新年のご挨拶
新田 勝見

するご協力とご鞭撻をお願いするとともに︑

のある議会にしてまいりますので︑議会に対

結びに︑さらなる議会改革を目指し︑魅力

るよう邁進していきます︒

に真摯に議論をつくし︑実りのある政策とな

が安全で安心して暮らせるまちづくりのため

局と議会は︑立場は違っても市の発展と市民

物事を考えていかなくてはなりません︒市当

議員自らの研鑽はもとより︑常に市民目線で

取り組まなければなりません︒
そのためには︑

となり︑新たな遠野市の発展を目指し課題に

今年度は︑遠野市第二次総合計画の初年度

ございました︒

対する提言要望意見を賜り︑誠にありがとう

昨年は︑市民と議会との懇談会など議会に

明けましておめでとうございます︒

遠野市議会議長
できれば再稼動も避
けるべきと考えるが︑
現在の発電システムは
火力発電に頼っている
現状であり︑
大気汚染︑
地球温暖化の原因とな
っているのも事実︒電

反対討論

原発再稼動の中止を
求める意見書
東京電力福島第一原
発事故発生から︑原因
は十分には究明され
ず︑事故の収束もおぼ
つかない状況︒これま
で２年間近く原発なし
の電力供給には何ら問
題がなく︑福島第一原
発事故の原因究明と事
故の収束こそが最優先
されるべき︒発電所事
故の収束と︑被害の完
全救済に全力をあげる
ことを強く要望するた
めに意見書を提出する︒

◆発議案第８号

水産業に対する影響が
懸念されること︑
また︑
生産農家が将来にわた
って営農に取り組める
よう︑農業政策の確立
と地域経済を守る観点
から意見書を提出しよ
うとする︒

市民の皆様のご多幸とご健勝を祈念し︑年頭
の挨拶といたします︒

◆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
常任委員会への所属
について︑条例では名
称︑定数︑所管を定め︑
運用を容易にすること
と所管の表記を改正し
ようとする︒

意 見 書
◆発議案第６号

災害ボランティア割
引制度の創設を求め
る意見書
自然災害等の被災地
での救援から復興に至
る過程では︑多くの支
援者︑ボランティアの
協力が欠かせない︒
大規模災害発生時
に︑被災地に赴く災害
ボランティアに対して
交通費や宿泊費を割り
引く制度を創設するこ
とを強く要望するため
に意見書を提出する︒
◆発議案第７号

ＴＰＰ交渉の大筋合
意についての対応に
関する意見書
大筋合意を受け農林

月定例会
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◆発議案第９号

あり︑憲法の根幹に関
わるこの法律が十分な
審議を行うことなく成
立したことは遺憾︒戦
争法案の強行採決に抗
議するとともに︑国に
おいては︑今国会で成
立した法律を廃止する
よう強く要望する︒
反対討論
核兵器や弾道ミサイ
ル︑今やその技術は世
界に拡散し日本の近く
でも脅威が現実化しつ
つある︒また︑国際的
なテロの脅威や海洋︑
宇宙︑サイバー空間に
おけるリスクも深刻化
している︒平和安全法
制は︑抑止力を高め︑
徹底した外交努力を重
ね︑戦争を起こさせな
い働きを高める戦争防
止・平和安全のための
法律︒平和安全法制が
正しく運用されること
が重要であり︑運用の
過程をしっかり監視し
広い意味で民主的統制
をしていくことが大切︒
小林 立栄 議員
賛成討論

戦争法の採決強行に
抗議し法の廃止を求
める意見書

ここ２年間原発は動
かず︑その間の電力供
給は努力によってなん
とかしのいできた︒確
かに環境の問題がある
が︑自然エネルギーの
代替に関する取り組み
も積極的に行われてい
る︒原発により受けた
損害は甚大でこんなコ
ストのかかる発電所は
ない︒原発から出た廃
棄物の処理方法も決ま
っていない︒この問題
一つも解決しないのに
さらに原発を再稼動す
ることは許せるもので
はない︒
小松 大成 議員

