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平成平成平成平成２６２６２６２６年年年年９９９９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４４４４号号号号））））    
    

平成26年９月19日（金曜日） 

────────────────── 

議事日程 第４号 

平成26年９月19日（金曜日）午後２時開議 

第１ 議案第51号 平成25年度遠野市一般会計

歳入歳出決算の認定について 

第２ 議案第52号 平成25年度遠野市国民健康

保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

第３ 議案第53号 平成25年度遠野市後期高齢

者医療特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

第４ 議案第54号 平成25年度遠野市介護保険

特別会計歳入歳出決算の認定について 

第５ 議案第55号 平成25年度遠野市ケーブル

テレビ事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

第６ 議案第56号 平成25年度遠野市農業集落

排水事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

第７ 議案第57号 平成25年度遠野市下水道事

業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

第８ 議案第58号 平成25年度遠野市水道事業

会計未処分利益剰余金の処分について 

第９ 議案第59号 平成25年度遠野市水道事業

会計決算の認定について 

第10 議案第60号 遠野市特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の制定について 

策11 議案第61号 遠野市家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準を定める条

例の制定について 

第12 議案第62号 遠野市放課後児童健全育成

事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の制定について 

第13 議案第63号 遠野市民センター条例の一

部を改正する条例の制定について 

第14 議案第64号 遠野市市有林造成基金条例

の一部を改正する条例の制定について 

第15 議案第65号 遠野市ひとり親家庭医療費

給付条例の一部を改正する条例の制定

について 

第16 議案第66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17 議案第67号 遠野市人事行政の運営等の

状況の公表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68号 遠野運動公園多目的運動広

場改修工事の変更請負契約の締結につ

いて 

第19 議案第69号 財産の取得について 

第20 議案第70号 平成26年度遠野市一般会計

補正予算（第４号） 

第21 議案第71号 平成26年度遠野市国民健康

保険特別会計補正予算（第２号） 

第22 議案第72号 平成26年度遠野市後期高齢

者医療特別会計補正予算（第１号） 

第23 議案第73号 平成26年度遠野市介護保険

特別会計補正予算（第１号） 

第24 議案第74号 平成26年度遠野市ケーブル

テレビ事業特別会計補正予算（第１

号） 

第25 議案第75号 平成26年度遠野市下水道事

業特別会計補正予算（第１号） 

第26 議案第76号 平成26年度遠野市水道事業

会計補正予算（第１号） 

第27 請願第３号 ふたたび被爆者をつくらな

いために「現行法」（原子爆弾被爆者

に対する援護に関する法律）改正を求

める請願 

第28 請願第４号 少人数学級の推進などの定

数改善と義務教育費国庫負担制度２分

の１復元をはかるための、2015年度政

府予算に係る意見書採択の請願 

第29 請願第５号 「被災児童生徒就学支援等

臨時特例交付金」継続の請願 

第30 請願第６号 農業委員会・企業の農地所
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有・農協改革など、「農業改革」に関

する請願 

第31 請願第７号 政府による緊急の過剰米処

理を求める請願 

第32 請願第８号 消費税増税の撤回を求める

意見書提出を求める請願 

第33 議案第77号 平成26年度遠野市一般会計

補正予算（第５号） 

第34 発議案第５号 遠野市議会委員会条例の

一部を改正する条例の制定について 

第35 発議案第６号 消費税10％増税の中止を

求める意見書の提出について 

第36 発議案第７号 少人数学級の推進などの

定数改善と義務教育費国庫負担制度２

分の１復元を求める意見書の提出につ

いて 

第37 発議案第８号 「被災児童生徒就学支援

等臨時特例交付金」の継続を求める意

見書の提出について 

第38 発議案第９号 政府による緊急の過剰米

処理を求める意見書の提出について 

第39 放射能汚染対策調査特別委員会の最終報

告について 

────────────────── 

   本日の会議に付した事件 

１ 日程第１ 議案第51号 平成25年度遠野市

一般会計歳入歳出決算の認定についてか

ら、 

  日程第９ 議案第59号 平成25年度遠野市

水道事業会計決算の認定についてまで。 

  （委員長報告、質疑、討論、採決） 

２ 日程第10 議案第60号 遠野市特定教育・

保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例の制定につい

てから、 

  日程第26 議案第76号 平成26年度遠野市

水道事業会計補正予算（第１号）まで。 

  （委員長報告、質疑、討論、採決） 

３ 日程第27 請願第３号 ふたたび被爆者を

つくらないために「現行法」（原子爆弾

被爆者に対する援護に関する法律）改正

を求める請願 

  （委員長報告、質疑、討論、採決） 

４ 日程第28 請願第４号 少人数学級の推進

などの定数改善と義務教育費国庫負担制

度２分の１復元をはかるための、2015年

度政府予算に係る意見書採択の請願 

  （委員長報告、質疑、討論、採決） 

５ 日程第29 請願第５号 「被災児童生徒就

学支援等臨時特例交付金」継続の請願 

  （委員長報告、質疑、討論、採決） 

６ 日程第30 請願第６号 農業委員会・企業

の農地所有・農協改革など、「農業改

革」に関する請願 

  （委員長報告、質疑、討論、採決） 

７ 日程第31 請願第７号 政府による緊急の

過剰米処理を求める請願 

  （委員長報告、質疑、討論、採決） 

８ 日程第32 請願第８号 消費税増税の撤回

を求める意見書提出を求める請願 

  （委員長報告、質疑、討論、採決） 

９ 日程第33 議案第77号 平成26年度遠野市

一般会計補正予算（第５号） 

  （提案理由の説明、質疑、討論、採決） 

10 日程第34 発議案第５号 遠野市議会委員

会条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

  （提案理由の説明、質疑、討論、採決） 

11 日程第35 発議案第６号 消費税10％増税

の中止を求める意見書の提出について 

  （提案理由の説明、質疑、討論、採決） 

12 日程第36 発議案第７号 少人数学級の推

進などの定数改善と義務教育費国庫負担

制度２分の１復元を求める意見書の提出

について 

  （提案理由の説明、質疑、討論、採決） 

13 日程第37 発議案第８号 「被災児童生徒

就学支援等臨時特例交付金」の継続を求

める意見書の提出について 

  （提案理由の説明、質疑、討論、採決） 

14 日程第38 発議案第９号 政府による緊急

の過剰米処理を求める意見書の提出につ
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いて 

  （提案理由の説明、質疑、討論、採決） 

15 日程第39 放射能汚染対策調査特別委員会

の最終報告について 

  （委員長報告、質疑） 

16 閉  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 
部長兼本庁舎建設室長  飛 内 雅 之 君 

総 務 部 長 兼
防災危機管理課長  菊 池 保 夫 君 

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

健康福祉部特命部長 
(地域医療推進監)兼 
地域医療推進室長 

 菊 池 永 菜 君 

産 業 振 興 部 長  鈴 木 惣 喜 君 

農林畜産部長  大 里 政 純 君 

環境整備部長  遊 田 啓 悦 君 

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

市民センター所長兼 
国体開催推進室長 

 古 川  憲 君 

子育て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 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 

────────────────── 

   午後２時00分 開議   

○議長（新田勝見君）  御苦労さまでございま

す。これより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、決算特別委員長及び予算等審査特別委

員長から委員会審査報告書が、放射能汚染対策

調査特別委員長から放射能汚染対策調査特別委

員会報告書の提出がありましたので、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、発議案５件が提出されましたので、そ

の写しをお手元に配付しておきましたから御了

承願います。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

────────────────── 

   日程第１ 議案第51号平成25年度遠野市

一般会計歳入歳出決算の認定について

から、 
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   日程第９ 議案第59号平成25年度遠野市

