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平成２６年３月遠野市議会定例会会議録（第１号） 
 

平成26年２月28日（金曜日） 

────────────────── 

議事日程 第１号 

平成26年２月28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 遠野市道路占用料徴収条例

の一部を改正する条例の制定について 

第６ 議案第２号 遠野都市計画事業下一日市

地区土地区画整理事業施行条例を廃止

する条例の制定について 

第７ 議案第３号 遠野市消防救急デジタル無

線・移動系デジタル防災行政無線整備

工事の請負契約の締結について 

第８ 議案第４号 平成25年度遠野市一般会計

補正予算（第４号） 

第９ 議案第５号 平成25年度遠野市国民健康

保険特別会計補正予算（第２号） 

第10 議案第６号 平成25年度遠野市後期高齢

者医療特別会計補正予算（第２号） 

第11 議案第７号 平成25年度遠野市介護保険

特別会計補正予算（第３号） 

第12 議案第８号 平成25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13 議案第９号 平成25年度遠野市農業集落

排水事業特別会計補正予算（第２号） 

第14 議案第10号 平成25年度遠野市下水道事

業特別会計補正予算（第３号） 

第15 議案第11号 平成25年度遠野市水道事業

会計補正予算（第２号） 

第16 議案第12号 遠野市消防長及び消防署長

の資格を定める条例の制定について 

第17 議案第13号 遠野市防災基本条例の制定

について 

第18 議案第14号 消費税及び地方消費税の税

率の改定に伴う関係条例の整備に関す

る条例の制定について 

第19 議案第15号 遠野市営駐車場条例等の一

部を改正する条例の制定について 

第20 議案第16号 遠野市ケーブルテレビジョ

ン放送施設条例の一部を改正する条例

の制定について 

第21 議案第17号 遠野市事業所設置奨励条例

の一部を改正する条例の制定について 

第22 議案第18号 遠野市コミュニティ消防セ

ンター条例の一部を改正する条例の制

定について 

第23 議案第19号 遠野市高齢者等在宅福祉条

例の一部を改正する条例の制定につい

て 

第24 議案第20号 岩手県市町村総合事務組合

を組織する地方公共団体の数の増減及

び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25 議案第21号 公の施設の指定管理者の指

定について 

第26 議案第22号 市道路線の廃止について 

第27 議案第23号 市道路線の認定について 

第28 議案第24号 市道路線の変更について 

第29 議案第25号 平成26年度遠野市一般会計

予算 

第30 議案第26号 平成26年度遠野市国民健康

保険特別会計予算 

第31 議案第27号 平成26年度遠野市後期高齢

者医療会計予算 

第32 議案第28号 平成26年度遠野市介護保険

特別会計予算 

第33 議案第29号 平成26年度遠野市ケーブル

テレビ事業特別会計予算 

第34 議案第30号 平成26年度遠野市農業集落

排水事業特別会計予算 

第35 議案第31号 平成26年遠野市下水道事業

会計予算 

第36 議案第32号 平成26年度遠野市水道事業

会計予算 

────────────────── 
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   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号遠野市道路占用料徴

収条例の一部を改正する条例の制定につ

いてから、 

  日程第36 議案第32号平成26年度遠野市水

道事業会計予算まで。 

  （提案理由の説明） 

６ 予算等審査特別委員会の設置 

  （議案の付託） 

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  奥 瀬 好 宏 君 

次 長  伊 藤  慎 君 

主 査  及 川 憲 司 君 

────────────────── 

   説明のため出席した者 

市 長  本 田 敏 秋 君 

副 市 長  菊 池 孝 二 君 

経営企画部長  菊 池 文 正 君 

経営企画部まちづくり再生担当  
部長兼本庁舎整備準備室長   飛 内 雅 之 君 

総務部長兼総務課長兼 
選挙管理委員会事務局長   菊 池 保 夫 君 

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

健康福祉部保健医療担当部長   菊 池 永 菜 君 

産業振興部長兼 
ＳＬ停車場プロジェクト推進室長   鈴 木 惣 喜 君 

農林畜産部長  大 里 政 純 君 

環境整備部長  遊 田 啓 悦 君 

遠野文化研究センター部長兼  
図書館長兼博物館長兼文化課長   小 向 孝 子 君 

市民センター所長  古 川  憲 君 

教育部長兼子育て総合支援センター所長  
兼総合食育センター所長   菊 池 幸 市 君 

宮守総合支所長  多 田 博 子 君 

消 防 長  谷 地 孝 敏 君 

教育委員会委員長  中 浜 艶 子 君 

教 育 長  藤 澤 俊 明 君 

選挙管理委員長  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。

御苦労さまです。 

 開会に先立ち、市民憲章の朗唱を行います。 

 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。 
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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00分 開会・開議   

○議長（新田勝見君）  これより平成26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３件及び平成25年度定期監査

報告書（後期）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、今定例会に提出されました請願１件に

つきましては、お手元に配付しておきましたか

ら請願文書表のとおり、所管の委員会に付託い

たしましたので、御了承願います。 

 次に、請願扱いしない陳情２件につきまして

は、その写しを一覧のとおりお手元に配付して

おきましたので、御了承願います。 

 次に、平成25年12月４日から平成26年２月27

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、11番小松大成君、12番織

笠孝之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25日、午前10時から及び２月27日、

午後３時から議会運営委員会を開催し、平成26

年３月遠野市議会定例会の会期を本日、２月28

日から３月14日までの15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２月28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号遠野市道路占用

料徴収条例の一部を改正する条例の制定につい

てから、議案第32号平成26年度遠野市水道事業

会計予算までの補正予算８件、条例10件、当初

予算８件、その他６件の32議案について提案理

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、当委員会への付託となり

ます。 

 予算等審査特別委員会の正副委員長につきま

しては、本会議終了後、特別委員会を開会し、

互選いたします。 

 ３月１日及び２日の２日間は、休日のため休

会となります。 

 ３月３日及び４日の２日間は、一般質問を行

います。一般質問の通告は11名であります。一
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般質問終了後に、１件の補正予算の追加議案が

