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平成平成平成平成２２２２９９９９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29年２月24日（金曜日） 

────────────────── 

議事日程 第１号 

平成28年２月24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 議会運営委員会の委員の選任について 

第４ 市長の施政方針演述 

第５ 教育長の教育行政推進の基本方針 

第６ 議案第１号 遠野市市税条例等の一部を

改正する条例の制定について 

第７ 議案第２号 遠野市防災基本条例の一部

を改正する条例の制定について 

第８ 議案第３号 遠野テレビ伝送路設備改修

工事の変更請負契約の締結について 

第９ 議案第４号 平成28年度遠野市一般会計

補正予算（第７号） 

第10 議案第５号 平成28年度遠野市国民健康

保険特別会計補正予算（第２号） 

第11 議案第６号 平成28年度遠野市後期高齢

者医療特別会計補正予算（第２号） 

第12 議案第７号 平成28年度遠野市介護保険

特別会計補正予算（第２号） 

第13 議案第８号 平成28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14 議案第９号 平成28年度遠野市下水道事

業特別会計補正予算（第４号） 

第15 議案第10号 平成28年度遠野市水道事業

会計補正予算（第３号） 

第16 議案第11号 遠野市民センター条例等の

一部を改正する条例の制定について 

第17 議案第12号 遠野市職員の勤務時間、休

日及び休暇に関する条例及び遠野市企

業職員の給与の種類及び基準に関する

条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

第18 議案第13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19 議案第14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20 議案第15号 遠野市中心市街地活性化セ

ンター条例の一部を改正する条例の制

定について 

第21 議案第16号 遠野市水道事業の設置等に

関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

第22 議案第17号 遠野市小規模給水施設設置

条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

第23 議案第18号 遠野市立図書館条例の一部

を改正する条例の制定について 

第24 議案第19号 遠野市保育料条例の一部を

改正する条例の制定について 

第25 議案第20号 公の施設の指定管理者の指

定について 

第26 議案第21号 公の施設の指定管理者の指

定について 

第27 議案第22号 公の施設の指定管理者の指

定について 

第28 議案第23号 市道路線の廃止について 

第29 議案第24号 市道路線の変更について 

第30 議案第25号 平成29年度遠野市一般会計

予算 

第31 議案第26号 平成29年度遠野市国民健康

保険特別会計予算 

第32 議案第27号 平成29年度遠野市後期高齢

者医療特別会計予算 

第33 議案第28号 平成29年度遠野市介護保険

特別会計予算 

第34 議案第29号 平成29年度遠野市ケーブル

テレビ事業特別会計予算 

第35 議案第30号 平成29年度遠野市農業集落

排水事業特別会計予算 

第36 議案第31号 平成29年度遠野市下水道事

業特別会計予算 

第37 議案第32号 平成29年度遠野市水道事業

会計予算 
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────────────────── 

   本日の会議に付した事件 

１ 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 議会運営委員会の委員の選任について 

４ 市長の施政方針演述 

５ 教育長の教育行政推進の基本方針 

６ 日程第６ 議案第１号 遠野市市税条例等

の一部を改正する条例の制定についてか

ら、 

  日程第37 議案第32号 平成29年度遠野市

水道事業会計予算まで。 

  （提案理由の説明） 

７ 散  会 

────────────────── 

出席議員（17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

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  村 上  猛 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  飛  内  雅  之 君 

経営企画部長兼
地域経営改革担当部長 

 菊 池 文 正 君 

経 営 企 画 部
まちづくり再生担当部長   千 田 孝 喜 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  菊 池 永 菜 君 

健康福祉部地域健康づくり 
担 当 部 長  千 葉 典 子 君 

産業振興部長兼
連携交流課長  大 里 正 純 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 

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
り担当部長兼国体開催推進室
長兼宮守総合支所長  

 鈴 木 惣 喜 君 

消防本部消防長  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 部 長 兼
中高連携サポート室長  澤 村 一 行 君 

教 育 長  中 浜 艶 子 君 

代表監査委員  佐  藤  サ ヨ 子 君 

選挙管理委員長  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）  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。 
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 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29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。 

 去る１月31日、小松大成君から、一身上の都

合により議員を辞職したいとの願いが提出され

ましたので、地方自治法第126条の規定により、

１月31日許可しましたから御報告いたします。 

 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号から第２号までの

２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２件及び平成28年度公の施設

指定管理者監査結果報告書並びに平成28年度定

期監査（後期）の結果報告書各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、平成28年11月30日から平成29年２月21

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、14番細川幸男君、15番浅

沼幸雄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21日午前10時から議会運営委員会を

開催し、平成29年３月遠野市議会定例会の会期

を本日２月24日から３月10日までの15日間とい

たしました。 

 会期内の予定表については、既に議員各位に

配付しておきましたが、若干の説明を加えさせ

ていただきます。 

 本日２月24日は、会期の決定、市長の施政方

針演述及び教育長の教育行政推進の基本方針演

述が行われます。その後、議案第１号遠野市市

税条例等の一部を改正する条例の制定について

から、議案第32号平成29年度遠野市水道事業会

計予算までの補正予算７件、条例11件、当初予

算８件、その他６件の32議案について提案理由

の説明が行われます。説明の後、予算等審査特

別委員会を設置し、当委員会への付託となりま

す。 

 予算等審査特別委員会の正副委員長につきま

しては、本会議終了後、特別委員会を開会し、

互選いたします。 

 ２月25日及び26日の２日間は、休日のため休

会となります。 

 ２月27日及び28日の２日間は、一般質問を行

います。一般質問の通告は８名であります。 

 ３月１日及び２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
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算等10議案の審査に充てます。 