水道事業会計決算についてまで。   

○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、議案第51号から、日程第９、議案

第59号までの９件を一括議題といたします。 

 各案件に関し、委員長の報告を求めます。決

算特別委員長多田誠一君。 

   〔決算特別委員長多田誠一君登壇〕 

○決算特別委員長（多田誠一君）  命により報

告を申し上げます。 

 去る９月５日に開会されました平成26年９月

遠野市議会定例会において、決算特別委員会が

設置され、委員長に不肖私が、副委員長に織笠

孝之君が選任されました。 

 これより審査の経過と結果について報告いた

します。 

 本委員会に付託されました案件は、議案第51

号から議案第59号までの９件であります。 

 議案第51号平成25年度遠野市一般会計歳入歳

出決算の認定についての審査では、歳入におい

ては１款市税では、市税の収納率向上の要因に

ついて、滞納整理機構の徴収方法について、固

定資産税の増額の要因についてなど、５款株式

等譲渡所得割交付金では、株式等譲渡取得割交

付金の増額の要因について、11款分担金及び負

担金では知的障害者援護措置費第一部負担金の

滞納繰り越しについてなど、12款使用料及び手

数料では住宅使用料の滞納の増の要因について、

八幡墓園管理料についてなど、活発な質疑が交

わされました。歳出においては、２款総務費で

は、電算データの管理について、職員研修につ

いて、地域活動専門委員の配置について、高齢

化に伴う河川清掃及び道路環境整備のあり方に

ついて、防犯灯についてなど、３款民生費では、

地域福祉活動コーディネーターについて、障害

者への理解を深める教育について、老人クラブ

の状況について、生活保護からの自立に向けた

取り組みについてなど、４款衛生費では、子育

てするなら遠野構想調査事業の成果について、

産婦人科招聘の見通しについて、浄化槽復旧に

向けた取り組みについて、衣類回収の成果につ

いて、保管している汚染牧草の焼却についてな

ど、５款労働費では、勤労青少年ホームの利用

状況について、震災等緊急雇用対応事業による

安定雇用の見通しなどについて、６款農林水産

業費では、シイタケの出荷制限解除に向けた取

り組みについて、汚染ほだ木の処理について、

草地除染において耕起不能地として取り扱うこ

とになった土地の取り扱いについて、野生鳥獣

害防止対策の強化について、松くい虫対策につ

いてなど、７款商工費では、企業誘致対策費に

ついて、物産フェアの効果について、寺沢高原

のバンガロー等観光施設について、ＳＬ定期運

行の経済効果についてなど、８款土木費では、

生活に身近な道づくり事業等の対象となる基準

について、快適住マイル応援事業の経済効果に

ついてなど、９款消防費では、消防活動中の事

故の再発防止について、防災マップについて、

危険箇所の住民への周知についてなど、10款教

育費では、学力向上スタートダッシュ事業の成

果について、スクールバス運行に係る問題点に

ついてなど、総括質疑では、市民との距離を縮

める市役所の職場環境づくりについて、決算の

分析について、繰越額の増加による平成26年度

事業への影響についてなど活発な質疑が交わさ

れました。また、特別会計の審査においては、

議案第52号平成25年度遠野市国民健康保険特別

会計歳入歳出決算の認定についてでは、国保税

７割軽減対象世帯への対応について、特定健康

診査及び特定保健指導について、財政調整基金

積立金について、診療報酬収入の減の要因につ

いてなど、議案第54号平成25年度遠野市介護保

険特別会計歳入歳出決算の認定についてでは、

市外で施設介護サービスを受けている認定者の

介護保険の取り扱いについて、介護予防の取り

組みについてなど、議案第55号平成25年度遠野

市ケーブルテレビ事業特別会計歳入歳出決算の

認定についてでは、インターネットのサービス

向上について、落雷等の災害時の対策について

など、議案第56号平成25年度遠野市農業集落排

水事業特別会計歳入歳出決算の認定についてで
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は、受益者分担金の滞納繰越分の取り扱いにつ

いてなど、議案第59号平成25年度遠野市水道事

業会計決算の認定についてでは、給水収益の減

に対する対応について、水道水の有収率の改善

についてなど、活発な質疑が交わされました。 

 討論では、議案第51号において賛成討論があ

り、審査の結果については、議案第51号から議

案第57号まで及び議案第59号の８件については、

全員の賛成をもって、原案のとおり認定するこ

とに、また、議案第58号については、全員の賛

成をもって、原案のとおり決することに決定し

ました。 

 本委員会は、議長及び議会選出の監査委員を

除く全員で構成された委員会でありますので、

審査の詳細については省略をさせていただきま

す。 

 以上、委員各位の御協力に感謝を申し上げ、

報告といたします。 

○議長（新田勝見君）  これより委員長報告に

対する質疑を許します。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。 

 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51号から議案第59号までの９

件を一括して採決いたします。委員長報告は議

案第51号から議案第57号まで、及び議案第59号

については認定、議案第58号については可決で

あります。各案件は委員長報告のとおり決する

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51号から議案第

59号までの９件については、委員長報告のとお

り決定いたしました。 

────────────────── 

   日程第10 議案第60号遠野市特定教育・

保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例の制定に

ついてから、 

   日程第26 議案第76号平成26年度遠野市

水道事業会計補正予算（第１号）まで。 

○議長（新田勝見君）  次に、日程第10、議案

第60号から日程第26、議案第76号までの17件を

一括議題といたします。 

 各案件に関し、委員長の報告を求めます。予

算等審査特別委員長菊池民彌君。 

   〔予算等審査特別委員長菊池民彌君登壇〕 

○予算等審査特別委員長（菊池民彌君）  命に

よりまして、委員長報告をいたします。 

 平成26年９月遠野市議会定例会において、予

算等審査特別委員会が設置され、委員長に不肖

私が、副委員長に安部重幸君が互選されました。 

 これより審査の経過と結果について御報告い

たします。 

 本委員会に付託されました案件は、議案第60

号遠野市特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の運営に関する基準を定める条例の制定

についてから、議案第76号平成26年度遠野市水

道事業会計補正予算（第１号）までの17件であ

ります。 

 審査の中で、議案第60号遠野市特定教育・保

育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の制定についてでは、新制度

施行に伴う保育園等の手続きについて本条例と

わらすっこ条例との関係について、保育の必要

性の認定についてなど、議案第61号遠野市家庭

的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例の制定についてでは、小規模保育事業

の型による保育サービスの差についてなど、議

案第62号遠野市放課後児童健全育成事業の設備

及び運営に関する基準を定める条例の制定につ

いてでは、新制度への移行に伴う児童館運営者

への指導についてなど、議案第63号遠野市民セ

ンター条例の一部を改正する条例の制定につい

てでは、市内の高校のサッカー場利用に対する

使用料の減免についてなど、議案第69号財産の

取得については、取得する機械等の内容及び能

力についてなど、議案第70号平成26年度遠野市
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一般会計補正予算（第４号）では、歳出では２

款総務費では、郷土芸能伝承館についてなど、

３款民生費では、生活困窮者自立促進支援モデ

ル事業について、子どもの遊び場再生事業につ

いてなど、４款衛生費ではＩＣＴ健康づくり事

業について、再生可能エネルギー設備導入事業

についてなど、６款農林水産業費では、農地中

間管理事業について、６次産業推進事業につい

て、米価の下落への対応について、シイタケ生

産の施設化等に関する事業の生産者への説明に

ついて、松くい虫対策について、自伐型林業及

び木質バイオマスの取り組みについてなど、７

款商工費では、観光客を呼び込むための道の駅

への高速充電器の設置について、遠野の原風景

を活用するための環境整備についてなど、９款

消防費では、避難訓練のあり方について、避難

計画のあり方についてなど、10款教育費では、

学校図書館の充実について、遠野運動公園の松

くい虫被害木の処理についてなど、議案第73号

平成26年度遠野市介護保険特別会計補正予算

（第１号）では、介護保険事務支援システム改

修業務委託料の妥当性のチェックについて、議

案第76号平成26年度遠野市水道事業会計補正予

算（第１号）では、小友簡易水道平笹上水場に

係る予算の組み替えについてなど、活発な質疑

が交わされました。審査の結果、議案第60号か

ら議案第76号までの17件について、全員の賛成

をもって原案のとおり可決されました。 

 本委員会は、議長を除く全員で構成された特

別委員会でありますので、概要の報告にとどめ、

審査の詳細については省略させていただきます。 

 以上、委員各位の御協力に感謝を申し上げ、

委員長報告といたします。 

○議長（新田勝見君）  これより委員長報告に

対する質疑を許します。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。 

 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60号から議案第76号までの17

件を一括して採決いたします。 

 各案件の委員長報告は可決であります。各案

件は、委員長報告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60号から議案第

76号までの17件については、委員長報告のとお

り決定いたしました。 

────────────────── 

   日程第27 請願第３号再び被爆者をつく

らないために「現行法」（原子爆弾被

爆者に対する援護に関する法律）改正

を求める請願 

○議長（新田勝見君）  次に、日程第27、請願

第３号再び被爆者をつくらないために「現行

法」（原子爆弾被爆者に対する援護に関する法

律）改正を求める請願についてを議題といたし

ます。 

 本請願に関し、委員長の報告を求めます、総

務常任委員長菊池民彌君。 

   〔総務常任委員長菊池民彌君登壇〕 

○総務常任委員長（菊池民彌君）  請願審査の

報告をいたします。 

 去る６月６日に開会された平成26年６月遠野

市議会定例会において、総務常任委員会に付託

され継続審査中であった請願第３号再び被爆者

をつくらないために「現行法」（原子爆弾被爆

者に対する援護に関する法律）改正を求める請

願についての審査結果を報告いたします。 

 最初に、請願の趣旨について、参考人に説明

を求めました。 

 参考人からは核兵器による被害を再び繰り返

さないことを目標としていること、核兵器廃絶

と被爆者援護を運動の２つの柱に政府への謝罪

を求めているとの説明がありました。国の被爆

者健康手帳を持つ人が、ことし20万人を割り込

む見通しであり、最近は年8,000人超のペース

で減少し、80年代のほぼ半分になっている状況
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でございます。 

 国はこれまでいろいろな裁判等における判例

に基づき、その都度制度や法律改正を行い、手

当等の拡充について取り組んできています。ま

た、原爆死没者への償いについては、原爆で亡

くなった方ばかりではなく、原爆以外に戦争で

亡くなった方々についても、その遺族の悲しみ

や思いは同じであり、その全ての人が報われる

べきものであるが、国民の税負担で際限なく戦

争の償いをするということは、現実的に困難で

あるとの観点から、当委員会では趣旨採択すべ

きものと決定いたしました。 

 以上であります。 

○議長（新田勝見君）  これより、委員長報告

に対する質疑を許します。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。 

 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、請願第３号を採決いたします。本

請願に対し、委員長報告は趣旨採択であります。

本請願は、委員長報告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、請願第３号は委員長報

告のとおり趣旨採択と決定いたしました。 

────────────────── 

   日程第28 請願第４号少人数学級の推進

などの定数改善と義務教育費国庫負担

制度２分の１復元をはかるための、201

5年度政府予算に係る意見書採択の請願 

○議長（新田勝見君）  次に、日程第28、請願

第４号少人数学級の推進などの定数改善と義務

教育費国庫負担制度２分の１復元をはかるため

の、2015年度政府予算に係る意見書採択の請願

についてを議題といたします。 

 本請願に関し、委員長の報告を求めます。教

育民生常任委員長菊池巳喜男君。 

   〔教育民生常任委員長菊池巳喜男君登壇〕 

○教育民生常任委員長（菊池巳喜男君）  去る

９月５日に開会された平成26年９月遠野市議会

定例会において、教育民生常任委員会に付託さ

れました請願第４号少人数学級の推進などの定

数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１復元

をはかるための、2015年度政府予算に係る意見

書採択の請願についての審査結果を報告いたし

ます。 

 ９月８日、当常任委員会を開催、審査をいた

しました。その結果、請願の趣旨を了とし、全

会一致をもって採択となりました。 

 以上であります。 

○議長（新田勝見君）  これより委員長報告に

対する質疑を許します。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。 

 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。 

 これより請願第４号を採決いたします。本請

願に対し、委員長報告は採択であります。本請

願は、委員長報告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、請願第４号は、委員長

報告のとおり採択と決定いたしました。 

────────────────── 

   日程第29 請願第５号「被災児童生徒就

学支援等臨時特例交付金」継続の請願 

○議長（新田勝見君）  次に、日程第29、請願

第５号「被災児童生徒就学支援等臨時特例交付

金」継続の請願についてを議題といたします。 

 本請願に関し、委員長の報告を求めます。教

育民生常任委員長菊池巳喜男君。 

   〔教育民生常任委員長菊池巳喜男君登壇〕 

○教育民生常任委員長（菊池巳喜男君）  請願
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審査を報告いたします。 