予定されております。 

 ３月５日及び６日の予算等審査特別委員会は、

議案第１号から議案第11号まで及び追加議案１

議案の補正予算12号議案の審査に充てます。 

 ３月７日は、午前10時から本会議を再開し、

補正予算12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12号から議案第32号ま

での条例等当初予算等21議案についての審査を

行います。 

 ３月８日及び９日は、休日のため休会となり

ます。 

 ３月10日から13日まで、引き続き当初予算等

の審査を行いますが、12日は市内中学校卒業式

のため、午後２時からの再開といたします。 

 なお、３月11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14日は、午後１時から議員全員協議会

を開催し、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14日までの15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14

日までの15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）  本日ここに、平成26年

３月遠野市議会定例会が開催されるに当たり、

平成26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

理解と御協力をお願い申し上げます。 

 東日本大震災の発生から間もなく３年が経過

しようとしています。 

 震災で亡くなられた方々の御冥福を心からお

祈りしますとともに、被災され復興に向け懸命

に取り組んでいる被災地の方々に対し、衷心よ

りお見舞いを申し上げます。 

 市民や市職員など35人による「遠野市後方支

援活動検証委員会」の協力のもと、昨年９月、

後方支援活動の成果と課題をまとめた「遠野市

後方支援活動検証記録誌」を発行いたしました。 

 多くの自治体などから「今後の地域防災にと

って貴重な提言が盛り込まれている」などの言

葉をいただいているところであります。 

 この震災を教訓として、市民の皆様が、安全

で安心して暮らすことのできる地域社会を構築

するため、本議会に「遠野市防災基本条例」の

制定について提案いたしました。 

 さて、我が国の経済は、一昨年発足した安倍

内閣が掲げた経済政策、いわゆるアベノミクス

の影響により、経済が回復傾向にあると言われ

ておりますが、地方においては、その実感が感

じ取れない状況にあると認識しています。 

 そのような中、本市の将来のまちづくりに大

きな影響を及ぼす２つの事業が急ピッチで進め

られています。 

 １つは、東北横断自動車道釜石秋田線です。 

 「東日本大震災」復興のリーディングプロジ

ェクトとして、１日も早い開通を目指して事業

が進められており、平成24年には、宮守、東和

間の24キロメートルが開通し、一般国道107号

や283号から宮守インターチェンジに、アクセ

スすることが可能になりました。 

 また、遠野インターチェンジから遠野住田イ

ンターチェンジ区間の11キロメートルは、平成

25年６月16日に起工式を行い、平成33年開通に

向け工事着手しております。 

 ２つ目は、国道340号の立丸峠のトンネル化

です。 
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 昨年12月には、土淵バイパス、愛称「遠野か

っぱロード」が開通し、現在、平成30年の供用

開始を目指し、宮古市側からトンネル化の工事

が始まっています。 

 一方、東京電力福島第一原子力発電事故によ

る放射性物質の影響対策として、牧場の除染作

業、汚染牧草の処理などに取り組んでいる状況

にあります。 

 また、東京電力に対し、県や市町村とで一体

的に損害賠償請求書を提出し、再三にわたって

完全賠償するよう求めましたが、これまで支払

われた金額は、ごくわずかであることから、原

因者である東京電力に対し、損害賠償請求を行

ってまいります。 

 私は、昨年９月に、新たに４年間の任期をい

ただくに当たり、市内11地区で市政報告会を開

催し、それぞれの地域の生の声を直接聞かせて

いただきました。そして、その結果を「十・と

おの約束」としてお示ししたところです。 

 この約束を着実に実行するためには、全職員

が共有しなければならないと考え、延べ６回に

わたり、全職員を対象に説明会を開催しました。 

 さらに、幹部職員、一般職員との考えに、い

わゆる温度差があるのではないかとの御指摘も

あったことから、勤務時間終了後に、一般職員

を対象とする懇談会を職場ごとに述べ10回開催

し、率直な意見交換を行ったところであります。 

 特に、２つの直ちに取り組む緊急的優先課題

である「地域経済の振興、雇用の確保、交流人

口の拡大」及び「子育てするならば遠野、少子

化対策と教育環境の整備」については、可能な

ものから昨年12月補正予算に計上し着手しまし

た。 

 現在、進めている総合計画は、平成27年度で

最終年度を迎えますが、後期基本計画の４年目

となる平成26年度から２カ年の遠野市総合計画

実施計画は、いただいた御意見を踏まえ、総事

業数118事業、総事業費73億9,000万円としたと

ころです。 

 その中で、特に課題となっている市民セン

ターの耐震化を含めた大規模改修に着手するほ

か、少子化対策の推進、子育て環境の充実、地

場産業の再興と雇用の場の確保を図り、活気あ

ふれる環境づくりに取り組みます。 

 また、小友診療所の改築、通所型介護施設の

整備など、保健・医療・福祉の充実と再構築を

図り、健康寿命の延伸によるライフチャンスの

拡大を実現し、赤ちゃんからお年寄りまで、元

気で潤いのある生活を送ることができる「永遠

の日本のふるさと遠野」を目指し、計画の総仕

上げとして、これからの２年間で事業を推進し

ます。 

 なお、この実施計画においては「十・とおの

約束」64項目中42項目を事業化いたしました。 

 平成26年度予算は、「とおの資源再生予算」

と位置づけ、「永遠の日本のふるさと遠野」の

実現に向け、総額179億3,000万円で編成しまし

た。 

 財政の根幹を占める地方交付税制度は、合併

に伴う財政特例措置が平成27年度で終わり、そ

れに伴い平成28年度以降、毎年約１億円ずつ削

減されるなど、地方自治体を取り巻く状況は、

厳しさを増しています。また、産業振興など各

種事業の推進や、老朽化が進行する公共施設の

維持管理や補修など、対応すべき課題が山積し

ています。 

 こうしたことから「第２次遠野市健全財政５

カ年計画」の中間見直しを行い、市債発行額を

抑制しプライマリーバランスを回復するととも

に、市有財産の処分など積極的に取り組むこと

としました。 

 歳出に当たっては、全庁的な視点で施策の選

択と財源の重点化を図るため、スクラップアン

ドビルドを徹底し、前年度より１億9,300万円

減額の緊縮型としました。 

 また、４月から消費税率の引き上げも考慮し、

適正な市民負担と行政バランスに配慮し、見直

しを行います。 

 学校給食費と保育料は「十・とおの約束」で

お示しした「子育てするなら遠野」の重要施策

としてこれを据え置く方針とし、ケーブルテレ

ビ加入金とその使用料についても、市内の情報



－ 6 － 

共有、情報格差の解消を図るため、据え置く方

針としたところです。 

 なお、これらの消費税率引き上げに対する市

の財政負担や斎場など新施設の維持管理費の増

額に対応するため、消耗品費や燃料費の削減、

職員定数の前倒しによる人件費の抑制など、経

費節減により、約8,800万円の財源の確保に努

めました。 

 以下、遠野市総合計画基本構想の５つの大綱

別にしたがいまして、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。 

 遠野市の四季を彩る美しい自然と里山、農村

の景観は「永遠の日本のふるさと遠野」を将来

像に掲げる本市にとって、かけがえのない財産

であります。このすばらしい財産を引き継いで

いくとともに、安心・安全な生活環境の整備に

取り組みます。 

 そのため「遠野市景観計画による届け出行為

等に関する条例」の見直しに向け準備を進める

ともに、「第２次遠野市環境基本計画」に基づ

き、河川の水質保全対策や、徹底した分別によ

るごみの減量化・資源化を推進します。 

 また、資源循環型を目指した遠野市エネル

ギービジョンの策定に向け、昨年、庁内にプロ

ジェクトチームを設置しました。 

 平成26年度には、本市の地域資源を生かした

新エネルギーの導入や、市内の地域課題の解決

手段としての新エネルギー活用策をお示ししま

す。 

 平成27年10月からは、本市を含めた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

施設の供用を控えていることから、引き続き、

清養園のあり方について包括的な検討を進めま

す。 

 市営住宅は、市内に11団地474戸を整備して

おりますが、耐用年数を超えた建物があるため、

その抜本的な対策として「遠野市営住宅長寿命

化計画」を策定しました。 

 計画期間を平成35年までの10年間とし、子育

て世代や高齢者に配慮した市営住宅の建てかえ

などの整備を計画的に進めます。 

 また、稲荷下第２地区土地区画整理事業につ

いては、事業進捗率が約90％を超えており、平

成27年度の工事完了を目指し整備を推進します。 

 昭和の大合併からの悲願であった市道二日町

小友線の整備が完了し、昨年11月24日に開通し

ました。 

 今後とも、生活に身近な道づくり事業や水路

整備事業により、計画的な基盤整備に取り組み

ます。 

 安心、安全な地域づくりについては、消防無

線や防災行政無線のデジタル化に向けた整備を

進めるほか、遠野市ハザードマップを作成し、

総合防災センターを拠点に、地域の防災体制の

強化に取り組みます。 

 また、社会保障・税番号制度、いわゆるマイ

ナンバー制度の導入に向けたシステム改修に着

手し、窓口手続きの簡素化や業務間の連携強化

に取り組みます。 

 総合交通対策については、地方バス廃止路線

代替運行や、中心市街地の活性化などを目的と

した低料金バスの運行に取り組んでいますが、

マイカー利用者の増加や人口減少などにより、

利用者は年々減少し、それに伴い行政の財政負

担が増加傾向にあります。 

 交通弱者の足の確保と効率的な運行を図るた

め、庁内にプロジェクトチームを立ち上げ、ス

クールバスの有効活用など弾力的な規制緩和を

求め、新たな公共交通システムの構築に取り組

みます。 

 大綱２は、健やかに人が輝くまちづくりであ

ります。 

 市政の最重要課題の１つとして位置づけた子

育て対策は、子育て総合支援センターを中核に、

教育委員会、保育協会などとの連携を図り、妊

娠、出産、子育ての切れ目ない支援を展開しま

す。 

 また、市内外の遠野のまちづくりを応援する

方々からの寄附をもとにした「遠野市わらすっ

こ基金」を活用し、地域社会で子育て支援する
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環境づくりに努めます。 