 ３月３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32号ま

での条例と当初予算等22議案についての審査を

行います。 

 ３月４日及び５日の２日間は、休日のため休

会となります。 

 ３月６日から９日までの４日間は、引き続き

当初予算等の審査を行います。 

 なお、３月７日は、発議案の締め切り日とな

っておりますので、念のため申し添えます。 

 最終日の３月10日は、午後１時から議員全員

協議会を開催し、午後２時から本会議を再開い

たします。 

 議員各位の御協力をお願い申し上げ、議会運

営委員会の報告とさせていただきます。 

○議長（新田勝見君）  お諮りいたします。た

だいまの議会運営委員長報告のとおり、今期定

例会の会期は、本日から３月10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10

日までの15日間と決定いたしました。 

────────────────── 

   日程第３ 議会運営委員会の委員の選任

について   

○議長（新田勝見君）  次に、日程第３、議会

運営委員会の委員の選任についてを議題といた

します。 

 お諮りいたします。小松議員の辞職に伴い、

議会運営委員会委員１名が欠員となっておりま

すので、委員会条例第５条第１項及び第２項の

規定により、議長において小林立栄君を指名し

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小林立栄君

を議会運営委員に選任することに決しました。 

────────────────── 

   日程第４ 市長の施政方針演述   

○議長（新田勝見君）  次に、日程第４、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29年

３月遠野市議会定例会が開会されるに当たり、

平成29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。 

 昨年は、昭和45年の岩手国体以来、46年ぶり

に「希望郷いわて国体」が開催され、本市は、

再びサッカー競技の会場となりました。 

 「少年男子」の全24試合が開催され、連日、

多くの市民が会場に詰めかけ、選手たちの奮闘

にエールを送りました。来場者数は、延べ１万

6,000人。 

 今後は、この成果を各種スポーツ大会やス

ポーツ合宿の誘致、スポーツイベントの推進に

結びつけ、競技会場の有効活用と交流人口の拡

大に取り組んでまいります。 

 一方、記録的な大雨となった昨年８月の台風

10号は、本市に甚大な被害をもたらしました。

被害総額は約43億円。 

 孤立集落が発生する中、幸いにも、人命に係

る大きな被害がなかったことは、消防団をはじ

めとする市民一丸となった取り組みのたまもの

です。 

 なお、２月７日には、遠野市消防団は、洪水

などに際し、被害の軽減に功績があった全国の

17団体とともに、国土交通大臣賞を受賞いたし

ました。 

 一日も早い復旧に向け、河川や道路、農地の

復旧を推進し、市民の安心・安全の確保に努め

てまいります。 

 ことしは、「第２次遠野市総合計画」の２年

目となります。 

 総合計画の共通優先方針として掲げた「産業
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振興・雇用確保」「少子化対策・子育て支援」

を優先課題として捉え、「人づくり」「健康づ

くり」「地域づくり」の３つのキーワードのも

と、本市の将来像である「永遠の日本のふるさ

と遠野」の実現に向け、力強く歩みを始める年

です。 

 平成30年度には、復興支援道路である東北横

断自動車道釜石秋田線の全線が開通となります。 

 また、宮古市と本市を結ぶ国道340号におい

ても、２つのトンネル化を含む立丸峠工区工事

が完了し、開通いたします。 

 高速インフラ整備が加速的に進むことに対応

するため、２つの大きなプロジェクトに取り組

みます。 

 １つ目は、遠野東工業団地のさらなる拡張で

あります。 

 本市の工業団地に対する企業の進出意欲が高

まってきていることから、世界のものづくり拠

点としても位置づけられている遠野東工業団地

の拡張を進めてまいります。 

 ２つ目は、全国モデル「道の駅」である遠野

風の丘の機能充実です。 

 駐車場の拡張や現施設のリニューアル、防災

機能の充実について、引き続き国・県と協議し

ながら進めてまいります。 

 また、将来を見据えたまちづくりの拠点とな

る本庁舎が、ことしの秋には供用開始となりま

す。 

 本庁舎、そして、２年越しで整備した市民セ

ンターと、11地区に配置した地区センターを拠

点に、一層のまちづくりに取り組んでまいりま

す。 

 これを受けて、平成29年度予算は、「羽ばた

く！遠野スタイルチャレンジ予算」と位置づけ、

総額177億9,000万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こととし、３つ

の特徴を持たせました。 

 １つ目は、産業とわらすっこがともに成長し、

夢と希望を未来に紡ぐ優先課題に取り組んでま

いります。 

 「産業振興・雇用確保」のための施策として、

遠野東工業団地の拡張や、台湾をはじめとする

海外経済交流を中心とした「６次産業化・地産

地消推進事業」など、30事業、約６億7,000万

円を確保いたしました。 

 「少子化対策・子育て支援」のための施策と

して、附馬牛保育園の整備など、36事業、約19

億3,000万円を確保いたしました。 

 ２つ目は、まちなか再生であり、市道新穀町

通り線の歩道融雪化や駅前通りにある11カ所の

ポケットパークの再整備など、15事業、約４億

1,000万円を確保し、まちなかのにぎわい創出

を推進いたします。 

 ３つ目は、地域コミュニティーの再構築を加

速させるため、９事業、約１億4,000万円を確

保いたしました。 

 平成28年度に試行した「地区一括交付金」は、

全地区を視野に、モデル地区を３地区に拡大し、

地域の実情に合った自由度の高い財政支援を行

うなど、住民自治を推進いたします。 

 平成28年度のスタートダッシュ予算から引き

継ぐ平成29年度予算は、総事業数384事業。 

 このうち、38事業、約14億9,000万円は、さ

らなる高みを目指すため、「人づくり」「健康

づくり」「地域づくり」に果敢にチャレンジす

るための予算として編成いたしました。 

 以下、「第２次遠野市総合計画」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。 

 四季を彩る美しい自然景観、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

いでいくため、昨年策定した「第３次遠野市環

境基本計画」に基づき、市民、滞在者、事業者

が連携して、「自然環境と人間生活の調和」に

取り組んでまいります。 

 エネルギーの有効活用については、「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いたします。新たに
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完成する市役所本庁舎にチップボイラーを導入

