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平成平成平成平成２７２７２７２７年年年年３３３３月遠野市議会月遠野市議会月遠野市議会月遠野市議会定例定例定例定例会会議録（第会会議録（第会会議録（第会会議録（第１１１１号号号号）））） 
 

平成27年２月27日（金曜日） 

────────────────── 

議事日程 第１号 

平成27年２月27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 遠野市特別職報酬等審議会

条例の一部を改正する条例の専決処分

に関し承認を求めることについて 

第６ 議案第２号 遠野市ひとり親家庭医療費

給付条例及び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

条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

第７ 議案第３号 遠野市児童館条例の一部を

改正する条例の制定について 

第８ 議案第４号 平成26年度遠野市一般会計

補正予算（第９号） 

第９ 議案第５号 平成26年度遠野市国民健康

保険特別会計補正予算（第４号） 

第10 議案第６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３号） 

第11 議案第７号 平成26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26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） 

策13 議案第９号 平成26年度遠野市下水道事

業特別会計補正予算（第３号） 

第14 議案第10号 平成26年度遠野市水道事業

会計補正予算（第３号） 

第15 議案第11号 遠野市携帯電話等エリア整

備事業分担金徴収条例の制定について 

第16 議案第12号 遠野市町名地番整理審議会

条例の制定について 

第17 議案第13号 遠野市保育料条例の制定に

ついて 

第18 議案第14号 遠野市行政手続条例の一部

を改正する条例の制定について 

第19 議案第15号 遠野市立学校施設使用に関

する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 遠野市介護保険条例の一部

を改正する条例の制定について 

第21 議案第17号 遠野市指定地域密着型サー

ビスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準等を定める条例の一部を改正

する条例の制定について 

第22 議案第18号 遠野市指定地域密着型介護

予防サービスの事業の人員、設備及び

運営並びに指定地域密着型介護予防

サービスに係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準等を定め

る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 遠野市指定介護予防支援等

の事業の人員及び運営並びに指定介護

予防支援等に係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準等を定

める条例の制定について 

第24 議案第20号 遠野市地域包括支援セン

ターの包括的支援事業の実施に係る基

準を定める条例の制定について 

第25 議案第21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26 議案第22号 遠野市立博物館条例の一部

を改正する条例の制定について 

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27年度遠野市一般会計

予算 

第30 議案第26号 平成27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27年度遠野市後期高齢

者医療特別会計予算 

第32 議案第28号 平成27年度遠野市介護保険

特別会計予算 
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第33 議案第29号 平成27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27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27年度遠野市下水道事

業特別会計予算 

第36 議案第32号 平成27年度遠野市水道事業

会計予算 

第37 議案第33号 遠野市教育委員会教育長の

勤務時間その他の勤務条件に関する条

例の制定について 

第38 議案第34号 遠野市教育委員会教育長の

職務に専念する義務の特例に関する条

例の制定について 

第39 議案第35号 遠野市特別職の職員で非常

勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例等の一部を改正する条例の制定に

ついて 

第40 遠野市農業委員会委員の推薦について 

────────────────── 

   本日の会議に付した事件 

１ 日程第１ 会議録署名議員の指名 

２ 日程第２ 会期の決定 

  （議会運営委員長報告、採決） 

３ 日程第３ 市長の施政方針演述 

４ 日程第４ 教育委員長の教育行政方針演述 

５ 日程第５ 議案第１号遠野市特別職報酬等

審議会条例の一部を改正する条例の専決

処分に関し承認を求めることについてか

ら、 

  日程第39 議案第35号 遠野市特別職の職

員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例等の一部を改正する条例の制

定についてまで。 

  （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 日程第40 遠野市農業委員会委員の推薦に

ついて 

８ 散  会 

────────────────── 

出席議員（18名） 

１ 番  小 林 立 栄 君

２ 番  菊 池 美 也 君

３ 番  萩 野 幸 弘 君

４ 番  瀧 本 孝 一 君

５ 番  多 田  勉 君

６ 番  菊  池  由 紀 夫 君

７ 番  佐 々 木  大 三 郎 君

８ 番  菊  池  巳 喜 男 君

９ 番  照 井 文 雄 君

10 番  荒 川 栄 悦 君

11 番  菊 池  充 君

12 番  瀧 澤 征 幸 君

13 番  小 松 大 成 君

14 番  細 川 幸 男 君

15 番  浅 沼 幸 雄 君

16 番  多 田 誠 一 君

17 番  安 部 重 幸 君

18 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  小 向 孝 子 君 
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市民センター所長兼 
国体開催推進室長 

 古 川  憲 君 

子育て支援センター所長 
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 

教育委員会教育長  藤 澤 俊 明 君 

代表監査委員  佐  藤  サ ヨ 子 君 

選挙管理委員会委員長  藤 村 正 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。 

 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27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26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。 

 次に当局から平成27年３月遠野市議会定例会

議案目録に係る正誤表をお手元に配付しておき

ましたから御了承願います。 

 次に、平成26年12月３日から平成27年２月26

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。 

 次に、去る２月３日にあえりあ遠野中ホール

で開催された婦人団体協議会リーダー研修会に

副議長ほか各常任委員会委員長をそれぞれ派遣

しましたので御了承願います。 

 次に、平成26年12月遠野市議会定例会におい

て可決されました「手話言語法（仮称）」制定

を求める意見書及び米価下落に係る安定対策を

求める意見書につきましては、平成26年12月12

日付で、衆参両議院議長、内閣総理大臣及び関

係大臣に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、５番多田勉君、６番菊池

由紀夫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。 
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 本件に関し、議会運営委員長の報告を求めま

す。議会運営委員長瀧澤征幸君。 

   〔議会運営委員長瀧澤征幸君登壇〕 

○議会運営委員長（瀧澤征幸君）  命によりま

して、議会運営委員会の御報告をいたします。 

 去る２月24日午前10時から議会運営委員会を

開催し、平成27年３月遠野市議会定例会の会期

を本日２月27日から３月13日までの15日間とい

たしました。 

 会期内の予定表につきましては、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27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号遠野市特別職報

酬等審議会条例の一部を改正する条例の専決処

分に関し承認を求めることについてから、議案

第35号遠野市特別職員の職員で非常勤のものの

報酬及び費用弁償に関する条例等の一部を改正

する条例の制定についてまでの補正予算７件、

条例17件、当初予算８件、その他３件の35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。 

 ２月28日及び３月１日の２日間は、休日のた

め休会となります。 

 ３月２日及び３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４日及び５日の予算等審査特別委員会は、

議案第１号から議案第10号までの条例と補正予

算等10号議案の審査に充てます。 

 ３月６日は、午前10時から本会議を再開し、

補正予算等10議案について、予算等審査特別委

員長からの報告があり、質疑、討論、その後採

決を行います。 

 本会議終了後、午前11時から予算等審査特別

委員会を再開し、議案第11号から議案第35号ま

での条例と当初予算等25議案についての審査を

行います。 

 ３月７日及び８日は、休日のため休会となり

ます。 

 ３月９日から12日まで、引き続き当初予算等

の審査を行います。 

 なお、３月10日は、発議案の締め切り日とな

っておりますので、念のため申し添えいたしま

す。 

 最終日13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。 

 なお、最終日に人権擁護委員の人事案件１件

の追加議案が予定されております。 

 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13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13

