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平成28年２月26日（金曜日） 

────────────────── 

議事日程 第１号 

平成28年２月26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５号 遠野市一般職の職員の給与

に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

第６ 議案第６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７ 議案第７号 平成27年度遠野市一般会計

補正予算（第６号） 

第８ 議案第８号 平成27年度遠野市国民健康

保険特別会計補正予算（第３号） 

第９ 議案第９号 平成27年度遠野市後期高齢

者医療特別会計補正予算（第２号） 

第10 議案第10号 平成27年度遠野市介護保険

特別会計補正予算（第２号） 

第11 議案第11号 平成27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12 議案第12号 平成27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13 議案第13号 平成27年度遠野市下水道事

業特別会計補正予算（第２号） 

第14 議案第14号 平成27年度遠野市水道事業

会計補正予算（第３号） 

第15 議案第15号 遠野市職員の退職管理に関

する条例の制定について 

第16 議案第16号 遠野市行政不服審査法施行

条例の制定について 

第17 議案第17号 行政不服審査法の施行に伴

う関係条例の整備に関する条例の制定

について 

第18 議案第18号 遠野市消費生活センター条

例の制定について 

第19 議案第19号 遠野市いじめ問題調査委員

会条例の制定について 

第20 議案第20号 遠野市いじめ問題再調査委

員会条例の制定について 

第21 議案第21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

条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

第22 議案第22号 遠野市職員の勤務時間、休

日及び休暇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23 議案第23号 遠野市職員の育児休業等に

関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

第24 議案第24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25 議案第25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26 議案第26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27 議案第27号 遠野市消防団に関する条例

の一部を改正する条例の制定について 

第28 議案第28号 遠野市火災予防条例の一部

を改正する条例の制定について 

第29 議案第29号 遠野市過疎地域自立促進計

画の策定について 

第30 議案第30号 辺地に係る公共的施設の総

合的な整備に関する財政上の計画の策

定及び変更について 

第31 議案第31号 東日本大震災に係る原子力

損害の賠償に関し和解のあっせんを申

し立てることについて 

第32 議案第32号 市道路線の認定について 
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第33 議案第33号 字の区域の変更について 

第34 議案第34号 平成28年度遠野市一般会計

予算 

第35 議案第35号 平成28年度遠野市国民健康

保険特別会計予算 

第36 議案第36号 平成28年度遠野市後期高齢

者医療特別会計予算 

第37 議案第37号 平成28年度遠野市介護保険

特別会計予算 

第38 議案第38号 平成28年度遠野市ケーブル

テレビ事業特別会計予算 

第39 議案第39号 平成28年度遠野市農業集落

排水事業特別会計予算 

第40 議案第40号 平成28年度遠野市下水道事

業特別会計予算 

第41 議案第41号 平成28年度遠野市水道事業

会計予算 

────────────────── 

   本日の会議に付した事件 

１ 会議録署名議員の指名 

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５号遠野市一般職の職員

の給与に関する条例の一部を改正する条

例の制定についてから、 

  日程第41 議案第41号平成28年度遠野市水

道事業会計予算まで。 

  （提案理由の説明、特別委員会付託） 

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（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（３名） 

事 務 局 長 奥 瀬 好 宏 君 

次 長 佐 藤 邦 昭 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 

経営企画部長兼まち・ひと・しごと 
推進担当部長  菊 池 文 正 君 

産業振興部長兼経営企画部  
まちづくり再生担当部長  飛 内 雅 之 君 

経営企画部ＩＣＴ・医療確保 
（特命）担当部長  菊 池 永 菜 君 

総 務 部 長 兼
防災危機管理課長  荻 野  優 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  古 川  憲 君 

環境整備部プロジェクト担当部長 
兼地域開発戦略推進室長  

 佐 藤 浩 一 君 

農林畜産部長兼
六次産業推進担当部長  大 里 政 純 君 

環境整備部長  仁 田 清 巳 君 

遠野文化研究センター部長兼調査研究 
課長兼市史編さん室長図書館長兼博物館長   小 向 孝 子 君 

市民センター所長兼地域づくり担当部長  
兼宮守総合支所長  鈴 木 惣 喜 君 

消 防 長  小 時 田  光  行 君 

子育て支援センター所長兼 
総合食育センター所長 

 多 田 博 子 君 

教 育 長  藤 澤 俊 明 君 

教育委員会委員長  中 浜 艶 子 君 

代表監査委員  佐  藤  サ ヨ 子 君 
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選挙管理委員会委員長  藤 村 正 子 君 

農業委員会会長  佐 々 木  敦  緒 君 

────────────────── 

○議長（新田勝見君）  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30分 開会・開議   

○議長（新田勝見君）  これより平成28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。 

 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、監査委員から例月出納検査の結果につ

いての報告書２件及び平成27年度定期監査（後

期）の結果報告書１件を受理いたしましたので、

その写しをお手元に配付しておきましたから、

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１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、当局から平成28年３月遠野市議会定例

会議案第７号平成27年度遠野市一般会計補正予

算（第６号）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27年12月２日から平成28年２月23

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88条の規定に

より、議長において、２番菊池美也君、３番萩

野幸弘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23日午前10時から議会運営委員会を

開催し、平成28年３月遠野市議会定例会の会期

を本日２月26日から３月11日までの15日間をい

たしました。 

 会期内の予定表については、既に議員各位に

配付しておりましたが、若干の説明を加えさせ

ていただきます。 

 本日２月26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
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われます。その後、議案第５号遠野市一般職の

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

の制定についてから議案第41号平成28年度遠野

市水道事業会計予算までの補正予算８件、条例

16件、当初予算８件、その他５件の37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、同委員会への

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、特別委員会を開催し互

選いたします。 

 ２月27日、28日の２日間は休日のため休会と

なります。 

 ２月29日及び３月１日の２日間は一般質問を

行います。一般質問の通告は９名であります。 

 ３月２日及び３日の予算等審査特別委員会は、

議案第５号から議案第14号までの条例と補正予

算10議案の審査にあてます。 

 ３月４日は、午前10時から本会議を開催し、

補正予算等10議案について、予算等審査特別委

員会からの報告があり、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15号から議案第41号ま

での条例と当初予算等27議案についての審査を

行います。 

 ３月５日及び６日は、休日のため休会となり

ます。 

 ３月７日から10日まで、引き続き当初予算等

の審査を行います。 

 なお、３月８日は発議案の締切日となってお

りますので、念のため申し添えいたします。 

 最終日３月11日は、午前９時から議員全員協

議会を開催し、午前10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11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11

