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平成23年２月25日（金曜日） 

────────────────── 

議事日程 第１号 

平成23年２月25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１号 平成22年度遠野市一般会計

補正予算（第４号）の専決処分に関し承

認を求めることについて 

第６ 議案第２号 平成22年度遠野市一般会計

補正予算（第５号） 

第７ 議案第３号 平成22年度遠野市国民健康

保険特別会計補正予算（第３号） 

第８ 議案第４号 平成22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５号 平成22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６号 平成22年度遠野市下水道事

業特別会計補正予算（第４号） 

第11 議案第７号 平成22年度遠野市水道事業

会計補正予算（第３号） 

第12 議案第８号 遠野市遠野文化研究センター

条例の制定について 

策13 議案第９号 遠野市民センター条例の一

部を改正する等の条例の制定について 

第14 議案第10号 遠野市が設置する一般廃棄

物処理施設に係る生活環境影響調査結果

の縦覧等の手続に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 

第15 議案第11号 遠野市火葬場条例の一部を

改正する条例の制定について 

第16 議案第12号 遠野市国民健康保険条例の

一部を改正する条例の制定について 

第17 議案第13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18 議案第14号 遠野市水道事業給水条例の

一部を改正する条例の制定について 

第19 議案第15号 遠野市営牧野条例の一部を

改正する条例の制定について 

第20 議案第16号 岩手県市町村総合事務組合

規約の一部変更の協議について 

第21 議案第17号 市道路線の廃止について 

第22 議案第18号 市道路線の認定について 

第23 議案第19号 平成23年度遠野市一般会計

予算 

第24 議案第20号 平成23年度遠野市国民健康

保険特別会計予算 

第25 議案第21号 平成23年度遠野市後期高齢

者医療特別会計予算 

第26 議案第22号 平成23年度遠野市介護保険

特別会計予算 

第27 議案第23号 平成23年度遠野市ケーブル

テレビ事業特別会計予算 

第28 議案第24号 平成23年度遠野市農業集落

排水事業特別会計予算 

第29 議案第25号 平成23年度遠野市下水道事

業特別会計予算 

第30 議案第26号 平成23年度遠野市水道事業

会計予算 

第31 議案第27号 遠野市特別職の職員の給与

に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

第32 議案第28号 遠野まちなか再生地区（仮

称）観光交流センター新築工事の請負契

約の締結について 

第33 議案第29号 平成22年度遠野市一般会計

補正予算（第６号） 

────────────────── 

   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１号平成22年度遠野市一

般会計補正予算（第４号）の専決処分に
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関し承認を求めることについてから、 

  日程第33 議案第29号平成22年度遠野市一

般会計補正予算（第６号）まで。 

  （提案理由の説明、特別委員会付託） 

４ 散  会 

────────────────── 

出席議員（19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

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（１名） 

10 番  瀧 澤 征 幸 君

────────────────── 

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 

副 市 長  及 川 増 德 君 

経営企画室長兼総務部長  平 野 智 彦 君 

健康福祉部長  山  尾  幸 司 郎 君 

産業振興部長  運 萬  勇 君 

農業活性化本部本部長  菊 池 武 夫 君 

農業活性化本部畜産担当部長  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 

文 化政策 部 長  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  菊 池 林 蔵 君 

消 防 長  奥 寺 啓 蔵 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 

────────────────── 

   午前10時00分 開会・開議   

○議長（新田勝見君）  おはようございます。

御苦労さまです。これより平成23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。 

 本日の欠席の届け出議員は、10番瀧澤征幸君

であります。 

────────────────── 

   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１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２件及び平成22年度定期監査

結果報告書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ので、御了

承願います。 

 次に、平成22年12月１日から平成23年２月22

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ので、御了承願いま

す。 

 次に、平成22年12月遠野市議会定例会におい

て可決されましたＴＰＰ交渉に関する意見書及
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び子ども手当財源の地方負担に反対する意見書

につきましては、平成22年12月10日付で内閣総

理大臣を初め、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、７番照井文雄君、８番荒川

栄悦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22日午前10時から議会運営委員会を

開催し、平成23年３月遠野市議会定例会の会期

を、本日２月25日から３月10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

明をさせていただきます。 

 本日25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が行われま

す。その後、議案第１号平成22年度遠野市一般

会計補正予算（第４号）の専決処分に関し承認

を求めることについてから、議案第29号平成22

年度遠野市一般会計補正予算（第６号）までの

29議案、内訳は補正予算８件、条例９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。本

会議終了後、予算等審査特別委員会を開会し、

正副委員長を互選いたします。 

 ２月26日及び27日の２日間は、休日のため休

会となります。 

 ２月28日及び３月１日の２日間は一般質問を

行います。一般質問の通告は10名であります。 

 ３月２日及び３日の予算等審査特別委員会は、

議案第１号から議案第７号まで及び議案第27号

から議案第29号までの補正予算等10議案の審査

に当てます。 

 ３月４日は午前10時から本会議を再開し、補

正予算等の10議案について予算等審査特別委員

長の報告・質疑・討論・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８号から議案第26号ま

での19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５日及び６日は休日のため休会となりま

す。 

 ３月７日から９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７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10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、今期定

例会の会期は本日から３月10日までの14日間と

いたしたいと思います。これに御異議ございま

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10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）  施政方針演述に先立ち

まして、このほどニュージーランド地震被害に
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ついて一言お見舞いを申し上げます。 