 子どもの疾病予防として、各種ワクチン接種

を市単独事業で継続実施します。 

 また、乳児保育や休日保育を継続するととも

に「わらっぺホーム」での病児・病後児保育、

老朽化が進んでいる遠野児童館の建てかえなど、

保護者のニーズに対応した子育て環境の充実を

図るとともに、総合食育センターを拠点に、食

育、地産地消を推進します。 

 保健、医療、福祉の一体的運営を目的とした

「遠野健康福祉の里」が、開設から20年を迎え

ることから、これまでの取り組みを検証しなが

ら、社会福祉協議会など関係機関と連携し、保

健・医療・福祉の体制を再構築します。 

 健康づくりについては「健康づくり総合プロ

グラム」に基づいた市民の健康増進の取り組み

として、情報通信技術を活用するとともに、年

齢や健康状態に応じた保健活動やスポーツ活動

などにより、健康寿命の延伸を目指します。 

 地域医療については、医師確保に努めるとと

もに、開設７年目となる助産院「ねっと・ゆり

かご」を拠点に、助産院と協定する13の医療機

関との連携強化により、妊産婦の安心・安全の

確保に努めます。 

 また、不妊治療対策として、早期から不妊治

療を促し、妊娠につなげていくため、従来の特

定不妊治療支援の拡充に加え、新たに一般不妊

治療にも支援を拡大いたします。 

 小友診療所は、建築から55年が経過し老朽化

が進んでいることから、総合的にあらゆる角度

から検討した結果、施設を改築し、地域医療を

確保することとしました。 

 本年１月22日に、市内21事業所の協力をいた

だき、１人暮らしの高齢者ら社会的弱者の見守

り活動に関する協定を締結いたしました。 

 今後も、さまざまな地域福祉課題を行政と市

民の共通課題として捉え、「自助」「共助」

「公助」をそれぞれバランスよく機能させなが

ら、地域福祉全体の向上に努めます。 

 障害福祉については、「障がい者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律・

障がい者総合支援法」により、各種事務事業が

県から県民移譲されることから、市内の社会福

祉法人などの連携を強化しながら「第４期障が

い者福祉計画」の策定に取り組みます。 

 「希望郷いわて国体」が、平成28年に開催さ

れます。 

 岩手県での国体は、昭和45年以来、46年振り

２度目の開催です。 

 本市は「サッカー競技・少年男子」が行われ

ることから、昨年12月４日、官民一体となり

「希望郷いわて国体遠野市実行委員会」を設立

しました。 

 遠野運動公園陸上競技場の天然芝工事など環

境整備と合わせ、大会開催に向けた準備を着実

に推進します。 

 大綱３は、活力を創意で築くまちづくりであ

ります。 

 本市の農業は、地域を支える基幹産業となっ

ていますが、農業を取り巻く環境は、高齢化や

後継者不足に加え、ＴＰＰ問題や減反政策の見

直しなど、厳しい状況が続いています。 

 先般、国から示された「新たな農業・農村政

策」は、地域農業の根幹でもある米政策の見直

しをはじめ、農地中間管理機構や日本型直接支

払い制度の創設など、農政の大転換となるもの

であります。 

 対応いかんによっては、本市の農業・農村の

あり方にも大きな影響を与えかねないものと認

識しています。 

 そのような中、遠野市農林水産振興ビジョン、

通称「タフ・ビジョン」の着実な推進とともに

「地域農業マスタープラン」の拡充・見直しを

進め、適地適作として「いわてっこ」生産拡大

に取り組むとともに、新たに創設される農地中

間管理機構を活用した農地集積と農地利用再編

を行い、農業生産基盤の整備や循環型農業の構

築に積極的に取り組みます。 

 生産振興については、ＡＳＴパワーアップ事

業による高収益農家の拡大と、遠野ふるさとあ

ぐりスクール事業による新規就農者及び新品目

導入農家の確保・育成を図ります。 
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 また、農業者の高齢化による農業の継続が困