するほか、一般住宅への太陽光パネルや薪ス

トーブの設置を推進いたします。 

 また、平成28年度に、市内約3,600の防犯灯

をＬＥＤ照明に交換したことから、電気料金や

交換修繕費の抑制などにつなげ、省エネルギー

を推進してまいります。 

 快適な居住環境の形成については、快適住マ

イル応援事業により、子ども部屋の増築や、高

齢者などに優しいバリアフリー化への自宅改修

などの支援を、継続して実施いたします。 

 また、「第４期生活に身近な水路整備事業計

画」や、昨年改定した「遠野市水道ビジョン」

などに基づき、安心・安全な地域環境の構築に

取り組んでまいります。 

 稲荷下第２地区土地区画整理事業については、

平成29年度に換地処分を実施し、事業完了に向

けた手続を進めてまいります。 

 空き家対策については、平成28年度に実施し

た実態調査や意向調査を踏まえ、「遠野市空き

家等対策計画」を策定いたします。 

 特に、危険空き家は、緊急の市政課題の一つ

でもあることから、行政代執行も視野に入れた

取り組みを進めてまいります。 

 なお、震災から間もなく６年が経過いたしま

すが、遠野市へ定住を希望している被災者の

方々が、一日も早く落ち着いた生活を送ること

ができるよう、遠野市災害公営住宅を整備して

まいります。 

 道路交通基盤の充実については、「第５期生

活に身近な道づくり事業計画」に基づき、安

心・安全な道づくりに取り組むとともに、道路

構造物定期点検事業により、約110カ所の橋梁

点検を引き続き実施いたします。 

 なお、主要幹線の国道396号では、宮守町達

曽部地区の登坂車線の改良事業と、上宮守地区

の道路改良事業が着手となり、復興支援道路へ

の取り組みを、県と連携し着実に推進してまい

ります。 

 総合交通対策については、引き続き、低料金

バスを運行するなど、通院や通学、買い物など

の利便性向上や市民の負担軽減を図ってまいり

ます。 

 安心・安全な地域づくりについては、台風10

号の検証結果を踏まえ、避難所見直しや資器材

の整備を進めるとともに、これまでの台風によ

る浸水区域などを記載したハザードマップの作

成に取り組んでまいります。 

 また、消防団員の処遇改善として防火衣を購

入するとともに、達曽部地区センターへの移動

無線の導入や、遠野消防署宮守出張所の高規格

救急車の更新、松崎４区のコミュニティ消防セ

ンター建設に取り組み、防災力の強化を図って

まいります。 

 情報基盤の充実については、ＩＣＴを活用し、

地方でも都市部と同様の働き方ができる環境整

備による「ふるさとテレワーク」の推進や、情

報を効果的に受発信するための「観光・防災Ｗ

ｉ─Ｆｉステーション」の運用を進めてまいり

ます。 

 平成29年７月には、マイナンバーのオンライ

ンによる情報連携により、国や地方自治体が管

轄している個人情報が広く共有されます。公的

サービスが、よりスムーズに安心して利用でき

るよう、さらなる情報セキュリティ対策に取り

組んでまいります。 

 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、健康づくりサ

ポーターや地域の団体と連携し、身近な地域で

の保健活動の充実を図るとともに、宮守体育館

の大規模改修に取り組んでまいります。 

 また、健幸ポイント事業にも取り組み、健康

寿命の延伸、生活習慣病の予防による健康増進

を推進し、将来の医療費負担の縮減も図りなが

ら、いつまでも元気に暮らすことができる、安

心社会の実現を目指してまいります。 

 医師の確保については、ことし４月から県立

遠野病院小児科に、新たに１名の医師が着任す

る見通しとなりました。 

 引き続き、県立遠野病院との密接な連携体制

のもと、医師招聘活動に、全力を挙げて取り組
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んでまいります。 

 地域福祉については、遠野市社会福祉協議会

と連携を図りながら、「第３期遠野市地域福祉

計画」の着実な推進を図ってまいります。 

 また、生活困窮者自立支援法が施行されてか

ら２年が経過し、自立生活相談窓口の強化が重

要となっております。相談員を増員するなど体

制の充実強化を図りながら、生活保護を受ける

手前の生活困窮世帯に対する、自立支援機関と

しての機能を果たしてまいります。 

 介護サービスの充実については、平成29年度

は、次の「遠野ハートフルプラン2018」の策定

年度であり、高齢者の自立支援と介護の重度化

防止など、介護保険の理念を達成できる施策を

盛り込んだ計画を策定してまいります。 

 障がい者福祉については、次の「遠野市障が

い者プラン」の策定に取り組むとともに、関係

機関と連携しながら、障がい者自立などへの支

援に取り組んでまいります。 

 子育て支援については、「遠野わらすっこプ

ラン」を推進し、子育て総合支援センターを核

として、妊娠、出産、子育てと、それぞれのス

テージにおいて、切れ目のない子育て支援に努

めてまいります。 

 結婚支援として、「とおのスタイル結婚応援

事業」を新たに立ち上げ、企業と連携した出会

いの場の創出などに取り組んでまいります。 

 また、遠野市助産院ねっと・ゆりかごは、平

成29年度に開設10周年を迎えますが、スタッフ

の充実を図り、妊娠期から出産、産後ケアに重

点的に取り組んでまいります。 

 さらに、新生児聴覚検査への費用助成を、県

内の市町村に先駆けて実施いたします。 

 引き続き、昨年から開始したファミリー・サ

ポート・センター事業の推進や、子育て支援員

の育成など、地域のマンパワーを活用した子育

て支援を、さらに充実させてまいります。 

 保育環境の充実については、附馬牛保育園と

附馬牛児童館を合築方式で整備するとともに、

保育料の50％軽減や、児童館や児童クラブの使

用料の無料化を継続し、保護者の経済負担を軽

減し、子育て支援に取り組んでまいります。 

 医療費給付事業については、県補助事業にか

さ上げして給付を行うほか、小中学生、身体障

がい者３級、寡婦を対象とする市単独給付も実

施いたします。 

 大綱３は、活力を創意で築くまちづくりであ

ります。 

 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、「第２次遠野市農林水

産振興ビジョン（タフビジョンⅡ）」に掲げる、

「７つの目指すべき姿」の実現に向けた取り組

みを、着実に進めてまいります。 

 農地中間管理事業を活用した農地の集積・集

約、新規就農者や担い手農家の育成、集落営農

の組織化・法人化などを積極的に推進いたしま

す。 

 生産振興については、アスパラガスやピーマ

ンなどの重点品目を選定し、生産拡大への支援

を継続するとともに、工芸作物ではホップ農家

をモデルに、生産体制の維持に取り組んでまい

ります。 

 また、ワサビの生産拡大を目指し、生産体制

強化を図るとともに、ことし10月開催予定の

「全国わさび生産者大会」への支援を行い、遠

野産ワサビを全国に情報発信いたします。 

 畜産振興については、新規就農者や担い手確

保のために、夏季放牧やキャトルセンターの有

効活用を推進し、肉用牛の増産体制を確立する

取り組みを支援してまいります。 

 馬事振興については、観光、福祉、教育分野

との事業連携に努め、馬産地遠野を全国に向け

情報発信いたします。 

 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、国や県の

事業を有効に活用し、地域ぐるみの防除と駆除

への取り組みを強化するとともに、県や近隣市

町との連携を図りながら、広域での取り組みを

推進してまいります。 

 地産地消及び６次産業化の推進については、

地方創生の一環として、地域資源を活用した農
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林水産業と商工業の産業間連携と、国内外への