 去る９月５日開会された平成26年９月遠野市

議会定例会において、教育民生常任委員会に付

託されました請願第５号「被災児童生徒就学支

援等臨時特例交付金」継続の請願についての審

査結果を報告いたします。 

 ９月８日当常任委員会を開催し、審査をいた

しました。その結果、請願の趣旨を了とし、全

会一致をもって採択となりました。 

 以上であります。 

○議長（新田勝見君）  これより委員長報告に

対する質疑を許します。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。 

 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。 

 これより請願第５号を採決いたします。本請

願に対し、委員長報告は採択であります。本請

願は、委員長報告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、請願第５号は、委員長

報告のとおり採択と決定いたしました。 

────────────────── 

   日程第30 請願第６号農業委員会・企業

の農地所有・農協改革など、「農業改

革」に関する請願 

○議長（新田勝見君）  次に、日程第30、請願

第６号農業委員会・企業の農地所有・農協改革

など、「農業改革」に関する請願についてを議

題といたします。 

 本請願に関し、委員長の報告を求めます。産

業建設常任委員長多田誠一君。 

   〔産業建設常任委員長多田誠一君登壇〕 

○産業建設常任委員長（多田誠一君）  請願審

査の報告をいたします。 

 去る９月５日開会された平成26年９月遠野市

議会定例会において、産業建設常任委員会に付

託されました請願第６号農業委員会・企業の農

地所有・農協改革など、「農業改革」に関する

請願についての審査結果を報告いたします。 

 ９月８日、当常任委員会を開催し審査をいた

しました。その結果、農業従事者のための農業

改革が必要であるとの共通認識のもとで審査を

し、本案件について、本来は継続審査としたい

ところでありますが、農協が経営改革を進めて

おり、その内容がまだ見えてこない時点での判

断としては、採択とは言えないことから不採択

と決定したところであります。 

 以上のとおりであります。 

○議長（新田勝見君）  これより委員長報告に

対する質疑を許します。質疑ありませんか。 

   〔「な し」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新田勝見君）  質疑なしと認めます。

質疑を終結いたします。 

 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。 

 これより請願第６号を採決いたします。本請

願に対し、委員長報告は不採択であります。よ

って請願について採決いたします。本請願を採

択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。起立少

数であります。よって、本請願は不採択と決定

いたしました。 

────────────────── 

   日程第31 請願第７号政府による緊急の

過剰米処理を求める請願   

○議長（新田勝見君）  次に、日程第31、請願

第７号政府による緊急の過剰米処理を求める請

願についてを議題といたします。 

 本請願に関し、委員長の報告を求めます。産

業建設常任委員長多田誠一君。 

   〔産業建設常任委員長多田誠一君登壇〕 

○産業建設常任委員長（多田誠一君）  請願審

査の報告をいたします。 
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 去る９月５日開会された平成26年９月遠野市

議会定例会において、産業建設常任委員会に付

託されました請願第７号政府による緊急の過剰

米処理を求める請願についての審査結果を報告

いたします。 

 ９月８日、当常任委員会を開催し審査をいた

しました。審査において平成26年産米に限らず、

国の米政策に対しては、特に中山間地域を抱え

る遠野市にとっては非常に大きい影響が懸念さ

れるため、遠野市議会として、今後、国に働き

かけていくことが必要であるという意見が出さ

れました。本請願については、平成26年産米に

限る内容のものであるものの、その趣旨を了と

し全会一致をもって採択と決定したところであ

ります。 

 以上のとおりであります。 

○議長（新田勝見君）  これより委員長報告に

対する質疑を許します。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。 

 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。 

 これより請願第７号を採決いたします。本請

願に対し、委員長報告は採択であります。本請

願は、委員長報告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、請願第７号は、委員長

報告のとおり採択と決定いたしました。 

────────────────── 

   日程第32 請願第８号消費税増税の撤回

を求める意見書提出を求める請願   

○議長（新田勝見君）  次に、日程第32、請願

第８号消費税増税の撤回を求める意見書提出を

求める請願についてを議題といたします。 

 本請願に関し、委員長の報告を求めます。総

務常任委員長菊池民彌君。 

   〔総務常任委員長菊池民彌君登壇〕 

○総務常任委員長（菊池民彌君）  請願審査の

報告をいたします。 

 去る９月５日開会されました平成26年９月遠

野市議会定例会において、総務常任委員会に付

託されました請願第８号消費税増税の撤回を求

める意見書提出を求める請願についての審査結

果を報告いたします。 

 ９月８日、当常任委員会を開催し審査をいた

しました。その結果、請願の趣旨を了として、

全会一致をもって採択と決定したところでござ

います。 

 以上であります。 

○議長（新田勝見君）  これより委員長報告に

対する質疑を許します。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。 

 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。 

 これより請願第８号を採決いたします。本請

願に対し、委員長報告は採択であります。本請

願は、委員長報告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。起立多

数であります。よって、請願第８号は、委員長

報告のとおり採択と決定いたしました。 

────────────────── 

   日程第33 議案第77号平成26年度遠野市

一般会計補正予算（第５号）   

○議長（新田勝見君）  次に、日程第33、議案

第77号平成26年度遠野市一般会計補正予算（第

５号）を議題といたします。 

 本案について、提出者の説明を求めます。菊

池副市長。 

   〔副市長菊池孝二君登壇〕 

○副市長（菊池孝二君）  命によりまして、平

成26年９月遠野市議会定例会に追加して提案い
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たしました議案第77号平成26年度遠野市一般会

計補正予算（第５号）について、提案理由を説

明いたします。 

 今回の補正予算は重要施策であります企業誘

致を進めるに当たり、その受け入れ体制の整備

が急がれることから、青笹町遠野東工業団地の

造成工事等に係る事業費を計上したところでご

ざいます。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2,000万円を追

加し、予算の総額をそれぞれ188億7,697万9,00

0円としようとする内容でございます。 

 以上で、説明を終わります。よろしく御審議

賜りますようお願いをいたします。 

○議長（新田勝見君）  これより質疑に入りま

す。質疑ありませんか。５番佐々木大三郎君。 

○５番（佐々木大三郎君）  今回のこの予算措

置と遠野東工業団地、この造成は企業誘致を強

力に進めるということで強い意気込みを感じま

すし、評価もできるところでありますが、そこ

で伺いますが、この工業団地には、今までいろ

いろ企業活誘致動をする中で、立地もしていい

よと、立地を希望されているような企業がある

でしょうか。そのための造成なのかどうか。あ

るいは、そうではなくて全くゼロから、立地希

望者ない中で、これを造成を進めて積極的な企

業誘致を行うということでしょうか。その辺い

かがですか。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

○市長（本田敏秋君）  それでは、ただいまの

佐々木大三郎議員の御質問にお答えいたします。 

 追加提案という中における2,000万円の予算

を計上させていただきました。今、見通しがあ

るのか、それとも、それを準備するための一つ

の造成なのかと、２つの視点に立ってのどちら

なんだというような価値における質問でありま

した。どちらでもあるということを申し上げた

いと思っております。 

 この釜石自動車道が大変な勢いで今、釜石に

向かって工事が進んでおります。ここ４年以内

に全通するであろうと、また一方においては、

これは私も非常に複雑な気持ちがあるわけであ

りますけども、東日本大震災の中におきまして、

困難と思われておった国道340号立丸峠のトン

ネル化が着工になりまして、これも向こう４年

等でもって２つのトンネルが貫通するというこ

とが、これも決定しております。 

 やはり、この人口減少を社会に立ち向かうた

めにも、あるいは挑むためにも、一つこの高速

インフラ整備の中における準備をしていかなき

ゃならない。いつでも企業活動、あるいは企業

の展開に対応できるような準備もしていかなき

ゃならない。ただ、道路が全通したと、さあ用

意しようといっても、それからまた２年、３年

とかかるわけでありますから、東工業団地の造

成工事に着手し、そして、一方においてはそれ

をきちんとアプローチすることによって、有力

企業を誘致するという中における雇用の場とい

ったものをそこに見出すという中における、一

つの戦略の中における取組を始めたいという思

いの中で、これはやはり一定のスピードとタイ

ミングが必要であろうと。 

 したがって今議会で議員の各位にも御理解を

いただきながら、造成工事に着手し、新たな受

け皿といったような環境整備しながら、やはり

この厳しい人口減少社会に立ち向かうという中

における、環境整備を行っていきたいというよ

うに思ったわけであります。 

 そして、ただ単にかということになれば、私

も状況あるいは企業訪問等をずっと続けてきて

おります。その中でさまざまな企業と接触して

おりますので、これは両方が相まった中におき

ます環境整備といったことを進めながら、それ

を有力な武器として、ぜひ遠野に展開していた

だきたいということを強力に進めてまいりたい

というような決意の中で、今般予算を提案させ

ていただいたということでございますので、一

つ御理解をいただければというように思ってお

る次第であります。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

○５番（佐々木大三郎君）  今の市長の御答弁

の内容からして、遠野の雇用創出、あるいは地

元の若者が地元に定着するという面から、非常
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に市民の皆さんも喜んでいただけるだろうし、