難となっている地区も見受けられることから、

新たに創設された日本型直接支払い制度などを

活用し、多面的機能を有する農地並びに農村コ

ミュニティの維持、発展の取り組みを推進しま

す。 

 有害鳥獣対策については、特にもニホンジカ

による農作物被害を低減させるため、個々の防

除、さらには集落ぐるみの防除・駆除の取り組

みを強化します。 

 畜産振興については、昨年12月、大野平キャ

トルセンターが完成し、ことし秋には、石羽根

キャトルセンターが完成することから遠野市畜

産振興公社を中核に、増頭対策や品質向上に取

り組むとともに、民間企業との連携のもと「遠

野生まれ遠野育ち」としての遠野産牛の銘柄確

立を推進します。 

 林業振興については、路網整備、除間伐と再

造林の推進を図るほか、市内で拡大傾向にある

松くい虫対策の取り組みも強化します。 

 また、公共建築物等木材利用促進法の施行に

よる、全国的な需要拡大や復興需要拡大に対応

するため、木工団地内の事業体が行う施設整

備・機械導入に対する支援を行います。 

 放射性物質の影響対策については、牧草地や

原木シイタケのほだ場の除染作業を継続して進

めるとともに、シイタケ原木購入や種駒購入に

要する経費の一部助成を継続します。 

 ＪＲ釜石線で４月から「ＳＬ銀河」が運行さ

れる予定です。 

 地域振興や交流人口の拡大を図るため「ＳＬ

停車場プロジェクト推進事業」を展開し、観光

宣伝や受け入れ体制整備に取り組みます。 

 また、本市や花巻市、住田町、釜石市、ＪＲ、

岩手県で組織する「釜石線沿線活性化委員会」

による横軸の連携も強化し、関係機関一体とな

った取り組みを推進します。 

 平成21年に認定された遠野市中心市街地活性

化基本計画が昨年度で終了したことから、第２

ステージに向けて新たなまちづくりを構築する

こととし、中心市街地活性化実現のため商業の

中核施設である遠野市中心市街地活性化セン

ター「とぴあ」と連携しながら、引き続き中心

市街地の活性化に取り組みます。 

 あわせて、まちなか再生として、町家家屋の

調査や、めがね橋周辺施設の改修に向けた取り

組みを推進します。 

 商工業の振興については、交通インフラ整備

に合わせ、地場産業の強化と企業誘致を推進す

るため、固定資産税の免除期間を延長するなど、

中小企業がより設備投資しやすい環境づくりに

努めます。 

 また「震災等緊急雇用対策事業」による雇用

の確保のほか、新規学卒者や離職者の雇用対策、

企業誘致を推進し、雇用の拡大を強化します。 

 交流事業については、今年度、姉妹都市イタ

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、６月に市民交流団がサレルノ市を

訪問し、交流を進めます。 

 また、柳田國男の生誕の地である、兵庫県福

崎町との友好都市締結に向けた取り組みも推進

します。 

 大綱４は、ふるさとの文化を育むまちづくり

であります。 

 中学校再編に伴い、昨年４月１日から各中学

校の新しい歴史が始まりました。 

 次代を担う子どもたちは、今、「知育」「徳

育」「体育」といった総合的な学力の向上が求

められています。 

 そのためには、教育環境の充実はもちろんの

こと、市民協働による地域教育が大切です。 

 教育環境づくりとしての学校整備については、

遠野中学校の多目的ホールや、遠野西中学校の

屋外照明施設の整備を進めるほか、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取り組みます。 

 地域教育の活動の支援としては、昨年度は遠

野市教育文化振興財団と連携し、人づくりとし

ての生涯学習事業を推進しました。 

 今後も、財団ならではの新たなアイデアと行

動力を生かした事業展開が図られることを期待

するものです。 



－ 9 － 

 文化財の保護と継承については、昨年公有化

した国指定重要文化財「千葉家住宅」の保全の

ため、市民と有識者による委員会を立ち上げ、

保存活用基本構想の策定を進めるとともに、防

災用道路の整備を行います。 

 同じく、伝承園にあります国指定重要文化財

「旧菊池家住宅」の茅葺屋根の全面葺きかえを

行います。 

 遠野遺産認定制度は、現在135件もの地域の

宝が、遠野遺産として認定されています。今後

も、市民協働による保護・活用を促進し、魅力

と誇りを持てる地域づくりを支援します。 

 昨年11月３日に開催した遠野文化フォーラム

において、佐々木喜善没・80年という節目の年

に、ドイツ・シュタイナウ市のグリム兄弟博物

館館長を遠野にお招きし、シンポジウムを開催

しました。ことしは、シュタイナウ市のグリム

兄弟博物館で、佐々木喜善とグリム兄弟に関す

る展示会を開催しますが、今後も「日本のグリ

ム」と言われた佐々木喜善の顕彰とともに、喜

善とグリム兄弟を通じた国際理解を深めていき

ます。 

 大綱５は、みんなで考え支え合うまちづくり

であります。 

 市民協働のまちづくりを推進するため、自治

会など、地域づくりや環境整備、地域文化の振

興を図る取り組みに対し、みんなで築くふるさ

と遠野推進事業により支援していきます。 

 なお、昨年の５月から外部有識者７人による

「第２次遠野市進化まちづくり検証委員会」を

設置し、人口減少、少子高齢化に対応した新た

なまちづくりを創造するため「地域コミュニテ

ィ」や「人材育成」「庁舎機能」などの検証を

行っています。 

 いわゆる限界・消滅集落だから見直すのでは

なく、豊かな歴史や文化など後世に引き継ぐべ

き重要な地域として、どうあるべきかという視

点で、引き続き検証をお願いするものです。 

 市民センターの改修工事については、平成26

年度は、市民体育館とプールの改修工事に取り

組み、続く27年度には市民会館の耐震補強や改

修工事を行い、新たな市民協働の拠点施設とし