販路開拓を促進いたします。 

 市有林の管理については、適正な時期の伐採

に努め、その財産価値を高めてまいります。 

 また、市民有志により結成されたＮＰＯ法人

遠野森人倶楽部との「企業の森林」協定の締結

や、緑化祭など市民協働による保全活動を通し、

森林保全の意識を高め、継続した官民一体の森

林整備に取り組んでまいります。 

 なお、松くい虫対策として、新たに花巻市と

の広域連携による枯損木除去作業を実施し、Ｊ

Ｒ釜石線沿線の景観保全に努めてまいります。 

 原木栽培シイタケ被害対策については、引き

続き、ホダ場の除染、ホダ木の処理のほか、菌

床シイタケ生産への支援に取り組んでまいりま

す。 

 商工業の振興については、現在、市内企業の

業績は緩やかな回復基調にあり、遠野市の有効

求人倍率は、昨年９月から1.4倍を超えており、

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。 

 このため、平成28年度から、市内事業所に正

社員として勤務する35歳未満のＵ・Ｉ・Ｊター

ン者を対象に、家賃補助の助成を行っておりま

す。 

 引き続き、新規学卒者採用奨励金、若年者継

続勤務奨励金事業により、若年層などの雇用の

促進と地元への定着を図ってまいります。 

 台湾との交流事業については、文化・物産・

観光交流事業を中止とした「オール遠野で観光

まちづくり事業」に着手し、岩手県と連携した

教育旅行の受け入れ、近隣自治体との広域連携

による情報発信に努めてまいります。 

 なお、本日２月24日からは、岩手県や地元金

融機関の協力のもと、台湾の高級スーパー裕毛

屋の店内で、「岩手・遠野物産展」を開催して

おります。 

 今後とも、関係機関で組織する「遠野のも

の・こころ海外交流推進委員会」を中心に、海

外との交流を促進し、文化・物産・観光などの

振興に取り組んでまいります。 

 また、平成31年のラグビーワールドカップ」、

平成32年の東京オリンピックの開催に向けて、

外国人観光客の利便性向上や、受入環境整備に

取り組んでまいります。 

 ＳＬ銀河運行４年目となる本年は、情報通信

技術を活用した新たな回遊メニューに取り組む

など、一層の誘客を推進してまいります。 

 また、良好な観光施設を維持するため、企業

版ふるさと納税を活用しての、かやぶき屋根の

再生にも取り組んでまいります。 

 なお、本市を訪れる観光客数は、いまだ震災

前の水準に戻っていないことから、通過型観光、

滞在型観光の両面における魅力創出に一層努め

てまいります。 

 総務省の「地域おこし協力隊制度」を活用し

た「遠野ローカルベンチャー事業」では、昨年

９月に着任した９名の隊員が、遠野の地域おこ

し活動を展開しており、今後もこれらの活動を

支援してまいります。 

 国際交流の推進については、平成21年度から

途絶えていた、アメリカチャタヌーガ市への高

校生派遣を復活いたしました。 

 昨年、チャタヌーガ市から申し出のあった姉

妹都市締結に向けた取り組みについては、遠野

市教育文化振興財団をはじめ、関係機関との協

議を進めてまいります。 

 大綱４は、ふるさとの文化を育むまちづくり

であります。 

 昨年来、重点的に講ずべき施策などの実施に

当たっては、市長と教育委員会で組織する「総

合教育会議」を開催し、協議しているところで

すが、引き続き、教育行政に関する現状と課題

を共有しながら、協議・調整を図ってまいりま

す。 

 教育環境の整備については、宮守小学校プー

ルの改築や遠野東中学校屋内運動場の大規模改

造などに取り組むほか、土淵小学校の大規模改

造の実施設計に入ります。 

 昨年３月に、岩手県教育委員会が示した「新

たな県立高校再編計画における平成32年度から

の遠野高等学校と遠野緑峰高等学校の校舎制に
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よる統合」については、平成30年度までの入学

者の状況や、地域における取り組みの推移によ

り、検討が行われることとされております。 

 本市では、２校体制の存続に向け、両校の特

色ある活動をアピールするなど、中高連携によ

る支援策を実施してまいりましたが、平成29年

度は、この取り組みがまさに正念場を迎えます。 

 教育委員会が策定した「高校魅力化アクショ

ンプラン」に基づき、両校のさらなる魅力の向

上に資する支援策を実施し、地域の将来を担う

子どもたちの高校生活の充実と、幅広い進路選

択の支援に努めてまいります。 

 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、学習機会の提供に努めると

ともに、豊かな感性を備えた人材育成に取り組

んでまいります。 

 ことしは、遠野出身の台湾人類学の先駆者、

伊能嘉矩の生誕150年に当たります。 

 博物館で、特別展「伊能嘉矩と台湾研究」を

開催するなど、遠野の郷土史研究の先達でもあ

り、台湾研究にも大きな業績を残した伊能嘉矩

の再評価を行い、市内外に向けた情報発信に取

り組んでまいります。 

 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」の保存修理工事や、遠野

遺産認定制度を推進してまいります。 

 また、文化行政のマスタープランともいえる

「遠野歴史文化基本構想」の策定に取り組んで

まいります。 

 「遠野市史」の編さんについては、遠野南部

家文書をはじめとする資料調査を進めるととも

に、収集した資料の整理、活用を図ってまいり

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。 

 住民主体のふるさとづくりについては、平成

28年度から、より身近な支援体制を整備するた

め、達曽部地区センターと鱒沢地区センターを

新設いたしました。 

 さらに、職員は、地域活動専門員を加えた３

人体制を基本とし、昨年11月からは上郷地区セ

ンターと宮守地区センターに保健師を配置し、

支援体制の強化に取り組んでまいりました。 

 今年度は、地域コミュニティー活動のさらな

る活性化を図るため、住民自治推進の指針とな

る「地区まちづくり計画」策定の推進と、自由

度の高い財政支援策への転換に取り組んでまい

ります。 

 地域経営改革については、関係機関や地域と

一体に取り組み、効率的で効果的な新しい公共

のスタイルを構築してまいります。 

 そのため、特に、「行政内部の体制と業務の

見直し」と「第三セクターなどの経営体強化」

「人づくり」の３つを推進してまいります。 

 「行政内部の体制と業務の見直し」について

は、本庁舎の供用開始に伴う市役所組織の再編

を、来年４月に実施いたします。 

 また、定員管理計画による職員数の適正化に

取り組むとともに、事務事業の見直しによるア

ウトソーシングを推進してまいります。 

 なお、ことし４月からは、市民センターの施

設管理部門において、指定管理者制度を導入す

る予定であります。 

 「第三セクターなどの経営体強化」について

は、昨年10月から中小企業診断士の資格を持つ

職員を、東北銀行から派遣いただき、経営診断

や経営改善指導などを進めており、引き続き、

経営体強化に取り組んでまいります。 

 「人づくり」については、地域づくりのリー

ダーとなる人材育成などに取り組んでまいりま

す。 

 広域連携の推進については、花巻市と連携し、

首都圏でのインバウンド対策や、スポーツツー

リズムの推進などに取り組んでまいります。 

 公共施設の整備と活用については、「遠野市

公共施設等総合管理計画」に基づき、安心・安

全でよりよい行政サービスの提供を持続するた

め、施設ごとに具体的な更新、長寿命化、統

合・廃止などの方針、スケジュールを定め、進

行管理を行ってまいります。 

 あわせて、遊休地の積極的な売却処分などに

よる歳入確保にも努めてまいります。 
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 旧土淵中学校は、遠野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、延べ約5,000人の方が利用して