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27年

３月遠野市議会定例会が開会されるに当たり、

平成27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。 

 ことしは、太平洋戦争の終戦から70年を迎え

ます。 

 終戦は、私たち国民の価値観に大きな転換を

もたらし、戦後の奇跡的な高度成長を遂げるこ

とができました。 

 しかし、４年前の東日本大震災で、私たちが

見た現実は、日本がこれまで築き上げてきたも
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のの、もろさでした。 

 今なお、岩手県では、1,100名を超える方々

が行方不明、３万人近い方々が仮設住宅等での

生活を余儀なくされています。 

 さらに、大型台風、ゲリラ豪雨、土砂災害、

火山噴火など、自然災害はますます複雑化し、

同時に首都圏直下型地震、東海・東南海・南海

の三連動による巨大地震など、広域で大規模な

地震災害の発生が懸念されています。 

 また、一方では、震災の風化は確実に進んで

いると言わざるを得ません。 

 「天災は忘れたころに来る」。私たちは、震

災を忘れてはならない、忘れさせてはなりませ

ん。 

 遠野が果たす役割は、後方支援活動の取り組

みと、学び得た教訓を、広く伝え続けることで

あると考えております。 

 この３月に整備する遠野市後方支援資料館を

有効に活用しながら、その役割を果たしてまい

ります。 

 ことしは「新遠野市」として新たな歴史を刻

む10周年を迎えます。 

 合併以来、新総合計画の将来像である「永遠

の日本のふるさと遠野」の実現に向け、着実な

事業の推進を図ってまいりました。 

 この10年で、官民一体となって進めてきた取

り組みにより、ある程度の基礎づくりはできた

のではないかと感じています。 

 宮守町への遠野テレビの拡張、各町への児童

館整備、遠野の資源を生かした取り組みである

遠野遺産認定条例や「遠野物語」発刊100周年

記念事業など、市民一体となった新たな遠野ら

しいまちづくりにも取り組むことができました。 

 遠野市防災基本条例の制定や総合防災セン

ターの整備による、安心安全の確保など、いず

れも市民協働によるまちづくりです。 

 これまでの10年間は、一貫して、遠野スタイ

ルによるまちづくりに取り組んでまいりました。 

 平成27年度は、現在の市総合計画の最終年度

であります。 

 新総合計画後期基本計画は、163事業を計画

していたのに対し、現時点で159事業を実施さ

れ、未着手は４事業となり、実施率では98％と

なっております。 

 現総合計画の総仕上げの年として、十分な検

証と確実な推進に取り組み、次期総合計画につ

なげていかなければなりません。 

 本市にとって、平成27年度は極めて重要な年

であります。 

 市民の皆様との対話を重ね、現場主義を貫き、

全力で取り組んでまいります。 

 最近、日本の人口減少が、急な坂道を転げ落

ちるかのように、官民の有識者会議が相次いで

報告をまとめています。 

 これまでも、将来人口推計に当たっては、多

くの議論がありました。 

 特に、民間の日本創生会議の人口減少問題検

討分科会が、大都市への人口流出が続けば、約

半数の市町村は、消滅の可能性があると指摘し

たことが、大きな関心を呼んでいます。 

 このままでは、過疎の農山村が多く消えると

示唆する議論まであります。 

 私としては、今さらといった感じであります。 

 しかし、首都圏への一極集中など、現在の国

土形成に警鐘を鳴らしたことは、的確な指摘で

あったと思います。 

 人口減少と高齢化は、まず地方において顕著

になり、地域コミュニティーや生活基盤の弱体

化や崩壊の危機という形としてあらわれていく

ことは、基礎自治体の首長であれば、だれしも

が身を持って感じています。 

 このまま地方は、ただ坂道を転げ落ちていく

のでしょうか。 

 私は、そう簡単にはいかないと思っています。 

 地方には、自然、歴史、文化、風土といった、

まさに場の力としての底力があり、したたかさ

があります。 

 本市では、この人口減少という課題に、組織

横断的な推進体制を整え、「6次産業推進本

部」と「子育てするなら遠野推進本部」をそれ

ぞれ立ち上げ、懸命に取り組んでおります。 

 さらには、平成25年５月に、外部有識者によ
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る遠野市進化まちづくり検証委員会を立ち上げ