 この２月22日に、長年にわたり遠野高校が交

流を行っておりますニュージーランド・クライ

ストチャーチ市付近を震源とする強い地震が発

生しました。多くの人々や建物等へ甚大な被害

の状況が刻々と伝えられております。被災され

た皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、

お亡くなりになりました皆様に謹んで御冥福を

お祈りいたします。また、行方不明となられて

る方々が一刻も早く救助されますことを、そし

てまた、クライストチャーチ市が復興されます

ことを心から御祈念を申し上げます。 

 クライストチャーチ・カシミア校との交流は、

遠野高校情報ビジネス校が、平成５年から17年

もの長きにわたって交流を続けている当市との

深い縁もあるわけでありまして、一日も早くの

救助と復興を心から願わずにはいられません。

改めてそのことを申し上げたいというように思

っているところであります。 

 それでは、施政方針演述に入らせていただき

ます。 

 本日ここに、平成23年３月遠野市議会定例会

が開会されるに当たり、平成23年度の市政運営

について、私の所信の一端を申し述べ、議員各

位並びに市民の皆様の御協力と御理解をお願い

申し上げます。 

 今から100年もの昔、『遠野物語』に記され

た遠野郷が平成の大合併により、新遠野市とし

て再生して５年が経過しました。 

 いにしえよりはぐくまれ、継承されてきた麗

しい郷土と地域間の個性の融合と発展を目指し、

平成18年６月に「遠野市総合計画基本構想」を、

同年９月に「前期基本計画」を策定し、「永遠

の日本のふるさと遠野」を将来像に掲げ、住民

主体の地方自治の実現に向け、「市民との協働

による地域づくり」を積極的に進めてまいりま

した。 

 市民との協働による地域づくりの成果の一つ

として、「遠野遺産認定条例」に基づく、埋も

れていた地域文化遺産の掘り起こしと、「みん

なで築くふるさと遠野」推進事業を活用した地

域の保存・整備活動により、遠野固有の文化に

視点を置いた市民協働の意識が醸成され、昨年

の『遠野物語』発刊100周年を記念する多くの

事業への市民の参画と盛り上がりにつながった

ものと受けとめているところであります。 

 行政と市民の連携や市民相互がともに支え合

う環境の創出、いわゆる市民協働による地域の

「絆」の広がりと定着を柱の一つに据え、推進

してきた前期基本計画の「想い」が一つの

「形」として花開いた事例であり、これまでの

市民一人ひとりの取り組みに、心より経緯を表

する次第であります。 

 さて、現在の本市の状況を見ますと、平成22

年10月に実施した国勢調査の速報値では、本市

の人口は３万人を割り、２万9,338人となりま

した。平成17年10月の合併時から、５年間で2,

064人の減少となっております。人口減少・高

齢化問題は避けて通れない現実ではありますが、

交流・定住人口の拡大策、企業誘致による雇用

の拡大策、母子・子育て支援策による県内13市

トップの合計特殊出生率1.86の実績の維持・向

上の取り組みや地域における高齢者の活躍の場

づくりなど、小さくてもきらりと光る元気と活

力がみなぎるまちづくりを進めてまいります。 

 さらに、人口減少社会を見据えた、効率的な

地域経営が求められています。本市では、平成

21年12月に策定した遠野市第三セクター等地域

経営改革指針に基づき、昨年２月に遠野市進化

まちづくり検証委員会を設置し、第三セクター

７団体、財団法人２団体、任意団体１団体の計

10団体について検証を進め、今月９日にこの一

年に及ぶ検証結果の報告をいただきました。結

果は、出資の引き揚げ１団体、抜本的見直し８

団体、一部見直し１団体という厳しい内容であ

りました。 

 あわせて、「各団体の自立も重要であるが、

むしろ互いの連携を強化する形で市全体の仕組

みを変える必要がある」との貴重な提言もいた

だきました。 

 また、この報告は、昨年６月に設置した20

代・30代の若手市民で構成する遠野スタイル青
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年会議の議論も踏まえて、審議会、関係機関・

団体、市参加の協議会等のあり方について、対

象団体257団体中97団体（約38％）の見直しに

ついての提言等もいただいております。 

 市では、この報告を真摯に受けとめ、速やか

に今後の第三セクター等の見直しの行動計画と

なる『遠野スタイル自立・連携行動プラン』を

策定し、第三セクター等の見直しについて、関

係団体と真剣な協議を重ねながら、地域総合力

が真に地域経営の改善につながる仕組みづくり

を推進してまいります。 

 また、本市を取り巻く状況も大きく変わって

まいります。着実に工事が進んでおります東北

横断自動車道釜石秋田線の整備は、平成24年度

に東和・宮守間、その３年後の27年度には、遠

野インターチェンジまで供用開始されることが

国土交通省東北地方整備局から正式に公表され

ました。このことは、５年後の本市を取り巻く

経済活動、地域医療、交流人口など、あらゆる

分野に大きな波及効果をもたらすものと期待す

るところであります。 

 こうした状況を踏まえ、前期基本計画におい

て積み重ねてきた施策をさらに発展させ、一つ

一つの「想いを形に」するため、平成23年度か

ら27年度の５カ年を期間とする後期基本計画を

昨年11月に策定いたしました。 

 後期基本計画の策定に当たっては、昨年４月

の過疎地域自立促進特別措置法の一部改正にい

ち早く対応し、９月策定の遠野市過疎地域自立

促進計画を後期基本計画の先行計画に位置づけ、

地域雇用の創出と地域経営の改革を優先課題と

した自立促進に向けた過疎対策を計画に盛り込

みました。 

 また、毎年開催しております「市長と語ろう

会」や「現地視察」、各分野の審議会や市民懇

談会等々、市民の皆様との直接対話を通じての

意見・提言を反映し、「百年の縁を100年続く

絆に」を後期基本計画推進のテーマに据え、16

の政策、44の施策、総額245億3,000万円に上る

134の主要な事業にまとめました。さらに、各

種施策や事業の推進と厳しい財政状況に対応し

た財政の健全運営、安定した財政基盤の維持と

財源の確保を図るため、後期基本計画に連動し

て、第二次遠野市健全財政５カ年計画を策定し

たところであります。 

 さて、我が国の状況を見ますと、政府が示し

た平成23年度の予算案では、成長と雇用や国民

の生活を重視し、「新成長戦略」に基づき「元

気な日本復活予算」とし、一般会計総額を92兆

4,116億円計上しております。 

 また、地方の財源不足の状況を踏まえ、地方

交付税の加算を１兆500億円行うことで地方の

一般財源の総額を適切に確保するとしておりま

す。県においては、本年４月に行われる統一地

方選挙を控え、平成23年度当初予算案を骨格予

算として6,816億円を計上し、新規事業や政策

的な事業は、６月補正予算として編成すること

としております。 

 本市では、少子化対策、子育て支援を市の最

重要課題と位置づけ、平成21年３月に制定した

県内初の子どもの権利条例「遠野市わらすっこ

条例」の普及啓発と、「遠野わらすっこ基金」

の設置や「少子化対策・子育て支援総合プラ

ン」に基づく事業の着実な推進を図ってまいり

ました。 

 国では、「次代の社会を担う子ども一人ひと

りの育ちを社会全体で応援する」との目的のも

と、平成22年度から一年間の時限立法で制度化

された子ども手当でありますが、平成23年度の

継続を目的に、１月28日の閣議決定を経て、今

国会に法案が提出され、全国の地方自治体で大

きな波紋を呼んでおります。 

 子ども手当の費用負担に関しては、全額国費

負担で実施するとしていましたが、平成22年度

同様、地方負担を前提とした継続を一方的に進

めております。 

 厚生労働省の調査によると、子ども手当支給

額の使途の42％が貯蓄や保険料に回されたとの

アンケート結果が出ており、少子化対策や経済

的な効果は低いとの評価もあります。 

 本市が厳しい財政状況の中、これまで展開し

てきた少子化対策、子育て支援の独自政策を思
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うとき、当初予算の編成作業に当たっては、い