おります。 

 交流人口や定住人口のさらなる拡大につなげ

ていくには、地域の方々と連携し、幅の広い、

そして、層の厚いみらい創りカレッジを構築し

ていくことが、極めて重要であると認識してい

るところです。 

 健全財政の堅持については、市税の収納強化

に努めるとともに、ふるさと納税制度のＰＲを

充実させるなど、歳入の確保を図ってまいりま

す。 

 以上、市政運営の基本姿勢と主要施策の概要

について申し上げました。 

 新年早々、遠野高等学校サッカー部が、全国

の強豪と堂々の戦いを繰り広げ、私たちに感動

を与えてくれました。 

 実況中継のアナウンスに「２万8,000人の市

民が、まちぐるみで応援している遠野高校」と

いう紹介が何度もされました。 

 東日本大震災における後方支援という取り組

みの中で、十分な練習もできない状況の中、県

大会を制し４年連続で全国大会に出場しました。 

 また、遠野緑峰高等学校のホップ和紙プロジ

ェクトが、農業クラブ全国大会で優秀賞を受賞

いたしました。 

 このほかにも、生徒たちの活躍が数多くあり

ました。 

 生徒たちの努力はもちろんのこと、その活動

を支える地域、関係者が加わっての「まちぐる

み」の後押しが、この活躍を支えております。 

 さらに、昨年来、活発に活動している若い

方々の行動が、さらに加速しております。 

 エネルギーに満ちあふれた若者が、「羽ばた

く」遠野、まちぐるみで「羽ばたく」遠野、そ

の実現に取り組んでまいります。 

 遠野出身の人類学者、伊能嘉矩を縁とした交

流も着実に進んでおります。 

 伊能嘉矩の言葉に、「愛国心とは、蓋し愛郷

心の延長のみ、而して真の郷土の愛は甘棠の愛

より来る」というものがあります。 

 これは、大正２年に出版した「遠野史叢」の

裏扉に献辞したものです。 

 「甘棠の愛」とは、中国初期の詩集「詩経」

の中におさめられた言葉です。 

 国を愛することは郷土を愛することで、郷土

を愛することは人づくりから始まる、といった

思いが込められたとされています。 

 本市のまちづくりを進める上で、肝に銘じな

ければなりません。 

 今の遠野を築いた先人たちの努力に思いをは

せながら、将来を見据え、遠野市の発展、若者

が羽ばたく遠野のため、議員各位並びに市民の

皆様の御理解と御協力を賜り、誠心誠意取り組

んでまいります。 

 以上、決意の一端を申し上げ、平成29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00分 休憩   

────────────────── 

   午前11時11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５ 教育長の教育行政推進の基本

方針   

○議長（新田勝見君）  次に、日程第５、教育

長の教育行政推進の基本方針であります。中浜

教育長。 

   〔教育長中浜艶子君登壇〕 

○教育長（中浜艶子君）  平成29年３月遠野市

議会定例会が開催されるに当たり、平成29年度

の「教育行政推進の基本方針」について申し述

べます。 

 東日本大震災から間もなく６年がたとうとし

ております。時間の経過とともに震災の記憶の

風化が懸念されておりますが、昨年８月末の台

風10号被害では、生徒みずから浸水被害を受け

た民家の支援に赴くなど、未来に向かって力強
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く進もうとする子どもたちのたくましさ、互い

を思いやる優しさなど、確かな成長を確信した

ところでもあります。 

 昨年、46年ぶりに岩手県で開催された「希望

郷いわて国体」では、当市はサッカー競技少年

男子の会場として、児童生徒等による分け隔て

ない応援はもちろん、手づくりののぼり、花い

っぱい運動に取り組み、精一杯のおもてなしに

対し、各県選手団をはじめ、多くの関係者から

たくさんの感謝の言葉をいただきました。 

 このような経験を生かし、親への感謝、学校

への感謝、地域への感謝の気持ちを忘れないで、

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。 

 さて、当教育委員会が「新教育委員会制度」

に移行して、間もなく１年を迎えます。 

 平成28年度は、市長と教育委員会で構成する

「総合教育会議」において、それぞれの所掌す

る事務事業、重点的に講ずべき施策等に関し、

遠野市教育行政推進の基本方針をもとに、開催

の都度テーマを絞りながら、積極的な意見交換

を行い、教育行政の方向性を共有し、事務事業

の円滑な執行に努めております。 

 また、昨年３月には、平成28年度から平成37

年度までの10年間を計画期間とする「第２期遠

野市教育振興基本計画」を策定いたしました。 

 本計画においては、第２次遠野市総合計画と

の整合性を図りつつ、「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」の基本理念と、「ふるさと教育の推進」

「生涯学習の推進」「ふるさとの文化の継承・

創造」「健康づくりの推進」「子育て支援の推

進」の５つの基本方針を掲げております。 

 遠野市教育振興基本計画に基づき、遠野市わ

らすっこ条例・わらすっこプラン・わらすっこ

基金の目的や趣旨との整合を図り、「子どもを

産み育てることに夢がもてるまちづくり」「家

庭や子育てを社会全体で支えていく地域社会づ

くり」「健やかに育っていける環境づくり」の

実現を目指し、施策を展開してまいります。 

 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29年度の主要な施策の概

要について申し上げます。 

 第一は、就学前教育の充実についてでありま

す。 

 昨年は、教育・保育サービスの運営一元化と

して、宮守町の市立幼稚園・保育所３施設を遠

野市保育協会に運営移管し、保育所型の認定こ

ども園１カ所、保育所２カ所としてスタートい

たしました。 

 他の地域の保育園との遊びの交流や、就学前

の集大成として年長児が一堂に会して開催する

「保育のつどい」への参加、そして保護者の交

流などを通し、一体感の醸成がより深まったと

感じております。 

 また、就学前の教育・保育については、ス

ムーズな小学校との接続のために、現在アプ

ローチ・スタートカリキュラムの作成に取り組

んでおります。 

 保育施設等の環境整備では、市の施設整備計

画のもと、遠野市保育協会と連動して、平成29

年度に附馬牛保育園が児童館との合築方式での

建設が計画されています。小学校や地区セン

ターとの連携を深めながら、地域における子育

ての拠点化を推進します。 

 特別な支援を必要とする幼児については、そ

の成長を促すため、療育支援教室や幼児ことば

の教室の充実を図り、途切れのないきめ細やか

な発達支援に努めます。 

 第二は、学校教育の充実についてであります。 

 平成29年度も、児童生徒の「生きる力」を育

み、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
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ます。 