て整備を進めます。 

 公共施設の管理、運営については、平成26年

度中に、情報共有・課題の検討のため指定管理

者経営円卓懇話会を立ち上げ、市民サービスの

一層の充実を図ります。 

 公共施設の整備については、公共施設等総合

管理計画の策定に向け、各公共施設の詳細な実

態調査を行い、公共マネジメント白書の作成に

向け、検討を加速させます。 

 中学校再編後における学校跡地の活用につい

ては、地域と協議を重ねながら、その利活用の

具体化を推進します。 

 なお、旧土淵中学校においては、東京に本社

をおく民間企業が、復興支援を契機に、地域づ

くりと人材養成としての跡地活用を提案してき

たことから、全面的な連携のもと、４月から

「遠野みらい創りカレッジ」としてスタートし

ます。 

 遠野の先人や地域資源の魅力を、企業研修や

大学連携のもと、市内外に発信し、交流人口の

更なる拡大を図るとともに、地域との連携によ

る学びの拠点づくりを進めます。 

 以上、市政運営の基本的姿勢と主要施策の概

要について申し上げました。 

 これまで、私は、まちづくりの基本理念を

「遠野スタイルの創造」として、取り組んでき

ました。 

「自分たちのまちをより良くしようと行動する

こと」 

「地域の特性や資源を活かすこと」 

「市民が主体性を持つこと」 

 この理念のもと、新しい可能性の開拓に挑戦

してきました。 

 将来の展望を見誤らない、遠野スタイルのシ

ナリオづくりを進めていかなければなりません。 

 特にも、本庁舎再建問題に当たっては、この

たび、第２次進化まちづくり検証委員会におい

て、とぴあを活用した周辺での整備が望ましい

との検証結果が示されました。 

 提言を尊重するとともに、早期に市としての
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方針を決定し、４月には新庁舎建設室を立ち上

げ、作業を加速させます。 

 また、皆様にお約束した２つの直ちに取り組

む緊急的優先課題である、地域経済の振興と子

育て対策を確実に進め、限られた人材、それら

の組織を機能させるため、２つの事業推進本部

を立ち上げます。 

 １つは、産業振興部と農林畜産部の連携のも

と、６次産業を推進する本部であり、２つ目は、

子育て総合支援センターを核とする子育てする

なら遠野推進本部です。 

 それぞれ、副市長、教育長を本部長として、

強力に推進してまいります。 

 特にも、６次産業の推進に当たっては、企画

調整機能を本部に組み入れ、地域資源を生かし

た商品開発や販路拡大に取り組みます。 

 近年、さまざまな分野、児童生徒をはじめ若

い世代の活躍を拝見することが多くなりました。 

 遠野商工会青年部の皆さんが、遠野市街コン

「燃えろ遠（とお）コン」を企画し、まちなか

をにぎわせてくれました。 

 約30人の青年が企画から運営まで行い、予定

を上回る140人が市内外から参加し、８割の方

が次回も参加したい意向であったとお聞きしま

した。 

 同じく市民有志が集い、市内54店舗を対象と

した「遠野はしご酒」や、観光客でにぎわう遠

野駅前を会場に「バケツでジンギスカン大会」

を開催するなど、まちなかのにぎわいづくりに

若い人たちの力が、風を起こしています。 

 この風をしっかりと受け止め、さらなる連携

を図ってまいります。 

 急速な時代の変化の中、本市においても、少

子高齢化、人口減少の波が押し寄せています。 

 所得向上のための振興策、環境問題、社会資

本整備、健康の維持増進、教育・文化の充実、

人材育成など、各分野において克服すべき課題

も山積しています。 

 この課題に挑戦し、持続可能な新たなまちづ

くりの仕組みを再構築していくことが、市民の

皆様から与えられた私の使命であると受け止め

ております。 

 また、急速に進む高速交通インフラ整備に伴

い、未来を見据えたプロジェクトも検討しなけ

ればなりません。 

 現総合計画の検証をしっかりと行い、多くの

市民の参画のもと、新たなまちづくりの指針と

なる次期総合計画の策定に着手してまいります。 

 なお、２月26日で終了している市内11カ所で

開催した市長と語ろう会で、皆様からいただい

た御意見・御提言は、次期総合計画に反映させ

てまいります。 

 春には、ＳＬ銀河が釜石線で運行されます。

ＳＬは、昭和15年製。 

 昭和47年に引退後、盛岡市の県営運動公園に

展示されていたものが、修復作業を経て４月に

運行される予定です。 

 まさに「古くて新しいものは光り輝く」。 

 ＳＬの雄姿を懐かしむ人もいれば、白煙を上

げて力強く進むＳＬに目を輝かせる子どもたち

もいらっしゃるでしょう。 

 世代を越え、地域をつなぎ、多くの方々を魅

了する日も間近です。 

 ことし１月１日の新聞に、天皇皇后両陛下の

お歌８首が掲載されました。その中の１首が、

皇后さまの「遠野」と題したお歌でした。 

「何処（いずこ）にか 流れのあらむ 尋（た

づ）ね来し 遠野静かに 水の音する」 

 宮内庁の説明では「天皇皇后両陛下は、東日

本大震災に伴う被災地御訪問のため、岩手県の

大船渡市、陸前高田市等を御訪問になったが、

それに先立ち、後方支援で大きな役割を果たし

ている内陸の遠野市をまずお尋ねになった。そ

の折、静かな水の音を耳にされ、川の流れがど

こかにあるのではとお感じになりお詠みになっ

た御歌。」とありました。 

 このお歌を、３万市民が誇りに思い、本市の

自然、歴史、文化、風土を、これからも大切に

してまいります。 

 今後も、遠野スタイルの実現のため「全力投

球」「一所懸命」「誠心誠意」を信条に、市政

課題に取り組んでまいります。 
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 以上、決意の一端を申し述べ、平成26年度に

