長（新田勝見君）  次に、日程第４、議案

第85号財産の取得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。及川

副市長。 

   〔副市長及川増德君登壇〕 



－ 7 － 

○副市長（及川増德君）  議案第85号財産の取

得についてを説明いたします。 

 提案理由は、遠距離から中学校に通学する生

徒の負担の軽減に資するため、中型バスを取得

しようとするもので、地方自治法第96条第１項

第８号及び遠野市議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得または処分に関する条例第３条の

規定により、議会の議決を求めるものでござい

ます。 

 取得する目的、遠距離から中学校に通学する

生徒の負担の軽減に資するため。 

 取得する財産、中学校通学用中型バス２台。 

 取得の方法、指名競争入札。 

 取得金額、2,961万円。 

 取得の相手方、釜石市甲子町９地割135番２

号、いすゞ自動車東北株式会社岩手支社釜石営

業所所長村上優。 

 以上でございます。よろしく御審議をお願い

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。３番多田勉君。 

○３番（多田勉君）  本日の議題の中に、同じ

学校の再編に伴っての財産の取得、スクールバ

スの取得が提案されておりますが、この車両の

運行については、聞くところによりますと、運

行にかかわるその説明会等が開かれたというふ

うなお話も承っておりますが、それが事実だと

すれば、それのいわゆる参加希望、そういった

形のものがどのようになっているか、ちょっと

お伺いをしたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  飛内教育部長。 

○教育部長（飛内雅之君）  お答えします。 

 ただいまこのスクールバスの運行経路につい

ての説明会があったかということですけども、

このスクールバスの運行経路というための説明

会というのは開いてません。ただ、それぞれ実

際保護者と実地をしたところもございます、

コースを。また、先ほど言ったように学校づく

り協議会の中に学区部会とありまして、そこに

資料はお示しして、その中で意見交換もしてま

す。また、在校生の新しい25年度の保護者説明

会みたいなところで資料を説明して、意見交換

とかお話ししてるということはございます。 

○議長（新田勝見君）  ３番多田勉君。 

○３番（多田勉君）  先般、議会で市民との秋

の懇談会を開いたところでありますけれども、

その中で今回この運行対象となる地域の方々か

ら、その辺の運行本当に大丈夫なのかというふ

うな心配の声もあったのは事実でございまして、

今部長が話された今までの経緯については、そ

れは諒といたしますが、今後さらにもっと深め

た形での地域に対する説明なり、あるいは考え

の要望とか、そういったいろいろその地域によ

っては不都合な部分も多々あると思いますので、

その辺に対する対応のこれからの仕方というも

のについて、お考えをお示しください。 

○議長（新田勝見君）  飛内教育部長。 

○教育部長（飛内雅之君）  お答えします。 

 前の議会のときです。各町を回ったある程度

の再編の形、私とすれば校歌とか校章とか決ま

った段階で行いたいんですけども、そういうも

のを含めて各町に説明会に参りたいとお答えし

ました。その考えには変わりはありません。 

 その中で、一応その通学路、スクールバスに

ついては、前の９月に予算をとっていただいた

ように、一応建設課サイドとも一緒に歩いたり

して一応確認はしてるんです。その中で、今一

旦大丈夫ということで出していますけども、そ

ういう地域の中にお話をしながら、このように

進んでいるよということの中でお話を承りなが

ら、お話を聞くという考えはあります。 

○議長（新田勝見君）  ３番多田勉君。 

○３番（多田勉君）  そこで、１つは今各学校

で部活動の成果が大きく伸びているというのは、

御存じのとおりでありますが、そういった中で

学校の休みの日の例えば部活動とか、あるいは

試合の遠征とか、そういったときのスクールバ

スの対応のあり方、そしてもしその運行が可能

とすれば、それらに対する運行する、運転する

条件とか、そういったものをしっかり今検討な

されてるか。されてるとすれば、それをお示し

をしていただければよろしいと思いますが。 
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○議長（新田勝見君）  飛内教育部長。 