 平成25年度から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。 

 学力向上の取り組みの中心は授業改善です。

児童生徒が主体的に学び、「わかる」「でき

る」を実感できる授業づくりと、授業と連動し

た家庭学習の取り組みを徹底させ、児童生徒一

人ひとりの学力の保障に努めます。 

 そのために、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、各種調査により明らかとなった課題に

対応するため、「特定教科集中対策事業」では、

市内中学校へ「学習支援員」を配置して「数

学」学習支援を継続するとともに、新たに「英

語」の学力向上にも取り組み、コミュニケーシ

ョン能力を支える「聞く」「話す」「読む」

「書く」力を向上させるため、中学校卒業レベ

ルとされる「実用英語技能検定３級」に合格で

きることを目標とした学習指導の充実を図りま

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、特別支援教育支援員の配置を充実さ

せ、児童生徒が適切な支援を受けられる体制を

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。 

 道徳教育、復興教育はもとより、学校行事に

おける体験活動、読書活動など、あらゆる教育

活動を通じて豊かな感性を育み、命と思いやり

の心を大切にする教育を推進してまいります。

特に、道徳については、現行の内容の充実と、

教科化に向けたポイントについて研修を進め、

授業改善に取り組んでまいります。 

 いじめ防止対策につきましては、「遠野市い

じめ防止等基本方針」に基づき、学校、家庭、

地域、行政の連携組織である「遠野市生徒指導

推進協議会」で、いじめ防止に向けた啓発活動

を実施するとともに、児童生徒が主体となった

いじめ未然防止の取り組みを推進し、積極的な

いじめの認知による早期発見、早期対応に努め

てまいります。 

 「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、キャリア

教育に継続して取り組んでいきます。また、平

成・南部藩寺子屋交流事業の八戸市との児童交

流を継続し、歴史的なつながりや郷土のよさを

見つめ直す機会の充実を図ってまいります。 

 さらに、愛知県大府市の児童を迎えての交流

事業についても、平成29年度に10周年を迎える

ことから、遠野市の児童が大府市を訪問し、歴

史や地域の特徴の違いについ理解を深める中で、

お互いのよさを学び、交流のきずなをさらに深

めてまいります。 

 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。 

 また、児童生徒が学習した各地域ならではの

文化や伝統について、学習成果を発表する機会

を設けてまいります。 

 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・中学校では、それぞれの学校経営におい

て、特に重視すべき事項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

めてまいります。 

 また、学校評価を通して、客観的視点による

学校経営のさらなる改善・充実に取り組んでま
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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、宮守小学校プー

ルの改築、遠野東中学校屋内運動場の大規模改

造工事を実施します。 

 宮守小学校プールは、屋内運動場に隣接する

敷地に建設する予定とし、遠野東中学校屋内運

動場は、ＬＥＤ照明に交換するほか、外壁や屋

根、床等の改修を行います。 

 さらに、土淵小学校校舎の大規模改造に向け

た実施設計を計画するなど、子どもたちが安全

かつ健康で心豊かな学校生活を送ることができ

るよう、計画的に教育環境の整備に努めてまい

ります。 

 また、老朽化施設の長寿命化には、定期的な

メンテナンスが必要であることから、施設ごと

の管理計画を策定してまいります。 

 経済的理由により就学が困難と認められる児

童生徒の保護者に対して支援を行う就学援助に

ついては、いわゆる準要保護者の認定に係る世

帯の総所得額の基準について、現行の「生活保

護基準額の1.2倍未満」を「1.3倍未満」に拡大

します。 

 さらに、新入学児童生徒に対して支給する

「新入学児童生徒学用品費」の支給時期を７月

から５月に前倒しし、保護者の経済的負担の軽

減を図ってまいります。 

 通学対策については、スクールバスのさらな

る安全かつ効率的な運行に努め、昨年度から行

っている運転手の健康診断や駐車場の見直しな

どを継続するとともに、児童生徒の避難訓練の

実施など、通学時の児童生徒の安全確保を図っ

てまいります。 

 また、台風や大雪などの災害に対しては、学

校との連絡を密にしながら、詳しい気象情報の

把握のもと、休校措置や登下校における安全対

策などの措置を講じ、児童生徒を不測の事態の

発生や被害から守るように努めます。 

 奨学金制度に関しては、国では、平成29年度

から本格的に給付型奨学金制度をスタートさせ

る予定となっております。 

 県内でも給付型、あるいは減免、免除型の奨

学金を検討している自治体もあることから、引

き続き、国・県や他市の動向を注視しながら、

よりよい奨学金制度のあり方を検討してまいり

ます。 

 次に、学校給食の充実について申し上げます。 

 学校給食センターにおける安全衛生管理の徹

底に努めるとともに、児童生徒が学校給食を通

して「生きる力」を育む食育の推進を図ります。 

 また、学校給食を支える人たちと給食を食べ

ながら交流することを通じて、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」を引き続き実施してまいります。 

 さらに、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。 

 第三は、高等学校への支援についてでありま

す。 

 昨年３月に、岩手県教育委員会が公表した

「新たな県立高校再編成計画」においては、生

徒数の減少等の理由により、「平成32年度から

の遠野高校と遠野緑峰高校の校舎制による統

合」が示されました。 

 この「２校の校舎制による統合」については、

平成30年度までの遠野緑峰高校への入学者の状

況や、地域における取り組みの推移により検討

が行われることとされました。 

 このことから、本市においては、２校体制の

存続を目指して、両校の同窓会・ＰＴＡの方々

や、地域住民、有識者等で結成された「高校再

編を考える市民会議」と連携し、高校説明会の

前倒しや支援用ホームページの開設など、両校

の特色ある活動の魅力について、中学生とその

保護者へのアピールを図る支援策を実施してま

いりました。 

 平成30年度までの遠野緑峰高校への入学者の

状況が、両校の存続の検討に係る大きな要因の

一つとされていることから、平成29年度におけ

る中学３年生の高校への出願状況が、２校体制

の存続に向けた支援の取り組みにとって、特に

重要な意味を持つこととなります。 
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 教育委員会では、総合教育会議での協議・調