ました。 

 本市のコミュニティーのあり方を検討するた

め、あえて市外の学識経験者の方々に、その検

証をお願いしました。 

 既存のしがらみを除いて、どのようなシステ

ムが最も理想なのかという議論をお願いしまし

た。 

 集落、行政区長、消防団、地区センター、さ

らには市民センターのあり方について、従来の

仕組みを見直し、新たな役割と機能を見出すこ

とができるか、そして人口減少を見据えた、新

たな地域力を築くための検証を現在重ねている

ところです。 

 各地域では、ともに支え合い、郷土芸能等の

伝承も行いながら、コミュニティーを維持して

おります。 

 見直しに当たっては、当然、そのような地域

の取り組み、実情等も踏まえていかなければな

りません。 

 「国がこうだ。県がこうだ」とぼやいても何

も解決しません。 

 地域経営ばかりではなく、一人の人としても

同じことが言えます。 

 何かあったときに、他人のせいにしたところ

で何の解決にもなりません。 

 要は、そこで自分が何をしなければならない

のか、あるいは自分一人で越えられないかもし

れない。それならばだれかに相談してみようか、

いろいろなアドバイスをいただこうか。 

 そうしながら、ハードルを越える体力も能力

も、身につけることができるはずです。 

 本市が目指す地域経営がそこにあります。 

 小さな基礎自治体として、本市が追求しなけ

ればならないことは、常に変化し続けることに

ほかなりません。 

 私は、平成25年の市長選挙において、10項目

の公約を掲げ、それを「とおの約束」として市

民の皆様にお示ししたところです。 

 64項目中、これまで47項目に着手し、平成27

年度は、さらに５項目に取り組みます。 

 特にも、緊急的優先課題として掲げた「地域

経済の振興と雇用の確保。交流人口の拡大」に

おいては、より足腰の強い農林畜産業を築くた

め農業経営の組織化を促すのか、キャトルセン

ターを拠点とした畜産振興、遠野東工業団地の

整備による企業誘致、６次産業の推進、ＳＬプ

ロジェクトの推進等に取り組みます。 

 ２つ目の課題である少子化対策と教育環境の

整備においては、わらすっこプランの推進や不

妊治療の拡大、学力向上対策や遠野中学校の環

境整備、国体サッカー会場の整備や遠野遺産認

定制度の推進等に取り組みます。 

 行政は継続であり、常に現場であります。 

 この継続、現場という視点を大事にしながら、

その実現に向けて着実に事業を推進してまいり

ます。 

 平成27年度予算は、「新たな拠点を形にし、

未来へつなぐ予算」と位置づけ、総額210億8,0

00万円、前年度予算額に比べ31億5,000万円増

となる大型予算といたしました。 

 合併して10年、当初予算で200億円を超える

予算は初めてであります。 

 これは、現総合計画の総仕上げとして、また

新たな拠点となる本庁舎整備、市民センター大

規模改修、さらには２つの緊急的優先課題を強

化するため、集中と選択を基本に据え、予算編

成をいたしました。 

 特に、本庁舎整備と市民センターの大規模改

修には、約30億円を計上いたしました。 

 本庁舎は、現在のとぴあ庁舎を活用し、南側

ブロックに新たな用地を取得し整備します。 

 まちなか再生、遠野の中心市街地をどのよう

に活性化させるのか、その大きなプロジェクト

の中心が本庁舎の整備であります。 

 建築から40年経過した市民センターを再び光

り輝く、新たな拠点としなければなりません。 

 市民体育館は、ことし春の供用を予定してお

ります。 

 市民センター本体の改修、大ホールの音響や

照明等の設備更新等も行い、平成28年４月の供

用開始を目指します。 
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 さらに、２つの緊急的優先課題である地域経

済の振興策では、62事業、約17億300万円、少

子化対策と教育環境の整備としては、86事業、

約29億4,900万円を計上いたしました。 

 同時に、健全財政に向け、補助金の見直しを

行うとともに、職員等の定数管理による人件費

の抑制にも努めてまいります。 

 以下、遠野市総合計画基本構想の５つの大綱

別に従いまして、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。 

 東日本大震災によるエネルギー政策の転換を

受け、昨年12月、新エネルギービジョンを策定

しました。 

 また、このビジョンを確実に推進するため、

さきの12月定例会で制定された「遠野市景観資

源の保全と再生可能エネルギーの活用と調和に

関する条例」に基づき、遠野の景観資源と調和

し、地域資源を活用した再生可能エネルギーの

普及を図ります。 

 また、そのリーディング・プロジェクトの一

つである防犯灯と街路灯のＬＥＤ化の検討に取

り組みます。 

 ＬＥＤ照明による防犯灯は、耐用年数が長い

ことから、交換等の費用抑制が期待され、また、

消費電力が少ないことから省エネルギー、地球

温暖化防止への効果も期待できます。 

 平成27年度に、全ての防犯灯の調査を行い、

平成28年度からの整備に向けた改修計画策定に

取り組みます。 

 また、ソーラー街路灯の整備として、宮守総

合支所、宮守体育館周辺に８基整備します。 

 ことし10月からは、北上市に建設中の岩手中

部広域行政組合の焼却施設が完成し、供用開始

となります。 

 本市においても遠野地区中継施設を完成し、

供用が開始されます。 

 北上市への搬送コストや焼却経費の軽減のた

め、市公衆衛生組合連合会や市民の皆様と協働

して、徹底したごみの分別による減量化、資源

化に取り組みます。 

 なお、清養園保養センターの入浴施設は、現

在のボイラーを活用しながら、当面の間、継続

運営します。 

 復興支援往路である東北横断自動車道釜石秋

田線の宮守インターチェンジから遠野インター

チェンジ区間が、平成27年度に開通する予定で

す。 

 ほぼ全区間が、開通となる平成30年度には、

縦軸である国道340号立丸峠工区工事も完了す

る予定です。 

 また、主要幹線道路の国道396号では、宮守

町達曽部地区の登坂車線の事業が着手されるな

ど、復興支援道路の充実が進んでいます。 

 平成27年度には、小友町の産直ともちゃんの

トイレ施設の拡張整備を行います。 

 また、道の駅の利便性向上、有効活用を含め、

広域的な見地からの地域産業振興や交流人口の

拡大などに取り組みます。 

 平成12年から整備を進めている稲荷下第２地

区土地区画整理事業については、平成27年度で

工事が完了し、平成29年度の換地処分に向けた

取り組みを推進します。 

 道路交通基盤の充実については、橋梁長寿命

化修繕計画に基づき、改修工事を進めるととも

に、道路法施行規則の一部改正により、市道に

ある471カ所全ての橋梁点検を順次行います。 

 平成27年度は108カ所の橋梁点検を行います。 

 引き続き、生活に身近な道づくり事業や水路

事業等を継続し、道路基盤の充実、快適な住環

境の形成に取り組みます。 

 情報基盤の形成については、携帯電話の不感

地域の解消に向け、附馬牛町大野平地区と小出

地区、小友町外山地区の３カ所において、国の

補助事業を活用し、通話エリアの拡大に取り組

みます。 

 また、平成25年度に新設された総務省事業の

全国第１号に採択され、整備を進めてきた、総

事業費約９億円の消防救急防災のデジタル無線

システム整備事業が完了し、アナログからデジ

タル方式に移行します。 
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 災害現場における無線の効果的な運用、確実