○教育部長（飛内雅之君）  スクールバスの土

日の運行ということでございます。それにつき

ましては、説明会でも話してますように、土日

についても対応するというお話をしてます。土

日の学校で部活をするためには対応する。ただ、

部ごとに全く時間差で９時にやるとか、10時に

やるとかじゃなくて、午前中とか午後とかきち

んと時限を決めた中で、スクールバスが１回で

済むような形で対応するということで、土日も

いいですよというお話をしました。しています。 

 ただ、その次の遠征となりますと、遠征は、

遠征に対応しないということはないんですけど

も、ここの学校だけどんどん使ってということ

はないので、そこら辺のルール決めは今後必要

だと思ってます。 

○議長（新田勝見君）  そのほか質疑ございま

せんか。14番菊池民彌君。 

○14番（菊池民彌君）  今回市外の業者も参加

してというふうな形に受けとめておるところで

ございますけれども、指名競争入札ということ

で何社に指名をいたしまして、何社参加をして

このような結果になってるのか、まずお伺いし

たいと思います。 

○議長（新田勝見君）  菊池経営企画部長。 

○経営企画部長（菊池武夫君）  15社指名をい

たしました。応札、参加したのは６社でありま

す。 

○議長（新田勝見君）  14番菊池民彌君。 

○14番（菊池民彌君）  それでは、取得金額が

2,961万円ということでございますが、これに

対する予算額は幾らだったでしょうか。 

○議長（新田勝見君）  飛内教育部長。 

○教育部長（飛内雅之君）  中型バスの予算額

は3,291万6,000円となります。 

○議長（新田勝見君）  そのほか質疑ございま

せんか。４番菊池由紀夫君。 

○４番（菊池由紀夫君）  私もちょっと関連し

て、このマイクロバス、いわゆるスクールバス

の運行について伺いますけれども、先般たしか

この運行にかかわる人、対象となる方への説明

会なりが開かれたというふうに聞いております

けれども、その状況をちょっとお知らせしてい

ただきたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  飛内教育部長。 

○教育部長（飛内雅之君）  先ほど多田議員に

お答えしたことと同じくなるんですけども、や

り取りした中では、保護者説明会の中では、そ

の先ほど御質問があった土日はどうなるかとか、

そういう細かい──運行業者、ああ、済いませ

ん。大変失礼しました。 

 運行業者の関係です。運行業者は９社ござい

まして、その検討会議を今２回開いております。

まずは市内の運送業者。まずは生徒の安全安心

を守るということなので、どういうその業者が

どこまでこの業務に携われるか。新しく15路線

がふえますので、現在の14路線に足ささると。 

 そこで、１社でやれるところは市内ではあり

ません。その中で、どの業者が雇用、運転手の

雇用とか管理という面を含めて、例えばこの学

区の部分なら対応できるとか、この路線なら対

応できるとか、ワゴン車系なら対応できるとか、

さまざまな中で業者にこの新しい中学校再編に

伴うスクールバスの運行について、参加調査で

すか、話しながらそこを今行ってて、今取りま

とめの段階に入ってます。 

 それが取りまとめになった中で、分けた中で

どのような対応が組めるかということを決める

ちょっと前っていう段階でございます。 

○議長（新田勝見君）  ４番菊池由紀夫君。 

○４番（菊池由紀夫君）  一部分しか聞いてい

ないので、あんまり詳しく話せませんけれども、

その９社、２回の実施された会議に参加された

というふうなことでございますけれども、まず

一つは、その従来運行されている地域について

は、そのまま継続運行されるかっていうふうな

こともありますし、また聞いている話の中では、

どうも安全運行とか経費とか、そういうふうな

部分で積極的な参入にかかわりたいというふう

な話が余りなかったように聞いておるんですけ

ども、その辺はどうだったんでしょう。その２

点だけお伺いして終わります。 
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○議長（新田勝見君）  飛内教育部長。 