整を行うとともに、「高校再編を考える市民会

議」との協議を経て、平成29年度に実施する

「高校魅力化アクションプラン」を策定いたし

ました。 

 このアクションプランに基づき、両校の魅力

化、ＰＲ、小中高の連携推進や、就学、生活支

援の事業推進による、両校のさらなる魅力の向

上に係る支援策を実施し、地域の未来を担う子

どもたちの高校生活の充実と幅広い進路選択の

支援に努めてまいります。 

 第四は、社会教育の充実についてであります。 

 市内小学校単位に組織されている地域教育協

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いくとともに、地域

や家族の大切さを再度見つめ直すため、毎月第

３日曜日の「とおの家族の日」の啓発に、今ま

で以上に力を入れてまいります。 

 読書活動の推進については、地域教育協議会

の実践活動を支援するとともに、家庭学習の充

実を図るため、「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、市民協働の視点を大切にしながら、

市民の皆さんがともに学び、ともに活動できる

生涯学習の環境づくりを、遠野市教育文化振興

財団と連携を図りながら進めてまいります。 

 国際性豊かな「世界に羽ばたく遠野人」の育

成を図るため、毎年実施しているアメリカ合衆

国・テネシー州チャタヌーガ市への中・高生派

遣事業を支援してまいります。 

 また、芸術文化活動の振興を図るため、引き

続き芸術文化団体の活動支援や発表の場の提供

に努めてまいります。 

 市民センター自主事業として取り組んできた

遠野物語ファンタジーや、ことし設立40周年を

迎えるバレエスタジオ、30周年を迎える少年少

女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。 

 第五は、スポーツの振興についてであります。 

 市民の健康づくり活動を推進するため、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。 

 運動することは、子どもたちの心身の健全な

発達に重要な役割を果たし、個々の年齢や体力

に応じ、継続した取り組みが重要であると考え

ます。 

 子どもたちの体力や運動能力、競技力の向上

を図るため、子どもの体力づくりプログラム推

進事業による小学生運動能力向上トレーニング

等を通じ、運動することの楽しさを自覚できる

よう誘導します。 

 スポーツ少年団の育成と活動を支援し、経験

豊かな指導者を招聘し、ジュニアスポーツの競

技力の向上に努めます。 

 平成29年度、宮守体育館は改修工事を進め、

宮守町における健康スポーツ推進の中心施設と

してよみがえります。 

 また、平成23年に施行された「スポーツ基本

法」に基づき、遠野市の実情に即した、スポー

ツ推進にかかわる行政活動を、総合的かつ長期

的な視点により体系化したスポーツ推進計画を

策定します。 

 第六は、文化財の保存と継承についてであり

ます。 

 国の重要文化財千葉家住宅整備事業について、

平成28年度から仮設工事及び附属建物の解体工

事に着手するなど、本格的に修理工事を開始し

ました。平成29年度においては、引き続き附属

建物の解体を進め、曲り家の解体にも着手いた

します。 

 このような修理工事の様子を公開し、文化財

保護への理解を深める機会を設けます。また、

活用に向けて、重要文化財千葉家住宅整備活用

基本計画の策定を市民の方々とともに進め、千

葉家に残された家財や古文書等の資料を整理し、

公開のための準備を計画的に進めてまいります。 

 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、山口の水車小屋の活用

を通して、山口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。 



－ 15 － 

 地域の文化的資産の保護・活用と地域づくり

を目的として、平成19年度からスタートした遠

野遺産認定制度は、平成28年度に10年を迎え、

認定件数も149件となりました。今後も、この

制度を継続し、地域の宝である遠野遺産を生か

した地域づくりを推進してまいります。 

 また、遠野を象徴する大切な文化、郷土芸能

の保存伝承活動支援を推進するとともに、文化

行政のマスタープランともいえる遠野歴史文化

基本構想の策定に向けた取り組みなどを通じ、

歴史文化を大切にする魅力にあふれた地域づく

りに努めてまいります。 

 以上、平成29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」をつくるものです。これから

の変化の激しい社会の中で力強く生き抜いてい

く「生きる力」を身につけさせることが教育の

役割であり目的であります。 

 子ども一人ひとりが夢と志を持ち、多くの課

題や困難を乗り越えながら社会の一員として生

きていくためには、学校で学んだことを社会と

のかかわりの中で考え、自分なりの答えを出し

たり、新たな知識を獲得したりすることが重要

です。 

 そのためには、学校の枠を越え、地域とのか

かわりの中で「みずから考え行動できる人間を

育むこと」が大切です。 

 教育委員会では、未来を担う子どもたちのた

め、市長部局との相互補完の関係を一層深め、

学校現場、地域住民の意思を的確に反映しつつ、

教育振興基本計画が目指す「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」を進めてまいります。 

 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６ 議案第１号遠野市市税条例等

の一部を改正する条例の制定について

から、 

   日程第37 議案第32号平成29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６、議案

第１号遠野市市税条例等の一部を改正する条例

の制定についてから日程第37、議案第32号平成

29年度遠野市水道事業会計予算までの32件を一

括議題といたします。 

 各案件について、提出者の説明を求めます。

飛内副市長。 

   〔副市長飛内雅之君登壇〕 

○副市長（飛内雅之君）  命によりまして、平

成29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号遠野市市税条例等の一部を改正す

る条例の制定については、地方税法等の一部を

改正する法律等の一部改正に伴い、法人税割の

税率引き下げ及び軽自動車税の環境性能割の導

入時期の変更等をしようとするものであります。 

 次に、議案第２号遠野市防災基本条例の一部

を改正する条例の制定については、災害対策基

本法の規定との整合をとるため、所要の改正を

しようするものであります。 

 次に、議案第３号遠野テレビ伝送路設備改修

工事の変更請負契約の締結については、平成28

年６月17日に、請負契約を締結し、施工中の遠

野テレビ伝送路設備改修工事について、設計内

容の一部に変更する必要を生じたため、変更請

負契約を締結しようとするものであります。 

 契約の目的、遠野テレビ伝送路設備改修工事、

契約の方法、条件つき一般競争入札、契約の金

額、変更前１億4,580万円、変更後１億5,584万

1,840円、契約の相手方、宮城県仙台市青葉区

大町２丁目５番１号、株式会社協和エクシオ東

北支店副支店長白石賢。 

 次に、議案第４号平成28年度遠野市一般会計

補正予算（第７号）については、歳入歳出予算

の補正では、歳入歳出の予算の総額から歳入歳

出それぞれ４億4,907万6,000円を減額し、予算

の総額を歳入歳出それぞれ211億3,311万1,000

円としようとするものであります。 

 今回の補正の主な内容は、本庁舎整備に係る

追加予算を計上するほか、国及び県の補助事業
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を活用した地域産業の振興に要する経費の計上、

国庫及び県支出金の補助内容に伴う財源の振り

かえなどについて補正しようとするものであり

ます。また、繰越明許費及び地方債の補正をし

ようとするものであります。 

 次に、議案第５号平成28年度遠野市国民健康

保険特別会計補正予算（第２号）については、

事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出そ

れぞれ１億4,703万3,000円を減額し、予算の総

額を歳入歳出それぞれ39億8,304万4,000円とし、

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1,356万4,000円を減額し、予算

の総額を歳入歳出それぞれ１億4,765万9,000円

としようとするものであります。 

 また、債務負担行為については、平成29年４

月１日から事業開始に必要な各種業務委託契約

について、本年度中にその契約事務を進めるた

めの債務を負担しようとするものであります。 

 次に、議案第６号平成28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318万6,

000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞ

れ３億1,825万3,000円としようとするものであ

ります。 

 次に、議案第７号平成28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384万4,000円を減額し、予算の総額を歳

入歳出それぞれ33億7,647万8,000円とし、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71万4,000円を追加し、予算の総