夢も持っていただけると思います。すばらしい

ことだと思います。 

 それで、これに関連しまして専任組織が設置

されるということでありますが、その名称は

「雇用定住環境整備室」ということで、これも

新たな体制を構築するということで専任職員が

４人、さらに兼務職員が２名ということになっ

てございますが、この専任職員４名と６次産業

推進本部、この本部との中でのかかわり、要は

兼務扱いになるのか、そうじゃなくて本当に専

担でやられるのか、その辺を伺います。 

○議長（新田勝見君）  総務部長。 

○総務部長兼防災危機管理課長（菊池保夫君）

  お答えいたします。 

 専任職員４名は専任でございます。兼務職員

はそのとおり他の部署の兼務ですけども、４名

は専任でございます。 

○議長（新田勝見君）  ５番佐々木大三郎君。 

○５番（佐々木大三郎君）  済みません。私の

質問は、この専任の方は６次産業推進本部との

かかわりは持たないんですか、持つんでしょう

かということでした。 

○議長（新田勝見君）  総務部長。 

○総務部長兼防災危機管理課長（菊池保夫君）

  この体制、まず一つには設置する場所でござ

いますけども、合同庁舎の３階ということで、

産業振興部の中に設置します。産業振興部は６

次産業の部分も担当しておりますので、連携を

しながら業務を推進するということとしており

ます。 

○議長（新田勝見君）  ほかに質疑ございませ

んか。19番浅沼幸雄君。 

○19番（浅沼幸雄君）  当局が取り組もうとし

ているその姿勢に対しましては敬意を表するも

のでありますし、賛意を表するものであります。 

 一つ確認しますが、今定例会の中の予算等審

査特別委員会の議論の中で、企業が求人広告を

出しても、なかなか人が集まらないという現状

があるという答弁があったと、私は記憶してお

ります。 

 そういう中で、あえてその準備をするという

のもわかります。わかりますが、その実際に企

業が誘致された場合に、特別委員会の中で答弁

されたその問題をどのように考えていくのか確

認いたします。 

○議長（新田勝見君）  産業振興部長。 

○産業振興部長（鈴木惣喜君）  今の浅沼議員

からの御質問なわけですが、確かに今の有効求

人倍率が１％を超える沿岸地区にとっては1.2

ぐらいにもなっていると、そういう中で企業側

から見れば、売り手市場ということで雇用の確

保、人材の確保大変苦労されていると、そうい

うような現状は確かにあります。 

 ただし、前段市長がお話させていただいたと

おり、高速交通網整備の中で、ますます沿岸、

あるいは内陸地区との交流が盛んになってくる

現状でございますので、先ほど佐々木大三郎議

員から御質問いただいたような専任組織を立ち

上げまして、それらの事業に対しても、課題解

決に対してもその組織の中で積極的に取り組ん

でいくということでございますので、よろしく

お願いします。 

○議長（新田勝見君）  ほかに。14番菊池民彌

君。 

○14番（菊池民彌君）  いよいよ遠野東工業団

地にもさらなる造成が始まるということは、大

変結構なことだなというふうに思ったところで

ございます。 

 かつては、造成をすべきではないかというよ

うな質問もした経緯もございますが、なかなか

企業によっては、いろいろの角度からどのよう

にやるか、いろいろ企業が決めることだからと

いうようなお話を受けて、造成にも手がつかな

かったように私は受けとめとめておりますが、

今回はこのように造成を図ると、しかも約５町

歩ほどの面積を有する団地をつくるということ

でございますので、大変いいなと思いますが、

この団地に、今、公表はできないかとは思うん

ですけれども、市長の考えといたしましては、

どのような企業が入るのか、１社で終わるのか、

それとも何社かの分譲で行われるのかというふ
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うな方向が、市長の腹にあるとすればお聞かせ

をお願いしたいなとこのように思いますが、い

かがでしょうか。 

○議長（新田勝見君）  本田市長。 

○市長（本田敏秋君）  造成工事に着手をする

という中における受け入れ態勢をきちんと環境

整備をしながらという部分、先ほど申し上げま

したとおり、全く希望のないままというか、見

通しのないまま着手したわけではないと、それ

なりの一つの感触を得た中で、相手との信頼関

係を壊さないようにきちんとした中における対

応をしなきゃならないと。遠野市もこのような

事情があって、議員の皆様にも、そのような形

で着手いたしたい、受け入れ体制を整えたいと

いうようお話を申し上げているわけであります

けども、相手側もやっぱりいろいろな社内事情

もあるという中にございまして、そこをきちん

とクリアしなきゃならない。 

 ただ、今、どのような業種なのかという部分

におきましては、１社なのか、それとも数社な

のかという部分につきましては、これから環境

を整備する中におきまして、その複数の中から

と、あるいは１社の中からといった中でおける

絞り込みを当然のことながら行っていかなきゃ

ならないというような中における交渉がこれか

ら本格的に始まるということで御理解をいただ

ければというように思っている次第であります。 

○議長（新田勝見君）  ほかに質疑ございませ

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77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77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77号平成26年度遠野市一般

会計補正予算（第５号）を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長（新田勝見君）  着席願います。起立全

員であります。よって、議案第77号遠野市一般

会計補正予算（第５号）は、原案のとおり可決

されました。 

────────────────── 

   日程第34 発議案第５号遠野市議会委員

会条例の一部を改正する条例の制定に

ついて   

○議長（新田勝見君）  次に、日程第34、発議

案第５号遠野市議会委員会条例の一部を改正す

る条例の制定についてを議題といたします。 

 提出者の説明を求めます。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）  発議案第５

号遠野市議会委員会条例の一部を改正する条例

の制定について、提案説明をいたします。 

 提案理由ですが、平成26年３月定例会で可決

した遠野市議会議員の定数条例の一部を改正す

る条例の施行により、議員定数が現行の20名か

ら18名になることから、教育民生常任委員会及

び産業建設常任委員会の定数を、現行の７名か

ら６名にするとともに、議会運営委員会の定数

を現行の７名から５名にしようとするものです。 

 なお、条文の説明は省略いたします。 

 以上で、提案説明といたします。議員各位の

御賛同を賜りますよう、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（新田勝見君）  説明が終わりましたの

で、質疑を許します。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
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を終結いたします。 

 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、発議案第５号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長（新田勝見君）  着席願います。起立全

員であります。よって、発議案第５号は、原案

のとおり可決されました。 

────────────────── 

 〔参 照〕 

発議案第５号  

   遠野市議会委員会条例の一部を改正する

条例の制定について 

 遠野市議会会議規則第14条の規定により、上

記の議案を別紙のとおり提出します。 

  平成26年９月19日 

 遠野市議会議長 新 田 勝 見 様 

提出者 遠野市議会運営委員会 

委員長 菊 池 邦 夫 

────────────────── 

提案理由 

 議員の定数が現行の20名から18名に変更とな

ることに伴い、教育民生常任委員会及び産業建

設常任委員会の定数を現行の７名から６名にす

るとともに、議会運営委員会の定数を現行の７

名から５名にしようとするものである。 

────────────────── 

   遠野市議会委員会条例の一部を改正する

条例 

 遠野市議会委員会条例（平成17年遠野市条例

第163号）の一部を次のように改正する。 

 第２条の表教育民生常任委員会の項及び産業

建設常任委員会の項中「７人」を「６人」に改

める。 

 第２条の２第２項中「７人」を「５人」に改

める。 

   附 則 

 この条例は、平成26年11月１日から施行する。 

────────────────── 

   日程第35 発議案第６号消費税10％増税

の中止を求める意見書の提出について 

○議長（新田勝見君）  次に、日程第35、発議

案第６号消費税10％増税の中止を求める意見書

の提出についてを議題といたします。 

 提出者の説明を求めます。 

 総務常任委員長、菊池民彌君。 

   〔総務常任委員長菊池民彌君登壇〕 

○総務常任委員長（菊池民彌君）  発議案第６

号の説明を申し上げます。 

 発議案第６号消費税10％増税の中止を求める

意見書の提案理由を御説明いたします。 

 この意見書は総務常任委員会に付託されまし

た請願の審査の結果、採択を受けて提出するも

のであります。 

 国民経済は、年金と社会保障削減の影響も受

け、さらなる消費税増税は一層深刻な消費不況

を招き、地域経済に計り知れない影響を与える

ことは必至であります。政府は、消費税は社会

保障財源に充てるとしておりますが、不透明な

部分があり、よって、このような現状を踏まえ、

消費税10％増税の中止を求める意見書を、地方

自治法第99条の規定により、内閣総理大臣に提

出するものであります。 

 議員各位の御賛同をよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（新田勝見君）  説明が終わりましたの

で、質疑を許します。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。 

 これより討論に入ります。討論ありませんか。

10番瀧澤征幸君。 

   〔10番瀧澤征幸君登壇〕 

○10番（瀧澤征幸君）  私は、消費税10％増税

の中止を求める意見書に反対の立場で討論を行

いたいと思います。 

 先ほどの消費税増税の撤回を求める意見書提

出の請願が可決されたことは、私にとっては本
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当にショッキングなことでございました。順次