わゆる地方負担額計上の見送りも検討したとこ

ろであります。 

 この制度については、国と地方とが丁寧な議

論を重ね、相互の信頼関係のもと、支給額の妥

当性の検証とあわせ、政策効果が見える手当て

として位置づけられることを望むものでありま

す。 

 平成23年度当初予算編成におきましては、遠

野市総合計画後期基本計画に登載している事業

を積極的に計上し、市民生活の充実と活力ある

まちづくりに向けて、「元気が出る10のプロジ

ェクト」を中心に推進することとし、「想いを

形に 遠野の元気創造予算」として、一般会計

予算の総額は、前年度比8.9％増の191億5,400

万円と、過去最高額の編成となりました。 

 予算の特徴としては、「わらすっこプラン・

少子化対策・子育て総合支援の充実」、「安

心・安全な生活環境の整備促進」、「タフ・ビ

ジョン推進による農業振興」、「中心市街地の

活性化と文化によるまちづくり」、「観光地域

づくりプラットホームによる着地型観光の推

進」、「地域連携型による雇用の創出」などの

８つの視点に重点を置き、「政策課題の的確な

対応」と「健全財政の取組強化」を基本とし、

さらなる創意と工夫により、最小の経費で最大

の行政効果が得られるように取り組んでまいり

ます。 

 歳入では法人市民税の増収が見込まれること

から、市税全体で1.1％増の22億1,196万9,000

円を計上しました。地方交付税は5.5％増の79

億1,031万6,000円、臨時財政対策債が40.2％減

の５億4,600万円を見込んでおります。また、

市税等の徴収強化、未利用市有地の積極的な処

分、新たに整備される斎場の利用について適正

な負担を求めるなど、自主財源の確保にも努め

てまいります。 

 歳出にあっては後期基本計画の着実な推進、

第二次経営改革大綱など健全財政の取り組みと

の整合性を図りながら経常的経費の見直しを行

い、経常収支比率を86.1％と見込みました。そ

の上で雇用の確保・拡大、総合防災センター整

備事業、とおの昔話村整備事業、遠野中学校改

築整備事業等に重点的に配分を行っております。 

 それでは、遠野市総合計画・基本構想の５つ

の大綱ごとに、後期基本計画に基づく平成23年

度の主要な施策について申し上げます。 

 第１に、自然を愛し共生するまちづくりにつ

いて申し上げます。 

 まずは、自然と共生する環境づくりでありま

す。遠野郷の四季を彩る自然や山里、農村の景

観は清らかな環境により形成されており、遠野

市民のかけがえのない財産として未来に受け継

ぐため、「遠野市環境基本計画」に基づいた施

策を推進してまいります。地球温暖化防止対策

として太陽光発電設備設置助成を新設し、市民

一人ひとりが考え行動する遠野型環境調和社会

を目指すとともに、猿ヶ石川水系の水質改善に

取り組み、サケなどの多様な魚類が回帰する良

好な河川環境の創出・促進に努めます。 

 さらに、４市町で構成する岩手中部広域行政

組合の焼却処理施設が、平成27年10月から供用

開始することから、ごみ処理中継施設の整備及

び清養園の活用について検討を進めるとともに、

ごみの分別による減量化・資源化を推進し、ご

みの搬送コスト軽減に向け取り組んでまいりま

す。 

 次に、快適な居住環境の形成についてであり

ます。 

 都市計画においては、暮らしやすい中心市街

地の形成や潤いのあるまちづくりを進めるとと

もに、新たな都市計画マスタープランの平成24

年度の策定に向け取り組みます。 

 人間の尊厳の場にふさわしいぬくもりと安ら

ぎのある斎場を、本年５月に供用開始いたしま

す。 

 稲荷下第２地区土地区画整理事業の推進を図

るとともに、地場産業の振興を視点に遠野産材

を豊富に使った稲荷下公営住宅９棟12戸を整備

いたします。また、老朽化した八幡市営住宅を

改修し、月額5,600円の低家賃で高齢者等が安

心して生活できる住宅として２棟10戸を整備し
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ます。 

 さらに、地域経済の活性化を目的とした個人

住宅の水洗化や子育て世代向けのリフォーム支

援策「快適住マイル応援事業」を継続し、浄化

槽設置の普及啓発もあわせて、市民の快適な居

住環境の向上に努めてまいります。 

 水道事業につきましては、「遠野市水道ビジ

ョン」に基づき、水源の適正保全、老朽施設の

計画的改修、普及推進を柱とし、安全でおいし

い水の安定供給に努めます。 

 下水道につきましては、公共下水道稲荷下第

２地区の整備の継続と蓬田地区の整備、浄化槽

の普及推進を推進します。 

 次に、道路交通基盤の充実についてでありま

す。 

 道路整備につきましては、東北横断自動車道

釜石秋田線の遠野までの早期開通と釜石までの

全線開通に向け、関係機関への要望活動を強力

に展開してまいります。土淵バイパスの整備に

つきましては、全線開通は平成26年度の予定で

すが、平成23年度には遠野側から県道土淵達曽

部線の交差点までの約１キロメートルが供用開

始されます。一般国道340号立丸峠のトンネル

化については、整備促進懇談会を構成する宮古

地域との連携により一層の要望活動を展開し、

遠野広域経済圏の形成を目指します。 

 また、「生活に身近な道づくり事業」として、

市道７路線の整備を行います。 

 総合交通対策につきましては、市民の生活交

通の維持を目的とし、これまでの事業の効果を

検証しながら、新たな交通システム導入への具

体化を進めます。 

 次に、安心・安全な地域づくりについてであ

ります。 

 市民の財産と生命を守る拠点として新消防庁

舎の建築工事を、平成24年８月の供用開始に向

けて推進します。 

 さらに、昨年２月に東北地方整備局の防災基

盤の効果的な整備と連携強化取組推進プロジェ

クトチームにおいて、遠野運動公園周辺が広域

防災拠点に位置づけられたことから、三陸地域

地震災害後方支援や災害時の市民避難拠点、市

民の健康増進施設として、多目的利用施設整備

の具体化を進めてまいります。また、まちまる

ごと防災事業として消防設備の整備充実を図り、

消防団員の加入促進と育成体制強化に努めるほ

か、現在75地区に組織された自主防災組織の育

成と支援を推進し、地域連携による防災力の向

上を図ってまいります。 

 防犯・交通安全については、関係機関・団体

との連携のもと一体的な取り組みを展開し、犯

罪や事故のない安心・安全な地域づくりを進め

てまいります。 

 消費生活相談業務については、本年４月から

消費者の苦情相談等に対応する消費相談窓口を

市に設置し、相談業務の充実に努めてまいりま

す。 

 地域情報化の推進では、本年７月の地上デジ

タル放送完全移行に対応した受信環境の提供や

情報通信基盤の有効性の周知を図り、遠野テレ

ビ未加入者の加入を促進し、より豊かな情報環

境と安心・安全につながるネットワークの充実

を図ります。 

 第２として、健やかに人が輝くまちづくりに

ついて申し上げます。 

 まずは、健康づくりの推進についてでありま

す。 

 市民の生活習慣病や疾病予防のため、健康教

育や特定健診、各種がん検診を実施するととも

に、受診率の向上を図り、疾病の早期発見・早

期治療による市民の健康保持に努めます。 

 また、今年度策定の遠野市食育推進計画に基

づき、児童生徒を対象とした食育推進事業の実

施や健康づくりサポーターとの協働による生活

習慣の改善活動の充実、平成25年度供用開始予

定の「総合食育センター」を拠点とした新たな

食育環境と普及啓発体制の構築を進めてまいり

ます。 

 母子保健においては、歯科検診、子宮がん検

診、定期妊婦健康審査14回の無料対応とその通

院費助成を継続するほか、出産後の家庭訪問、

保健指導による産婦の不安解消などの育児支援
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を図ります。 