額を歳入歳出それぞれ1,792万4,000円としよう

とするものであります。 

 また、債務負担行為については、平成29年４

月１日から事業開始に必要な各種業務委託契約

について、本年度中にその契約事務を進めるた

めの債務を負担しようとするものであります。 

 次に、議案第８号平成28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7,883万1,000円を減額し、予算の総額を歳入

歳出それぞれ４億7,138万円としようとするも

のであります。 

 次に、議案第９号平成28年度遠野市下水道事

業特別会計補正予算（第４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１億64

9万1,000円を減額し、予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ７億6,152万7,000円としようとするもの

であります。また、地方債の補正をしようとす

るものであります。 

 次に、議案第10号平成28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、収入において426万9,0

00円を減額し、合計を７億8,795万6,000円に、

支出において2,510万6,000円を増額し、合計を

６億9,631万1,000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80万6,

000円を減額し、合計を３億2,018万6,000円に、

支出の第１款上水道事業費資本的支出及び第２

款簡易水道事業資本的支出において1,201万4,0

00円を減額し、合計を７億2,707万6,000円にし

ようとするものであります。 

 次に、議案第11号遠野市民センター条例等の

一部を改正する条例の制定については、第３次

遠野市健全財政５カ年計画に基づき、受益者負

担の適正を図るため、使用料及び手数料を改定

しようとするものであります。 

 次に、議案第12号遠野市職員の勤務時間、休

日及び休暇に関する条例及び遠野市企業職員の

給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正

する条例の制定については、職員に係る育児支

援及び介護支援の充実を図るため、所要の改正

をしようとするものであります。 

 次に、議案第13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、職員に係る育児休業等の環境を整備する

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14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、介護保険施
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行令の一部改正により、平成29年度における保

険料率の算定において、保険料率の特例を定め

ようとするものであります。 

 次に、議案第15号遠野市中心市街地活性化セ

ンター条例の一部を改正する条例の制定につい

ては、新たに遠野市宮守地域活性化センターを

設置しようとするものであります。 

 次に、議案第16号遠野市水道事業の設置等に

関する条例の一部を改正する条例の制定につい

ては、上水道事業の給水区域を拡大するほか、

給水区域の見直し等に係る所要の改正をしよう

とするものであります。 

 次に、議案第17号遠野市小規模給水施設設置

条例の一部を改正する条例の制定については、

小友地区簡易水道平笹浄水場の供用開始に伴い、

平笹地区簡易給水施設を廃止しようとするもの

であります。 

 次に、議案第18号遠野市立図書館条例の一部

を改正する条例の制定については、宮守ゆうＹ

ＯＵソフト館の位置を変更し、当館の会議室を

廃止しようとするものであります。 

 次に、議案第19号遠野市保育料条例の一部を

改正する条例の制定については、婚姻によらな

いで母または父となった者であって、現に婚姻

をしていない支給認定保護者について、地方税

法に規定する寡婦等とみなし、保育料の額を同

法の所得控除を適用して算定した市町県民税を

基礎として算定しようとするものであります。 

 次に、議案第20号公の施設の指定管理者の指

定については、市民会館及び勤労青少年ホーム

の指定管理者の指定をしようとするものであり

ます。 

 次に、議案第21号公の施設の指定管理者の指

定については、遠野市柏木平公有施設の指定管

理者の指定をしようとするものであります。 

 次に、議案第22号公の施設の指定管理者の指

定については、伝承園、遠野市情報交流セン

ター、遠野ふるさと村及び遠野市たかむろ水光

園の指定管理者の指定をしようとするものであ

ります。 

 次に、議案第23号市道路線の廃止については、

岩手南部森林管理署遠野支署との協議により、

同署において管理すべき路線と確認したことか

ら、当該路線を廃止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、

岩手南部森林管理署遠野支署との協議により、

当市の管理すべき路線を確認したことから、当

該路線について変更しようとするものでありま

す。 

 次に、議案第25号平成29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177億9,000円としようとするもので

あります。 

 予算の特徴は、産業とわらすっこがともに成

長し、夢と希望を未来に紡ぐ産業振興と子育て

支援の２つの優先課題、町なか再生、地域コミ

ュニティーの再構築の３つの重要施策へ予算の

重点化を図った新規事業14事業を加えた384事

業の編成内容となっております。また、債務負

担行為、地方債、一時借入金、歳出予算の流用

について定めようとするものであります。 

 次に、議案第26号平成29年度遠野市国民健康

保険特別会計予算については、事業勘定の歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ40億4,547

万7,000円とし、直営診療施設勘定の歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ１億5,339万8,0

00円としようとするものであります。また、歳

出予算の流用について定めようとするものであ

ります。 

 次に、議案第27号平成29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３億1,774万5,000円

としようとするものであります。 

 次に、議案第28号平成29年度遠野市介護保険

特別会計予算については、保健事業勘定の歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ35億1,624

万1,000円とし、介護サービス事業勘定の歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,384万6,0

00円としようとするものであります。また、歳

出予算の流用について定めようとするものであ

ります。 
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 次に、議案第29号平成29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５億5,444万4,0

00円としようとするものであります。 

 次に、議案第30号平成29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7,283万1,000円と

しようとするものであります。また、債務負担

行為、地方債について定めようとするものであ

ります。 

 次に、議案第31号平成29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８億260万7,000円としよ

うとするものであります。また、債務負担行為、

地方債について定めようとするものであります。 

 次に、議案第32号平成29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、収入の合計額を７億7,370万5,000円、

支出の合計額を６億9,659万3,000円に、資本的

収入及び支出の予定額では、収入の合計額を２

億5,455万6,000円、支出の合計額を６億1,437

万3,000円としようとするものであります。ま

た、企業債、一時借入金等について定めようと

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

りますようお願い申し上げます。 

────────────────── 

   予算等審査特別委員会の設置   

○議長（新田勝見君）  お諮りいたします。た

だいま議題となっております議案第１号から議

案第32号までの32件については、質疑を省略し、

議長を除く16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32号までの32件

については質疑を省略し、議長を除く16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。 

 お諮りします。ただいま設置されました予算

等審査特別委員会の委員の選任については、委

員会条例第５条第１項の規定により、議長を除

く全議員を指名いたしたいと思います。これに

御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新田勝見君）  御異議なしと認めます。

よって、ただいま指名いたしましたとおり、議

長を除く全議員を予算等審査特別委員に選任す

ることに決しました。 

 なお、予算等審査特別委員会は、正副委員長

互選のため、本日、会議終了後、本議場にてこ

れを招集いたします。改めて招集状を差し上げ

ませんので、御了承願います。 

────────────────── 

   散  会   

○議長（新田勝見君）  以上で、本日の日程は

全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。御苦労さま

でした。 

   午後０時00分 散会   

 

 