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28年

３月遠野市議会定例会が開会されるに当たり、

平成28年度の行政運営について、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。 

 昨年は、新遠野市が誕生して10年という節目

の年でありました。 

 10月１日には、みやもりホールにて、遠野市

市制施行10周年記念式典を開催し、これまでの

歩みを振り返るとともに、新たなステージへの

船出を祝うことができました。 

 また、合併時からの検討事項のうち、最後の

一つとして残されていた宮守町の市立幼稚園・

保育所の運営については、ことし４月から運営

を遠野市保育協会に移管する運びとなりました。 

 さて、本市の10年の歩みを顧みますと、市総

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、市民の皆様とともに、知

恵を出し合い、遠野スタイルの理念のもと、各

種施策に取り組んでまいりました。 

 宮守町の遠野テレビの拡張、中学校の再編や

教育環境の整備、食育の拠点である総合食育セ

ンターの整備、さらには、市民の安心・安全の

拠点である総合防災センターの整備にも取り組

むことができました。 

 遠野市の地域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んでまいりまし

た。 

 また、後期基本計画では、主要事業、164事
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業の計画に対し、160事業の着手。着手率は9

8％とおおむね計画どおり実施することができ

ました。 

 平成26年度のまちづくり指標においては、13

7指標中、97指標、約71％がおおむね達成する

ことができました。 

 これもひとえに、市民の皆様をはじめとした

さまざまな方の御尽力と御支援のたまものと感

謝申し上げます。 

 今後も、遠野スタイルによるまちづくりにこ

だわりを持ち、市勢発展に向け取り組んでまい

ります。 

 「合併前・合併後」という言葉があります。

さらに、「震災前・震災後」という言葉も加わ

りました。 

 震災により、私たちは、基礎自治体の横の連

携、水平連携がいかに大切であるか、そして、

人と人とのつながり、地域と地域の絆がいかに

大切であるかを教訓として得ることができまし

た。 

 このことは、合併後のまちづくりにも大きく

生かしていかなければなりません。 

 未曽有の大災害「東日本大震災」が発生した

あの日から、間もなく５回目の３月11日を迎え

ようとしております。 

 岩手県では、今もなお1,100人余りの方が行

方不明、２万2,000人近い方が仮設住宅などで

の生活を余儀なされております。 

 市内にも、98世帯252人の方々が、いまだに

避難されている状況にあり、津波災害の大きさ

を改めて実感するところであります。 

 応急仮設住宅「希望の郷 絆」などで暮らし

ている方々が、一日も早く安心して生活できる

環境整備を、県をはじめ関係機関と協議を進め

てまいります。 

 いま一度、遠野の後方支援の取り組みと防災

体制を再確認し、特に、地区センター、消防団

が地域の中核となった地域防災の体制づくりに

重点を置き、平時から災害に対するあらゆる備

えをより万全にし、そのネットワークをさらに

強固たるものにしたいと考えております。 

 このことから、ことし３月12日には、「東日

本大震災５年 後方支援の集い」を開催し、東

京都調布市との防災協定の締結を行うとともに、

今後の後方支援のあり方を検討してまいります。 

 ことしは、極めて重要な年となります。 

 本市の今後10年間のまちづくりの指針となる

第２次総合計画がスタートいたします。 

 第２次総合計画においても、これまでの取り

組みを継承し、「遠野スタイルの創造・発展」

を基本理念に、将来像を「永遠の日本のふるさ

と遠野」としたところです。 

 人口減少、東京への一極集中が進む中、国で

は、地方創生をテーマに、まち・ひと・しごと

創生法を定めました。 

 本市では、これに先立ち、平成26年から組織

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」を立ち

上げ、取り組んでまいりました。 

 平成27年度からは、この２つの推進本部を進

化、統合させ「遠野市まち・ひと・しごと推進

本部」を設置し、人口減少に歯どめをかけるた

め、遠野市総合計画の共通優先方針に集中的に

取り組む「遠野スタイル創造・発展総合戦略」

を策定したところです。 

 さらに、これからの取り組みを確実なものと

するため、第３次健全財政５カ年計画をあわせ

て策定いたしました。常に、財政規律の確保を

図りながら、事業を推進してまいります。 

 このような中、復興支援道路である東北横断

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、昨年12月５日

に開通いたしました。 

 当日は、安倍内閣総理大臣をはじめ、多くの

関係者、近隣市町村長の皆様に多数参加いただ

き、意義深い開通式となりました。 

 全区間が開通となる平成30年度には、縦軸で

ある国道340号において、立丸峠工区工事が２

つのトンネルとともに完了する予定であり、復

興支援道路への取り組みが確実に進んでおりま

す。 

 こうした環境変化を前提に、昨年11月には、
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地域開発戦略推進室を立ち上げ、産業振興や雇