な情報伝達を確立し、一層の地域防災力の強化

に努めます。 

 大綱２は、健やかに人が輝くまちづくりであ

ります。 

 保健、医療、福祉の拠点である遠野健康福祉

の里が、開設以来20周年を迎え、過日「20周年

感謝祭 はたちのつどい」を開催しました。 

 多くの方々から、たくさんのエールをちょう

だいし、改めて遠野健康福祉の里へ寄せる期待

の大きさを感じました。 

 健康福祉の里を拠点として、次なる20年を目

指すことは、健康、医療、福祉、介護の包括的

な取り組みを、遠野市社会福祉協議会をはじめ

とする関係機関、団体との連携のもと一層強化

し、市民の心身ともに健やかに、いきいきと暮

らし、助け合いながら輝くまちを築くことです。 

 特にも、健康長寿は、だれしもが願っている

ことであります。 

 各種健康づくり事業の推進や、高齢者の生き

がい対策を含め、健康寿命の延伸策に取り組み

ます。 

 平成27年度には、地域福祉施策を推進するた

めの基本事項を定める第３期地域福祉計画等の

策定や、新たに策定する遠野ハートフルプラン

を推進するなど、地域福祉活動の充実に取り組

みます。 

 少子化対策、子育て支援については、市政の

最重要課題の一つとして位置付け、昨年４月、

「子育てするなら遠野推進本部」を立ち上げた

ところです。 

 引き続き、子育て総合支援センターを核とし

て、助産院「ねっと・ゆりかご」や、病児等保

育施設「わらっぺホーム」を中心に、出会いか

ら結婚、妊娠、出産、子育てと、切れ目のない

子育て支援に取り組みます。 

 子どもを希望する御夫婦への支援としては、

新たに特定不妊治療の対象を男性まで拡大し、

支援の充実を図ります。 

 子どもの疾病予防としても、各種ワクチンの

助成を継続するとともに、新たにロタウイルス

ワクチンの接種料の助成を行います。 

 ことし４月から保育料の国基準が改正される

にあたり、引き続き国基準の５割軽減を市単独

の措置として継続します。 

 小友診療所は、改築を終え、４月から新しい

診療所で診療を開始します。 

 診療環境の充実を図るため、新たにレントゲ

ン室を備え、高齢者の肺炎や骨折等の診断に役

立て、地域医療の確保に努めます。 

 平成28年に開催される、希望郷いわて国体に

おけるサッカー少年男子競技開催に向け、市民

総応援団としての意識の醸成を図るとともに、

国体競技別リハーサル大会を開催し、国内最大

のスポーツ祭典である国民体育大会の成功を目

指します。 

 大綱３は、活力で総意を築くまちづくりであ

ります。 

 過日、県がまとめた平成24年度の市町村民所

得推計が公表されました。 

 県の１人当たりの市町村民所得の平均は、25

5万3,000円で、前年度より7.7％増加していま

す。 

 本市は、約221万7,000円と、県平均より30万

円程低くなっておりますが、前年度より8.5％

増加し、その要因は、製造業の伸びによるもの

です。 

 市町村民所得推計は、個人の所得を示す数値

ではありませんが、安心して生活を送れるよう、

引き続き産業と農林畜産業の活性化に取り組み

ます。 

 平成27年度は、遠野市農林水産振興ビジョン、

通常「タフ・ビジョン」の後期計画の最終年度

となります。 

 次期総合計画の部門別計画として、ビジョン

の掲げる７つの目指す姿の検証と新たなビジョ

ンの策定を行います。 

 農地中間管理事業を活用した農地の集積と利

用再編を行い、担い手農家や集落営農組織の育

成・支援、農業生産基盤の整備や維持、循環型

農業の構築と地域農業マスタープランの推進を

図りながら、足腰の強い農業の推進に積極的に
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取り組みます。 