 さらに、助産院で行うモバイル遠隔妊婦健診

の安定運用と利用促進を図るため、県の周産期

医療情報ネットワークを活用した体制の充実と

救急搬送体制の強化など安心・安全な支援体制

の確保に努めます。 

 育児期における子どもの健やかな成長と母親

へのきめ細かな育児支援を行うため、医療機関

や子育て支援センターなどと連携して乳幼児健

康診査や育児相談、健康教育を実施します。 

 また、ヒブワクチンや小児用肺炎球菌ワクチ

ンの予防接種に新たに子宮頸がん予防ワクチン

を追加し、子どもたちの命を守る予防接種事業

の充実を図ります。 

 市民の健康増進と維持を目的とした健康づく

り総合プログラムを柱に地域ＩＣＴ遠野型健康

増進ネットワークの事業の推進を図ります。各

地区センターと自治集会施設を地域の健康づく

りの拠点として遠隔医療システム等の最新技術

とネットワークを活用しての健康チェック、運

動習慣、食生活の改善や疾病予防に取り組むコ

ミュニティーの形成を図ってまいります。 

 また、平成28年開催の岩手国体のサッカー競

技少年男子の会場に内定していることから人工

芝グラウンドを初め、競技会場の整備に向けた

具体化を進めます。 

 次に、地域福祉の充実についてであります。 

 保健、医療、福祉に関する相談や申請などに

迅速に対応するため、遠野型地域包括支援シス

テムを推進し、遠野市社会福祉協議会、民生児

童委員、自治会、ボランティアとの連携のもと、

行政と団体、そして、地域が一体となった福祉

のまちづくりを進めます。 

 特にも、昨年１月に策定した「災害時要援護

者避難支援プラン」に基づき、高齢者や障害者

などの要援護者への日常の見守りや災害時の安

否確認体制の強化に向けた支援を図ります。 

 高齢者を対象とした運動教室や各種講座を通

じ、できるだけ介護状態とならない体力維持や

知識の普及啓発に努めるとともに、在宅で生活

する高齢者への日常生活のサービス提供と住み

なれた地域で安心して生活を送るための支援を

行います。 

 さらに、増加傾向にある施設入所待機者の解

消に努め、要介護者やその家族の生活・介護に

かかる負担軽減のため、「第四期介護保険事業

計画」に基づき、特別養護老人ホームの増床・

整備について市内社会福祉法人と連携し、対応

してまいります。 

 障害者福祉については、「遠野市地域福祉計

画」及び「遠野市障害者基本計画」に基づき、

障害について理解し、差別や偏見のない、思い

やりと支え合いの共生社会の実現を目指した障

害福祉施策に取り組みます。 

 自殺予防対策については専門相談員を新たに

配置し、相談体制を充実するとともに、自殺の

原因とも言われる「うつ病」の早期治療に向け

た積極的な啓発活動に取り組みます。 

 後期高齢者医療制度は、平成26年３月に向け

見直されることから、高齢者が医療を受けるこ

とが抑制されないよう十分な議論を期待するも

のであります。 

 国民健康保険については、今年度策定した中

期財政見通しに基づき、基金の運用などにより、

健全運営の堅持に努めます。 

 保険・医療・福祉が連携しての包括的な疾病

予防対策、多重受診者への指導強化による医療

費の抑制や納税義務者の実態把握、負担能力等

を勘案した適性賦課と平準化に努めます。 

 また、国の動向にも注視しながら、将来の税

率の改正も視野に入れた検討もしてまいります。 

 次に、子育て総合支援の推進についてであり

ます。 

 少子化対策・子育て支援につきましては、

「少子化対策・子育て支援総合プラン」に基づ

き、今年度策定した「子どもの権利教育推進プ

ログラム」の取り組みとして、学校教育で「遠

野市わらすっこ条例」を教材とした子どもの権

利学習を、さらに、保育形態の多様化に対応し

た保育環境の充実を図るとともに、市内全地区

に整備した児童館や児童クラブ活動の充実と健

全育成に努めます。 
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 特にも、平成23年度の子育て支援策として、

小学生医療費給付助成を現行の３分の１から２

分の１に拡大するほか、「母子家庭自立生活支

援事業」を実施し、母子家庭の母親が就労に必

要な知識や技能の習得に係る経費の助成を行い

ます。 

 第３として、活力を創意で築くまちづくりに

ついて申し上げます。 

 まずは、農畜林業の振興についてであります。 

 国内農産物の生産体制や農家の存続にかかわ

るＴＰＰ問題などの社会経済情勢の動きや農業

者戸別所得補償制度の本格実施など、国の農業

政策の動きに的確に対応しながら、昨年３月に

策定した遠野市農林水産振興ビジョンの実現に

向けた事業の具体的推進を図ります。農業委員

会、農林振興センター、普及サブセンター及び

ＪＡ等の関係機関・団体との連携をさらに強化

していくとともに、農業振興アドバイザーによ

るきめ細かな農家への支援を展開します。 

 生産振興については、農地の有効活用とＡＳ

Ｔパワーアップ事業による高収益農家の拡大を

図るとともに、遠野ふるさとあぐりスクール事

業として、国内外への農業研修助成制度を新た

に設定するなど新規就農者の確保と農業後継者

の育成を促進します。 

 地産地消を推進するため、「産直かみごう」

の整備を図るとともに、総合食育センターへの

地元産食材の供給体制の構築と仕組みづくりを

進めます。 

 また、足腰の強い農業を推進するため、農業

生産基盤の整備、担い手の育成や営農支援を進

めるとともに、遠野市堆肥センターを中心とし

た耕畜連携農業及び低コスト農業の推進、販売

ルートの拡大などに積極的に取り組みます。 

 畜産振興については、本市は肉用牛の繁殖、

酪農等豊富な草資源を利用する生産体系をとっ

ており、市内農業生産額に占める割合から見て

も重要な産業であります。 

 公共牧場の草地の荒廃化や農業従事者の高齢

化など、生産基盤の衰退が進んでおり、対策が

急務となっています。公共牧場の放牧機能向上

のための草地基盤整備やキャトルセンターの整

備に取り組み、遠野市畜産振興公社を中核とし

て生産農家の労力支援の充実と品質の向上を図

り、地域特性を生かした新たな生産体系の確立

に努めます。 

 また、遠野産牛の銘柄確立のため、優良繁殖

用雌子牛の導入及び自己保留を促進するととも

に、粗飼料価格の高どまり等厳しい経営状況が

続いていることを考慮し、放牧料金軽減のため

の助成措置を23年度も継続してまいります。 

 馬の里経営については、競走馬部門を完全民

営化に移行しての競走馬育成調教施設の運営と

あわせて、遠野市畜産振興公社の抜本的見直し

を図り、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を進め、総合的な拠

点施設として再構築します。 

 次に、林業の振興については、「里山美林の

推進」、「林業・木材・住宅産業の振興」、

「低炭素社会への取り組み」を重点振興策とし

て位置づけて取り組みます。 

 里山美林の推進では、路網整備の促進、除間

伐等再造林の推進を図るほか、松くい虫被害の

早期発見と駆除等に取り組んでまいります。 

 林業・木材・住宅産業の振興では、協同組合

森林のくに遠野・協同機構を中心とした木工団

地の経営支援と新商品開発及び販売促進支援を

強化し、遠野産材の需要拡大に努めます。 

 また、遠野市の貴重な馬搬技術の継承を支援

するため、間伐材の搬出に積極的に活用するな

ど、馬事文化の保存・伝承にも取り組みます。 

 さらには、国の「森林・林業再生プラン」に

基づき、計画的な森林経営システムの管理運営

を行う日本型フォレスターの育成や林業技術者

の養成を目的とした公設林業大学校構想につい

て調査・検討を進めます。 

 なお、本年７月に、本市で全国森林サミット

が開催されます。「国際森林年」としてふさわ

しい取り組みを行ってまいります。 

 次に、商工業の振興についてであります。当

市における経済・雇用の状況は回復基調にある

というものの、雇用形態は非正規社員での雇用
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が中心で、依然として厳しい状況が続いていま