用定住に、部局横断で取り組むことといたしま

した。 

 東工業団地や新たな工業団地の整備、そして、

全国モデル「道の駅」である遠野風の丘のハブ

機能を充実させるため、国・県との連携を図り

ながら、遠野風の丘のリニューアルについての

検討を進めてまいります。 

 環太平洋連携協定、いわゆる「ＴＰＰ交渉」

は、２月４日に、オークランドで協定に署名し、

今後は、ＴＰＰの批准に向けた手続が進められ

ることとなります。ＴＰＰは、農林水産業をは

じめ、広範な分野において、国民生活に大きな

影響を及ぼすものであり、特に、産業基盤の弱

い地方においては、経済や生活などへの影響が

懸念されるところです。 

 関係団体と連携し、ＴＰＰ対策にも取り組ん

でまいります。 

 ことし５月には、市民センターがリニューア

ルオープンいたします。 

 さらには、震災により被害を受けた本庁舎も、

平成29年３月に完成する見込みです。中心市街

地の活性化、まちづくりの拠点がいよいよ完成

となります。 

 地方創生の風が吹く中、この10年間で私たち

は、協働という「帆柱」を立たせることができ

ました。 

 そして、市民センター、地区センターを中心

とした新たなネットワークによる「帆」を張り、

地方創生という風を追い風とし、着実に推進し

てまいります。 

 いよいよ、第２ステージに向け、新たな一歩

を踏み出すこととなります。 

 これを受けて、平成28年度予算は、第２ス

テージに向け、「遠野スタイルスタートダッシ

ュ予算」と位置づけ、総額188億6,000万円で編

成いたしました。 

 第２次遠野市総合計画前期基本計画の確実な

実行、遠野スタイル創造・発展総合戦略による

事業の重点化を図るため、特に、３つの取り組

みを加速いたします。 

 １つは、「まちなか再生に向けたスタートダ

ッシュ」です。 

 市役所本庁舎整備を中心とした、中心市街地

のにぎわい創出のための事業を本格化させます。

本庁舎整備には、約13億円を計上いたしました。 

 市役所本庁舎整備を進めながら、地域おこし

協力隊と遠野ローカルベンチャースクールによ

る地域活性化、産業活性化のため新たな仕組み

を構築し、地方創生の風をしっかりと受けとめ

ます。 

 また、宮守町の中心市街地である「ｍｍ１」

の周辺エリアの再生に取り組み、２つのまちな

かの魅力アップを図ります。 

 主要事業として、18事業、約16億1,000万円

を計上いたしました。 

 ２つ目は、「２つの優先課題の対応に向けた

スタートダッシュ」です。 

 「産業振興・雇用確保」の策としては、これ

まで進めてきた６次産業推進本部での取り組み

を総括しながら、昨年度設立した６次産業推進

協議会の活動を本格化させ、販路拡大のための

商談会に積極的に出展するほか、市内９カ所の

産直ネットワークによる地産地消に取り組みま

す。 

 また、耕畜連携ネットワークを再構築し、堆

肥を活用した畑作振興に取り組むとともに、雇

用創出では、遠野東工業団地の整備などに取り

組みます。 

 主要事業として、28事業、約８億3,600万円

を計上いたしました。 

 「少子化対策・子育て支援」の策としては、

学力向上対策を一層強化するとともに、地域で

子育てを応援する取り組み、市内企業との連携

による子育て支援、保育協会や社会福祉法人な

どと新たな連携に取り組みます。 

 主要事業として、27事業、約15億5,400万円

を計上いたしました。 

 ３つ目は、地域コミュニティーの再構築に向

けたスタートダッシュです。 

 平成28年度は、地区センターを９地区から11

地区体制に拡大するとともに、市民の皆様との
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議論を重ね、10年後、20年後の本市の姿に合致

したコミュニティーづくりに取り組みます。 

 関連事業として７事業、約１億700万円を計

上いたしました。 

 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。 

 平成28年を初年度とする「第３次遠野市環境

基本計画」の本市の目指す環境像は、「自然環

境と人間生活の調和」です。 

 豊かですばらしい自然、受け継がれてきた伝

統・文化という大切な財産を次世代につないで

まいります。 

 遠野市新エネルギービジョンに基づき、再生

可能エネルギー設備の導入を推進します。公共

施設への導入はもちろん、市民生活においては、

一般住宅への太陽光パネルなどの設置に対し助

成を行います。 

 また、市内約3,500の防犯灯をＬＥＤ照明に

交換し、電気料や交換修繕費の抑制を図るとと

もに、省エネルギー化による地球温暖化防止に

取り組んでまいります。 

 快適な居住環境を整備するため、老朽化の著

しい八幡団地の解体撤去と、福祉住宅団地への

住みかえを促進するとともに、宮守町での子育

て世代などを支援する市営住宅整備に向けた用

地取得等などに着手いたします。 

 また、都市計画道路の見直しや快適な市街地

形成の要素となる都市公園の見直し作業を進め

てまいります。 

 全国的にも問題となっている空き家対策につ

いては、空き家等対策計画を早期に策定し、市

民の安心・安全、そして、空き家の利活用にも

取り組んでまいります。 

 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、修繕改修工事を進めると

ともに、橋梁点検を昨年に引き続き継続いたし

ます。 

 平成27年度には、270カ所を点検しており、

平成28年度は、153カ所の橋梁点検を新たに行

うこととしております。 

 引き続き、安心・安全な道づくり事業や水路

事業などを継続し、道路基盤の充実、快適な住

環境の形成に取り組んでまいります。 

 総合交通対策については、昨年度は大幅な路

線の見直しとデマンドバスの新規地区運行を実

施いたしました。 

 引き続き、低料金バスの運行や、高齢社会に

対応した新たな公共交通システムの構築に取り

組んでまいります。 

 情報基盤の形成については、本市における10

年後を見据えた「ＩＣＴ」を活用した情報環境

整備研究会報告書の具体化に向け、新たな防災

拠点としての新市庁舎のＩＣＴ化、遠野テレビ

伝送路のロングライフ化を図るための小友エリ

アのＦＴＴＨ化、いわゆる光化にも取り組みま

す。 

 また、附馬牛町大洞地区と土淵町米通地区に

おいて、携帯電話通話エリアの拡大に取り組ん

でまいります。 

 さらに、平成29年７月のマイナンバー制度に

おける、情報提供ネットワークシステムの稼働

を見据え、新たな情報セキュリティー対策の抜

本的強化にも取り組んでまいります。 

 安心・安全な地域づくりについては、消防団

員の処遇改善として、全ての消防団員分の防寒

衣を整備するとともに、消防団員の出動手当を

引き上げることといたしました。 

 大綱２は、健やかに人が輝くまちづくりであ

ります。 

 健康づくりの推進については、本年度策定し

た第３次遠野市健康増進計画に基づき、いつま

でも元気に暮らすことができる安心の社会の実

現を目指します。 

 年齢や健康状態に応じたスポーツ活動の推進、

総合食育センターを拠点とした食育の推進、保

健指導の充実を図り、健康寿命の延伸を図りま

す。 

 医師の確保については、引き続き、県立遠野

病院との密接な連携体制のもと、招聘活動を推
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進いたします。 