 特に、米価下落対策として、主食用米中心の

作付から、需要増加が見込まれる飼料用米の、

作付拡大に向けた仕組み作りを支援していきま

す。 

 新規就農者の確保・育成については、遠野ふ

るさとあぐりスクール事業や青年就農給付金等

を活用し、関係機関と連携しながら取り組んで

いきます。 

 また、農業者の高齢化、人口減少等により、

地域の共同活動が困難となっている地区も見受

けられることから、多面的機能直接支払い制度

等を活用し、景観形成・環境保全などのさまざ

まな機能を有する農地並びに農村コミュニテ

ィーの維持、発展の取り組みを推進します。 

 ことしは、宮守町達曽部でわさび栽培が始ま

って、100年の節目の年に当たります。 

 100年の歴史が築いたブランド力をもって、

さらなる高みに挑戦するため、生産者や関係者

の皆様とともに、わさび生産の拡大を図ってい

きます。 

 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、国や県の

事業を有効に活用しながら、県と連携し、地域

ぐるみで防除と駆除への取り組みを強化してい

きます。 

 畜産振興については、繁殖牛の増頭支援の継

続により、繁殖・肥育の一貫生産地として民間

企業との三者連携を強化し、遠野生まれ遠野育

ちの遠野産牛の銘柄確立をさらに推進します。 

 原発事故後に中止していた夏期放牧は、平成

27年度から寺沢牧野と荒川牧野の一部において

再開し、大野平キャトルセンターと、本年度か

ら供用開始する石羽根キャトルセンターとあわ

せて、通年放牧体制を構築し、生産者の労力軽

減と生産物の品質向上を支援します。 

 また、農用馬の子馬生産奨励制度を新設し、

馬事振興にも努めます。 

 なお、原発事故による牧草地の放射性物質の

除染処理について、耕起可能地は、昨年秋まで

に、ほぼ完了しました。また、風評被害対策と

しての宮守町の除染工事についても、平成27年

度に全て完了させることとしています。 

 集中保管している汚染牧草については、焼却

処理を進めるとともに、長期保管ができるよう

再ラップ化を図ります。 

 エネルギービジョンのリーディング・プロジ

ェクトとして取り組んでいる木質バイオマスエ

ネルギーの活用については、公共施設へのチッ

プボイラーを整備するとともに、林地や工場内

の残材を、燃料として活用するために必要とな

る設備導入と、流通網を構築し、まさに木質バ

イオマスのモデルとして位置づけられるよう、

引き続き推進していきます。 

 市内で拡大傾向にある松くい虫対策では、被

害木の早期発見と駆除のほか、被害予防措置と

しての松への薬剤注入等に取り組みます。 

 ことしも間もなく、釜石線でＳＬ銀河が運航

される運びとなりました。 

 引き続き、ＳＬプロジェクト推進委員会を中

心に、官民一体となった観光客の誘致に取り組

みます。 

 また、市内の空き家の有効活用を図るため、

空き家バンクを制度化し、で・くらす遠野の

ホームページ内に空き家情報を掲載するなど、

交流から定住への推進を図ります。 

 地域経済の持続性確保のために、約９ヘク

タールの遠野東工業団地の整備に着工し、本市

への企業進出と雇用の場の確保に向け、積極的

に取り組みます。 

 東北横断自動車道釜石秋田線の全通等、本市

を取り巻く交通インフラに今後、大きな変化が

訪れます。 

 こうした変化をチャンスとして捉え、本市と

周辺地域を含めた社会資本の整備状況や産業構

造をよく分析し、将来に向けた新たな産業拠点

の可能性調査、産業振興戦略の立案に取り組み

ます。 

 また、官民一体で中心市街地の活性化を推進

するため、引き続き第２期遠野市中心市街地活

性化基本計画の作成に取り組みます。 

 大綱４は、ふるさとの文化を育むまちづくり
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であります。 

 国指定重要文化財「千葉家住宅」の保全に向

け、長期にわたる整備事業に着手するとともに、

国の重要文化的景観である「遠野荒川高原牧場

土淵山口集落」では、地区の皆様と利活用の検

討を進めてきた山口集落の水車小屋の保存修理

を行い、その活用を推進します。 

 また、本市の歴史を正しく後世に残し、未来

の指針となる新たな「遠野市史」の編さんに着

手します。 

 発刊から約40年経過し、本市を取り巻く環境

も、平成の大合併、東日本大震災の発生など大

きく変化しました。 

 市史編さんに当たっては、遠野南部家の協力

を仰ぎ、官民一体となって取り組み、郷土の未

来を担う人材育成にも努めます。 

 遠野物語ファンタジーは、ことし２月、40年

の節目を迎えました。 

 市民協働による手作り舞台として、市内外か

らも高く評価されています。 

 今後も先駆的な事業としての、一層の盛り上

げを図っていきます。 

 地域活性化の一つである旧中学校の跡地活用

において、旧土淵中学校では、昨年４月に、本

市と富士ゼロックス株式会社により、遠野みら

い創りカレッジを開校しました。 

 受講者は、開校以来、3,000人を超える成果

を上げています。 

 今後も、地域と企業等の連携を強化し、地域

に根差した学びの拠点を目指していきます。 

 旧附馬牛中学校は、内装工事を終え、ことし

の３学期から附馬牛小学校として活用され、子

どもたちの笑い声が響きわたっております。 

 学校教育環境については、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

適切な維持管理に努めます。 

 なお、本年４月から施行される地方教育行政

の組織及び運営に関する法律の一部改正により、

教育委員会制度が大きく変わります。 

 教育委員長と教育長を一体化した新教育長の

設置や、地方公共団体の長が主宰し、教育長ら

が参加する総合教育会議を常設設置することな

どです。 

 特に、この会議では、教育行政の基本方針を

定める大綱を協議し、地方公共団体の長が決定

することから、市としての教育政策に関する方

向性が、より明確化されます。 

 今回の改正を受け、「十・とおの約束」の一

つである、しっかりと教え、きちんと学ぶ教育

環境の整備を一層推進するとともに、引き続き、

知・徳・体の３つの力にあふれる遠野の「わら

すっこ」を育んでまいります。 

 大綱５は、みんなで考え支えあうまちづくり

であります。 

 中心市街地に整備する市役所本庁舎について

は、地権者の皆様の御協力により用地交渉が整

い、当初の計画どおり、平成29年３月の完成を

目指して、ことし秋には建設工事に着手する予

定で進めています。 

 遠野のまちづくりを考える市民ワークショッ

プの提言を取り入れながら、市民に愛される本

庁舎建設を目指していきます。 

 特に、本庁舎整備とあわせ、行政組織の見直

しをことし12月をめどに取り組みます。 

 行政組織の集約とネットワーク化を一層強化

し、あわせて、アウトソーシング等、行財政改

革を推進します。 

 市民センターの大規模改修については、市民

会館、勤労青少年ホーム部分の耐震補強や改修、

機械や設備の更新、大ホールの舞台設備改修を

実施します。 

 社会保障・税番号制度の施行に伴い、ことし

の10月に、全国一斉に個人番号の通知カードを

発送することになっています。 

 本市としても、制度の周知に努め、希望者へ

の個人番号カードの交付事務が円滑に進むよう

対応します。 

 また、納税者の利便性向上に向け、納税者が

365日、24時間、いつでも身近なコンビニエン

スストアで税金を納付できるよう、平成28年度

の運用開始に向けて、システム改修に取り組み

ます。 
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 これまでの本市の取り組みが、着実に実を結

び、形となってあらわれてきております。 

 国土交通省が指定する全国モデル「道の駅」

に、「遠野風の丘」が指定されました。 

 全国の1,040カ所の道の駅から６カ所が全国

モデル「道の駅」となりました。 

 年間の利用者が約100万人を数え、販売額は

６億円と、地元産品の販売や観光案内等の拠点

施設です。 

 今後、国の支援をいただき、被災地の産業振

興や防災、観光・地域移住の総合案内施設など、

広域的な視点に立った特色ある道の駅の充実に

努めてまいります。 

 遠野市民センターは、総務大臣賞としての地

域創造大賞を受賞しました。遠野物語ファンタ

ジーなど、市民の心豊かな生活を推進する拠点

として、これまで活動を続けてきたことが認め

られたものです。 

 全国で市町村合併が進み、市民ホール、市民

体育館が姿を消していく中において、この賞を

受賞したことは、大変意義深いものであると認

識しております。 

 さらに、日本建築学会の文化賞受賞です。 

 遠野物語発刊100周年にあわせてリニューア

ルした「とおの物語の館」など、「遠野物語」

を核とする文化的資源の活用や、歴史的町並み

の景観の形成に努めてきたことが認められたも

のでした。 

 これらは、市民の皆様、一人ひとりの御理解

の中で、官民一体となり、先人が進めてきた一

つ一つの取り組みに高い評価をいただいたもの

です。 

 私は、「古くて新しい物は光り輝く」という

フレーズを大事にしています。 

 古いからだめなんだではなく、古い物をどの

ようにして光り輝くものに持っていくかという

ことが大事だと思っています。 

 これまでの、遠野の地域づくりは、今回の受

賞にもあらわれています。 

 また、本市の取り組みは、海外にも情報発信

され、視察者も多く訪れています。 

 世界中から未来の政策リーダーや研究者が集

まる、国際的な政策研究の拠点である国立大学

法人政策研究大学院大学の日本の地方自治体の

組織経営に関する事例研究の教材にも取り上げ

られることになりました。 

 その教材の執筆者で、元自治体大学校長であ

る武居先生が、本市のまちづくりについて、次

のようにまとめています。 

 遠野市は、地域を見つめ直し、様々な新

しい政策を積極的に実行し、交流人口の拡

大、暮らしやすい子育て環境、安心・安全

のまちづくりを推進し、地域活性化の先進

モデルになっている。 

 何よりも協調したいのは、数としての人

口ではなく、質としての市民力の向上を目

指していることである。 

 これは、遠野市のまちづくりを最も特徴

づけている市民協働、コミュニティーの力

とも関係する。 

 遠野市の取り組みは、一言で言えば、基

本に忠実な、現場に即した粘り強い取り組

みと言える。 

 遠野市が行う地域経営は、地域の資源を

生かし、身の丈に合った取り組みに特徴が

あると紹介されています。 

 本市の地域経営は、派手さはありません。 

 しかし、地域の資源を生かし、愚直に身の丈

に合った市民協働の取り組みを今後も進めてま

いります。 

 また、持続可能な地域づくりに向け、新たな

課題解決の取り組みを重ねてまいります。 

 子育てするなら遠野構想を、さらに加速させ

るため、先月、市総合計画審議会に、子育て環

境のあり方について諮問いたしました。 

 今月２日には、若手職員と有識者からなる

「ＩＣＴを活用した情報環境整備研究会」を立

ち上げました。 

 情報通信技術を産業や福祉、子育て、防災な

ど各分野で活用するため、実現化の検討に取り

組み、７月をめどに提言をまとめ、次期総合計

画に反映させてまいります。 
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 また、ＪＲ東日本が、遠野駅を解体し、縮小