○教育部長（飛内雅之君）  積極的な参加って

感じでない業者もございますし、積極的に参加

したいっていう業者もございます。 

○議長（新田勝見君）  11番小松大成君。 

○11番（小松大成君）  今財産取得とはかかわ

りのない質問続いてますので、私もちょっとか

かわりのない質問したいと思います。 

 つまり、このバスの運行に関しては、当然廃

校になる学区については全員が対象だと思いま

す。ただし、この地図を見ると、夏場は大した

ことはないけれども、冬場大変だと、交通安全

上も危険だというところで、私が感じるのは、

例えば松崎の駒木から遠中にかけて、多分この

スクールバスが通ると、その地域の住民、ある

いは保護者から冬期間だけでも子どもを乗せら

れないものかというのは、当然出てくると思う

んですね。今運行されてないから、そういう要

求は出なくても、そういう運行系統を持ってい

ると、当然そういう要望が出てくると。そうい

った場合、どのように対応しようとしているの

か、お聞きします。 

○議長（新田勝見君）  飛内教育部長。 

○教育部長（飛内雅之君）  当面のスクールバ

スの運行につきましては、新設中学校を配置し

ない町にスクールバスを配置ということで進め

てますので、そのとおりでございます。 

 ただ、冬場の話が今出ましたけども、それに

ついては今後の話だと思います。それで、ただ、

スクールバス基本的に走る場合は、一応こうい

う学校再編とか何かの場合は特別事情ですけど

も、普通であれば小学校４キロ、中学校６キロ

という決まりはございます。そこは、はい。 

○議長（新田勝見君）  11番小松大成君。 

○11番（小松大成君）  そのとおりなんですよ

ね。運行基準というのがあって、勝手に乗せら

れないということになってるわけなんで。当然

この学校再編にかかわっては、ある意味猶予を

されて、距離的にもかなり猶予された場面もあ

るということで、かつて小友の話ししますけれ

ども、かつては小学校に配属されたスクールバ

スは統合によるものだということで、中学生の

乗車を厳しく制限してたわけなんです。 

 しかし、この交通状況、冬場の交通状況の厳

しさ、あるいはなにからやっぱり父兄の要望が

高まって、そして現在では冬のある期間に限っ

ていえば、生徒を乗せていると。それも距離に

は関係なく、はっきりいって２キロぐらいしか

ないところからも乗せているという状況が、現

実に小友で起こってるわけです。 

 そういうことが、今からこの路線図を見ると、

多分附馬牛境、あの辺の父兄から当然通ってる

バスには乗せてくれという要望が、冬の間に限

ってでも出てくる可能性は随分高いと思うんで

す。 

 なぜこんな話をするかというと、つまりこの

区間にそういう要望が出たときにおいて、余裕

のバスが走ってるのかということですよ。余裕

のないことになれば、もう余裕がないというこ

とでお断りということになるんですけれども、

私は当然そういう要望というのは当然出てくる

と思う。 

 かつてのような交通量が少なかった時代だっ

たら、何そんな贅沢なことというような、かえ

って歩いたほうがいいんだとか、自転車で行っ

たほうがいいんだというようなことにもなるん

ですけども、現在のように激しい交通状況のも

とでは、そういうことは言ってられない。そう

いう要求にこたえたような配車になってるのか

ということなんです。 

○議長（新田勝見君）  飛内教育部長。 

○教育部長（飛内雅之君）  このスクールバス

の購入につきましては、当然補助金を使ってる

ものでございます。実際する、この場合は、学

校統合という学校の再編成ということを一つの

スタンスとして補助事業にのってるものですか

ら、将来学区内の人も乗るとか、そういう予想

をしてとか、要望をして人数をふやして買う、

そういうことはできない。あくまでもそれに沿

った人数で出しております。 

 以上です。 

○議長（新田勝見君）  10番瀧澤征幸君。 
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○10番（瀧澤征幸君）  10番瀧澤です。確認で