 産婦人科医の招聘については、全力を挙げて

取り組むことはもちろんのこと、周産期に関係

性の強い医師の拠点病院への充実確保も大事で

あることから、さらに医療の総量の確保に努め

てまいります。 

 平成27年度から「生活困窮者自立支援法」が

施行され、ことし４月には、障害者差別解消法

が施行されます。社会福祉協議会などと連携し

ながら、生活困窮者や障害者の自立などへの支

援に取り組んでまいります。 

 少子化対策・子育て支援については、第２次

遠野市総合計画の共通優先方針の一つとして位

置づけたところであります。 

 就業形態が多様化する現代において、新たに

地域マンパワーを活用した託児事業を実施する

ほか、産前・産後ケアの充実を図るなど、引き

続き子育て総合支援センターを核として、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。 

 保育料については、引き続き、国基準の５割

軽減を市単独の措置として継続することといた

しました。 

 医療給付事業については、乳幼児や妊産婦ら

を対象とした現物給付をことし８月から実施い

たします。 

 また、乳幼児等医療給付事業のうち妊産婦や

ゼロ歳から３歳までの子を持つ親の所得制限を

撤廃し、子育て世帯に係る負担の軽減を図って

まいります。 

 大綱３は、活力を創意で築くまちづくりであ

ります。 

 今後５年間の第１次産業の方向を示す「第２

次遠野市農林水産振興ビジュン」（タフ・ビジ

ョンⅡ）を策定いたしました。 

 新たなビジョンでは、現ビジョンを引き継ぎ

ながら、大きく変化する農業・農村情勢に応じ

た農林水産業の確立を図るため、国の農業政策

の動きに的確に対応しながら、各種取り組みを

具体化してまいります。 

 特に、「大規模園芸団地構想」「和牛増頭対

策・耕畜連携の推進」「木質バイオマスの活

用」のこの３つをリーディングプロジェクトと

して掲げ、その具体化に向けた取り組みを進め

てまいります。 

 農地中間管理事業を活用した農地集積を推進

し、担い手農家、新規就農者の育成、集落営農

の組織化・法人化、農業生産基盤の整備など関

係機関と連携しながら、積極的に取り組んでま

いります。 

 生産振興については、品目ごとの支援策を講

じ、高収益農家の拡大を図ります。 

 水稲は水田フル活用を推進するとともに、重

点品目のアスパラガスやピーマンなどの野菜の

ほか、工芸作物のホップの生産維持とワサビの

生産拡大に取り組んでまいります。 

 畜産振興については、牧草地の放射性物質に

よる汚染被害対策に終了のめどが立ち、公共牧

場の本格的な再開ができることとなりました。 

 夏季放牧やキャトルセンターの有効活用を進

めるとともに、園芸作物などへの堆肥利用を推

進するための補助制度を創設し、一層の耕畜連

携を推進いたします。 

 なお、放牧料金は、放牧地の適正管理を行う

ため、料金の見直しを検討したところですが、

ＴＰＰ問題など、今後の経営に不安感が増す中、

料金は据え置くことといたしました。 

 ６次産業の推進については、農産物直売所を

中心に、地産地消を推進するほか、各種グルー

プなどによる新商品の開発、販売など、農産物

など地域資源の付加価値向上に向けた取り組み

を支援してまいります。 

 有害鳥獣対策については、特に、ニホンジカ

による農作物被害を低減させるため、県と連携

し、地域ぐるみで防除と駆除への取り組みを強

化してまいります。 

 木質バイオマスエネルギー活用においては、

公共施設に整備したチップボイラーなどの検証

を進め、木質バイオマスの普及に取り組んでま

いります。 

 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、松への薬剤注入
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などに取り組みます。 