これから述べてまいりたいと思います。 

 この意見書では、消費税を10％に増税するこ

とにより、家計や中小企業への悪影響、年金と

社会保障削減などによる消費不況が発生し、財

政再建への逆行につながるとしております。 

 私は、消費税の増税により家計や企業活動に

与える影響を否定するものではありません。家

庭における消費の減退、企業については税負担

が重くなることに加え、増税分を販売価格へ転

嫁できないことは、中小企業など顕著であると

思われるからであります。 

 しかしながら、千兆円を超える膨大な国債の

残高や少子高齢化に伴う社会保障の財源増しを

放置することは、対外的な国の信用の低下や国

民の将来に対する不安感を増幅するであろうこ

とは想像にかたくありません。消費税率を据え

置いたがために、国債の暴落や金利上昇、将来

への不安から生じる消費の落ち込みが企業の経

済活動を停滞もしくは悪化させるというシナリ

オも十分に考慮しなければならないと考えます。 

 景気の回復を待って税率を上げるという主張

もあり、恐らくこの意見書もそのことを意図す

るのかもしれませんが、増税を引き延ばしてき

た結果が今日の財政悪化の原因でもあることは

疑いようのない事実でもあります。 

 したがって、消費税増税については、税率を

引き上げないことによるリスクや、将来に対す

る不安を回避するプラスの局面があることも加

味して考える必要があると思います。今の世代

さえよければいいということにはならないので

あります。 

 確かに消費税増税分の使途については、この

意見書が指摘するとおり不透明な部分があるこ

とも否めませんので、政府がその使途について

示している内容、つまり消費税増税分の使い道

の主なものについて述べてみたいと思います。 

 基本的には、年金や医療などの社会保障の安

定化と充実がその使途目的であります。充実策

がフルメニューで行われるのは、消費税率が1

0％になってからのことであります。その使い

道としては、金額は省略しますが、社会保障の

充実策、基礎年金の安定財源、高齢化による社

会保障費の自然増や赤字国債の解消、物価上昇

への対応となっております。特にも、社会保障

充実に充てる5,000億円の使い道の詳細につい

ては、待機児童解消など、子育て支援、低所得

者の国民健康保険料を軽減、高額医療費制度の

拡充、難病対策、医療・介護のサービス提供体

制整備、遺族年金の支給を母子家庭に拡大など

となっております。不確定要素を含んでいるた

め、結果的に100％そのとおりの使途とはなら

ないとしても、そのことを理由して消費税増税

反対に結びつけることには無理があると考えま

す。既に法律に定まっていることを、今になっ

て覆すとは、その根拠や理由が的を射ていない

と理解するものであります。 

 私たちは次代を担う子どもたちに安心して将

来を託するために、私たちの現役世代の責任と

して何をなすべきかと考える必要があると思い

ます。消費税の増税についても、真正面から考

えていかなければならないことと思います。 

 以上のことから、私は消費税10％増税の中止

を求める意見書に反対するものでありますので、

どうか皆さんの御賛同をいただきますようお願

いし、反対討論といたします。 

○議長（新田勝見君）  賛成討論ありませんか。

11番小松大成君。 

   〔11番小松大成君登壇〕 

○11番（小松大成君）  私は、消費税10％増税

の中止を求める意見書、賛成の立場で討論した

いと思います。 

 この消費税８％上げる際には、前回の議会に

おいては、いわゆる３％の増税については議会

の御賛同を得られなくて廃案ということになっ

てしまったわけですけども、今回は、委員会で

は全会一致の賛成を得たということで、私は大

変うれしく思っております。 

 なぜ、私がこの増税に反対するかと申します

のは、いわゆる政府が国債償還のためと、社会

保障のためと申しております。もちろんその部

分に使われたことはあると思いますけれども、
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実は、１兆円に及ぶこの国債残高は、消費税導

入してからは全然減ってないどころか、どんど

んふえてきているという実態がございます。今、

その資料を持ち合わせていませんから具体的に

は申し上げられませんけれども、なぜ消費税が

導入されたことによって国債残高が膨れ上がっ

たかというのは、消費税を１％上げることによ

って２兆円近くの税収が上がると。それが節約

につながらなかった。それによってむしろ無駄

がふえてきたという実態がございます。１兆円

に及ぶ借金を抱えてこのままでいいのかという

のは、そのとおりでございます。（「１千兆

円」と言う者あり）１千兆円です。１千兆円を

超える国債残高がこれでいいのかという議論は、

全くそのとおりであります。 

 しかし、この残高の解消のために、消費税を

導入して経済を冷え込ませたら元も子もないと

いうのは、専門家の間でも言われております。

私は、そのことを指摘する以上に、ちょっとお

かしいなと思うのがあります。つまり、この消

費税というのは、輸出企業にとってはある意味

で１銭も払わない。逆に輸出することによって

輸出還付金が戻るといったような状態でありま

す。 

 平成19年度の決算を私調べてきましたけれど

も、その平成19年度の輸出戻し税の総額トップ

10社でありますけれども、その総額が、何と１

兆1,450億円、とんでもない金額が輸出企業に

戻ってきている、バックされている、こういう

実態がございます。 

 これらのことを考えますと、税制全体のこと

をまとめて考える。消費税を増税すれば簡単に

税収が上がるというものでもないということ、

そのことを私は訴えたいと思っております。 

 今度の８％の消費税、皆さん、お店屋さんに

行って大変な思いをしています。消費者が大変

な思いをしている以上に、中小企業は来年の消

費税の納税をどうするか、大変頭を抱えており

ます。数年前でありますけれども、ある企業か

らお願いされました。消費税250万円近くたま

ってしまったと。たまってしまったら、税務署

がその元会社の支給給与といいますか、その下

請賃金ですか、それらを抵当にかけて何ともに

っちもさっちもいかない、小松先生、何とかお

願いしますということで相談に来ました。税務

署に一緒に行って分割を設定して、その差し押

さえをやめさせたと、こういった経緯も私は体

験しております。このようなことが日本中あち

こちで起きている。その中で、さらに10％にす

るなどということは、とてもじゃないが、許せ

るものではない。 

 よって、私は消費税10％増税中止を求める意

見書に賛同いたします。 

 以上でございます。 

○議長（新田勝見君）  ほかに討論ありません

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、発議案第６号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長（新田勝見君）  着席願います。起立多

数であります。よって、発議案第６号は、原案

のとおり可決されました。 

────────────────── 

 〔参 照〕 

発議案第６号  

   消費税10％増税の中止を求める意見書の

提出について 

 遠野市議会会議規則第14条の規定により、上

記の議案を別紙のとおり提出します。 

  平成26年９月16日 

 遠野市議会議長 新 田 勝 見 様 

提出者 遠野市議会総務常任委員会 

委員長 菊 池 民 彌 

────────────────── 

提案理由 

 国民経済は、年金等社会保障削減の影響も受

け、更なる消費税増税は一層深刻な消費不況を

招き、地域経済に計り知れない影響を与えるこ
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とは必至である。 

 政府は、「消費税は社会保障財源に充てる」

としているが、不透明な部分があるため、この

ような現状を踏まえ、消費税10％増税の中止を

求める意見書を提出しようとするものである。 

────────────────── 

   消費税10％増税の中止を求める意見書 

 本年４月より消費税が８％となり、住民の生

活と景気に大激震を与えています。 

 総務省が発表した５月の家計調査では、消費

支出が前年同月比8.0％減り、減少幅は４月の4.

6％から拡大、東日本大震災があった2011年３

月の8.1％減少以来の落ち込みとなり、増税に

よる深刻な影響は誰の目にも明らかです。 

 それにもかかわらず、政府は夏場に向けて経

済を強め、その夏場の景気指標を踏まえて12月

初旬にも来年10月からの消費税率10％を決定す

るとしています。 

 しかし、経済格差の広がりは顕著であり、中

小企業・勤労者を土台とする国民経済は、年金

等社会保障削減の影響も受け、さらなる消費税

増税は一層深刻な消費不況を招き、地域経済に

計り知れない影響を与えることは必至です。そ

れは全体としての税収減を招き、財政再建にも

まったく逆行します。 

 また４月の増税により、地域の雇用や経済を

支えている中小企業は、売上減と消費税負担増

によって塗炭の苦しみであります。 

 これ以上の消費税増税は、地域の中小企業倒

産、失業者増大など地域経済の壊滅的打撃を与

えます。 

 以上のことから、地方自治法第99条の規定に

より、政府に対し、消費税増税中止を求める意

見書を提出いたします。 

 平成26年９月19日 

岩手県遠野市議会議長 新 田 勝 見 

  提出先 

  内閣総理大臣 安 倍 晋 三 様 

────────────────── 

   日程第36 発議案第７号少人数学級の推

進などの定数改善と義務教育費国庫負

担制度２分の１復元を求める意見書の

提出について   

○議長（新田勝見君）  次に、日程第36、発議

案第７号少人数学級の推進などの定数改善と義

務教育費国庫負担制度２分の１復元を求める意

見書の提出についてを議題といたします。 

 提出者の説明を求めます。 

 教育民生常任委員長、菊池巳喜男君。 

   〔教育民生常任委員長菊池巳喜男君登壇〕 

○教育民生常任委員長（菊池巳喜男君）  発議

案第７号少人数学級の推進などの定数改善と義

務教育費国庫負担制度２分の１復元を求める意

見書の提出について、提案理由の説明を申し上

げます。 

 この意見書は、教育民生常任委員会に付託さ

れたました請願の審査の結果、採択を受けて提

出するものであります。 

 以下、提案理由を御説明いたします。 

 一人ひとりの子どもに対するきめ細かな対応

や、特別な支援が必要な子どもや不登校、いじ

めなどの課題に対応できるよう、30人以下学級

を推進するとともに、教育の機会均等と水準の

維持・向上を図るため、義務教育費国庫負担制

度の国負担割合を２分の１に復元することを求

める意見書を、地方自治法第99条の規定により、

内閣総理大臣、内閣官房長官、文部科学大臣、

財務大臣及び総務大臣に提出するものでありま

す。 

 議員各位の賛同をよろしくお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  説明が終わりましたの

で、質疑を許します。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。 

 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、発議案第７号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸

君の起立を求めます。 
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   〔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、発議案第７号は、原案