して建てかえる方針を示しました。 

 今月９日には、約50団体の関係機関の皆様の

賛同を得て、「遠野駅舎の未来を考える会」が

立ち上がりました。 

 遠野駅は、中心市街地の象徴的存在であるこ

とから、考える会、市議会と一丸となって、解

体の是非を含めてＪＲ側と話し合ってまいりま

す。 

 これまでの取り組みを振り返ると、６次産業

などの産業振興や子育て支援等の課題解決に向

け、いろいろな下地、基礎づくり、あるいは仕

組みづくりが、ある程度はできたのではないか

と思います。 

 しかし、一方では、なかなか結果を出せない

でいる困難な課題もあります。 

 地方創生という国を挙げての取り組みが始ま

りました。 

 人口減少対策に、国、県、市町村が足並みを

そろえて取り組まなければなりません。 

 特に、中山間地域や過疎集落の地域力の低下

の現状にかんがみ、国は「集落ネットワーク

圏」の形成を促進することとしています。 

 しかし、本市では40年前に取り組んでいるこ

とです。 

 「定住生活圏とカントリーパーク構想」の取

り組みです。 

 旧町村単位に、定住生活圏の形成と地区セン

ターを拠点に、集落とのネットワークが定着し

ていますが、さらに進化させるためにも、地方

創生という風をしっかりと受けとめる帆柱と帆

を立てなければなりません。 

 これまで培ってきたいろいろな中から、３万

市民の皆様の力を合わせ、地方創生の風を追い

風に、前へ前へと進めていかなければなりませ

ん。 

 それが、遠野スタイルであります。 

 遠野のまちづくりであります。 

 次期総合計画を市民の皆様とともに策定し、

今後とも、本市の何にもかえがたい地域資源を

守り、未来につながる活力あるまちづくりを、

３万市民の「絆」とともに全力で取り組んでま

いります。 

 以上、決意の一端を申し上げ、平成27年度に

おける私の施政方針演述といたします。 

 御清聴ありがとうございました。 

○議長（新田勝見君）  演述は終わりましたけ

れども、訂正項目はございませんか。──それ

では10分間休憩いたします。 

   午前11時15分 休憩   

────────────────── 

   午前11時25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。 

 本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  先ほどの施政方針演述

の中でちょっと読み違えた部分がありましたの

で、おわびして訂正を申し上げたいと思ってお

ります。 

 まず、６ページの中における、この産業振興

の分野のところにおきまして、私、「17億200

万円」と申し上げたところの数字は、「17億30

0万円」でございましたので、200万円ではなく

300万円であったということで訂正させていた

だきます。 

 それから８ページの、大綱１の８ページであ

りますけども、ここ「稲荷下第１工区」と申し

上げました、これ「稲荷下第２工区」でござい

ますので、訂正させていただきます。 

 それから、11ページの市町村民所得の分野の

ところで、ちょっと触れたところがありました

けれども、この部分の中におきまして、本市の

この市町村民所得「221万7,000円」というとこ

ろを「211万7,000円」と申し上げたようでござ

いまして、ここはおわびいたします。 

 それからもう一つ、この差額、20万4,000円、

これは県平均より「30万円」近くというところ

を「20万円」という形で申し上げたということ

で、数字をちょっと読み違えたところがありま

したので、おわびして訂正を申し上げます。 

 さらには、15ページでありますけども、「附
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馬牛小学校」を「附馬牛中学校」と申し上げた

ようでございまして、これも事務方のほうから、

後ろのほうでチェックしておりました職員のほ

うから指摘を受けたところでございますので、

議員各位にも読み違えた部分につきましてはお

わびを申し上げまして訂正をさせていただきま

すので、よろしくどうぞお願いいたします。 

────────────────── 

   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27年３月遠

野市議会定例会が開催されるに当たり、平成27

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27年４月１日から施行される

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」

の一部改正があり、教育委員会制度が大きく変

わります。 

 主な改正点は、教育委員長と教育長を一本化

した新教育長を置き、教育行政における責任体

制の明確化を図っていくことです。 

 また、首長が主宰する総合教育会議を設置し、

これまで以上に首長と教育委員会が一体となっ

て教育振興施策について協議・調整を行い、教

育行政の推進を図ります。 

 さらに、首長は総合教育会議において、教育

委員会と十分な協議・調整を尽くし、教育に関

する大綱を策定します。首長が大綱を策定する

ことで、地域住民の意向のより一層の反映と地

方公共団体における教育、学術及び文化の振興

に関する施策の総合的な推進を図ります。 

 なお、この法律改正には経過措置があり、法

律施行日において在任中の教育長は委員として

の任期満了まで、またはみずから退任するまで、

従前の例により在職することになります。 

 さて、平成25年４月１日に開校した中学校３

校が３年目を迎え、生徒全員が同じ制服になり

ます。気持ちを一つにし、中学校の運営方針の

もとで一丸となって、よりよい中学校生活をス

タートさせてほしいと思っております。 

 また、生徒からは、「学校行事や部活動が楽

しい」といった声も聞かれ、充実した学校生活

を送っているものと思います。 

 子どもたちは、地域に帰れば、地域の子とし

て、地域の特色ある行事や郷土芸能の伝承活動

に取り組んでおります。子どもたちにとって、

地域も家庭も教育の場であります。 

 今後とも、学校、保護者、地域との連携を強

めて、それぞれの地域の特色ある文化や郷土芸

能を大切にし、子どもたちみずからが地域の一

員として守り育てていく心を育む学校運営に努

めるとともに、小中連携による学力向上にも努

めてまいります。 

 さらには、東日本大震災の被災体験を踏まえ、

子どもたちがみずからの未来を切り開く力を育

む「復興教育」を推進するとともに、子どもた

ちがふるさと遠野に夢と誇りを持ち、将来、多

くの難問・課題を克服し、郷土、日本、さらに

は世界を舞台に、その発展に貢献することがで

きる人材となるよう、学校教育をはじめ、社会

教育、スポーツなどの各分野において一層の教

育振興施策の推進に取り組んでまいります。 

 また、平成27年度から「子ども・子育て支援

新制度」がスタートいたしますが、子どもたち

にとって何が一番いいことなのか見きわめなが

ら、小学校就学前における保育・幼児教育の環

境整備に努めてまいります。 

 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27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、生活や遊びなどの体験を通して、

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あ

ります。 

 幼児の生活の場である家庭や地域、そして幼
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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、４月からスタートする「子ども・子育

て支援新制度」により、保育料の算定方法が変

わりますが、子育てするなら遠野として、より

積極的な子育て支援の一環として、引き続き、

保護者の保育料負担の軽減を図り、幼児教育の

振興に努めてまいります。 

 公立保育所幼稚園にあっては、保育計画及び

幼稚園教育課程に基づき、幼児の内面に働きか

け、一人ひとりのよさや可能性を見出し、その

芽を伸ばしていくための保育と教育に努めてま

いります。 

 市内には、公立保育所・幼稚園と遠野市保育

協会が運営する私立保育園があり、これらの運

営の一元化を検討しておりますが、今後の子育

て環境のあり方として重要な課題の一つであり、

運営の一元化について、遠野市総合計画審議会

に諮問し、御意見をいただくとともに、地域住

民や遠野市保育協会と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27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・体のバランスのとれた人間

形成」という教育目的の実現に向けた取り組み

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。 

 平成26年度から本格的に実施しております小

中学校連携と義務教育９カ年の見取りを重視し

た中学校区単位での学力向上の取り組みを推進

してまいります。 

 加えて、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。 

 特別支援学級の指導の充実はもちろんのこと、

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。 

 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

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
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ります。 