すけども、陸運局等の許認可、特に中型バスに

なると、バスの幅っていうんですかね、広いと

思うんですよ。そういったことで、その運行経

路とあわせての許認可っていうの必要なものな

のかどうか、ちょっと確認します。 

○議長（新田勝見君）  飛内教育部長。 

○教育部長（飛内雅之君）  必要だと認識して

おります。 

○議長（新田勝見君）  10番瀧澤征幸君。 

○10番（瀧澤征幸君）  それで、例えば先ほど

全協で示されたコースを見ますとね、特に交差

点での道路の幅、道路の幅員、当然信号が赤で

とまった場合に、対向、向こう側から車が来る

ことが想定されますけども、そういった場合に

幅員が極端に少ないと、向こうから対面してく

る車が信号からすれ違えない状況が生まれるよ

うな箇所もありそうな気がするんですね。そう

すると、通行上のいろんな問題が出かねないよ

うな場所があるんではないかなと。特に、冬場

になれば除雪した場合に、さらにまた幅員が狭

くなるわけですよね、道路の。ですので、そう

いったようなところも含めて、ちゃんとチェッ

クしていただいてるのかなというところをお聞

きします。 

○議長（新田勝見君）  飛内教育部長。 

○教育部長（飛内雅之君）  今言われる中で、

例えば警察とかと一緒に調査しているものでは

ございません、そこは。 

○議長（新田勝見君）  立花環境整備部長。 

○環境整備部長（立花恒君）  じゃあ、私のほ

うから道路の関係もありますので、私のほうか

ら答弁したいと思います。 

 実は、運行経路については、教育委員会と道

路を管理している建設課のほうで現地を踏査し

ました。やはりバスの大きさ、あるいはマイク

ロバス、そういったものを踏まえて、やはりこ

こは狭いだろう。だから、側溝にふたをかける

とか、あるいは退避所を設けるとか、ここはや

っぱり大型バスは無理だからルートを変えると

か、そういったような現地を見ながら打ち合わ

せしてます。ですから、今回のコースも、そう

いったコースで設定しているというものと思っ

てます。 

○議長（新田勝見君）  そのほか。 

   〔「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85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85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85号財産の取得についてを採

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85号財産の取得

については、原案のとおり決定いたしました。 

────────────────── 

   日程第５ 議案第86号財産の取得につい

て   

○議長（新田勝見君）  次に、日程第５、議案

第86号財産の取得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。及川

副市長。 

   〔副市長及川増德君登壇〕 

○副市長（及川増德君）  議案第86号財産の取

得についてを説明いたします。 

 遠距離から中学校に通学する生徒の負担の軽

減に資するため、マイクロバスを取得しようと

するもので、前号の議案と同じ内容であります
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が、地方自治法第96条第１項第８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また

は処分に関する条例第３条の規定により、議会

の議決を求めるものでございます。 

 取得する目的、遠距離から中学校に通学する

生徒の負担の軽減に資するため。 

 取得する財産、中学校通学用マイクロバス４

台。 

 取得の方法、指名競争入札。 

 取得金額、2,142万円。 

 取得の相手方、遠野市松崎町白岩19地割41番

地１、株式会社遠野日産代表取締役千葉東。 

 以上であります。よろしくお願いいたします。 

○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86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86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86号財産の取得についてを採