のとおり可決されました。 

────────────────── 

 〔参 照〕 

発議案第７号  

   少人数学級の推進などの定数改善と義務

教育費国庫負担制度２分の１復元を求

める意見書の提出について 

 遠野市議会会議規則第14条の規定により、上

記の議案を別紙のとおり提出します。 

  平成26年９月19日 

 遠野市議会議長 新 田 勝 見 様 

提出者 遠野市議会教育民生常任委員会 

委員長 菊 池 巳喜男 

────────────────── 

提案理由 

 一人一人の子どもに対するきめ細かな対応や

課題に対応できるように30人以下学級の推進を

するとともに教育の機会均等と水準の維持向上

を図るため、義務教育費国庫負担制度の国負担

割合を２分の１に復元することを求める意見書

を提出しようとするものである。 

────────────────── 

   少人数学級の推進などの定数改善と義務

教育費国庫負担制度２分の１復元を求

める意見書 

 35人以下学級について、これまで小学校１年

生、２年生と拡充が継続して進められてきた。 

 しかし、小学４年生までは岩手県独自による

拡充が行われることになったものの、政府によ

る予算措置は出されていない。 

 日本は、ＯＥＣＤ諸国に比べて、１学級当た

りの児童生徒数や教員１人当たりの児童生徒数

が多くなっている。一人ひとりの子どもに丁寧

な対応を行うためには、ひとクラスの学級規模

を引き下げる必要がある。 

 社会状況等の変化により学校は、一人ひとり

の子どもに対するきめ細やかな対応が必要とな

っている。また、新しい学習指導要領が本格的

に始まり、授業時数や指導内容が増加している。

日本語指導などを必要とする子どもたちや障害

のある子どもたちへの対応等も課題となってい

る。いじめ、不登校など生徒指導の課題もある。

こうしたことの解決に向けて、少人数学級の推

進などの計画的定数改善が必要である。 

 いくつかの自治体においては、厳しい財政状

況の中、独自財源による30人～35人以下学級が

行われている。このことは、自治体の判断とし

て少人数学級の必要性を認識していることの現

れであり、国の施策として財源補償すべき必要

がある。また、文部科学省が実施した「今後の

学級編成及び教職員定数に関する国民からの意

見募集」では、約６割が「小中高校の望ましい

学級規模」として、26人～30人を挙げている。

国民も30人以下学級を望んでいることは明らか

である。 

 また、三位一体改革により、義務教育費国庫

負担制度の国負担割合は２分の１から３分の１

に引き下げられた。その結果、自治体財政が圧

迫され、非正規教職員も増えている。子どもた

ちが全国どこに住んでいても、一定水準の教育

が受けられることが憲法上の要請である。 

 子どもの学ぶ意欲・主体的な取り組みを引き

出す教育の役割は重要であり、そのための条件

整備が不可欠である。こうした観点から、2015

年度政府予算編成において、下記事項が実現さ

れるよう、強く求めるものである。 

記 

１ 少人数学級を推進すること。具体的学級規

模は、ＯＥＣＤ諸国並みのゆたかな教育環境を

整備するため、30人以下学級とすること。 

２ 教育の機会均等と水準の維持向上をはかる

ため、義務教育費国庫負担制度の負担割合を２

分の１に復元すること。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書

を提出する。 

 平成26年９月19日 

岩手県遠野市議会議長 新 田 勝 見 

 提出先 

  内閣総理大臣 安 倍 晋 三 様 
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  内閣官房長官 菅   義 偉 様 

  文部科学大臣 下 村 博 文 様 

  財務大臣   麻 生 太 郎 様 

  総務大臣   高 市 早 苗 様 

────────────────── 

   日程第37 発議案第８号「被災児童生徒

就学支援等臨時特別交付金」の継続を

求める意見書の提出について   

○議長（新田勝見君）  次に、日程第37、発議

案第８号「被災児童生徒就学支援等臨時特別交

付金」の継続を求める意見書の提出についてを

議題といたします。 

 提出者の説明を求めます。 

 教育民生常任委員長、菊池巳喜男君。 

   〔教育民生常任委員長菊池巳喜男君登壇〕 

○教育民生常任委員長（菊池巳喜男君）  発議

案第８号「被災児童生徒就学支援等臨時特別交

付金」の継続を求める意見書の提出について、

提案理由の説明を申し上げます。 

 この意見書は、教育民生常任委員会に付託さ

れたました請願の審査の結果、採択を受けて提

出するものであります。 

 以下、提案理由を御説明いたします。 

 本交付金は、東日本大震災で被災をし、経済

的理由により就学等が困難な子どもを対象に、

国による就学支援等を行うものであります。 

 この事業の対象の子どもの数は年々減少して

きているものの、いまだ復興半ばであり、地域

経済の不安定な現状から、支援の継続が不可欠

であり、学校現場からも、今年度でこの交付金

等支援が終了することがないようにと制度の継

続を強く望む声があります。 

 将来を担い、社会の基盤づくりにもつながる

子どもたちへの教育は極めて重要です。震災被

災の影響により経済的に困窮している家庭の子

どもたちの就学を保障するため、引き続き2015

年度以降も全額国費で支援する本交付金を継続

することを求める意見書を、地方自治法第99条

の規定により、内閣総理大臣、内閣官房長官、

文部科学大臣、財務大臣及び総務大臣に提出す

るものであります。 

 議員各位の賛同をよろしくお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  説明が終わりましたの

で、質疑を許します。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。 

 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、発議案第８号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長（新田勝見君）  着席願います。起立全

員であります。よって、発議案第８号は、原案

のとおり可決されました。 

────────────────── 

 〔参 照〕 

発議案第８号  

   「被災児童生徒就学支援等臨時特別交付

金」の継続を求める意見書の提出につ

いて 

 遠野市議会会議規則第14条の規定により、上

記の議案を別紙のとおり提出します。 

 平成26年９月19日 

 遠野市議会議長 新 田 勝 見 様 

提出者 遠野市議会教育民生常任委員会 

委員長 菊 池 巳喜男 

────────────────── 

提案理由 

 本交付金は、東日本大震災で被災し、経済的

理由により就学等が困難な子どもを対象に、国

による就学支援等を行っているものである。対

象の子どもの数は減少してきてはいるものの、

未だ復興半ばであり、地域経済の不安定な状況

から支援の継続が不可欠であり、学校現場から

は今年度で当交付金が終了することがないよう

にと制度の継続を望む声がある。震災被災によ

り、経済的に困窮している家庭の子どもたちの

就学・修学を保障するために引き続き全額国費
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で支援する本交付金の継続を求める意見書を提

出しようとするものである。 

────────────────── 

   「被災児童生徒就学支援等臨時特別交付

金」の継続を求める意見書 

 東日本大震災から３年が経過した。東日本大

震災で被災をし、経済的理由により就学等困難

な子どもを対象に、国による就学支援等が行わ

れている。 

 具体的には、幼稚園、小・中学校、高等学校、

特別支援学級・学校、私立学校、専修学校・各

種学校に対して自治体が実施している既存の就

学支援事業等において、震災により、対象者増

や単価増が見込まれるため、自治体の新たな負

担を全額、国が負担・支援するものである。 

 2011年度の国の補正予算において、2014年度

まで必要な支援ができるよう「被災児童生徒就

学支援等臨時特別交付金」が創設された。 

 事業対象の子どもの数は全国で、2011年度67,

639人、2012年度58,352人、2013年度52,436人

となっており、時間の経過と共に対象の人数は

減少してきてはいるものの、未だ復興半ばであ

り、地域経済の不安定な現状から支援の継続が

不可欠であると考える。学校現場からも2014年

度で終了することのないよう制度の継続を強く

望む声が届いている。 

 将来を担い、社会の基盤づくりにつながる子

どもたちへの教育は極めて重要である。子ども

の学びの機会を切れ目なく支援していくことが、

人材育成・人材創出の拡大にもつながるものと

考える。 

 こうした観点から、経済的に困窮している家

庭の子どもたちの就学・修学が補償されるよう、

下記事項の実現を強く求める。 

記 

１ 東日本大震災によって経済的に困窮してい

る家庭の子どもたちの就学・修学を保障す

るため、引き続き、2015年度以降も全額国

費で支援する「被災児童生徒就学支援等臨

時特別交付金」を継続すること。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書

を提出する。 

 平成26年９月19日 

岩手県遠野市議会議長 新 田 勝 見 

 提出先 

  内閣総理大臣 安 倍 晋 三 様 

  内閣官房長官 菅   義 偉 様 

  文部科学大臣 下 村 博 文 様 

  財務大臣   麻 生 太 郎 様 

  総務大臣   高 市 早 苗 様 

────────────────── 

   日程第38 発議案第９号政府による緊急

の過剰米処理を求める意見書の提出に

ついて   

○議長（新田勝見君）  次に、日程第38、発議

案第９号政府による緊急の過剰米処理を求める

意見書の提出についてを議題といたします。 

 提出者の説明を求めます。 

 産業建設常任委員長、多田誠一君。 

   〔産業建設常任委員長多田誠一君登壇〕 

○産業建設常任委員長（多田誠一君）  発議案

第９号政府による緊急の過剰米処理を求める意

見書の提出について、提案理由の説明をいたし

ます。 

 この意見書は、産業建設常任委員会に付託さ

れたました請願の審査の結果、採択を受けて提

出するものであります。 

 平成26年産米は、超早場米の消費地での取引

価格が前年を4,000円程度下回る1万2,000円に

なると取沙汰され、全国的な価格の大暴落が強

く懸念されます。米価下落が続く中、農家手取

りベースで4,000円前後の赤字という状態がこ

の数年の傾向であり、さらに平成26年産米から

経営所得安定対策が半減され、米価変動補填交

付金も事実上廃止となり、稲作農家の経営は圧

迫されています。 

 このような状況で米価がさらに暴落するなら、

再生産が根底から脅かされることになり、とり

わけ規模拡大をしてきた、いわゆる担い手の経

営への打撃は計り知れないものがあります。 

 この春から秋にかけての米価の下落は政府の

姿勢によるものが大きく、昨年11月の食料・農
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業・農村政策審議会食糧部会で、ことし６月末

の在庫が２年前に比べ75万トンもふえる見通し

を認識しながら、何らの対策を講じてこなかっ

たことに加え、攻めの農業改革で５年後に政府

が需給調整から撤退する方針を打ち出したこと

も追い打ちをかけています。米の需給と価格の

安定を図るのは政府の重要な役割であり、緊急

に対策を実施することを求められています。 

 よって、このような現状を踏まえ、備蓄米買

い入れをはじめ政府の責任で緊急に過剰米処理

を行うことを強く求めるものであります。 

 以上、地方自治法第99条の規定により、衆参

両院議長、内閣総理大臣及び農林水産大臣に提

出するものであります。 

 議員各位の賛同をよろしくお願いいたします。 

○議長（新田勝見君）  これより質疑を許しま

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。 

 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、発議案第９号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長（新田勝見君）  着席願います。起立全