す。市内における雇用の場の創出と安定は喫緊

の最重要課題であり、ふるさと雇用再生特別基

金事業や緊急雇用創出事業の活用、中小企業雇

用安定助成金制度の人件費補助など、労働者と

地元企業への支援を継続し、コミュニティビジ

ネス等の起業化や企業の新分野進出の支援、産

学官民連携による共同研究の推進を図るととも

に、遠野東工業団地を始め、宮守町や学校跡地

の遊休施設等の利活用も視野に入れた企業誘致

を緊急かつ重点事項と位置づけ、積極的に展開

し、雇用の確保に努めます。 

 商業の振興につきましては、中心市街地活性

化基本計画に基づく駅前周辺の再整備に着工し、

平成24年には旧ＪＡビルを（仮称）「まちおこ

しセンター」として改修、駅正面には（仮称）

「観光交流センター」を新築オープンし、遠野

商工会等の関係団体の集積と連携強化による商

店街の活性化や空き店舗対策等に取り組みます。 

 また、中心市街地の中核施設「とぴあ」は、

商業ビルとしての活力を維持するための対策を

講じてまいります。 

 次に、観光と交流のまちづくりについてであ

ります。 

 『遠野物語』発刊100周年の取り組みを今後

の観光振興に結びつける施策を展開してまいり

ます。 

 観光庁からモデル地域として位置づけられた

「観光地域づくりプラットホーム」の取り組み

を通じて、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の有効性の検証、

人材育成等について検討してまいります。 

 また、平成24年度の東北横断自動車道釜石秋

田線東和・宮守間の開通による影響も見据え、

宮守町の観光交流人口拡大に向けたにぎわい創

出対策を講じてまいります。定住促進では、

で・くらす遠野サポート市民会議や関係機関等

と連携を密にして定住者の受け入れ活動を展開

します。 

 地域間交流の推進については、友好都市熊本

県菊池市、宮崎県西米良村及び大府市の市村民

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ます。 

 第４として、ふるさとの文化をはぐくむまち

づくりについて申し上げます。 

 まずは、ふるさと教育の推進についてであり

ます。 

 昨年決定しました中学校再編成計画を積極的

に推進していくとともに、保育園・幼稚園から

小中学校、そして高等学校までの教育全体の総

合的な環境整備を図るため、現在、国が導入を

検討している幼保一体施設（仮称）「こども

園」の内容も踏まえての就学前教育のあり方、

中学校再編成後の学校跡地の活用などの検討に

取り組んでまいります。 

 学校跡地の活用に当たっては、学校等の教育

施設と他の公の施設を一体的に管理及び整備が

できる「学びのプラットホーム特区」を生かし

ながら、地域との協働により、地域の活性化や

コミュニティの醸成につながる活用策を検討し

てまいります。 

 学校施設の整備については、老朽化が進んで

いる遠野中学校の新校舎の建設に向け、設計に

取り組むとともに、建築工事に着手します。 

 また、青笹中学校校舎増築、遠野小学校屋内

運動場改築の実施設計を進めるとともに、小中

学校施設の適切な維持補修に努めます。総合食

育センターの整備については、安心・安全な学

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」を基本理念に掲げ、その整

備を進めてまいります。 

 次に、生涯学習の推進についてであります。 

 社会教育の充実につきましては、市民協働に

よる生涯学習環境づくりを進めるとともに、明

日の遠野を開く人材の育成を目指し、青少年の

健全育成と遠野の未来を担う子どもたちを守り

はぐくむ社会づくりに努めます。 

 芸術・文化活動の推進では、多くの市民がす

ぐれた芸術・文化に接する環境を提供し、豊か

な感性をはぐくみ、潤いのある市民生活の創造
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に努めます。 

 国際交流の推進では、市民レベルの交流の充

実を促進するとともに、国際性豊かな人材の育

成を目的に中学生・高校生の国際交流事業を支

援してまいります。 

 次に、ふるさとの文化の継承と創造について

であります。 

 昨年は、『遠野物語』発刊100周年を記念し、

市民の皆様とともにさまざまな事業に取り組み、

改めて『遠野物語』の意義や価値を再認識し、

遠野の宝として全国に発信してまいりました。 

 一連の取り組みの中から生まれた大きなうね

りやエネルギーを、しっかりとこれからの100

年につないでいくために、「遠野文化研究セン

ター」を立ち上げ、遠野の豊かな文化資源を発

掘し、育成し、調査・研究し、継承するととも

に、その成果を活用し、観光や地域産業の振興、

教育や芸術等の向上を目指しながら、元気なま

ちの創造発展に取り組んでまいります。 

 平成24年の柳田國男没後50年に向けて、「と

おの昔話村」の大規模改修を行い、体感型展示

や町家と蔵の復元、バリアフリー化を進めるほ

か、遠野の貴重な文化資源である「昔話」の価

値と魅力を伝え、語りでにぎわう「まちなか回

遊型観光」の拠点づくりを進めてまいります。 

 また、遠野で制作した作品が美術史上高い評

価を得ている陶芸家・加守田章二の陶房と周辺

の改修整備を行い、一般に公開して新たな遠野

の魅力を発信してまいります。 

 文化財の保護につきましては、国指定重要文

化財「千葉家住宅」の保護管理に関する国との

協議を進め、修復保全のための調査と地域の活

性化につながる活用の検討を進めてまいります。 

 また、土淵町山口集落の国の重要文化的景観

の選定に向けた保存調査を実施してまいります。 

 地域の絆をはぐくむ郷土芸能の保存・伝承活

動を奨励するとともに、伝統芸能文化伝承事業

により、活動に必要な物品や用具の整備を支援

してまいります。 

 図書館については、小中学校、児童館、地区

センター等への貸出図書の充実や移動図書館車

の効果的な運行に努めるとともに、まちなか図

書館の整備・検討を進め、市民が読書に親しむ

環境の整備を推進してまいります。 

 第５として、みんなで考え支え合うまちづく

りについて申し上げます。 

 まずは、住民主体のふるさとづくりについて

であります。 

 人口減少や少子高齢化など社会情勢が大きく

変化している中、今後一層、市民協働による

「地域づくり」、「人づくり」、「健康づく

り」を進めていく上で、現在の市民センターや

地区センターが、十分その機能を果たしている

のか検証する必要があると考えております。 

 あわせて地域活動専門員を順次配置し、地域

課題解決に向けた行政とのコーディネートをは

じめ、地域活動のサポートや新しいリーダーの

育成など、市民の主体的な地域課題の解決に向

けた取り組みを支援し、地域の元気再生と活性

化を図ってまいります。 

 市内の地域づくり団体をパートナーとする市

民協働事業は、地域課題の解決の手法として、

また、地域の絆と活力を生み出す事業として定

着してきました。引き続き、みんなで築くふる

さと遠野推進事業による活動支援と地区セン

ターを中心に、情報の共有と地域連携の充実に

努めます。 

 情報ネットワーク基本計画に基づき、広報や

ケーブルテレビ、市のホームページを通じて、

より早く、わかりやすい行政情報の提供と共有

を図るとともに、「市長と語ろう会」の開催や

現地視察など、現場主義の理念のもと、市民と

の対話を基本とした広報広聴活動の充実を図り

ます。 

 次に、行財政基盤の強化についてであります。 

 平成18年度に策定しました経営改革大綱に基

づき、事務事業の見直し、職員の定数管理、民

間活力の導入など233項目の改善に取り組み、

平成21年度末で204項目、約88％を達成し、約4

5億円の財政効果を得ることができました。新

たに後期基本計画に連動し、策定した第二次経

営改革大綱により、事務事業や職員定数のスリ
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ム化による効率性向上の取り組みを継続すると