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86号財産の取得

については、原案のとおり決定いたしました。 

────────────────── 

   日程第６ 議案第87号財産の取得につい

て   

○議長（新田勝見君）  次に、日程第６、議案

第87号財産の取得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。及川

副市長。 

   〔副市長及川増德君登壇〕 

○副市長（及川増德君）  議案第87号財産の取

得についてを説明いたします。 

 地方自治法第96条第１項第８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または

処分に関する条例第３条の規定により、議会の

議決を求めるものでございます。 

 取得する目的、遠距離から中学校に通学する

生徒の負担の軽減に資するため。 

 取得する財産、中学校通学用ワゴン車９台。 

 取得の方法、指名競争入札。 

 取得金額、2,616万7,995円。 

 取得の相手方、遠野市松崎町白岩19地割52番

地１、岩手トヨペット株式会社遠野支店、支店

長佐々木定則。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いい

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。２番瀧本孝一君。 

○２番（瀧本孝一君）  この３つの議案が承認

されれば、15台のスクールバスが一気にふえる

ということになりますけども、運転手の確保な

んですけれども、それぞれ参入できる業者は９

社と伺いましたけれども、その中でも希望する

業者、しない業者がいるようですが、運転手の

確保はそれぞれの業者だとは思うんですけれど

も、現在委託を受けている業者さんでも非常に

運転手の確保に悩んでいるところがあると聞い

てます。 

 それで、運転手の確保、バス運行業務に参入

しやすいような条件といいますか、早い話が人

件費の問題なんですけども、それは当然委託業

者の責任ではあると思うんですが、どうも厳し

いという現状を聞いております。朝と夕方とい

う時間規制、束縛があるわけですけども、それ

にしてもまず１日家にいなければならないと、
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間が抜けてもと。ましてや、その交代要員を含

めれば15台でも二十五、六人は必要じゃないか

なと、全体でというふうに聞いておりますけど

も、その辺の対処といいますか、見通しといい

ますか、４月からの運行に向けてそういう教育

委員会としての対応はどのようなものか伺いま

す。 

○議長（新田勝見君）  飛内教育部長。 

○教育部長（飛内雅之君）  運転手の雇用が大

変だと、ここについては参加する業者を含めて、

そこを含めながら参加できるか、どのくらいの

範囲内でできるかっていうことで、調査、会議

をしてるところでございます。 

 それで、今既にスクールバスが動いていると

ころの業者が、人件費等大変だということのお

話だと思うんですけれども、うちのスクールバ

スについては、市営バスの運転の積算根拠を準

用をして使わせていただいております。 

 あとその後入札になりますから、その中で一

応積算根拠は適正な額でやってると思ってます

けども、あとは入札の中での云々はあるんでし

ょうけども、それについては教育委員会がス

クールバス、市営バスに準拠して積算してると

いうことです。 

○議長（新田勝見君）  ２番瀧本孝一君。 

○２番（瀧本孝一君）  市営バスの運転基準を

根拠にしてるといいますけれども、しからば普

通の中型バス、マイクロバス、ワゴン車の区分

で、その運転の経費の違いっていうのがあるん

ですか。委託経費の違いはありますか。 

○議長（新田勝見君）  飛内教育部長。 

○教育部長（飛内雅之君）  現在でも中型とマ

イクロ、小型バスは走っておりますけども、そ

れについての積算根拠については、違いという

のはございません。 

○議長（新田勝見君）  そのほか質疑ございま

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87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87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87号財産の取得についてを採

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87号財産の取得

については、原案のとおり決定いたしました。 

────────────────── 

   日程第７ 議案第88号財産の取得につい

て   

○議長（新田勝見君）  次に、日程第７、議案

第88号財産の取得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。及川

副市長。 

   〔副市長及川増德君登壇〕 

○副市長（及川増德君）  議案第88号財産の取

得についてを説明いたします。 

 小学校及び中学校に学校給食を配送するため、

トラックを取得しようとするもので、地方自治

法第96条第１項第８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または処分に関す

る条例第３条の規定により、議会の議決を求め

るものでございます。 

 取得する目的、小学校及び中学校に学校給食

を配送するため。 

 取得する財産、学校給食配送用トラック５台。 

 取得の方法、指名競争入札。 

 取得金額、2,191万3,500円。 
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 取得の相手方、遠野市松崎町白岩地森40番地