賛成討論

気料金も大きな負担︒
原発に係る代替エネル
ギーもなかなかないこ
とから︑反対せざるを
得ない︒
菊池 巳喜男 議員

11

日本は立憲主義︒い
わゆる憲法に基づいて

議案第

号

願

弁を得たので賛成する︒
荒川 栄悦 議員

請

今定例会では︑６件
の議員発議案︵条例案
１件︑意見書５件︶が
提出されました︒この
うち発議案第７号は︑
請願の採択を受けて提
出されたものです︒

議員発議

職員が休む間に必要
な人材を手配すること
は大切である︒
﹁ 育児
休業をすることができ
ない﹂という表現につ
いて︑当局があらため
て提案し直すという答

度基準﹂告示の法律へ
の格上げ︑全ての労働
者を対象に﹁休息時間
︵勤務間インターバル︶
規制﹂の導入を誠実に
対応されるよう強く要
望する︒

※兵站
︵へいたん︶
活動⁝
戦争で後 方に位置して︑
前線の部隊のために︑軍
需品・食糧・馬などの供
給・ 補 充 や 後 方 連 絡 線
の確 保 などを 任 務 とす
る機関︒

◆発議案第 号

労働基準法改定案の
撤回を求める意見書
労働基準法改定案の
撤回︑
﹁ 時間外労働限

これらのう ち可
決された発議案は︑
衆 参 両 院 議 長︑ 内
閣総理大臣ほか関
係大臣あてに意見
書を送付しました︒

この労働基準法の改
定案によって︑長時間
労働抑制策︑年次有給
休暇取得促進制度が強
化される︒また︑高度
プロフェッショナル制
度の創設や医師による
面接指導を受けさせな
ければならない健康確
保措置も講じられる︒
このことによって︑
労働者は自分の健康面
を確保しつつ︑能力を
発揮できる環境が整備
されることから反対︒
佐々木 大三郎 議員

反対討論

行政を行わなければな
らない立場︒今まで日
本においても国際情勢
が大変な時期︑日本の
憲法こそが国際的な評
価を受けている︒国際
的に向かう方向はそう
であってほしいと願
う︒憲法９条︑ 条の
条文とのかみ合わせか
らして今度の法案はま
さに戦争法案そのも
の︒戦争における ※兵
站活動と前線における
戦闘行為とは一体︒
政府は安全を確保す
るための法案と言って
いるが︑いわゆる憲法
で禁止されている戦争
行為に踏み込むことに
なるので︑意見書の提
出に賛成︒
小松 大成 議員

賛成討論

反対討論
平成 年 月定例会が︑ 月４日に招集され︑
職員の休業に伴いそ
日までの８日間の会期で開かれました︒
今定例会では︑一般質問に７人の議員が登壇し︑ の業務に従事させる任
◆請願第４号
期付短時間勤務職員に
市政を問いました︒
ついては︑育児休業を
提案された平成 年度補正予算関係５件︑条
ＴＰＰ交渉の大筋合意
についての対応に関す
例の制定 件︑その他４件の 議案の全議案を原
とることができないと
る請願
案のとおり可決したほか︑最終日に提案された議
するものについて︑任
員発議による条例案１件と請願１件︑意見書３件
︿
請願者﹀
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
の
を可決しました︒
花巻農業協同組合
任期は３年以内︑特に
代表理事組合長高橋専太郎
必要な場合には５年以
内となっている︒その
採 択
場合︑最長５年近く採
◆請願第５号
用された場合には︑育
児休業を認められない
ＴＰＰ交渉の情報公開
とＴＰＰからの撤退・
条件で就労するとも解
調印中止を求める請願
される︒
この内容では︑
遠野市が掲げる﹁子育 ︿請願者﹀
遠野市農民組合
てするなら遠野﹂のわ
代表者 阿部 喜一
らすっこプランの理念
に逆行する内容と判断
継続審査
し︑本条例の改正には
反対する︒
菊池
充 議員
11

圧倒的多数の憲法学
者等が︑安全保障関連
法案は﹁違憲﹂と断じ
たことは極めて重大で
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