ともに、市民、第三セクターを初めとする関係

機関・団体、市の３者の協働による地域総合力

が発揮できる地域経営を構築してまいります。 

 自主財源の確保に当たっては、税負担の公平

公正を図り、適正な課税と納税指導に努めます。 

 さらに、市税等収納対策本部の取り組みと岩

手県地方税特別滞納整理機構との連携を強化し

て一層の滞納整理を進めるとともに、使用目的

が終了した行政財産や利用頻度の低い普通財産

を計画的に処分し、財源の確保に努めます。市

職員の人材育成については、事務事業の効率的

な執行をはじめ、長引く社会経済の低迷、市民

ニーズの多様化など環境変化に対応できる進取

の精神を持った職員の育成に努めます。 

 また、職員の自己啓発による意識改革とさら

なるスキルアップを図り、地域活動等に進んで

参画することで、市民の視点で物事をとらえ、

組織の枠を超えた連携のもと、機動力を持って

市政課題の解決に取り組む環境づくりを進めま

す。 

 次に、行政サービスの向上については、「と

ぴあ」市民サービスコーナーの各種証明書等の

交付のほか、平日の戸籍謄・証本の交付、各種

公金収納など、サービスの継続と充実を図りま

す。 

 また、市庁舎の分庁舎化に対応し、各窓口間

の連携を強化し、市民にとって利用しやすい窓

口サービスの提供と改善に努めます。 

 公共施設の運営管理に当たっては、安心・安

全を第一とした施設管理に努めながら、適切な

コストの縮減に取り組んでまいります。 

 市有財産の活用については、旧ＪＡの建物を

はじめとする遊休施設の利活用を積極的に進め、

市民の参画をいただいている遊休市有財産活用

検討会議に諮りながら、交流人口の拡大や地域

活性化につながる活動拠点などとして、有効な

活用を図ってまいります。 

 また、現在、取得の手続きを進めております

旧盛岡地方法務局遠野支局の建物につきまして

は、歴史的価値のある文献や重要文書等を一元

管理・保管する行政文書館として活用するほか、

遠野高校情報ビジネス校の跡地など市民の皆様

との協働により、利活用方法の具体的検討を進

めてまいります。 

 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。 

 『遠野物語』の発刊から100年という悠久の

時を超え、四季折々を彩る豊かな自然や美しい

里山、農村景観に深く抱かれ、幾多の先人のた

ゆまぬ努力によってはぐくまれ、継承されてき

た固有の文化を持つ遠野は、「美しい日本のふ

るさと」の姿をとどめている希少かつ特別な場

所として、その魅力が認められ始めています。 

 この大切な文化を市民の幸福と元気創造のた

めに活用することこそ、先人がはせた思いに報

いることであり、同時に確実に次の世代を担う

人材を育て、引き継いでいくことが現代に生き

る私たちの責務であります。 

 一連の『遠野物語』発刊100周年記念事業に

関して、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌などのマ

スコミより、県内はもとより全国に紹介された

回数は、延べ770回にも及び、各方面の反響は

予想を超える大変大きなものでありました。 

 また、各事業の推進においては、市民の自主

事業を含め、企画から運営に携わった方が延べ

3,500人、さらには、各事業の開催に当たって

は、延べ４万8,000人もの皆様に参加いただき

ました。 

 この市民総参加の活動が、それぞれの創意と

工夫により市内全域で自主的に組み立てられ、

支えられての事業の展開となりましたことに、

改めて遠野市民が持つ潜在能力とその総合力の

高さを実感したところであります。 

 昨年12月に開催した『遠野物語』発刊100周

年記念クロージングイベントの対談の中で、宗

教学者の山折哲雄先生は、「『遠野物語』には、

これからの社会を生き抜くすばらしい知恵が秘

められている。遠野はこれからの100年日本全

国、そして、世界にも大きな発信力を持ってい

る」と、国文学者の三浦佑之先生からは、「10

0周年の取り組みの中で、次の100年も続いて行
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くであろう市民の皆さんの力を感じた」との心

強いエールをいただきました。 

 また、民俗学者の赤坂憲雄先生からは、「遠

野という土地とそこに暮らす人々が、自分たち

こそがこれからの100年の主人公であると覚悟

を決め、勇気をもって前に踏み出すこと。そし

て、日本の疲弊した地域を変えていくトップラ

ンナーとして走り、新しい風景を切り開いて行

ってほしい」と期待を込めて述べられました。 

 『遠野物語』発刊100周年における市民の活

躍は、まさに遠野の人々が脈々と培ってきた

「百年の『縁』を100年続く『絆』に」つなぎ、

これからの100年の創造に向け、課題を乗り越

え、前進するため、大きな自信と勇気をもたら

す形となってあらわれました。 

 私は、自立と連携をキーワードに、都市と地

方が、基礎自治体としての市町村間が、地域間

が、そして、市民一人ひとりがそれぞれの

「縁」を大切にし、それを「絆」としてのネッ

トワークにつなげ、総合力が生きる新しい仕組

みづくりに、全身全霊を込め、その先頭に立ち、

邁進してまいる覚悟であります。 

 終わりに、議員各位をはじめ、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を

申し上げまして、平成23年度に向けての私の施

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05分 休憩   

────────────────── 

   午前11時15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）  まず最初に、２

月22日にニュージーランドのクライストチャー

チ市で発生したマグニチュード6.3の地震によ

り現在多数の死傷者、行方不明者が出ていると

いう状況にあります。被災された皆様に心から

お見舞い申し上げますとともに、お亡くなりに

なられた方々の御冥福をお祈りいたします。 

 クライストチャーチ市は、遠野高校との間で

交流授業を実施している都市であり、私も大変

心を傷めております。クライストチャーチ市の

早期復興と被災者の皆様が一日も早く普段の生

活に戻られますことをお祈りいたします。 

 平成23年３月遠野市議会定例会が開会される

に当たり、平成23年度の教育行政推進の基本方

針について申し述べます。 

 昨年は少子化による児童生徒の減少が続く中、

中学生にとってよりよい教育環境を整備するた

め、４年６カ月にわたる市民の皆様との意見交

換を積み重ねながら、平成25年４月１日を目標

とし、中学校８校を３校に再編成する計画を決

定することができました。 

 これも、市民の皆様の多大なる御理解、御協

力の賜物と感謝申し上げますとともに、この計

画の具体化について、市民の皆様とともに考え

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、すべて

の市民が夢と希望を持ちながら、新しい中学校

をスタートすることができるよう計画の推進に

全力を傾注し、取り組んでまいります。 

 また、この計画には、幼児期から小中学校、

高等学校までの本市の教育全体における総合的

な環境整備の方向性の素案として、「遠野市わ

らすっこ教育環境整備ビジョン」を掲げ、その

推進を図るため、昨年10月１日に「教育環境企

画室」を設置しました。 

 依然として続く経済不況や少子高齢化の進行、

国際化・高度情報化の進展、深刻さを増す環境

問題など社会情勢が大きくかつ複雑に変化して

いる中にあって、総合的な教育環境の整備を図

り、遠野の宝である子どもたちに、将来におけ

る多くの難問・課題を克服し、夢と志を持って、

たくましく、力強く生き抜いていく「生きる
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力」を身につけさせることこそが、学校教育の

役割であり、使命と考えるものであります。 

 教育委員会といたしましては、学校教育を初

め、社会教育、スポーツなど各分野における市

民の皆様の期待にこたえるべく、国等の動静も

踏まえながら、一層の教育振興の施策の推進に

取り組んでまいります。 

 以下、平成23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。 

 幼児の生活や発達の特性に応じて、就学前教

育の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、国が検討を行っている幼保一体施設

（仮称）「こども園」のあり方などについても

関係部課等と連携して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23年度は「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、次の５項目を重点

に置き、教育内容の充実に努めてまいります。 

 その１つ目は、「学力向上の推進」でありま

す。各教科の課題を改善し、確かな学力を育成

するため、学校教育専門員・指導主事の学校へ

の派遣や各種研修会を引き続き実施し、教師の

指導力の向上を図ってまいります。 

 また、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、小学校においては、新学習指導要領

が平成23年度から完全実施されることから、そ

の円滑な実施に向け、支援を図ってまいります。 

 ２つ目は、「特別支援教育の充実」でありま

す。各学校では、通常学級、特別支援学級、通

級指導教室のいずれの場合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23年度は、

鱒沢小学校ほか３校に特別支援学級が新設され

ることから、さらに充実した教育活動が期待さ

れます。 

 また、県立花巻清風支援学校遠野分教室等の

特別支援学校との連携を図り、適切な就学への

支援を進めてまいります。 

 ３つ目は、「豊かな心をはぐくむ教育の推

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』」を継続し、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、思いやりの心と命