の２、有限会社遠野車輛工業代表取締役社長

佐々木定雄。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いい

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。13番菊池邦夫君。 

○13番（菊池邦夫君）  議案の説明は、聞いて

反対するものではありませんが、実は先ほどの

物品の有効活用という思いで、ある議員も発言

されていた分があるんですが、今回の５台とい

うのは、小学校、中学校全校に対する５台で対

応できるんだという理解なのか、それともやっ

ぱりいろいろな予備車という分で現在使われて

いるものも利活用するんだよというあたり、そ

の辺の運用の仕方を確認します。 

○議長（新田勝見君）  菊池経営企画部長。 

○経営企画部長（菊池武夫君）  配送につきま

しては、今回建設中の総合食育センターにおき

まして、学校給食の調理業務と配送業務をあわ

せて業者に委託しようというふうに今進めてお

りまして、そのコースをつくった上で、この５

台ということになってましたので、はい。 

○議長（新田勝見君）  13番菊池邦夫君。 

○13番（菊池邦夫君）  ５台についてはわかっ

てますが、たまたま先ほどの全協の中で、遠野

コースというのが生徒数が多いのに、２トント

ラック１台で対応するというような中身になっ

てるもんですから、これは２コース、３コース

同じコースで展開するとすれば、台数が大丈夫

かなという分もあってお聞きしたわけです。お

願いします。 

○議長（新田勝見君）  菊池経営企画部長。 

○経営企画部長（菊池武夫君）  例えばコース

は、今御質問のコースは、総合食育センターを

出発して、遠野小学校に行きます。次にまた総

合食育センターに戻って積み込んで、今度は北

小学校に行きます。また戻ってきて食育セン

ターで積み込んで来て、遠野中学校に行くとい

うふうなコースで考えてまして、２トンで間に

合うということです。 

○議長（新田勝見君）  そのほか質疑ございま

せんか。８番荒川栄悦君。 

○８番（荒川栄悦君）  ちょっと全協で示され

たこのトラック仕様のところを見ますと、全長

が6,500で、全高が２種類出てるんですが、こ

ういうこれは２トン、３トンの違いで約80セン

チも高さが違う車があるんですか。 

○議長（新田勝見君）  環境整備部長。 

○環境整備部長（立花恒君）  先ほどお配りし

ました裏面の仕様、２トン、３トンとも同一規

模、同一排気量、同一高さというようになって

ございます。ただ、積載量の基準が違うという

ことで、多分シャーシが違うのかなというふう

に思ってます、仕様はどっちも一緒です。 

○議長（新田勝見君）  ８番荒川栄悦君。 

○８番（荒川栄悦君）  ちょっとこれで質問一

つなくなるのだけども、全高が２種類書いてあ

るんですよ。これ同じ仕様ではないですよね。 

○議長（新田勝見君）  環境整備部長。 

○環境整備部長（立花恒君）  大変失礼しまし

た。記載している仕様の中で、全高2,200と書

いてます。これは全幅、幅の間違いですので、

訂正しておわびしたいと思います。 

○議長（新田勝見君）  ８番荒川栄悦君。 

○８番（荒川栄悦君）  大きさは全部一緒と。

その中で重量が違うということですが、これは

積載重量が違うんだけど、同じサイズだと、エ

ンジンも皆一緒だと。じゃあ、その値段の差が

どこから出てきてるのかだけを確認して終わり

ます。 

○議長（新田勝見君）  よろしいですか。環境

整備部長。 

○環境整備部長（立花恒君）  ２トントラック

と３トントラックの違い、先ほど寸法等は同じ、

あるいはその形態も同じと言いましたけども、

違いは当然積載量が違います。車両の重量、タ

イヤのサイズが違っていると。そのために、ち

ょっと値段が違うというようなことです。 

 あとちょっと車の内部の仕様までは把握して

ございませんけども、いずれ外観的には重量と

タイヤのサイズが違うと。 
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○議長（新田勝見君）  そのほか質疑ございま

せんか。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88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88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88号財産の取得についてを採

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88号財産の取得

については、原案のとおり決定いたしました。 

────────────────── 

   日程第８ 議案第89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）  次に、日程第８、議案

第89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。及川

副市長。 

   〔副市長及川増德君登壇〕 

○副市長（及川増德君）  議案第89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

てを説明いたします。 

 角田直樹委員の任期が平成24年11月25日で満

了となるので、同氏を再び任命しようとするも

のであります。ついては、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、議会の同意を求めるものであります。 

 住所、遠野市松崎町白岩９地割51番地３。氏

名、角田直樹。生年月日、昭和40年８月11日。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いい

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89号は人事

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。 

 お諮りいたします。議案第89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、

原案のとおり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89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、原案のとお

り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24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０時15分 閉会   