 現在、市内企業の業績は緩やかな回復基調に

あり、有効求人倍率は1.2倍を超える数字で推

移しており、市内企業の労働力の確保が今後の

課題となっております。 

 そのため、平成28年度からＵ・Ｉ・Ｊターン

者に対する家賃補助を行うなど、若者の定着を

促進し、労働力の確保に努めてまいります。 

 中心市街地の活性化については、遠野商工会

と連携し、商店街などの支援を行い、中心市街

地のにぎわい創出に努めてまいります。 

 また、ｍｍ１の一部をリニューアルするなど、

宮守中心市街地エリアを面的に整備することに

よって、宮守町の豊かな自然、快適な住環境、

「めがね橋・恋人の聖地」などの地域資源を活

用したまちづくりを推進してまいります。 

 観光振興においては、花巻空港からの台湾直

行便や平成32年の東京オリンピックなどを好機

として捉え、新たに、外国人観光客おもてなし

推進事業を立ち上げ、外国人観光客の利便性向

上や受け入れ環境整備に取り組んでまいります。 

 ＳＬ運行３年目となる本年は、官民一体とな

った「ＳＬ停車場プロジェクト推進委員会」を

中心に、横軸連携の強化を図り、観光客の誘客

や停車駅のおもてなしなどに取り組んでまいり

ます。 

 交流、定住の推進については、で・くらす遠

野市民制度のファン獲得へ向けた全国的な取り

組みのほか、空き家バンクの機能充実や遠野み

らいづくりカレッジとの連携により、交流人口

や定住人口の拡大に取り組んでまいります。 

 また、遠野ローカルベンチャー事業を立ち上

げ、首都圏の若手の人材を呼び集め、本市の地

域資源を生かした起業を支援することにより、

移住や定住の促進、雇用創出、６次産業化、中

心市街地の活性化につなげてまいります。 

 大綱４は、ふるさとの文化を育むまちづくり

であります。 

 昨年４月に施行された「地方教育行政の組織

及び運営に関する法律」の改正により、新たに

「総合教育会議」を設置しました。教育委員会

とさらに連携した教育振興に取り組んでまいり

ます。 

 このような中、県教育委員会から、本市に派

遣されている指導主事を、これまでの２人体制

から１人体制にする方針が示されました。 

 しかし、１人体制では、学校における教育課

程や学習指導、また就学指導や相談業務への影

響が懸念されることから、市で全額負担し、２

人体制を維持することといたしました。 

 さらに、学力向上対策については、特定教科

集中対策として、各中学校に特定教科学習支援

員を新たに配置し、学習支援体制の充実を図っ

てまいります。 

 昨年12月に、県立高校の再編案が示されまし

た。本市では、遠野高校と遠野緑峰高校を校舎

制とし統合する内容でした。保護者の皆様をは

じめ、多くの方々が、２校存続を望んでいるこ

とから、県教育委員会に対し、２校存続に向け

た意見書を提出いたしました。 

 地域の将来を担う子どもたちの育成のために

も、２校存続に向け再編問題に取り組んでまい

ります。 

 また、教育環境の整備については、スクール

バスの更新などに取り組んでまいります。 

 生涯学習の推進については、遠野市教育文化

振興財団と連携し、遠野物語ファンタジーやバ

レエスタジオの運営など、豊かな感性を備えた

人材育成に努めてまいります。 

 ふるさとの文化の継承・創造については、柳

田國男生誕の地である兵庫県福崎町と交流を進

めるため、『遠野物語』と遠野の文化を紹介す

る展覧会を福崎町で開催いたします。 

 また、本庁舎整備にあわせ、庁舎内に「まち

なか図書館」を整備するなど、読書環境と利用

者の利便性の向上に努めてまいります。 

 文化財の保護と継承については、国指定重要

文化財「千葉家住宅」の保存修理工事に着手す

るとともに、保存修理が完了した山口の水車小

屋の活用と集落の良好な景観形成を地域と協働

で推進してまいります。 

 大綱５は、みんなで考え、支え合うまちづく
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りであります。 

 住民主体のふるさとづくりの推進については、

住民自治推進の指針となる地区計画の策定支援

や、市民の皆様が活動しやすい支援施策への抜

本的な見直しに取り組んでまいります。 

 公共施設の整備と活用においては、公共施設

等総合管理計画の基本方針に基づき、より適切

な施設の維持管理及び利活用を検討してまいり

ます。 

 また、除却すべき施設の計画的な処分を進め

るとともに、利用可能施設や遊休地の積極的な

売却処分などによる歳入確保に努めてまいりま

す。 

 その中で、旧土淵中学校は、本市と富士ゼロ

ックス株式会社による遠野みらい創りカレッジ

として、企業研修や大学のオフキャンパスなど

の場として年間約5,000人が利用しております。 

 旧上郷中学校においては、町民と各団体が協

働で、地域コミュニティーの拠点として利活用

が進められており、引き続き、まちづくりに生

かしてまいります。 

 経営改革については、第３次遠野市経営改革

大綱により、事務事業の一層の見直しを進めな

がら、自立した自治体経営の実現に向け、経常

経費の削減や職員数の適正化などに取り組んで

まいります。 

 なお、行政組織については、本庁舎供用開始

前の平成28年12月をめどに、大幅な見直しを進

めてまいります。 

 また、交通基盤の整備が進む中、事務事業の

効率化や地域課題などにおける広域的な行政課

題の共有と解決に向け、県や近隣市町村などと

緊密な交流と連携を確立し、経済や社会の広域

化に対応いたします。 

 市税の収納対策については、平成28年度から、

コンビニエンスストアでの税金を納付すること

が可能となります。 

 また、郵便局でも振替用紙に記入せずに、市

から送付された納付書で納付することが可能と

なるなど、納付の利便性向上と窓口の拡大、適

正な賦課と確実な収納に取り組んでまいります。 

 今後とも、財政規律と健全財政を堅持するた

め、市税の確保、遊休地や市有林立木の計画的

売却をはじめとする自主財源の確保を図るとと

もに、人件費の抑制や第三セクターなどの経営

改善に取り組んでまいります。 

 以上、市政運営の基本姿勢と主要な施策の概

要について申し上げました。 

 平成28年度は、スタートの年、しかもスター

トダッシュで取り組んでいかなければなりませ

ん。 

 第２次遠野市総合計画、遠野スタイル創造・

発展総合戦略、第３次健全財政５カ年計画のい

ずれもしっかりと推し進めてまいります。 

 この10年間、立ちはだかる困難と幾多の試練

を、知恵と創意工夫により、遠野スタイルとし

て乗り越えてまいりました。 

 しかし、大変厳しい状況は依然として続き、

私たちの行く手に立ちはだかることでしょう。 

 これまで進めてきた市民協働の仕組みに自信

と誇りを持ち、さらに創造、発展させ、次のス

テージにつないでまいります。 

 そのためには、「地域づくり」「人づくり」

「健康づくり」を一層、発展させなければなり

ません。 

 このため、市民センター、地区センター、健

康福祉の里を中心に、社会福祉協議会、教育文

化振興財団、保育協会、消防団などとの連携の

もと新たな仕組みを構築したいと思います。 

 そして、ことし10月には、希望郷いわて国体

が開催されます。国体開催は、今後の本市の健

康づくり、地域づくり、人づくりに大きくかか

わってまいります。 

 サッカーのまち遠野を全国に発信し、市民総

参加によるおもてなしにより、サッカー競技少

年男子の会場地として競技会の成功を目指しま

す。 

 柳田國男は、日本の都市は農村によってつく

られたと述べています。これからも、農村から

日本を変えていかなければなりません。 

 遠野市は、常に挑戦し続け、その気概を「の

ろし」に変えなければなりません。 
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 平成27年10月の国勢調査の概要が発表されま

した。 

 本市の人口は、２万8,071人、前回の５年前

と比較して1,260人の減少でした。 

 この人口減少に歯どめをかけるためにも、第

２次遠野市総合計画では、本市が目指す将来を

「遠野みらい創造デザイン」として描きました。 

 高速交通網に対応したハブ拠点機能の充実、

企業の世界戦略に対応したものづくり産業の拠

点化、地域資源を生かした６次産業の推進、ま

ちなかのにぎわい創出と豊かな暮らしの創出、

景観と調和した新エネルギービジョンの推進、

ふるさとの魅力づくりと移住・定住の促進、少

子化対策と子育て支援に対応した環境整備の推

進、ＩＣＴを活用したネットワークの構築、持

続可能な地域コミュニティーの構築、歴史や文

化・風土を生かしたまちづくりの推進、これら

十のデザインをしっかりとした形にするために

も、議会はもちろん、市民の皆様の御理解と御

協力をいいただき、その具体化に向け、一層、

挑戦する気概で取り組んでまいります。 

 幕末の思想家、教育者として知られる吉田松

陰の言葉とされる一つに、次のような言葉あり

ます。「夢なき者に理想なし、理想なき者に計

画なし、計画なき者に実行なし、実行なき者に

成功なし、故に、夢なき者に成功なし。」 

 以上、決意の一端を申し上げ、平成28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）  10分間休憩いたします。 