おける私の施政方針演述といたします。 

 御清聴、誠に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10時54分 休憩   

────────────────── 

   午前11時04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。中浜教

育委員長。 

   〔教育委員長中浜艶子君登壇〕 

○教育委員長（中浜艶子君）  平成26年３月遠

野市議会定例会が開催されるに当たり、平成26

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、平成23年３月11日に発生した東日

本大震災からまもなく３年がたとうとしており

ます。改めて、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、今なお、不自由な生

活を余儀なくされている皆様に、心からお見舞

い申し上げます。 

 平成25年３月31日に、これまで地域とともに

歩んできた歴史ある中学校８校が閉校して、平

成25年４月１日、新しい中学校３校が開校しま

した。 

 平成25年４月から生徒は、新しい友達や先生

との出会い、スクールバスでの通学、新しい環

境での授業、クラブ活動や学校行事などを通じ

て、互いに切磋琢磨しながら充実した学校生活

を送っております。 

 中学校再編によって、地域に中学校が無くな

ることで、地域行事への参加が難しくなるので

はとの懸念もありましたが、学校、保護者、地

域の協力によって、積極的に地域行事などへ参

加することができました。 

 地域の方々との関わりの中で得られる経験は、

児童生徒の人間形成に好ましい影響を与えると

ともに、人間性を豊かにするものと確信してお

りますので、今後とも、学校、保護者、地域の

連携を強めて、それぞれの地域の特色ある文化

や芸能を大切にし、みずから地域の一員として

守り育てていく心を育む学校運営に努めてまい

ります。 

 また、東日本大震災の被災体験を踏まえ、児

童生徒がみずからの未来を切り開く力を育む

「復興教育」をさらに推進するとともに、遠野

の宝である児童生徒が、ふるさと遠野に夢と誇

りを持ち、将来における多くの難問・課題を克

服し、郷土遠野、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、一層の教育復興の施策の推進に取り組んで

まいります。 

 子育て対策として、平成26年度に市が策定す

る「子育てするなら遠野構想」の一翼を担う教

育行政の面で、幼児期から小中学校、高等学校、

さらには社会教育をも含め、教育全体における

総合的な環境の整備に取り組み、子どもたちを

取り巻く社会のさまざまな環境の変化にも的確

に対応できるよう努めてまいります。 

 以下、遠野市総合計画及び遠野市教育振興基

本計画に沿って、平成26年度の主要な施策の概

要について申し上げます。 

 第１は、就学前教育の充実についてでありま

す。 

 幼児期は、生活や遊び等からの体験を通して、

情緒的な発達や知的な発達、あるいは社会性を

涵養するというような、人間としてよりよく生

きるための基礎を培うための大切な時期ですの

で、幼児の生活の場である家庭や地域、そして

幼稚園、保育所等との連携、さらには就学に向

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、教育の機会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。 

 幼児の内面に働きかけ、一人ひとりのよさや
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可能性を見いだし、その芽をのばしていくため

には、多様なニーズにこたえ、より質の高い教

育と保育を受けることができるよう、また、保

護者が自由に園を選択できる環境を継続するた

め、３つの公立保育所幼稚園の「認定こども

園」化に向けた取り組みを推進し、保護者や地

元住民との検討や遠野市保育協会との協議を重

ねてまいります。 

 第２は、学校教育の充実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26年度も引き続き、児童生徒の「生きる

力」を育むため、確かな学力、豊かな心、健や

かな体の「知・徳・体のバランスの取れた人間

形成」に向けた取り組みを進めてまいります。 

 そのために、「基礎的な知識・技能の習得及

び課題解決のための思考力等の育成」「豊かな

心の育成」「健やかでたくましい心身の育成」

の３つの視点で、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。 

 今年度体制構築したそれぞれの中学校区にお

いて、小中学校が連携し、義務教育９カ年にわ

たり、学力向上の推進を実施してまいります。

教育委員会としましては、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、教員の授業力の向上を支援

してまいります。 

 また、児童生徒の基礎的な知識・技能の習得

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、望ましい学習習慣づくりを

目指してまいります。 

 重点の２つ目は、「特別支援教育の充実」で

あります。 

 平成26年度は、小友小学校、青笹小学校、上

郷小学校に、新たに特別支援学級が開設される

ことから、小学校９校、中学校３校に、特別支

援学級が設置されることになります。 

 加えて、各学校の通常学級に在籍する、特別

な支援が必要な児童生徒一人ひとりの教育的

ニーズに応えられるよう、引き続き特別支援教

育支援員を配置し、より一層の支援体制を整え

てまいります。 

 また、小中学校と県立花巻清風支援学校遠野

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「ＪＦ

Ａこころのプロジェクト 遠野わらすっこ『夢

の教室』」を引き続き実施し、児童の「夢」を

育む教育を推進してまいります。 

 また、道徳教育、復興教育はもとより、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、豊かな感性を育み、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、道徳の時間は、自己の生き方について

の考えを深める大切な領域と捉え、保護者や地

域と一緒に心の教育を考える「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

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、

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



－ 13 － 

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。 

 学校施設の整備については、引き続き、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、教育環境の整備を進めてま

いります。 

 遠野中学校は、２期工事として多目的ホー

ル・音楽室棟の工事、遠野西中学校は、旧宮守

学校給食センターを多目的教室棟として利用す

るための大規模改造工事や屋外照明施設の整備

を行います。 

 附馬牛小学校は、旧附馬牛中学校を小学校校

舎として使用するための大規模改造工事を行い

ます。 

 また、通学対策では、スクールバスによる安

全かつ効率的な運行に努めるとともに、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り、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。 