員であります。よって、発議案第９号は、原案

のとおり可決されました。 

────────────────── 

 〔参 照〕 

発議案第９号  

   政府による緊急の過剰米処理を求める意

見書の提出について 

 遠野市議会会議規則第14条の規定により、上

記の議案を別紙のとおり提出します。 

 平成26年９月19日 

 遠野市議会議長 新 田 勝 見 様 

提出者 遠野市議会産業建設常任委員会 

委員長 多 田 誠 一 

────────────────── 

提案理由 

 平成26年産米の価格の大暴落が懸念される状

況であることから、米の需給と価格の安定のた

め、国に緊急の過剰米処理を求める意見書を提

出しようとするものである。 

────────────────── 

   政府による緊急の過剰米処理を求める意

見書 

 平成26年産米は、宮崎県、鹿児島県、高知県

などの超早場米の消費地での取引価格が「前年

を4,000円程度下回る12,000円台（１俵60kg）」

などと取りざたされ、全国的な価格の大暴落が

強く懸念されます。 

 この間、米の生産費が16,356円（60kg当たり

全算入 平成19年～平成23年平均）という一方

で、米価下落が続いています。農家手取りベー

スで4,000円前後の赤字という状態がこの数年

の傾向です。さらに平成26年度産米から経営所

得安定対策が半減され、米価変動補てん交付金

も事実上廃止となり、稲作農家の経営は圧迫さ

れています。 

 このもとで米価がさらに暴落するなら、再生

産が根底から脅かされることになります。とり

わけ、規模拡大をしてきたいわゆる「担い手」

の経営への打撃は計り知れないものがあります。 

 そもそも、この春から秋にかけての米価の下

落は、政府の姿勢によるものが大きいと考えら

れます。平成25年度、平成26年度の基本指針を

決めた昨年11月の「食料・農業・農村政策審議

会食糧部会」で、今年６月末の在庫が２年前に

比べて75万トンも増える見通しを認識しながら、

何ら対策を講じてこなかった政府の責任が問わ

れています。また、「攻めの農政改革」で５年

後に政府が需給調整から撤退する方針を打ち出

したことも追い打ちをかけています。 

 主食の米の需給と価格の安定を図るのは、政

府の重要な役割です。過剰基調が明確になって

いる今、政府の責任で需給の調整を行うのは当

然であり、緊急に対策を実施することが求めら



－ 113 － 

れています。こうした緊急対策も含めて政府が

「米の需給と価格の安定に責任を持つ」姿勢を

明確にすることが今、最も求められています。 

 以上の主旨から、次の事項について取り組ま

れるよう強く求めます。 

記 

 備蓄米買い入れをはじめ、政府の責任で緊急

に過剰米処理を行うこと。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書

を提出する。 

 平成26年９月19日 

岩手県遠野市議会議長 新 田 勝 見 

  提出先 

  衆議院議長  伊 吹 文 明 様 

  参議院議長  山 崎 正 昭 様 

  内閣総理大臣 安 倍 晋 三 様 

  農林水産大臣 西 川 公 也 様 

────────────────── 

   日程第39 放射能汚染対策調査特別委員

会の最終報告について   

○議長（新田勝見君）  次に、日程第39、放射

能汚染対策調査特別委員会の最終報告について

を議題といたします。 

 委員長の報告を求めます。 

 放射能汚染対策調査特別委員長、多田誠一君。 

   〔放射能汚染対策調査特別委員長多田誠

一君登壇〕 

○放射能汚染対策調査特別委員長（多田誠一

君）  放射能汚染対策調査特別委員会の報告を

行います。多少長くかかりますので、御了承を

お願いいたします。 

 放射能汚染対策調査特別委員会の報告をいた

します。 

 １、経過について。平成23年３月11日に発生

した東日本大震災により被災した東京電力福島

第一原子力発電所の放射能汚染により、議会と

して、市民に与える放射能汚染の影響を市政の

重要課題であると捉え、チェック機関という役

割と市民の民意の反映という役割を果たすため、

議長を除く19人の委員により本委員会が設置さ

れました。 

 調査期間は、当初は平成24年３月８日から平

成25年３月31日までとしていたが、多くの課題

が残されていることから、我々議員の任期最終

日である平成26年10月31日までの期限を延長し、

これまで委員会12回、幹事会４回を開催し調査

を行ってきた。経過については別紙のとおりで

あります。 

 調査内容。 

（１）原木しいたけ栽培について。 

 ①取り組み状況。平成24年５月７日に本市原

木しいたけが食品にかかわる放射性物質の基準

値100ベクレルを超えたため、市内全域が出荷

規制の対象となった。 

 ア、除染対策として、ホダ木において放射性

濃度50ベクレルを超えるものは、今後しいたけ

生産に適応できないことから、市において収

集・チップ化し、保管されている。さらに、ホ

ダ場では土壌からの放射能物質移行を防ぐため、

落葉層を除去し、ホダ場除染を行われている。 

 イ、原木しいたけの生産継続対策として、市

内生産者の新たな植菌に対し、平成24年からの

遠野市原木栽培しいたけ生産継続緊急対策事業

により、市有林からの安価な原木供給の助成、

あっせんも行われている。 

 ウ、今後の制限解除に向けた取り組みは、平

成26年春子及びホダ木の放射性物質濃度が基準

値を下回り、かつ、栽培管理チェックシートに

基づき適正な管理をしている生産者を対象に、

国に出荷制限の解除を申請することになってい

る。 

 ②課題。 

 ア、震災前と同様に良質なしいたけ生産が行

われるために、除染後の原木及びホダ場の事後

管理の徹底した指導体制が必要である。 

 イ、ホダ場環境整備において、除去した落葉

層汚染物は安全性の確保から集中管理施設での

保管など、除去された汚染物の野積み状態の解

消が必要である。 

 ウ、更新ホダ木の再汚染を防ぐための方法の

確立と対策が必要である。 

（２）牧草地再生対策事業及び汚染牧草焼却処
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分について。 

 ①取り組み状況。平成24年に粗飼料中の放射

性物質の暫定許容値の見直しにより、300ベク

レルから100ベクレルに変更された。このこと

により、全ての公共牧場と遠野市地域の牧草に

利用自粛が要請され、市では、宮守地域を含む

全市域の早期除染事業の実施を決定した。 

 ア、現在進められている利用自粛エリアの進

捗状況は、汚染事業申し出全面積4,251.96ヘク

タールのうち、耕起不能面積1,935.98ヘクター

ルを除いた2,315.98ヘクタールが除染対象面積

となっており、牧草地再生対策事業で2,301.28

ヘクタールを除染し、公共牧場再利用推進事業

で14.7ヘクタールを除染することとなっている。 

 除染作業は平成25年までに1,122.17ヘクター

ルの除染作業が完了し、残り1,179.11ヘクター

ルを平成26年度までに事業を完了されるとされ

ている。平成26年８月末現在までの進捗状況は、

除染完了面積1,980.29ヘクタールで、進捗率86.

05％となっている。 

 イ、耕起困難地については、石礫や傾斜地な

どにより耕起作業が困難であるため、耕起以外

の除染方法が確立された後に実施されることに

なっている。 

 ウ、遠野西部（宮守地域）の草地は、平成26

年度から取り組まれるいわて型牧草地再生対策

事業により、平成28年度までにロータリー耕起

による草地再生作業が実施される。 

 エ、汚染牧草は集中保管施設３カ所に約1,50

0トンが保管され、清養園クリーンセンター焼

却炉で焼却処分をされているが、平成26年８月

末現在の焼却量は562.07トンで、焼却処分率が

37％である。 

 ②課題。 

 ア、牧草地再生対策事業による除染作業の平

成26年度完了及び再除染対象草地の対策につい

て懸念される。 

 イ、当初、市全域の草地除染をすることとさ

れていたが、耕起不能地と判断された草地につ

いては、現時点では除染作業をしないこととな

っており、耕起不能地に対する対策が明確では

ない。 

 ウ、公共牧場においても除染作業申し出面積

2,604.72ヘクタールのうち、851.94ヘクタール

しか除染作業が行われず、残る1,752.78ヘク

タールは耕起不能面積となっているが、その大

部分は放牧地であり、放牧再開を待っている農

家への対策としての除染方法の確立が求められ

ている。 

 エ、草地の除染作業により土壌中の石礫が表

面にあらわれ、作業機の損傷や牧草に混在した

小石などが牛の体内に入り、病気及び牛の歯の

欠損が生じている。 

 オ、除染された再生草地から生産される牧草

の収量が一気に増大することにより、農業機械

の更新や新機導入に係る個人に対する制度資金

助成が必要である。 

 カ、草地汚染及び除染作業の影響により、産

地牛が急速に供給不足となり、後継牛、更新牛

の価格が高騰し、市場からの購入を見送らざる

を得ない状況になっており、農家支援が必要で

ある。 

 キ、平成26年度から３年計画で実施するいわ

て型牧草地再生対策事業の対象農家には、代替

粗飼料の無償供給がなされないことから、畜産

振興を図る上で市の農家支援が必要である。 

 ク、草地汚染後の畜産農家戸数の減少がとま

らず、離農するという農家の声が聞こえてくる

状況にある。 

 ケ、汚染牧草の焼却について、中部広域処理

場の稼働までに全量焼却が間に合わないことか

ら、今後の対策が必要である。 

（３）山林汚染による課題について。 

 ①取り組み状況。 

 ア、地下水は、市民からの放射性物質濃度の

簡易測定の要望があった都度に行なわれており、

飲料用水は水道水からも放射性物質はこれまで

不検出となっているが、今後もサンプリング調

査を実施していくこととしている。 

 イ、鹿や熊等の野生鳥獣肉については、市内

で捕獲した個体肉のサンプリングに県に提供し、

野生鳥獣の放射性物質濃度検査が行われ、基準
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値以下の結果が出ているが、鹿、熊ともに県内