 そして、重点の５つ目は、「学校経営の質的

向上」であります。 

 小中学校が、それぞれの学校経営において、

特に重視すべき取り組みについての具体的目標

を「まなびフェスト」として設定し、学校、家

庭、児童生徒、地域が目標を共有して達成に努

めるとともに、学校評価を通して、学校経営の

さらなる充実に取り組んでまいります。 

 次に、教育環境の充実について申し上げます。 

 学校施設の整備については、児童生徒の学ぶ

意欲を高め、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、屋内運動場の大規模改造工事、

遠野西中学校は、プール改修工事を行います。

その他、各学校において、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、引き続き質の高い教育を

支える学習環境の向上を図り、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。 

 総合食育センター「ぱすぽる」は、開設３年

目を迎えます。学校給食のさらなる品質向上の

ため、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とりながら、安全衛生管理

の徹底に努めてまいります。 

 特にも、学校給食への異物混入は、あっては

ならないことであり、混入の未然防止対策を徹

底いたします。 

 学校給食費は、「子育てするなら遠野」を推

進し、保護者の負担軽減を図るため、昨年度に

引き続き、一食単価の額を据え置き、給食メニ

ュー、調理方法にさらに工夫を加え、栄養バラ

ンスのとれた、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、安全安心な地元食材の安定的

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、学校栄養職員及び栄養士の連携のも

と、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、引

き続き民間ならではの手法を取り入れた芸術文

化振興事業を推進してまいります。 

 長年、市民センター事業として取り組んでき

た遠野物語ファンタジーやバレエスタジオ、遠

野少年少女合唱隊などの地域における創造的で

文化的な活動が評価されて、本年１月に総務大

臣から「地域創造大賞」を受賞しました。これ

を機に、さらに地域の文化の盛り上げを図って

まいります。 

 特に、児童生徒の「知・徳・体」を総合的に

育む人間形成には、家庭や地域社会がそれぞれ

の教育的機能を発揮し、学校と一体となって子

どもたちの教育に当たることが重要となります。 

 このことから、家庭や地域社会の教育力の充

実を図るため、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。 

 また、「家庭学習の充実」「読書活動の推

進」に取り組むとともに、「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、生まれ育った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、友好都市との交流など、さまざまな体験活

動を通じて、人とのかかわり方やふるさとを愛

する心を育ててまいります。 

 また、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交流事業を支援し、国
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際性豊かな「世界に羽ばたく遠野人」の育成を

図ってまいります。 

 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

き続き推進してまいります。 

 子どもの体力向上につきましては、幼児を対

象とした運動教室や児童を対象としたスポーツ

教室などを実施し、幼少期からスポーツ・運動

に慣れ親しみ、運動の楽しさを実感することで、

生活習慣の改善、スポーツ・運動習慣の普及を

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、平成27年度は、国指定重要文化財の

「千葉家住宅」保護のための長期にわたる修理

事業に着手し、千葉家住宅の保存活用基本構想

を策定します。 

 国の重要文化的景観「遠野 土淵山口集落」

においては、山口水車小屋の保存修理を実施し、

その活用を推進してまいります。 

 以上、平成27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

どもたちが将来をしっかり見据え、夢と志をも

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、法律の改正もあり、市長部

局との相互補完の関係をさらに深め、学校現場、

地域とより密着した「活動する教育委員会」と

して、子どもたちの豊かな学びを創造し、遠野

の未来を担う人づくりに邁進してまいりますの

で、議員各位、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号遠野市特別職報酬

等審議会条例の一部を改正する条例の

専決処分に関し承認を求めることにつ

いてから、 

   日程第39 議案第35号遠野市特別職の職

員で非常勤のものの報酬及び費用弁償

に関する条例等の一部を改正する条例

の制定についてまで。   

○議長（新田勝見君）  次に、日程第５、議案

第１号遠野市特別職報酬等審議会条例の一部を

改正する条例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39、議案第35号遠野市特

別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償

に関する条例等の一部を改正する条例の制定に

ついてまでの35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27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号遠野市特別職報酬等審議会条例の

一部を改正する条例の専決処分に関し承認を求

めることについては、教育長の給料額を遠野市

特別職報酬等審議会に諮問することとしたこと

に伴い、遠野市特別職報酬等審議会条例を早急

に改正する必要が生じたため、専決処分したも

のであります。 

 次に、議案第２号遠野市ひとり親家庭医療費

給付条例及び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一部を改正

する条例の制定については、母子及び寡婦福祉

法の一部改正に伴い、所要の改正をしようとす



－ 17 － 

るものであります。 

 次に、議案第３号遠野市児童館条例の一部を

改正する条例の制定については、遠野児童館の

位置を変更しようとするものであります。 

 次に、議案第４号平成26年度遠野市一般会計

補正予算（第９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に歳入歳出そ

れぞれ３億2,800万円を追加し、予算の総額を

それぞれ201億5,164万5,000円としようとする

ものであります。 

 次に、議案第５号平成26年度遠野市国民健康

保険特別会計補正予算（第４号）については、

事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それ

ぞれ464万3,000円を追加し、予算の総額をそれ

ぞれ35億4,971万1,000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649万4,000円を減額し、予算の総額をそれ

ぞれ２億4,215万7,000円としようとするもので

あります。 

 次に、議案第６号平成26年度遠野市後期高齢

者医療特別会計補正予算（第３号）については、

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,330

万1,000円を追加し、予算の総額をそれぞれ３

億1,427万2,000円としようとするものでありま

す。 

 次に、議案第７号平成26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、保健

事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出そ

れぞれ293万円を減額し、予算の総額をそれぞ

れ31億4,037万6,000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に歳入歳出それ

ぞれ142万5,000円を追加し、予算の総額をそれ

ぞれ2,058万7,000円としようとするものであり

ます。 

 次に、議案第８号平成26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1,995万2,000円を減額し、予算の総額をそれ