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、問題の早期発見、早期

解決を目指してまいります。 

 ４つ目は、「特色ある学校づくりの推進」で
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あります。小中学校がそれぞれの学校長のリー

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、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、具

体的目標を「まなびフェスト」として設定し、

学校、児童生徒、家庭、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

校経営のさらなる向上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。 

 昨年は、地域の皆様との連携のもと、改築工

事を進めてまいりました既存施設の有効活用を

図る「学びのプラットホーム構想」に基づく綾

織小学校の新校舎が完成し、３学期から木のぬ

くもりでいっぱいの新校舎での授業が始まりま

した。 

 平成23年度においても、児童生徒が安全かつ

健康で心豊かな学校生活を送ることができるよ

う遠野中学校の校舎改築など、さらなる教育環

境の整備を進めてまいります。 

 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を引き続

き図るともに、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

食育の推進を図ってまいります。 

 第３は、社会教育の推進についてであります。 

 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センターと地区センターを

拠点とし、市民の皆様が自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」の総合的

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。 

 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・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初め、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。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。 

 子どもの体力の向上につきましては、小学校

高学年を中心に走り方教室を実施するとともに、

学校、地域、家庭が一体となって、早寝・早起

き・朝ご飯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・運動週間の普及、
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啓発を進めてまいります。また、幼児を対象と

して「キッズ元気アップ応援隊」を実施し、体

力の向上を図ってまいります。 

 スポーツ振興につきましては、市民に夢と感

動を与える競技スポーツの推進を図るとともに、

スポーツ少年団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会場地として、関係団体と

の連携を深め、受入体制の構築を図ってまいり

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り、

これを後世に確実に継承することを基本に据え、

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、

保存計画の策定に取り組んでまいります。 

 以上、平成23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。 

 今後、教育委員会部局と市長部局とがさらな

る相互補完の関係を深めていくことが重要にな

ってきます。 

 「遠野市民センター学びのプラットホーム特

区」に基づき、本年４月からは学校施設につい

ても、市長が一元的に管理、整備を行うことが

できるようになります。また、中学校再編成後

の学校跡地の活用に当たっては、地域の活性化、

コミュニティーの活力の醸成につなげられるよ

う地域の皆様とともに活用策の検討を行ってい

くこととなります。 

 昨年、さまざまな形で行われた『遠野物語』

発刊100周年記念事業における子どもたちの輝

きは、私たちに大きな感動を与えてくれました。

子どもたちの未来には限りないものがあります。 

 教育委員会では、学校、家庭、地域が一体と

なって子どもたち一人ひとりの持つ個性や能力

や夢を生かし、さらに伸ばしていく体制を充実

させ、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１号平成22年度遠野市

一般会計補正予算（第４号）の専決処分

に関し承認を求めることについてから、 

   日程第33 議案第29号平成22年度遠野市

一般会計補正予算（第６号）まで。   

○議長（新田勝見君）  次に、日程第５、議案

第１号平成22年度遠野市一般会計補正予算（第

４号）の専決処分に関し承認を求めることにつ

いてから、日程第33、議案第29号平成22年度遠

野市一般会計補正予算（第６号）までの29件を

一括議題といたします。 

 ここで、提出者の説明を求める前に市長から

発言を求められておりますので、この際、これ

を許します。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  急遽ではございますが、

提案に先立ち、議長から発言の機会のお許しを

いただきましたことを、まずもってお礼を申し

上げたいと思っております。 

 本日、追加提案いたします遠野市特別職の職

員の給与に関する条例の一部を改正する条例の

制定に関し、私から一言発言をさせていただき

ます。 

 この提案案件につきましては、この２月の14

日に開催いたしました遠野市議会全員協議会の

冒頭のあいさつの中で、私も申し述べていると

ころでありますが、遠野市畜産振興公社馬の里

競走馬部門の完全民営化移行等に伴う同公社へ

の財政支援として出資金6,000万円を、平成22

年度遠野市一般会計補正予算（第５号）に計上

するに至ってのことで私の責任を明確にするた

め提出するものであります。 

 当該6,000万円の内訳は完全民営化移行に伴
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う施設の改修として4,000万円を、残りの2,000

万円は今年度利用頭数の減少に伴う資金不足に

対するものであります。 

 議員各位に御案内のとおり、これまで馬の里

競走馬部門についてはこの完全民営化といった

ものを見据えながら、順次積極的な経営改革を

進めてまいりました。 

 平成17年３月の5,000万円あるいは平成19年

３月の6,000万円、財政の6,000万円を最後に収

支均衡を絶対条件として、議会の皆様の御理解

のもとに、馬の里競走馬部門の健全経営といっ

たものに全力を挙げて取り組んでまいりました。

しかし、さまざまな手だてを講じてはきたもの

の、今年度の利用頭数の減少には歯どめがかか

らず、2,000万円の資金不足をもたらす結果と

なってしまいました。 

 さらには、遠野市進化まちづくり検証委員会

からは、「速やかに完全民営化に移行するよう

に」ということで、昨年の７月に緊急中間報告

をいただきました。これに踏まえ、全力を挙げ

て種々交渉を重ねてきた結果、今般提案してお

ります4,000万円、2,000万円といったものを踏

まえながら、この４月には、この２月２日に立

ち上がった新会社によっての民間事業体の運営

開始が、一応合意がなされたところであります。

民間事業体による運営開始がいよいよ目前とな

ってきたということであります。 

 長年の取り組みとなりました競走馬部門の完

全民営化というものがいよいよ実現するという

ことになろうかというように認識いたしており

ます。しかしながら、ただいま申し上げました

とおり、結果として収支均衡を絶対条件として

約束したにもかかわらず2,000万円の資金不足

を生じさせたこと、そして、この経営の建て直

しのために公金を再度投入するに至ったことは、

公社の理事長という経営者として、また、市長

の立場にあっても、これを重く受けとめるとこ

ろであります。 

 このことから、私の責任を明確にするため、

今回の提案は私の給料月額につきまして、23年

４月の１カ月間でありますけども20％を減額し

ようとするものであります。今後このような事

態が発生しないよう、この目前に控えておりま

す競走馬部門の完全民営化の移行を確実なもの

にするということで、当公社の経営改革になお

一層緊張感を持って取り組んでまいりたいとい

うように思っておりますし、これから始まりま

す第三セクターを中心とした進化まちづくり検

証委員会、その中で俎上に上がっております７

団体、それから機関・団体２団体、そしてまた、

もう１つ、出資引き揚げ１団体という中におけ

る厳しいこの見直し作業といったものを、不退

転の気持ちでそれに取り組んでいくというその

決意とし、そのための一定の経営者としての責

任を、議員各位、市民の皆様に明確に示すとい

うことが極めて大事じゃないのかなというよう

な思いで、このような提案をさせていただくと

いうことを、ひとつ御理解をいただければとい

うように思っておるところであります。ありが

とうございました。 

○議長（新田勝見君）  次に、議案第１号から

議案第29号までについて、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23年３月遠野市議会定例会に提出している議

案の説明をいたします。 

 議案第１号平成22年度遠野市一般会計補正予

算（第４号）の専決処分に関し承認を求めるこ

とについては、地方自治法第179条第１項の規

定に基づき、平成22年度遠野市一般会計補正予

算（第４号）を専決処分したので、同条第３項

の規定により、これを報告し、その承認を求め

るものであります。 

 専決処分した理由でありますが、市民の安

心・安全を確保するため、市道の除排雪等に係

る既定予算を早急に補正する必要が生じたこと

によるものであります。歳入歳出予算の総額に

歳入歳出それぞれ7,000万円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ183億8,775万

5,000円としたものであります。 

 次に、議案第２号平成22年度遠野市一般会計
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補正予算（第５号）は、歳入歳出予算の総額に