   午前11時29分 休憩   

────────────────── 

   午前11時39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28年３月遠

野市議会定例会が開催されるに当たり、平成28

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

本大震災から間もなく５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。 

 そして、各地域で復興が進んでおりますが、

時の経過とともに震災の風化が心配されており

ます。自然災害への普段の備えとともに、震災

を風化させてはならない、教訓を後世に伝えて

いかなければならないと気持ちを新たにしてお

ります。 

 また、ことしは46年ぶりに希望郷いわて国体

が岩手県で開催され、当市はサッカー競技少年

男子の会場になります。児童生徒の応援はもち

ろん、手づくりののぼり、花いっぱい運動に取

り組み、おもてなしをする予定でおります。 

 さて、平成27年度４月１日に教育行政の基本

となる法律であります「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

委員会制度が改正され、間もなく１年が経過し

ようとしています。 

 大きく変わったところは、首長が主催する

「総合教育会議」の設置です。この会議は、首

長と教育委員会で構成され、両者が教育行政の

大綱や重点的に構ずべき施策などについて協

議・調整する場であり、両者が教育行政の方向

性を共有して合意した方針のもとに、その結果

を尊重しそれぞれ所管する事務を執行すること

になります。 

 この会議を通してこれまで以上に、両者の情

報交換、意思疎通が図られており、両者が一体

となって教育の課題やあるべき姿を共有するこ

とで、さらなる教育行政の推進を図っていきた

いと考えております。 

 また、県の教育委員会が進めております県立
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高校の再編案で高校名が公表され、平成32年度

に遠野高校と遠野緑峰高校が統合されて、現在

の遠野緑峰高校の校舎を活用する校舎制が検討

されております。県の教育委員会では、３月ま

でに再編計画案の成案化を目途にしております。 

 遠野市教育委員会では、両校の同窓会・ＰＴ

Ａ・地域等との連携を図りながら支援策等を検

討し、現状維持の２項の存続に向けて、取り組

みを進めていきたいと考えております。 

 さて、今後10年間を標榜する遠野市教育振興

基本計画を策定中でありますが、遠野市総合計

画との整合性を図り、「ふるさとの文化を生か

し「夢」と「誇り」を育む学びのまちづくり」

を基本理念に、５つの基本方針を掲げ、生涯に

わたる各段階における方向性を示し、具体的方

策を体系的に整理して、人口減少社会における

子どもたちの育成に取り組んでまいります。 

 年々人口が減少する中において、少子化対

策・子育て支援は、市の最重要課題の一つであ

ります。平成25年度県内14市の中で第１位であ

った合計特殊出生率1.90をさらに上回るよう取

り組みを進めてまいります。 

 遠野わらすっこプランでは、「子どもを生み

育てることに夢がもてるまちづくり」を基本理

念に、「家庭や子育てを社会全体で支えていく

地域社会づくり」、「安心して子どもを産み育

てられる環境づくり」、「子どもが健やかに育

っていける環境づくり」の３点を目指すべき姿

として、施策を展開してまいります。 

 間もなく、中学校再編成から３年が経過しま

す。再編成後に入学した生徒が間もなく卒業を

迎えます。３年が経過し、一つの学校としての

運営も軌道の乗り、生徒がそれぞれの地域での

さまざまなイベント等に積極的にかかわってい

る姿から、未来に向かって力強く進もうとする

子どもたちのたくましさや優しさなどの確かな

成長を強く感じたところであります。親への感

謝、学校への感謝、地域への感謝を忘れないで、

新しい教育環境で頑張ってほしいと思います。 

 子どもたちにとって、地域の方々とのかかわ

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。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郷土芸能を大切にし、

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。 

 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、一層の教育振興の施策の推進に取り組

んでまいります。 

 また、平成28年度から市立幼稚園・保育所が、

社会福祉法人遠野市保育協会に運営移管になり

ますが、子どもたちにとって何が一番よいこと

なのか見きわめながら、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28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、あるいは社会性を身

につけるというような、生涯にわたる人間形成

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、平成28年度から宮守町内の３つの市立

幼稚園・保育所の運営を社会福祉法人遠野市保

育協会に移管し、さらなる教育・保育の充実を

図ることから、その支援を引き続き実施してま

いりますとともに、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ってまいります。 
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 さらには、保護者の子育てと就労、社会活動

などの多様な活動を支援するため、子ども・子

育て支援新制度に基づいた新たな保育サービス

の実施を検討し、子どもの健全な育成と子育て

世代への支援、環境の充実を図ってまいります。 

 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28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」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さらに推

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。 

 さらに、今年度は、数学学習支援員を中学校

へ派遣する取り組み、「特定教科集中対策事

業」を新規に立ち上げ、課題解決に向けて取り

組んでまいります。 

 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、教育事務所等との連携を強め、研修の充

実を図ってまいります。 

 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。 

 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。

特にも、「特別の教科、道徳」の授業改善に取

り組んでまいります。 

 加えて、平成21年度から小学校で実施してい

る「ＪＦＡこころのプロジェクト遠野わらすっ

こ「夢の教室」」を引き続き実施し、児童の

「夢」を育み、人生設計力を養う教育を推進し

てまいります。 

 また、問題行動や不登校などの生徒指導上の

課題については、生徒指導主事会議等を充実さ

せ、各学校の教育相談体制や指導体制への支援

を図るとともに、スクールカウンセラー、ス

クールソーシャルワーカー等の外部の力を積極

的に活用しながら、問題の早期発見、早期解決

を目指してまいります。 

 特にも、いじめ防止対策につきましては、昨

年末に策定した「遠野いじめ防止基本方針」に

のっとり、学校、家庭、地域、行政と力を合わ

せ取り組んでまいります。 

 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
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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。 