ぞれ４億5,730万3,000円としようとするもので

あります。 

 次に、議案第９号平成26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1,806

万1,000円を減額し、予算の総額をそれぞれ７

億4,443万7,000円とするものであります。 

 次に、議案第10号平成26年度遠野市水道事業

会計補正予算（第３号）については、収益的収

入及び支出の補正については、収入の第１款上

水道事業収益において1,003万円を減額し、５

億4,845万7,000円に、第２款簡易水道事業収益

において289万8,000円を減額し、２億3,862万

円に、第３款住宅小規模給水事業収益において

142万4,000円を減額し、1,414万5,000円にしよ

うとするものです。 

 支出の第１款上水道事業費用において、79万

8,000円を減額し、３億8,191万7,000円、第２

款簡易水道事業費用において10万8,000円を追

加し、２億6,033万円に、第３款受託小規模給

水事業費用において134万6,000円を減額し、2,

611万8,000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495万7,

000円を減額し、１億2,274万5,000円に、第２

款簡易水道事業資本的収入において490万円を

減額し、３億266万6,000円に、支出の第２款簡

易水道事業資本的支出において980万円を減額

し、５億977万1,000円にしようとするものであ

ります。 

 次に、議案第11号遠野市携帯電話等エリア整

備事業分担金徴収条例の制定については、市が

行う携帯電話等エリア整備事業に要する費用の

一部に充てる分担金を徴収するために制定しよ

うとするものであります。 

 次に、議案第12号遠野市町名地番整理審議会

条例の制定については、市長の附属機関として

遠野市町名地番整理審議会を設置しようとする

ものであります。 

 次に、議案第13号遠野市保育料条例の制定に

ついては、子ども・子育て支援法の施行に伴い、

同法に規定する特定教育、保育園に係る保育料

等を定めるため制定しようとするものでありま

す。 
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 次に、議案第14号遠野市行政手続条例の一部

を改正する条例の制定については、行政手続法

の一部改正に伴い、行政指導の中止を求めるこ

とができる手続等を定めようとするものであり

ます。 

 次に、議案第15号遠野市立学校施設使用に関

する条例の一部を改正する条例の制定について

は、附馬牛小学校の位置の変更等に伴い、附馬

牛小学校、宮守小学校及び遠野西中学校の屋外

照明施設に係る使用料を徴収する規定を追加し

ようとするものであります。 

 次に、議案第16号遠野市介護保険条例の一部

を改正する条例の制定については、介護保険法

の一部改正に伴い、同法に基づく第６期遠野市

介護保険事業計画の策定により、介護保険料の

額等を改定するとともに、介護予防日常生活支

援総合事業等の実施に係る経過措置を定めよう

とするものであります。 

 次に、議案第17号遠野市指定地域密着型サー

ビスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

等を定める条例の一部を改正する条例の制定に

ついては、国における指定地域密着型サービス

の基準の見直しに伴い、定期巡回、臨時対応型

訪問介護看護の事業の一部を指定訪問介護事業

所等の従事者に行わせることができるようにす

るほか、所要の改正をしようとするものであり

ます。 

 次に、議案第18号遠野市指定地域密着型介護

予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準

等を定める条例の一部を改正する条例の制定に

ついては、国における指定地域密着型介護予想

サービスの基準の見直しに伴い、指定介護予防

小規模多機能型居宅介護の登録定員の拡大等、

所要の改正をしようとするものであります。 

 次に、議案第19号遠野市指定介護予防支援等

の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準等を定める条例の制定については、

介護保険法等の一部改正に伴い、指定予防支援

等の事業の人員及び運営に係る基準等を定める

ため制定しようとするものであります。 

 次に、議案第20号遠野市地域包括支援セン

ターの包括的支援事業の実施に係る基準を定め

る条例の制定については、介護保険法等の一部

改正に伴い、地域包括支援センターにおいて包

括的支援事業を実施するために必要な基準を定

めるため制定しようとするものであります。 

 次に、議案第21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

法施行令等の一部改正に伴い、道路の占用料の

額を改定しようとするものであります。 

 次に、議案第22号遠野市立博物館条例の一部

を改正する条例の制定については、遠野まちな

かギャラリーの廃止等を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、

一般国道340号の一部移管に伴い、似田貝野崎

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、

一般国道340号及び一般県道土淵達曽部線整備

事業の完了に伴い、土淵上郷線を変更しようと

するものであります。 

 次に、議案第25号平成27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210億8,000万円と定めるものであり

ます。 

 次に、議案第26号平成27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39億7,13

8万4,000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１億6,676

万9,000円と定めるものであります。 

 次に、議案第27号平成27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３億1,759万2,000円

と定めるものであります。 

 次に、議案第28号平成27年度遠野市介護保険

特別会計予算については、保健事業勘定では、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ32億5,
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352万5,000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1,651

万円と定めるものであります。 

 次に、議案第29号平成27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４億4,264万7,0

00円と定めるものであります。 

 次に、議案第30号平成27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8,270万3,000円と

定めるものであります。 

 次に、議案第31号平成27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８億7,244万3,000円と定

めるものであります。 

 次に、議案第32号平成27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款受託小規模給水事

業収益の合計額を７億9,229万7,000円とし、支

出の第１款上水道事業費を、第２款簡易水道事

業費を、第３款受託小規模給水事業費を、第４

款予備費の合計額を６億5,000万8,000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

水道事業資本的収入の合計額を５億7,449万3,0

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９億

1,849万2,000円とするものであります。 

 次に、議案第33号遠野市教育委員会教育長の

勤務時間その他の勤務条件に関する条例の制定

については、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律の一部改正に伴い、教育長の勤務時間

その他の勤務条件を定めるため、制定しようと

するものであります。 

 次に、議案第34号遠野市教育委員会教育長の

職務に専念する義務の特例に関する条例の制定

については、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律の一部改正に伴い、教育長の職務に専

念する義務の特例に関し、必要な事項を定める

ため制定しようとするものであります。 

 次に、議案第35号遠野市特別職の職員で非常

勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例等の

一部を改正する条例の制定については、地方教

育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正

に伴い、教育長の給与の定めるほか、所要の改

正をしよう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35号までの35件については、質疑を省略し、

議長を除く17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35号までの35件

については質疑を省略し、議長を除く17人の委

員をもって構成する予算等審査特別委員会を設

置し、これに付託の上審査することに決しまし

た。 

 お諮りいたします。ただいま設置されました

予算等審査特別委員会の委員の選任については、

委員会条例第５条第１項の規定により、議長を

除く全議員を指名いたしたいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新田勝見君）  御異議なしと認めます。

よって、ただいま指名いたしましたとおり、議

長を除く全議員を予算等審査特別委員に選任す

ることに決しました。 

 なお、予算等審査特別委員会は、正副委員長

互選のため、本日、会議終了後、本議場にてこ

れを招集いたします。改めて招集状を差し上げ

ませんので、御了承願います。 

────────────────── 

   日程第40 遠野市農業委員会委員の推薦
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について   

○議長（新田勝見君）  次に、日程第40、遠野

市農業委員会委員の推薦についてを議題といた

します。 

 お諮りいたします。農業委員会等に関する法

律第12条第２項の規定による委員の推薦につい

ては、指名推選にいたしたいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新田勝見君）  御異議なしと認めます。

よって、推薦方法は指名推選とし、指名の方法

は議長において指名することにいたしたいと思

います。これに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新田勝見君）  御異議なしと認めます。

よって、議長において指名することに決しまし

た。 

 これより指名いたします。 

 農業委員会等に関する法律第12条第２項の規

定による農業委員に、小向幸子さん、田中ナオ

子さん、菊池妙子さん、菊池由雄君。 

 以上の４名を指名いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議長において指

名いたしました４名を農業委員に推薦すること

に御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新田勝見君）  御異議なしと認めます。

よって、ただいま指名いたしました４名を農業

委員会等に関する法律第12条第２項の規定によ

る農業委員に推薦することに決定いたしました。 

────────────────── 

   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。 

   午後０時16分 散会   

 