 高度な衛生システムを備えた総合食育セン

ターは、開設２年目を迎えますが、調理配送業

務委託業者、食材納入業者及び学校との連携を

十分に図りながら、安全衛生管理の徹底に努め

るとともに、給食メニュー、調理方法に工夫を

加え、おいしい給食の提供に努めてまいります。 

 地産地消の推進については、遠野市産直給食

会と連携を図り、地元食材の安定的な供給と利

用拡大に努めてまいります。 

 また、児童生徒が、学校給食を通して郷土の

食文化や地域の農産物への理解を深める「遠野

まるごと給食」を引き続き実施するとともに、

栄養教諭による学校訪問を積極的に実施し、

「食育」と「健康教育」の一層の推進を図って

まいります。 

 第３は、社会教育の充実についてであります。 

 社会教育については、市民協働の視点を大切

にしながら、市民の皆さんがともに学び、とも

に活動できる生涯学習の環境づくりを、遠野市

教育文化振興財団と連携しながら進めてまいり

ます。 

 また、芸術文化活動の活性化を図るため、平

成26年度から民間ならではの手法を取り入れ、

市主催の公演事業や遠野物語ファンタジーの制

作支援等についても、同財団と連携しながら進

めてまいります。 

 地区公民館として位置づけされている各地区

センターにおいては、生涯学習講座を社会教育

関係団体等と連携しながら進めてまいります。 

 また、児童生徒の「知・徳・体」を総合的に

育む人間形成には、学校教育のみならず、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児童生徒の教育に当たるこ

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に、児童生徒、

親、学校、地域、行政の５者が連携し、教育振

興運動の共通課題に取り組んでまいります。 

 読書活動の推進については、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

支援してまいります。家庭学習の充実について

は、「放課後子ども教室」を継続して実施し、

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、ふるさとのよさを発見し、郷土に

誇りを持って成長できるための活動、友好都市

との交流活動などを通じて、人との関わり方や

ふるさとを愛する心を育ててまいります。 

 また、国際性豊かな「世界に羽ばたく遠野

人」の育成を図るため、遠野市教育文化振興財

団が行うアメリカ合衆国・テネシー州チャタ

ヌーガ市への中学生派遣事業を支援してまいり

ます。 

 第４は、スポーツの振興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。 

 市民の健康づくり活動を推進するため、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
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き続き推進してまいります。 

 子どもの体力向上については、幼児を対象と

したリズム体操をはじめとする運動教室の実施

や、体力向上月間を各小学校と連携しながら設

定し、生活習慣の改善に努めるとともに、ス

ポーツ・運動することの楽しさを子どもに伝え

られるよう、スポーツ・運動の普及を進めてま

いります。 

 また、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。 

 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、本年度公有化した国指定重要文化財の

「千葉家住宅」は、修理と保存に向けた取り組

みを推進し、伝承園にある「菊池家住宅」は、

復元修理を行い、貴重な文化財の保護を図って

まいります。 

 以上、平成26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。 

 教育は「未来」をつくるものであります。子

どもたちが、自分の将来をしっかり見据え、夢

と志を持って、力強く生き抜いていくことがで

きるよう、「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

係を一層深め、引き続き学校現場、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、そして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号遠野市道路占用料

徴収条例の一部を改正する条例の制定

についてから、 

   日程第36 議案第32号平成26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１号遠野市道路占用料徴収条例の一部を改正

する条例の制定についてから、日程第36、議案

第32号平成26年度遠野市水道事業会計予算まで

の32件を一括議題といたします。 

 各案件について、提出者の説明を求めます。

菊池副市長。 

   〔副市長菊池孝二君登壇〕 

○副市長（菊池孝二君）  命によりまして、平

成26年３月遠野市議会定例会に提出いたしまし

た議案の提案理由を御説明いたします。 

 議案第１号遠野市道路占用料徴収条例の一部

を改正する条例の制定については、道路法施行

令の一部改正に伴い、所要の改正をしようとす

るものでございます。 

 次に、議案第２号遠野都市計画事業下一日市

地区土地区画整理事業施行条例を廃止する条例

の制定については、遠野都市計画事業下一日地

区土地区画整理事業の完了に伴い、本条例を廃

止しようとするものであります。 

 次に、議案第３号遠野市消防救急デジタル無

線・移動系デジタル防災行政無線整備工事の請

負契約の締結については、遠野市消防救急デジ

タル無線・移動系デジタル防災行政無線整備工

事の請負契約について、２月19日に条件つき一

般競争入札を執行しましたので、その落札者と

契約を締結するため、議会の議決を求めるもの

であります。 

 契約の目的、遠野市消防救急デジタル無線・

移動系デジタル防災行政無線整備工事。契約の

方法、条件つき一般競争入札。契約の金額、８

億6,310万円。契約の相手方、宮城県仙台市宮

城野区扇町３丁目５番５号株式会社富士通ゼネ

ラル東北情報通信ネットワーク営業部部長、畠

山三樹次であります。 

 次に、議案第４号平成25年度遠野市一般会計

補正予算（第４号）については、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
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それぞれ3,235万3,000円を減額し、予算の総額

を歳入歳出それぞれ195億8,122万9,000円とし

ようとするものであります。 

 次に、議案第５号平成25年度遠野市国民健康

保険特別会計補正予算（第２号）については、

事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出そ

れぞれ4,261万9,000円を減額し、予算の総額を

歳入歳出それぞれ35億9,358万7,000円とし、ま

た、直営診療施設勘定の歳入歳出予算の総額か

ら歳入歳出それぞれ78万3,000円を減額し、予

算の総額を歳入歳出それぞれ１億7,312万8,000

円としようとするものであります。 

 次に、議案第６号平成25年度遠野市後期高齢

者医療特別会計補正予算（第２号）については、

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ233

万7,000円を減額し、予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ２億9,382万4,000円としようとするもの