 また、今年度から、県教育委員会から派遣さ

れている学校教育の専門職である指導主事が２

人体制から１人体制となりますが、１人分を市

で全額負担し、２人体制を維持して、学校教育

の充実に努めてまいります。 

 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、子どもたち一人

ひとりがその心の中に持つ未来への希望に応え

るため、一人ひとりがその個性や能力を十分に

発揮することができるよう、また、引き続き安

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。 

 また、通学対策では、スクールバスのこれま

での運行にける実績をもとに、さらなる安全か

つ効率的な運行に努めるとともに、運転手の健

康診断や駐車場の見直し等を行い、通学時の児

童生徒の安全確保を図ってまいります。 

 さらに、教材の整備、就学援助、奨学金貸与

など、教育を支える学習環境の向上を引き続き

図ってまいります。 

 市内の高校につきましては、前述したとおり

県の教育委員会により統合案が検討されており

ます。生徒数の推計により、遠野緑峰高校は専

門学科高校として１学年２学級の確保が難しい

ということで、平成32年度に遠野高校と統合す

るという案です。 

 遠野緑峰高校のこれまでの実績や支援策等に

より、生徒数の減少の抑制を図ることが可能と

思われることから、また、市の将来の人材を担

う教育機関としてその存続が必要なことから、

支援策を検討するとともに、中高連絡協議会を

設置し、さらなる中高の連携を進めてまいりま

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４年

目を迎えますが、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、本市の将来を担う児童生徒への栄養

バランスのとれた安心安全でおいしい給食の提

供に努めてまいります。特にも、学校給食への

異物混入事案はあってはならないことであり、

混入事案の未然防止対策を徹底いたします。 

 地産地消の推進については、生産者の思いが

伝わる地元食材を遠野市産直給食会と連携を図

りながら、新鮮で安心安全なおいしい地元食材

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「生き

る力」を育む食育の推進と給食を支える人たち

との共食により、郷土の食文化や地域の農産物

への理解を深める交流すまいる給食を実施する

とともに、栄養教諭及び栄養士の連携のもと、

学校訪問を積極的に実施し、食に関する指導等

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、一般財

団法人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、芸術文化団体の活動支援や発表の場の

提供などに積極的に取り組んでまいります。長

年、市民センター事業として取り組んできまし

た遠野物語ファンタジーやバレエスタジオ、遠

野少年少年合唱隊などの活動のさらなる充実を

図り、幼児期から芸術文化に親しむ機会を計画

的に提供してまいります。 

 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、家庭や学校、地

域社会における教育力の充実を図るため、地域

教育協議会と連携を図りながら、地域全体で児

童生徒の健全な育成に取り組んでまいります。 

 読者活動の推進については、市内小学校単位
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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、ふるさと学習、世代間交流、他地

域の子どもとの交流活動など、さまざまな体験

活動を通して、郷土に根づく心豊かな子どもた

ちの育成に努めてまいります。 

 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、一般財団法人遠野市教

育文化振興財団が実施するアメリカ合衆国・テ

ネシー州チャタヌーガ市への中学生海外派遣事

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スポーツプログラムを推進

してまいります。 

 子どもの体力向上につきましては、就学前の

幼児期から体を動かす楽しさを実感させるため

「キッズ元気アップ応援隊」を実施するととも

に、児童を対象としたスポーツ教室などを実施

し、家庭、地域、学校が一体となって子どもの

生活習慣や運動、スポーツ習慣の普及に努めて

まいります。 

 また、スポーツ少年団等の活動の促進及び指

導体制の教化を図りながら、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、重要文化財千葉家住宅の保護のため、

重要文化財千葉家住宅保存活用基本構想に基づ

き、保存修理工事に着手し、仮設工事及び各建

物の解体工事を進めるとともに、重要文化財千

葉家住宅整備活用基本計画の策定を開始し、具

体的な活用策を検討してまいります。さらに、

修理後の公開を見据え、家財資料等の整理を計

画的に進めます。 

 国の重要文化的景観「遠野 荒川高原牧場、

土淵山口集落」においては、保存修理が完了し

た山口の水車小屋の活用と集落の良好な景観形

成を地域と協働で推進してまいります。 

 以上、平成28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、子ども

は未来の希望であります。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。 

 また、「環境が人をつくる」と言います。学

校、家庭、地域が一体となり、子どもを育てる

環境をつくっていきます。 

 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５号遠野市一般職の職

員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例の制定についてから、 

   日程第41 議案第41号平成28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５号遠野市一般職の職員の給与に関する条例

の一部を改正する条例の制定についてから、日

程第41、議案第41号平成28年度遠野市水道事業

会計予算までの37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。 
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   〔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28年３月遠野市議会定例会に提出しました議

案の提案理由を御説明いたします。 

 議案第５号遠野市一般職の職員の給与に関す

る条例の一部を改正する条例の制定については、

県職員の給与会計に準じて、一般職の職員の給

与改定等をするため所要の改正をしようとする

ものであります。 

 次に、議案第６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は、国土

調査による地番及び面積の変更等に伴い所要の

改正をしようとするものであります。 

 次に、議案第７号平成27年度遠野市一般会計

補正予算（第６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

それぞれ１億8,789万7,000円を減額し、予算の

総額をそれぞれ217億8,727万7,000円としよう

とするものであります。 

 次に、議案第８号平成27年度遠野市国民健康

保険特別会計補正予算（第３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1,122万円を追加し、予算の総額をそれぞ

れ40億2,562万6,000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151万3,000円を減額し、予算の総額をそれ

ぞれ１億6,555万3,000円としようとするもので

あります。 

 次に、議案第９号平成27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に歳入歳出それぞれ404万1,

000円を追加し、予算の総額をそれぞれ３億1,4

39万2,000円としようとするものであります。 

 次に、議案第10号平成27年度遠野市介護保険

特別会計補正予算（第２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4,456万7,000円を追加し、予算の総額をそ

れぞれ32億7,708万3,000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46万2,000円を追加し、予算の総

額をそれぞれ1,697万2,000円としようとするも

のであります。 

 次に、議案第11号平成27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2,664万7,000円を減額し、予算の総額をそれ