他市町村では基準値を超えており、県内全域に

出荷制限が指示され、ジビエ料理としても使用

できないこととなっている。 

 ②課題。 

 ア、放射性物質は、落葉広葉樹林では落葉等

の堆積物、常緑針葉樹林では枝葉に付着してい

る傾向が高く、今後は放射性物資の森林土壌へ

の移行が想定され、地下水、飲料水、淡水魚な

どに影響を及ぼさないか懸念される。 

 イ、鹿や熊等の野生鳥獣肉をジビエ料理とし

て使用できる環境保全のための定期な検査対策

が必要である。 

（４）東京電力株式会社への損害賠償請求状況

について。 

 ①取り組み状況。 

 東京電力株式会社に放射線影響対策に要した

費用４億7,883万8,769円のうち国・県補助金２

億7,428万7,577円及び震災復興特別交付税補填

額１億1,357万8,979円と、東京電力株式会社か

らの受領済み額62万5,800円を控除した9,034万

6,413円が賠償請求されている。このうち5,340

万9,700円については、原子力損害賠償紛争解

決センターによる和解仲介申し立てを行ってい

る。 

 ②課題。 

 東京電力株式会社原子力発電所事故の放射性

物質による影響対策に要した損害賠償について

は、東京電力株式会社への損害賠償請求と原子

力損害賠償紛争解決センターによる和解仲介申

し立てが同時並行に行われているが、東京電力

株式会社からの受領済み額が賠償請求額のわず

か0.73％という条件であり、早い解決を図る上

で、政府や国会への強力な要請行動も必要と思

われる。 

 ３、まとめ。 

 農畜産林業に対する放射線汚染対策が行われ

ているが、原木しいたけ栽培については、震災

前と同様に良質な原木しいたけ生産を行うには、

除去された汚染物の処理、更新ホダ木の再汚染

防止など、除染後のホダ場の管理体制について

課題がある。 

 汚染草地の除染については、除染箇所、除染

面積の把握に曖昧な点が感じられ、除染作業の

事業主体は県であるが、市が主体となって取り

組む姿勢が必要である。また、汚染後の農家を

取り巻く環境の変化による農家支援、汚染牧草

の焼却などの課題がある。 

 さらに、東京電力への損害賠償請求、風評被

害の軽減策、野生のきのこの出荷制限解除など

の課題もあり、これらの問題の長期化は生産農

家にとっては致命的であり、農畜産振興、農村

景観及び環境保全に甚大な被害を及ぼすものと

懸念されることから、早期解決を願い、本特別

委員会の調査は終了となるが、国、県の政策に

とどまらず、市独自の支援解決策と新議員で構

成する特別委員会のさらなる調査を切望するも

のであります。 

 以上のとおり報告をいたします。大変長くな

りました。 

○議長（新田勝見君）  これより、委員長報告

に対する質疑を許します。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。 

────────────────── 

○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。 

 ここで、市長より発言を求められております

ので、これを許します。 

 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  では、議長のお許しを

いただきまして一言御礼と感謝の言葉を申し上

げます。 

 ただいまは平成25年度の決算、さらには山積

いたしておりますさまざまな市政課題に対応す

るための９月補正予算、それぞれ全会一致とい

う大変重い議決を賜りました。心から感謝し、

また、御礼を申し上げ、改めて緊張感を持ち市

政課題に取り組まなきゃならないというような

思いを強くいたしているところであります。 
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 思えば、平成17年10月１日、遠野市と宮守村、

１市１村が合併いたしました。その５年後の平

成22年市制施行５周年のこの年の22年11月に議

員各位の４年間の任期が始まったわけでありま

す。 

 そして、年を明けて平成23年３月11日、これ

は忘れても忘れられない大変大きな出来事があ

ったわけであります。前日の３月10日、本庁舎

３階の議事堂でもちまして総合防災センターを

含めての当初予算の議決をいただきました。さ

あ、いよいよ３万市民の安心・安全のための一

つの拠点をという中における重い議決をいただ

いたわけであります。翌日でありました。３月

11日の午後２時46分、震度５強の激震が遠野市

を襲い、また、東日本太平洋沿岸を巨大な津波

が押し寄せ、壊滅的な被災をという中における

出来事があったわけであります。平成23年の３

月11日であります。 

 そして、それを踏まえながら、当市としても

３万市民の安心・安全という中におきまして新

田議長に、そしてまた議員各位にさまざまな形

で御相談をさせていただきまして、23年度の当

初予算の組みかえ、あるいはこの防災センター

の建設プロジェクトをどのようにするのか、と

いうことをいろいろ相談させていただきました。 

 そして、本庁舎機能をまず、とぴあ庁舎に移

転し、さらには市議会活動の拠点はここ宮守総

合支所の議会機能をかつての宮守村の議会機能

を活用するという中における決断と理解をいた

だき、まさに行政機能をダウンすることなく市

民の安心・安全のための体制を速やかに構築す

ることができたわけであります。 

 改めて、皆様のこの御理解とまたそういった

対応をするスピーディーな一つの行動に対しま

して、心から敬意を表したいというように思っ

ている次第であります。そのような決断と御理

解があったらばこそ、広報支援という新たな切

り口の中から遠野の存在感を、また３万市民の

一つの底力といったようなものを市内外、また

全国に発信するということも可能になったとい

うところが今のような背景の中にあったんでは

ないのかなというように、改めて思っていると

ころでございまして、その中におきまして三年

半経過いたしました。 

 今議会が議員各位の任期としての最後の議会

になろうというように思っておりまして、その

ような意味におきましてもこの震災前、震災後、

さらには合併前、合併後というキーワードの中

におきまして、この震災前と震災後の中におけ

る一つの取り組みの中に、いかにタイミングを

失することなく、いかにスピーディーに市民の

安心・安全、あるいは福祉の向上、そういった

ものを踏まえながら対応していくことがいかに

大切であるかということを私は学んだというよ

うに思っておりまして、そういった意味におき

ましても議員各位に心から感謝と御礼を申し上

げたいというように思っている次第であります。 

 また、総合計画の着実な推進という中におき

まして、総合計画前期５カ年、後期５カ年とい

う10カ年計画の中で着実に新市まちづくりを進

めてまいりました。後期５カ年計画の最終年度

が来年度平成27年度であります。 

 28年度からは、新たな長期ビジョンに基づき

まして前期５カ年として、あるいは後期５カ年

としての10カ年計画を策定するという作業が今

始まっております。今年度、さらには来年度と

いう中における一つの遠野の将来を見誤まらな

い、新たなシナリオづくりという待ったなしの

作業が待っているわけであります。 

 議員各位におかれましては、これまでの議員

活動の中におけるさまざまな市政課題、また議

場におけるいろんな活発な議論の中から私自身

も繰り返しになりますけれども、さまざまなこ

とを学ばせていただきました。叱咤激励もいた

だきました。改めてこの４年間における激動の

４年間といったものに対する市政課題への果敢

なる挑戦という中における、議員活動に対しま

して心から敬意を表し、また感謝を申し上げ９

月定例市議会の閉会に当たりまして、私からの

御礼と感謝の言葉に変えさせていただきます。 

 大変御苦労さまでございました。また、あり

がとうございました。 
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○議長（新田勝見君）  次に、任期最終の定例

会本会議を閉じるに当たり、私のほうからも一

言御挨拶申し上げます。 

 我々、４年間の任期が10月31日をもって終了

するということで、今回の定例会がこのメン

バーにおける最終の定例会であるということで

ございまして、恒例によりまして一言御挨拶申

し上げます。 

 震災もあり、そのためにいろいろと中身があ

りましたけれども、そこについては、今、市長

がおっしゃったとおりでございます。 

 我々、議会といたしましては、そういう混乱

の中にもありながら、いろいろと議会内部の改

革そういったものを進めてきたということでご

ざいまして、市民との懇談会。これは春、秋と

いう形で行なわれましたし、また一般質問にお

ける一問一答方式、まだまだそういう改革も道

半ばではございますけれども、一つのステップ

としてできたのかなというふうに思っていると

ころでございます。 

 そして、また、いろいろと市当局から提案さ

れました議案につきまして、それこそ公正公平

であるかということを十分にやはりチェックし

なければならない我々の役割でございますので、

そういった面でやはり行き届かない点もまだま

だあったのかなというふうに思いますし、市民

懇談会等を通じながらいろんな地区の市民のお

話しも聞けだということも、我々にとっては非

常に収穫の多いこの４年間ではなかったかなと

いうふうに思っております。 

 先ほど、市長がおっしゃいましたように遠野

市の課題は山積している。また、先ほども報告

がありましたけれども放射能汚染についてもま

だまだこれが終息しないということも懸念され

る材料であります。そういった中で、やはり若

者あるいはそういった人たちが十分に定住でき

るような、やっぱり遠野市というものを、そし

てまた人口減少幾らかでも食い止めるような形

に持っていかなきゃならないと思いますし、ま

た第１次産業の重要性ということも各自認識し

ているところだというふうに思っております。 

 結びになりますけれども、いろいろと議会に

対しまして市民はもとより、そしてまた市長を

はじめ市当局の方々にもいろんな形で強力を受

けながら、また議会も成長していかなきゃなら

ないというふうに思っているところでございま

す。 

 最後になりますけれども、市民のますますの

幸せと、それから遠野市の発展そしてまた改め

て新しく議員になる立候補を予定している方々、

きちんとテーマを把握しながら遠野市の発展の

ために尽くしていただきたいというふうに思っ

ているところでございます。 

 以上、簡単素地ではございますけれども、私

からの挨拶にさせていただきます。 

────────────────── 

   閉  会   

○議長（新田勝見君）  これにて、本日の会議

を閉じ、平成26年９月遠野市議会定例会を閉会

いたします。御苦労さまでした。 

   午後３時43分 閉会   
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