であります。 

 次に、議案第７号平成25年度遠野市介護保険

特別会計補正予算（第３号）については、保険

事業勘定の歳入歳出予算の総額に──歳入歳出

それぞれ88万2,000円を追加し、予算の総額を

歳入歳出それぞれ30億2,732万7,000円としよう

とするものであります。 

 次に、議案第８号平成25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

ては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ2,824万8,000円を減額し、予算の総額を歳入

歳出それぞれ５億4,204万7,000円としようとす

るものであります。 

 次に、議案第９号平成25年度遠野市農業集落

配水事業特別会計補正予算（第２号）について

は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

31万2,000円を減額し、予算の総額を歳入歳出

それぞれ7,583万2,000円するものであります。 

 次に、議案第10号平成25年度遠野市下水道事

業特別会計補正予算（第３号）については、歳

入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ598万4,

000円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞ

れ８億3,387万2,000円とするものであります。 

 次に、議案第11号平成25年度遠野市水道事業

会計補正予算（第２号）についてであります。

収益的支出の補正については、支出の第１款上

水道事業費用において18万円を増額し、３億9,

484万7,000円に、第２款簡易水道事業費用にお

いて2,390万円を減額し、２億6,398万6,000円

にしようとするものです。 

 次に、資本的収入及び支出の補正では、収入

の第１款上水道事業資本的収入において500万

円を減額し、１億744万5,000円に、第２款簡易

水道事業資本的収入において210万2,000円を増

額し、１億7,774万9,000円に、支出の第１款上

水道事業資本的支出において2,420万円を減額

し２億3,607万2,000円に、第２款簡易水道事業

資本的支出において500万円を減額し、２億9,4

01万5,000円にしようとするものであります。

（発言する者あり）２億──5,000万円を減額

しですか、失礼しました、そのように訂正して

いただきます。 

 次に、議案第12号遠野市消防長及び消防署長

の資格を定める条例の制定については、消防組

織法の一部改正に伴い、本市の消防長及び消防

署長の資格を定めようとするものであります。 

 次に、議案第13号遠野市防災基本条例の制定

については、市民の生命、身体及び財産を災害

から守るとともに、防災対策を総合的に推進し、

災害に強い地域社会を構築するため制定しよう

とするものであります。 

 次に、議案第14号消費税及び地方消費税の税

率の改定に伴う関係条例の整備に関する条例の

制定については、消費税及び地方消費税の税率

の改正に伴い、使用料及び手数料の改定をしよ

うとするものであります。 

 次に、議案第15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

車場その他の市が設置している駐車場の使用料

の額について、統一した額に改定しようとする

ものであります。 

 次に、議案第16号遠野市ケーブルテレビジョ

ン放送施設条例の一部を改正する条例の制定に

ついては、加入者の都合により引き込み線の設

置場所を移転し、または変更する工事を要する



－ 16 － 

費用を加入者の負担とするとともに、インター

ネットに係るサービスを拡充しようとするもの

であります。 

 次に、議案第17号遠野市事業所設置奨励条例

の一部を改正する条例の制定については、奨励

措置の対象となる企業者の範囲を拡大するとと

もに、固定資産税の免除による奨励措置を拡充

する等の改正をしようとするものであります。 

 次に、議案第18号遠野市コミュニティ消防セ

ンター条例の一部を改正する条例の制定につい

ては、遠野市新張地区コミュニティ消防セン

ターを設置しようとするものであります。 

 次に、議案第19号遠野市高齢者等在宅福祉条

例の一部を改正する条例については、外出支援

サービス事業及び生活管理指導短期宿泊事業の

手数料の額を改定しようとするものであります。 

 次に、議案第20号岩手県市町村総合事務組合

を組織する地方公共団体の数の増減及び岩手県

市町村総合事務組合規約の一部変更の協議につ

いては、岩手中部水道企業団の加入等により、

岩手県市町村総合事務組合規約の変更が必要に

なり、その協議に関し、同組合を組織する関係

地方公共団体である当市の議会の議決を求める

ものであります。 

 次に、議案第21号公の施設の指定管理者の指

定については、大野平牧野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22号市道路線の廃止については、

公共性が認められないため、１路線を廃止しよ

うとするものであります。 

 次に、議案第23号市道路線の認定については、

経営体育成基盤整備事業の完了に伴い、３路線

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24号市道路線の変更については、

東北横断自動車道釜石秋田線の整備等に伴い、

４路線を変更しようとするものであります。 

 次に、議案第25号平成26年度遠野市一般会計

予算については、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ179億3,000万円と定めるものであり

ます。 

 次に、議案第26号平成26年度遠野市国民健康

保険特別会計予算については、事業勘定では、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ35億3,

303万6,000円とし、直営診療施設勘定では、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億4,81

6万円と定めるものであります。 

 次に、議案第27号平成26年度遠野市後期高齢

者医療特別会計予算については、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ２億9,750万7,000円

と定めるものであります。 

 次に、議案第28号平成26年度遠野市介護保険

特別会計予算については、保険事業勘定では、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ31億16

0万5,000円とし、介護サービス事業勘定では歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,580万5,

000円と定めるものであります。 

 次に、議案第29号平成26年度遠野市ケーブル

テレビ事業特別会計予算については、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ４億6,774万3,0

00円と定めるものであります。 

 次に、議案第30号平成26年度遠野市農業集落

排水事業特別会計予算については、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ7,903万8,000円と

定めるものであります。 

 次に、議案第31号平成26年度遠野市下水道事

業特別会計予算については、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ７億5,018万6,000──3,

000円と定めるものであります。（発言する者

あり）７億5,186万3,000円と定めるものであり

ます。失礼しました。 

 次に、議案第32号平成26年度遠野市水道事業

会計予算については、収益的収入及び支出の予

定額では、収入の第１款上水道事業収益、第２

款簡易水道事業収益、第３款住宅小規模給水事

業収益の合計額を８億1,051万1,000円とし、支

出の第１款上水道事業費用、第２款簡易水道事

業費用、第３款住宅小規模給水事業費用、第４

款予備費の合計を６億5,525万3,000円とするも

のです。 

 また、資本的収入及び支出の予定額では、収

入の第１款上水道事業資本的収入、第２款簡易
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水道事業資本的収入の合計額を４億7,476万8,0

00円とし、支出の第１款上水道事業資本的支出、

第２款簡易水道事業資本的支出の合計額を８億

5,384万7,000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

りますようお願いをいたします。 

────────────────── 

   予算等審査特別委員会の設置   

○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32号までの32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32号までの32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。 

────────────────── 

   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45分 散会   
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