ぞれ４億3,341万9,000円としようとするもので

あります。 

 次に、議案第12号平成27年度遠野市農業集落

排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に歳入歳出それぞれ６

万7,000円を追加し、予算の総額をそれぞれ8,2

41万3,000円としようとするものであります。 

 次に、議案第13号平成27年度遠野市下水道事

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1,312

万8,000円を減額し、予算の総額をそれぞれ７

億4,633万6,000円としようとするものでありま

す。 

 次に、議案第14号平成27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

入及び支出の補正では、収入の第２款簡易水道

事業収益において161万2,000円を減額し、２億

2,784万円、支出の第１款上水道事業費用にお

いて、782万8,000円を減額し、３億6,885万6,0

00円に、第２款簡易水道事業費用において17万

円を増額し、２億5,809万9,000円にしようとす

るものであります。また、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240万円を減額し、１億3,155万2,00

0円に、第２款簡易水道事業資本的収入におい

て1,416万3,000円を増額し、４億5,589万6,000

円に、支出の第１款上水道事業資本的支出にお

いて670万8,000円を減額し、２億5,385万1,000

円に、第２款簡易水道事業資本的支出において

1,500万円を減額し、６億5,844万9,000円にし

ようとするものであります。 

 次に、議案第15号遠野市職員の退職管理に関

する条例の制定については、地方公務員法の一

部改正に伴い、職員の退職管理に関し必要な事

項を定めるため制定しようとするものでありま

す。 
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 次に、議案第16号遠野市行政不服審査法施行

条例の制定については、行政不服審査法の全部

改正に伴い、同法の施行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17号行政不服審査法の施行に伴

う関係条例の整備に関する条例の制定について

は、行政不服審査法の全部改正に伴い、関係条

例における審査の手続等に関し所要の改正をし

ようとするものであります。 

 次に、議案第18号遠野市消費生活センター条

例の制定については、市民の消費生活に係る相

談及び苦情を適正かつ効率的に処理し、消費者

安全の確保を図るため、遠野市消費生活セン

ターを設置しようとするものであります。 

 次に、議案第19号遠野市いじめ問題調査委員

会条例の制定については、いじめ防止対策推進

法の規定に基づき、重大事態が発生した場合に、

その調査を行うため、遠野市いじめ問題調査委

員会を設置しようとするものであります。 

 次に、議案第20号遠野市いじめ問題再調査委

員会条例の制定については、いじめ防止対策推

進法の規定による調査及び遠野市いじめ問題調

査委員会による調査の結果について調査を行う

ため、遠野市いじめ問題再調査委員会を設置し

ようとするものであります。 

 次に、議案第21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の一

部を改正する条例の制定については、期日前投

票所の投票管理者及び投票立会人等の報酬の額

を改定しようとするものであります。 

 次に、議案第22号遠野市職員の勤務時間、休

日及び休暇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、地方公務員法の一部改正

に伴い、等級別基準職務表を定めるほか、関係

条例の規定について所要の改正をしようとする

ものであります。 

 次に、議案第23号遠野市職員の育児休業等に

関する条例の一部を改正する条例の制定につい

ては、職員が育児休業等の承認を受けて勤務し

ない場合に、当該職員の業務を処理するため任

用する職員等について、育児休業等をすること

ができるよう所要の改正をしようとするもので

あります。 

 次に、議案第24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は、達曽部地

区センター公民館、鱒沢地区センター公民館を

設置するとともに、市民会館大規模改修に伴い

ミーティング室等を廃止しようとするものであ

ります。 

 次に、議案第25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、国の指定地域密着型サービスの基準

見直しに伴い、所要の改正をしようとするもの

であります。 

 次に、議案第26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、国の指定地域密着型介護予防サービ

スの基準見直しに伴い、所要の改定をしようと

するものであります。 

 次に、議案第27号遠野市消防団に関する条例

の一部を改正する条例の制定については、消防

団員の定員を変更するとともに、団員が職務に

従事する場合の費用弁償を改定しようとするも

のであります。 

 次に、議案第28号遠野市火災予防条例の一部

を改正する条例の制定については、火気設備の

管理や火気器具の取り扱い等に関する基準を定

めた省令の一部改正に伴い、所要の改正をしよ

うとするものであります。 

 次に、議案第29号遠野市過疎地域自立促進計

画の策定については、平成28年度から平成32年

度までの新たな遠野市過疎地域自立促進計画を

定めようとするものであります。 

 次に、議案第30号辺地に係る公共的施設の総

合的な整備に関する財政上の計画の策定及び変

更については、宮守町の迷岡及び湧水辺地に係

る総合整備計画を定めるとともに、附馬牛町大

洞辺地に係る総合整備計画を変更しようとする
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ものであります。 

 次に、議案第31号東日本大震災に係る原子力

損害の賠償に関し和解のあっせんを申し立てる

ことについては、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費用を損害

賠償金として当市に支払うよう、原子力損害賠

償紛争解決センターに和解のあっせんを申し立

てしようとするものであります。 

 次に、議案第32号市道路線の認定については、

一般県道遠野住田線の一部移管に伴う、この線

を市道の認定し、維持管理しようとするもので

あります。 

 次に、議案第33号字の区域の変更については、

遠野都市計画事業稲荷下第２地区都市区画整理

事業の施行により、土地区画が形質変更された

ことに伴い、東舘町及び遠野町の一部に字の区

域を変更しようとするものであります。 

 次に、議案第34号平成28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188億6,000万円としようとするもの

であります。 

 次に、議案第35号平成28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40億79

3万8,000円とし、また、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１億5,

715万1,000円としようとするものであります。 

 次に、議案第36号平成28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３億1,343万9,000円

としようとするものであります。 

 次に、議案第37号平成28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33億2,

787万7,000円とし、また、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1,721万円としようとするものであります。 

 次に、議案第38号平成28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５億4,817万5,0

00円としようとするものであります。 

 次に、議案第39号平成28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7,527万9,000円と

しようとするものであります。 

 次に、議案第40号平成28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８億5,927万7,000円とし

ようとするものであります。 

 次に、議案第41号平成28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、収入の各款の合計額を７億8,240万4,

000円とし、支出の各款の合計額を６億6,544万

4,000円としようとするものです。また、資本

的収入及び支出の予定額では、収入の各款の合

計額を３億3,571万8,000円とし、支出の各款の

合計額を７億3,909万円と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。 

○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５号から議

案第41号までの37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５号から議案第41号までの37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
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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。 

   午後０時32分 散会   
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