歳入歳出それぞれ２億5,027万円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ186億3,8

02万5,000円とするものであります。 

 今回の予算補正は、国の補正予算で措置され

た地域活性化「住民生活に光をそそぐ交付金」

に伴う事業費、国・県補助金等の内示及び制度

の改正に伴う事業費などを計上したものであり

ます。 

 次に、議案第３号平成22年度遠野市国民健康

保険特別会計補正予算（第３号）は、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

億9,424万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ34億4,409万5,000円とし、

また、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127万円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億7,637万9,

000円とするものであります。 

 次に、議案第４号平成22年度遠野市介護保険

特別会計補正予算（第３号）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,

099万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ28億9,036万円とするものであり

ます。 

 次に、議案第５号平成22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）は、歳

入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,344万3,

000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ４億9,336万7,000円とするものであ

ります。 

 次に、議案第６号平成22年度遠野市下水道事

業特別会計補正予算（第４号）は、歳入歳出予

算の総額から歳入歳出それぞれ4,568万7,000円

を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ７億5,047万3,000円とするものであります。 

 次に、議案第７号平成22年度遠野市水道事業

会計補正予算（第３号）についてであります。 

 第２条収益的収入及び支出の補正の予定額は、

収入については1,417万7,000円を増額し、収入

合計額を７億5,834万9,000円とするものです。 

 また、支出については834万4,000円を減額し、

支出合計額を６億8,124万4,000円とするもので

す。 

 第３条の資本的収入及び支出の補正の予定額

では、収入については261万6,000円を増額し、

収入合計額を２億5,028万9,000円とするもので

す。 

 また、支出については3,245万5,000円を減額

し、支出予定合計額を５億9,000万1,000円とす

るものであります。 

 次に、議案第８号遠野市遠野文化研究セン

ター条例の制定については、遠野の豊かな文化

資源を発掘し、研究し、育成し及び保護し、こ

れを活用して「永遠の日本のふるさと遠野」の

実現に資するため遠野文化研究センターを設置

しようとするものであります。 

 次に、議案第９号遠野市民センター条例の一

部を改正する等の条例の制定については、経営

改革による審議会等の見直しに基づき附属機関

を統廃合し、あわせて遠野市猫川農村公園を設

置しようとするものであります。 

 次に、議案第10号遠野市が設置する一般廃棄

物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧

等の手続に関する条例の一部を改正する条例の

制定については、廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律の一部改正に伴い、所要の改正をしよう

とするものであります。 

 次に、議案第11号遠野市火葬場条例の一部を

改正する条例の制定については、遠野市斎場の

建てかえに伴い、原則市民についても有料とす

る使用料の改定等をしようとするものでありま

す。 

 次に、議案第12号遠野市国民健康保険条例の

一部を改正する条例の制定については、出産・

育児一時金の支給額を改定しようとするもので

あります。 

 次に、議案第13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、八幡福祉住宅

を設置しようとするものであります。 

 次に、議案第14号遠野市水道事業給水条例の

一部を改正する条例の制定については、水道料

金納入証明、その他諸証明の手数料の額を改定
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しようとするものであります。 

 次に、議案第15号遠野市営牧野条例の一部を

改正する条例の制定については、乳用牛及び肉

用牛に係る遠野市営牧野の利用料金の軽減措置

について、適用期間を延長しようとするもので

あります。 

 次に、議案第16号岩手県市町村総合事務組合

規約の一部変更の協議については、平成23年４

月１日から「盛岡地区広域行政事務組合」が

「盛岡地区広域消防組合」に名称変更すること

に伴い、岩手県市町村総合事務組合規約の変更

が必要となり、その協議に関し、議会の議決を

求めるものであります。 

 次に、議案第17号市道路線の廃止については、

総合防災センター整備事業の実施に伴い、新た

に認定する路線との重複を避けるため、狐森天

王堤線と大明神狐森線を廃止しようとするもの

であります。 

 次に、議案第18号市道路線の認定については、

総合防災センター整備事業の実施に伴い、大明

神天王堤線と狐森線を市道に認定し、維持管理

しようとするものであります。 

 次に、議案第19号平成23年度遠野市一般会計

予算は歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ

れ191億5,400万円と定めようとするものです。

平成23年度予算編成に当たっては、遠野市総合

計画・後期基本計画の初年度であることを踏ま

え、遠野市の将来像である「永遠の日本のふる

さと遠野」の実現を目指し、５つの大綱を核に、

「思いを形に 遠野の元気創造予算」として編

成したところであります。 

 特にも、政策課題への的確な対応と健全財政

の取り組み強化を基本とし、さらなる創意と工

夫により、最小の経費で最大の行政効果が得ら

れるよう緊張感を持って、地域経営に取り組む

ものとし、後期基本計画の確実な推進に向けて、

重点的に予算配分を行ったところであります。 

 次に、議案第20号平成23年度遠野市国民健康

保険特別会計予算は、事業勘定の歳入歳出予算

の総額は、歳入歳出それぞれ35億1,930万4,000

円とし、また、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１億6,180万7,0

00円と定めようとするものであります。 

 次に、議案第21号平成23年度遠野市後期高齢

者医療特別会計予算は、歳入歳出予算の総額は、

歳入歳出それぞれ２億7,848万3,000円と定めよ

うとするものであります。 

 次に、議案第22号平成23年度遠野市介護保険

特別会計予算は、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30億3,418万7,000

円とし、また、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1,072万9,0

00円と定めようとするものであります。 

 次に、議案第23号平成23年度遠野市ケーブル

テレビ事業特別会計予算は、歳入歳出予算の総

額は、歳入歳出それぞれ４億9,049万1,000円と

定めようとするものであります。 

 議案第24号平成23年度遠野市農業集落排水事

業特別会計予算は、歳入歳出予算の総額は、歳

入歳出それぞれ7,291万7,000円と定めようとす

るものであります。 

 次に、議案第25号平成23年度遠野市下水道事

業特別会計予算は、歳入歳出予算の総額は、歳

入歳出それぞれ７億9,331万9,000円と定めよう

とするものであります。 

 次に、議案第26号平成23年度遠野市水道事業

会計予算は、第３条収益的収入及び支出の予定

額は、収入合計額を７億923万2,000円とし、支

出合計額を６億9,179万7,000円とするものです。 

 第４条の資本的収入及び支出の予定額は、収

入合計額を３億4,598万3,000円とし、支出合計

額を６億4,520万4,000円とするものであります。 

 次に、追加提案しました議案の説明をいたし

ます。 

 議案第27号遠野市特別職の職員の給与に関す

る条例の一部を改正する条例の制定については、

市長の平成23年４月に支給されるべき給料の額

を20％減額しようとするものであります。 

 次に、議案第28号遠野まちなか再生地区（仮

称）観光交流センター新築工事の請負契約の締

結については、去る２月17日に条件つき一般競

争入札を執行した結果、落札者と契約を締結す
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るため、議会の議決を求めるものであります。

１、契約の目的、遠野まちなか再生地区（仮

称）観光交流センター新築工事。２、契約の方

法、条件つき一般競争入札。３、契約の金額、

１億8,165万円。４、契約の相手方、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。 

 次に、議案第29号平成22年度遠野市一般会計

補正予算（第６号）は、歳入歳出予算の総額に

歳入歳出それぞれ4,000万円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ186億7,802万

5,000円とするものであります。今回の補正は、

市道の除排雪等の費用予算についてであります。 

 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）  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１号から議

案第29号までの29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１号から議案第29号までの29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、委員会室にてこ

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。 

────────────────── 

   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58分 散会   

 


